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１．平成21年２月期第３四半期の連結業績（平成20年３月１日～平成20年11月30日）

(1）連結経営成績 （％表示は対前年同四半期増減率）

売上高 営業利益 経常利益 四半期（当期）純利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

21年２月期第３四半期 6,369 28.2 364 10.1 430 18.8 362 100.8

 20年２月期第３四半期 4,969 48.0 330 53.9 362 31.5 180 2.9

20年２月期 6,994 ― 596 ― 625 ― 362 ―

 

１株当たり四半期
（当期）純利益

潜在株式調整後
１株当たり四半期
（当期）純利益

円 銭 円 銭

21年２月期第３四半期 4,250 40 3,804 28

20年２月期第３四半期 2,108 75 1,886 90

20年２月期 4,235 84 3,791 36

 (参考)　持分法投資損益 21年２月期第３四半期－百万円 20年２月期第３四半期－百万円 20年２月期 ―百万円

(2）連結財政状態  

総資産 純資産 自己資本比率 １株当たり純資産

百万円 百万円 ％ 円 銭

21年２月期第３四半期 6,096 3,554 58.3 41,696 59

20年２月期第３四半期 5,548 3,010 54.3 35,314 98

20年２月期 5,642 3,192 56.6 37,446 19

 (参考)自己資本 21年２月期第３四半期 3,554百万円 20年２月期第３四半期 3,010百万円 20年２月期 3,192百万円

(3）連結キャッシュ・フローの状況  

営業活動による
キャッシュ・フロー

投資活動による
キャッシュ・フロー

財務活動による
キャッシュ・フロー

現金及び現金同等物
期末残高

百万円 百万円 百万円 百万円

21年２月期第３四半期 824 △853 △205 885

20年２月期第３四半期 864 △434 △513 682

20年２月期 1,427 △527 △546 1,119

２．配当の状況

１株当たり配当金

（基準日） 第１四半期末 中間期末 第３四半期末 期末 年間

円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭

20年２月期 －　 －　 －　 －　 －　 －　 －　 －　 0　 00　

21年２月期 －　 －　 －　 －　 －　 －　 －　 －　
0　 00　

21年２月期（予想） －　 －　 －　 －　 －　 －　 －　 －　

３．平成21年２月期の連結業績予想（平成20年３月１日　～　平成21年２月28日）

 （％表示は対前期増減率）

売上高 営業利益 経常利益 当期純利益 １株当たり当期純利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 円 銭

通期 8,740 25.0 720 20.9 795 27.2 567 56.7 6,637 89
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４．その他

(1）期中における重要な子会社の異動（連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動）　：　無

新規 ―社 （社名　―） 除外 ―社 （社名　―）

(2）四半期連結財務諸表の作成基準　：　中間連結財務諸表作成基準

(3）最近連結会計年度からの会計処理の方法の変更の有無　：　無

(4）会計監査人の関与　：　有

　四半期財務諸表については、名古屋証券取引所の「上場有価証券の発行者の会社情報の適時開示等に関する規則の

取扱い」の別添に定められている「四半期財務諸表に対する意見表明に係る基準」に基づく意見表明のための手続き

を受けております。

５．個別業績の概要（平成20年３月１日　～　平成20年11月30日）

(1）個別経営成績 （％表示は対前年同四半期増減率）

売上高 営業利益 経常利益 四半期（当期）純利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

21年２月期第３四半期 3,672 3.2 198 △21.0 251 △14.8 286 84.8

20年２月期第３四半期 3,558 16.8 251 △16.8 295 △4.6 154 △4.0

20年２月期 4,915 ― 388 ― 450 ― 232 ―

１株当たり四半期
（当期）純利益

円 銭

21年２月期第３四半期 3,360 27

20年２月期第３四半期 1,811 07

20年２月期 2,715 45

(2）個別財政状態  

総資産 純資産 自己資本比率 １株当たり純資産

百万円 百万円 ％ 円 銭

21年２月期第３四半期 5,060 3,353 66.3 39,337 24

20年２月期第３四半期 4,999 2,990 59.8 35,071 71

20年２月期 5,083 3,067 60.3 35,976 97

 (参考)自己資本 21年２月期第３四半期 3,353百万円 20年２月期第３四半期 2,990百万円 20年２月期 3,067百万円

６．平成21年２月期の個別業績予想（平成20年３月１日　～　平成21年２月28日）

 （％表示は対前期増減率）

売上高 営業利益 経常利益 当期純利益 １株当たり当期純利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 円 銭

通期 5,000 1.7 356 △8.4 426 △5.3 402 73.5 4,710 22

※　業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項

  本資料に記載されている業績見通し等の将来に関する記述は、当社が現在入手している情報及び合理的であると

判断する一定の前提に基づいており、実際の業績等は様々な要因により大きく異なる可能性があります。
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【定性的情報・財務諸表等】

１．連結経営成績に関する定性的情報

　当第３四半期連結会計期間（平成20年３月１日～平成20年11月30日）におけるわが国経済は、世界的な金融危機が激し

い勢いで実体経済を下押しし、景気の後退感が一層増してきております。

　外食産業におきましては、生活防衛意識の高まりによる個人消費の低下に加えて、食品偽装問題等をはじめとした食の

安全に対する消費者意識の高まりもあり、厳しい経営環境で推移いたしました。

　このような状況の下、当第３四半期連結会計期間において当社グループは、平成20年３月に100%株式を取得した㈱デイ・

マックス、㈲エム・ジェイが運営する店舗の業態替え等のリニューアルに注力しつつ、計画的に新規出店を実施いたしま

した。

　リニューアルに関しましては、M&Aを行った今年３月から10月中旬までのあいだに、M&A前の既存業態の転換等を中心と

した改装を実施いたしました。改装店舗は12店舗を数えます。

　新規出店といたしましては、平成20年８月、当社グループの主力業態「天地旬鮮　八吉」をさらにグレードアップした

新業態「のど黒屋　銀座本店」を、平成20年11月には、愛知県名古屋市に「天地旬鮮　八吉」と「博多もつ鍋　黒き」を

それぞれ出店いたしました。

　以上の結果、平成20年11月30日現在の店舗数はグループ合計69店舗となり、外食産業を取り巻くさまざまな逆風の中、

「地域１番店」を絶対目標とした営業を続けておりますが、新店、既存店いずれにおきましても、業績は好調に推移して

おり、当第３四半期連結会計期間の売上高は6,369百万円、営業利益は364百万円、経常利益は430百万円、第３四半期純利

益は362百万円とほぼ計画どおりに推移しております。

　今後も引き続き無理なく規模を拡大しながら、当社の特徴である漁港における鮮魚の直接買い付けの権利（買参権）を

さらに活かすべく、既存店を質的、人的両面ともにさらに充実したものにするために戦略的な営業、人員の採用を引き続

き実施していく所存であります。

２．連結財政状態に関する定性的情報

　当第３四半期連結会計期間末における資産の部は6,096百万円、負債の部は2,541百万円、純資産の部は3,554百万円とな

りました。前第３四半期連結会計期間末と比較して各項目とも前出のM&Aにより資産、負債及び純資産ともに増加しており

ます。

　資産の部のうち主に店舗の設備等である有形固定資産は、M&Aによる増加を減価償却費と除却等による減少が相殺し、

2,538百万円となっております。敷金保証金はやはりM&Aによる増加により1,330百万円となっております。現金及び預金は、

積極的な設備投資等を営業収益を基盤とした資金により回収しており、前第３四半期連結会計期間末と比較しても213百万

円の増加となっております。

　負債の部につきましては、M&Aによる営業上の負債（買掛債務等）の増加を、有利子負債の圧縮により相殺した形となり、

前第３四半期連結会計期間末と比較し微増となっております。

　純資産の部につきましては、前第３四半期連結会計期間末と比較いたしまして、純利益の計上により自己資本比率は４

ポイント増の58.3％となっております。

３．業績予想に関する定性的情報

　当第３四半期は概ね計画どおりの推移となっておりますので、現時点での業績予想につきましては、平成20年４月８日

に公表いたしました業績予想に変更はありません。

（注)上記の予想は本資料の発表日現在における将来の見通し、計画のもととなる前提、予測を含んで記載しております。実際の業績は、今後

様々な要因によって上記予想とは大きく異なる結果となる可能性があります。
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４．四半期連結財務諸表

(1）四半期連結貸借対照表

  
前第３四半期連結会計期間末

（平成19年11月30日）
当第３四半期連結会計期間末

（平成20年11月30日）

(参考)前連結会計年度の
要約貸借対照表

(平成20年２月29日) 

区分
注記
番号

金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

（資産の部）           

Ⅰ　流動資産           

１．現金及び預金   719,346   932,487   1,181,484  

２．売掛金   130,142   142,730   131,814  

３．たな卸資産   168,176   173,291   147,529  

４．繰延税金資産   13,125   19,965   15,405  

５．その他   247,408   186,268   133,140  

流動資産合計   1,278,199 23.0  1,454,743 23.9  1,609,374 28.5

Ⅱ　固定資産           

１．有形固定資産 ※２          

(1)建物 ※１ 1,706,260  1,683,728  1,527,041  

(2)工具器具及び備品 ※１ 301,291  260,340  255,689  

(3)土地 ※１ 577,891  577,891  577,891  

(4)その他 20,525  16,118  17,324  

有形固定資産合計   2,605,968 47.0  2,538,079 41.6  2,377,946 42.2

２．無形固定資産           

(1)のれん   522,383   675,860   487,558  

(2)その他   22,533   21,858   21,879  

無形固定資産合計   544,916 9.8  697,719 11.4  509,437 9.0

３．投資その他の資産           

(1)敷金保証金 ※１  1,077,358   1,330,627   1,074,480  

(2)繰延税金資産   1,500   36,582   27,947  

(3)その他   40,973   53,349   43,166  

(4)貸倒引当金   －   △15,054   －  

投資その他の資産合計   1,119,831 20.2  1,405,505 23.1  1,145,593 20.3

固定資産合計   4,270,716 77.0  4,641,305 76.1  4,032,977 71.5

資産合計   5,548,916 100.0  6,096,048 100.0  5,642,352 100.0
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前第３四半期連結会計期間末

（平成19年11月30日）
当第３四半期連結会計期間末

（平成20年11月30日）

(参考)前連結会計年度の
要約貸借対照表

(平成20年２月29日) 

区分
注記
番号

金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

（負債の部）           

Ⅰ　流動負債           

１．買掛金   161,371   187,069   142,450  

２.１年以内償還予定社債   30,000   130,000   80,000  

３.１年以内返済予定
長期借入金

※１  325,651   348,271   307,685  

４．未払金   362,521   304,596   318,296  

５．未払法人税等   18,429   178,396   136,939  

６．その他 ※３  170,918   172,967   152,940  

流動負債合計   1,068,894 19.2  1,321,301 21.7  1,138,312 20.2

Ⅱ　固定負債           

１．社債   205,000   25,000   145,000  

２．長期借入金 ※１  952,973   964,792   882,250  

３．長期未払金   23,030   －   12,644  

４．その他   288,238   230,112   271,669  

固定負債合計   1,469,243 26.5  1,219,904 20.0  1,311,564 23.2

負債合計   2,538,137 45.7  2,541,205 41.7  2,449,877 43.4

           

（純資産の部）           

Ⅰ　株主資本           

１．資本金   1,160,681  1,160,681  1,160,681

２．資本剰余金   1,219,751  1,219,751  1,219,751

３．利益剰余金   749,168  1,293,232  930,864

４．自己株式   △118,821  △118,821  △118,821

株主資本合計   3,010,778 54.3  3,554,842 58.3  3,192,475 56.6

純資産合計   3,010,778 54.3  3,554,842 58.3  3,192,475 56.6

負債純資産合計   5,548,916 100.0  6,096,048 100.0  5,642,352 100.0

           

　（注）　記載金額は千円単位未満を切捨てて表示しております。
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(2）四半期連結損益計算書

  
前第３四半期連結会計期間
（自　平成19年３月１日
至　平成19年11月30日）

当第３四半期連結会計期間
（自　平成20年３月１日
至　平成20年11月30日）

（参考)前連結会計年度の
要約損益計算書 

　(自　平成19年３月１日 
至　平成20年２月29日）

区分
注記
番号

金額（千円）
百分比
（％）

金額（千円）
百分比
（％）

金額（千円）
百分比
（％）

Ⅰ　売上高   4,969,674 100.0  6,369,819 100.0  6,994,640 100.0

Ⅱ　売上原価   1,319,478 26.5  1,642,638 25.8  1,832,494 26.2

売上総利益   3,650,196 73.5  4,727,180 74.2  5,162,145 73.8

Ⅲ　販売費及び一般管理費 ※１  3,319,585 66.8  4,363,101 68.5  4,566,126 65.3

営業利益   330,611 6.7  364,079 5.7  596,018 8.5

Ⅳ　営業外収益           

１．受取利息  728   697   1,184   

２．受取配当金  50   60   62   

３．協賛金収入  61,843   79,786   84,702   

４．その他  4,253 66,875 1.3 12,033 92,576 1.5 5,379 91,328 1.3

Ⅴ　営業外費用           

１．支払利息  31,435   24,533   39,744   

２．その他  3,858 35,293 0.7 2,012 26,545 0.4 22,118 61,862 0.9

経常利益   362,193 7.3  430,110 6.8  625,485 8.9

Ⅵ　特別利益           

１．損害賠償金収入  1,931   354,000   192,270   

２．その他　  － 1,931 0.0 5,831 359,831 5.6 － 192,270 2.8

Ⅶ　特別損失           

１．店舗撤退損失　  －   20,344   －   

２．固定資産除却損 ※２ －   50,832   59,074   

３．固定資産売却損 ※３ 10,605   －   9,017   

４．過年度償却資産税  10,670   5,845   10,670   

５. 貸倒損失 ※４ 13,026   －   13,044   

６．建物解体費用  6,485   －   6,485   

７．解約違約金  －   6,946   62,013   

８. 減損損失 ※５ －   －   65,580   

９．その他  2,583 43,370 0.9 5,429 89,398 1.4 4,508 230,394 3.3

税金等調整前四半期
(当期)純利益

  320,754 6.4  700,543 11.0  587,361 8.4

法人税、住民税及び事
業税

 132,062   325,056   245,700   

法人税等調整額  8,220 140,282 2.8 13,119 338,175 5.3 △20,506 225,193 3.2

四半期(当期)純利益   180,471 3.6  362,367 5.7  362,167 5.2

           

　（注）　記載金額は千円単位未満を切捨てて表示しております。
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(3）四半期連結株主資本等変動計算書

前第３四半期連結会計期間（自　平成19年３月１日　至　平成19年11月30日）

 
株主資本

純資産合計
資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計

平成19年２月28日残高
（千円）

1,160,631 1,219,751 568,697 △30,401 2,918,678 2,918,678

第３四半期連結会計期間中の変
動額

      

新株の発行 50 － － － 50 50

第３四半期連結純利益 － － 180,471 － 180,471 180,471

自己株式の取得 － － － △88,420 △88,420 △88,420

第３四半期連結会計期間中の
変動額合計（千円）

50 － 180,471 △88,420 92,100 92,100

平成19年11月30日残高
（千円）

1,160,681 1,219,751 749,168 △118,821 3,010,778 3,010,778

　（注）　記載金額は千円単位未満を切捨てて表示しております。

当第３四半期連結会計期間（自　平成20年３月１日　至　平成20年11月30日）

 
株主資本

純資産合計
資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計

平成20年２月29日残高
（千円）

1,160,681 1,219,751 930,864 △118,821 3,192,475 3,192,475

第３四半期連結会計期間中の変
動額

      

第３四半期連結純利益 － － 362,367 － 362,367 362,367

第３四半期連結会計期間中の
変動額合計(千円)

－ － 362,367 － 362,367 362,367

平成20年11月30日残高
（千円）

1,160,681 1,219,751 1,293,232 △118,821 3,554,842 3,554,842

　（注）　記載金額は千円単位未満を切捨てて表示しております。

(参考)前連結会計年度の要約連結株主資本等変動計算書（自　平成19年３月１日　至　平成20年２月29日）

 
株主資本

純資産合計
資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計

平成19年２月28日残高
（千円）

1,160,631 1,219,751 568,697 △30,401 2,918,678 2,918,678

連結会計年度中の変動額       

新株の発行 50 ― ― ― 50 50

当期純利益 ― ― 362,167 ― 362,167 362,167

自己株式の取得 ― ― ― △88,420 △88,420 △88,420

連結会計年度中の変動額合計
（千円）

50 ― 362,167 △88,420 273,796 273,796

平成20年２月29日残高
（千円）

1,160,681 1,219,751 930,864 △118,821 3,192,475 3,192,475

　（注）　記載金額は千円単位未満を切捨てて表示しております。
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(4）四半期連結キャッシュ・フロー計算書

 
前第３四半期連結会計期間
（自　平成19年３月１日
至　平成19年11月30日）

当第３四半期連結会計期間
（自　平成20年３月１日
至　平成20年11月30日）

前連結会計年度の要約連結
キャッシュ・フロー計算書
（自　平成19年３月１日
至　平成20年２月29日）

区分
注記
番号

金額（千円） 金額（千円） 金額（千円）

Ⅰ　営業活動によるキャッシュ・フロー     

税金等調整前四半期(当期)純利益  320,754 700,543 587,361

減価償却費  318,279 332,699 438,013

のれん償却額  104,476 149,151 139,302

受取利息及び受取配当金  △778 △757 △1,246

支払利息  31,435 24,533 39,744

損害賠償金収入  △1,931 △354,000 △192,270

固定資産除却損  ― 50,832 59,074

店舗撤退損失  ― 20,344 ―

固定資産売却損  10,605 ― 9,017

未払消費税等の増加額(△減少額)  26,953 △40,233 83,007

売上債権の増加額  △41,324 △199 △42,995

たな卸資産の増加額  △70,284 △14,386 △49,637

仕入債務の増加額(△減少額）  33,171 △571 14,250

未払金の増加額  76,771 47,675 58,546

その他流動資産の減少額(△増加額)  19,938 △25,225 △5,316

その他流動負債の増加額(△減少額)  △26,072 △86,059 38,553

その他固定負債の増加額(△減少額)  258,058 △2,890 235,013

その他  75,113 39,796 166,950

小計  1,135,166 841,254 1,577,367

利息及び配当金の受取額  995 749 1,255

利息の支払額  △19,182 △20,552 △27,004

損害賠償金の受取額  1,931 354,000 192,270

違約金等の支払額  ― △6,946 △62,013

法人税等の支払額  △254,730 △344,036 △254,730

営業活動によるキャッシュ・フロー  864,180 824,468 1,427,146

Ⅱ　投資活動によるキャッシュ・フロー     

定期預金の預入による支出  △77,000 △88,500 △93,500

定期預金の払出による収入  91,500 103,000 83,001

有形固定資産の取得による支出  △394,739 △497,082 △494,699

有形固定資産の売却による収入  52,270 ― 52,270

無形固定資産の取得による支出  △11,432 △2,735 △12,077

投資有価証券の売却による収入  ― 15,187 ―

新規連結子会社株式の取得による支出  ― △405,086 ―

敷金保証金の差入による支出  △113,036 △49,439 △125,244

敷金保証金の回収による収入  26,383 55,389 42,609

短期貸付金の純増減額  △7,970 4,066 2,245

その他  △216 12,001 18,306

投資活動によるキャッシュ・フロー  △434,241 △853,197 △527,089
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前第３四半期連結会計期間
（自　平成19年３月１日
至　平成19年11月30日）

当第３四半期連結会計期間
（自　平成20年３月１日
至　平成20年11月30日）

前連結会計年度の要約連結
キャッシュ・フロー計算書
（自　平成19年３月１日
至　平成20年２月29日）

区分
注記
番号

金額（千円） 金額（千円） 金額（千円）

Ⅲ　財務活動によるキャッシュ・フロー     

長期借入れによる収入  ― 400,000 ―

長期借入金の返済による支出  △360,992 △303,350 △449,681

短期借入金の返済による支出  ― △170,000 ―

割賦債務の返済による支出  △117,448 △62,428 △146,916

社債の償還による支出  △20,000 △70,000 △30,000

その他  △15,308 ― 79,870

財務活動によるキャッシュ・フロー  △513,749 △205,778 △546,728

Ⅳ　現金及び現金同等物の増加額（△減少
額）

 △83,810 △234,508 353,327

Ⅴ　現金及び現金同等物の期首残高  766,642 1,119,969 766,642

Ⅵ　現金及び現金同等物の第３四半期末
(期末)残高

※１ 682,832 885,461 1,119,969

　（注）　記載金額は千円単位未満を切捨てて表示しております。
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四半期連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項

項目
前第３四半期連結会計期間
（自　平成19年３月１日
至　平成19年11月30日）

当第３四半期連結会計期間
（自　平成20年３月１日
至　平成20年11月30日）

前連結会計年度
（自　平成19年３月１日
至　平成20年２月29日）

１．連結の範囲に関する事項 (1）連結子会社の数　　　３社

㈱ジェイエフピー、㈱柚屋、

㈱エムアイフードシステム

(1）連結子会社の数　　　５社

㈱ジェイエフピー、㈱柚屋、

㈱エムアイフードシステム、

㈱デイ・マックス、

㈲エム・ジェイ

(1）連結子会社の数　　　３社

㈱ジェイエフピー、㈱柚屋、

㈱エムアイフードシステム

(2）非連結子会社の数　　２社

㈲カユミ食品、㈱大六

(2）非連結子会社の数　　２社

同左

(2）非連結子会社の数　　２社

同左

（連結の範囲から除いた理由）

　非連結子会社は、小規模会社

であり、総資産、売上高、第３

四半期純損益（持分に見合う額）

及び利益剰余金（持分に見合う

額）等は当第３四半期連結財務

諸表に重要な影響を及ぼさない

ため連結の範囲より除いており

ます。

（連結の範囲から除いた理由）

同左

（連結の範囲から除いた理由）

　非連結子会社は、小規模会社

であり、総資産、売上高、当期

純損益（持分に見合う額）及び

利益剰余金（持分に見合う額）

等は当期連結財務諸表に重要な

影響を及ぼさないため連結の範

囲より除いております。

２．持分法の適用に関する事項 　持分法適用の関連会社はありま

せん。

（持分法の範囲から除いた理由）

　持分法を適用していない非連結

子会社（㈲カユミ食品、㈱大六）

は、第３四半期純損益（持分に見

合う額）及び利益剰余金（持分に

見合う額）等は当第３四半期連結

財務諸表に重要な影響を及ぼさな

いため持分法の範囲より除いてお

ります。

　持分法適用の関連会社はありま

せん。

（持分法の範囲から除いた理由）

同左

　持分法適用の関連会社はありま

せん。

（持分法の範囲から除いた理由）

　持分法を適用していない非連結

子会社（㈲カユミ食品、㈱大六）

は、当期純損益（持分に見合う額）

及び利益剰余金（持分に見合う額）

等は当期連結財務諸表に重要な影

響を及ぼさないため持分法の範囲

より除いております。

３．連結子会社の四半期決算日

(決算日)等に関する事項

　連結子会社㈱ジェイエフピー、

㈱エムアイフードシステムの決算

日を従前の９月30日から２月28日

に変更しております。また㈱柚屋

の決算日は８月31日であります。

　第３四半期連結財務諸表作成に

あたっては、第３四半期連結決算

日現在で実施した仮決算に基づく

財務諸表を用いております。

　連結子会社㈱デイ・マックス及

び㈲エム・ジェイの決算日を従前

の３月31日から２月末日に変更し

ております。また㈱柚屋の決算日

は８月31日であります。第３四半

期連結財務諸表作成にあたっては、

第３四半期連結決算日現在で実施

した仮決算に基づく財務諸表を用

いております。

　連結子会社㈱柚屋の決算日は８

月31日であります。当期連結財務

諸表作成にあたっては、当期連結

決算日現在で実施した仮決算に基

づく財務諸表を用いております。

４．会計処理基準に関する事項

(1）重要な資産の評価基準及

び評価方法

①　デリバティブ

　時価法を採用しております。

①　デリバティブ

同左

①　デリバティブ

同左

②　有価証券

子会社株式及び関連会社株式

移動平均法による原価法を採

用しております。

②　有価証券

子会社株式及び関連会社株式

同左

②　有価証券

子会社株式及び関連会社株式

同左

その他有価証券

時価のあるもの

　―

その他有価証券

時価のあるもの

　第３四半期連結決算日の

市場価格等に基づく時価法

(評価差額は全部純資産直入

法により処理し、売却原価

は主として移動平均法によ

り算定）

その他有価証券

時価のあるもの

　―

時価のないもの

　　移動平均法による原価法を採

　　用しております。

時価のないもの

　―

時価のないもの

　　移動平均法による原価法を採

　　用しております。

③　たな卸資産

ａ．店舗在庫

最終仕入原価法による原価法

を採用しております。

③　たな卸資産

ａ．店舗在庫

同左

③　たな卸資産

ａ．店舗在庫

同左

ｂ．倉庫在庫

総平均法による原価法を採用

しております。

ｂ．倉庫在庫

同左

ｂ．倉庫在庫

同左
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項目
前第３四半期連結会計期間
（自　平成19年３月１日
至　平成19年11月30日）

当第３四半期連結会計期間
（自　平成20年３月１日
至　平成20年11月30日）

前連結会計年度
（自　平成19年３月１日
至　平成20年２月29日）

(2）重要な減価償却資産の減

価償却の方法

①　有形固定資産

　定率法（ただし、平成10年４

月１日以降に取得した建物（附

属設備を除く）については定額

法）を採用しております。

　なお、主な耐用年数は以下の

とおりであります。

①　有形固定資産

同左

①　有形固定資産

同左

建物　　　　　　３～27年

工具器具備品　　３～15年

その他　　　　　２～７年

建物　　　　　　２～27年

工具器具備品　　２～15年

その他　　　　　２～14年

建物　　　　　　３～27年

工具器具備品　　３～15年

その他　　　　　２～10年

（会計方針の変更）

　法人税法の改正に伴い、当第

３四半期連結会計期間より、平

成19年４月１日以降に取得した

有形固定資産について、改正後

の法人税法に基づく減価償却の

方法に変更しております。

　これにより営業利益、経常利

益及び税金等調整前四半期純利

益に与える影響は軽微でありま

す。

― （会計方針の変更）

　当連結会計年度より、平成19

年度の税制改正に伴い、平成19

年４月１日以降に取得した有形

固定資産については、改正後の

法人税法に規定する減価償却の

方法によっております。

　なお、この変更に伴う営業利

益、経常利益及び税金等調整前

当期純利益に与える影響は軽微

であります。　

― （追加情報）

法人税法の改正に伴い、平成19

年３月31日以前に取得した有形

固定資産については、改正前の

法人税法に基づく減価償却の方

法の適用により取得価額の５%に

到達した連結会計年度の翌連結

会計年度より、取得価額の５％

相当額と備忘価額との差額を５

年間にわたり均等償却し減価償

却費に含めて計上することにし

ております。

　これによる損益に与える影響

は軽微であります。

―

②　無形固定資産

　定額法を採用しております。

　なお、自社利用のソフトウェ

アの耐用年数は、社内における

利用可能期間（５年）に基づく

ものであります。

②　無形固定資産

同左

②　無形固定資産

同左

 ③　長期前払費用

　定額法を採用しております。

③　長期前払費用

同左

③　長期前払費用

同左

(3）重要な繰延資産の処理方

法

株式交付費

　支出時に全額費用として処理し

ております。

株式交付費

同左

株式交付費

同左

(4）重要な引当金の計上基準 貸倒引当金

　債権の貸倒による損失に備える

ため、一般債権については貸倒実

績率により、貸倒懸念債権等特定

の債権については個別に回収可能

性を検討し、回収不能見込額を計

上しております。

貸倒引当金

同左

貸倒引当金

同左

(5）重要なリース取引の処理

方法

　リース物件の所有権が借主に移

転すると認められるもの以外のファ

イナンス・リース取引については、

通常の賃貸借取引に係る方法に準

じた会計処理によっております。

同左 同左

(6）その他連結財務諸表作成

のための重要な事項

消費税等の会計処理

　税抜方式によっております。

消費税等の会計処理

同左

消費税等の会計処理

同左
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項目
前第３四半期連結会計期間
（自　平成19年３月１日
至　平成19年11月30日）

当第３四半期連結会計期間
（自　平成20年３月１日
至　平成20年11月30日）

前連結会計年度
（自　平成19年３月１日
至　平成20年２月29日）

５．四半期連結キャッシュ・フ

ロー計算書における資金の

範囲

　現金及び現金同等物は、手許現

金、随時引き出し可能な預金及び

容易に換金可能であり、かつ、価

値の変動について僅少なリスクし

か負わない取得日から３ヶ月以内

に償還期限の到来する短期投資か

らなっております。

同左 同左

四半期連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更

表示方法の変更

前第３四半期連結会計期間
（自　平成19年３月１日
至　平成19年11月30日）

当第３四半期連結会計期間
（自　平成20年３月１日
至　平成20年11月30日）

 (連結貸借対照表)

　前第３四半期連結会計期間において「連結調整勘定」として処理し

ていたものは「のれん」として表示しております。

　流動負債の「未払法人税等」は、前第３四半期連結会計期間は「そ

の他」に含めて表示しておりましたが、重要性があると判断したため

区分掲記しております。

　なお、前第３四半期連結会計期間において「その他」に含まれてい

る「未払法人税等」は、59,536千円であります。

　流動資産及び固定資産のうち投資その他の資産の「繰延税金資産」

は、前第３四半期連結会計期間はそれぞれ「その他」に含めて表示し

ておりましたが、重要性があると判断したため区分掲記しておりま

す。

　なお、前第３四半期連結会計期間において「その他」に含まれてい

る「繰延税金資産」は流動資産が6,542千円、固定資産のうち投資その

他の資産が1,872千円であります。

 (連結貸借対照表)

　前第３四半期連結会計期間において、「長期未払金」として処理し

ていたものは、重要性が乏しいため、固定負債の「その他」に表示し

ております。　

　なお、当第３四半期連結会計期間の「長期未払金」の金額は、1,237

千円であります。

（連結キャッシュ・フロー計算書）

　前連結会計年度において「連結調整勘定償却額」として処理してい

たものは、「のれん償却額」として表示しております。

  営業活動によるキャッシュ・フローの「デリバティブ評価損益」は

重要性が乏しいため、当第３四半期連結会計期間より営業活動による

キャッシュ・フローの「その他」に含めて表示しております。

　なお、当第３四半期連結会計期間の「デリバティブ評価損益」の金

額は103千円(損失)であります。

　―
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注記事項

（四半期連結貸借対照表関係）

前第３四半期連結会計期間末
（平成19年11月30日）

当第３四半期連結会計期間末
（平成20年11月30日）

前連結会計年度末
（平成20年２月29日）

※１　担保資産及び担保付債務

　担保に供している資産は次のとおりであ

ります。

※１　担保資産及び担保付債務

　担保に供している資産は次のとおりであ

ります。

※１　担保資産及び担保付債務

　担保に供している資産は次のとおりであ

ります。

土地 489,369 

敷金保証金 41,628 

合計 530,997千円

建物 28,692千円

工具器具及び備品 111 

土地 555,497 

合計 584,301千円

建物 29,737千円

工具器具及び備品 149 

土地 555,497 

敷金保証金 41,628 

合計 627,012千円

（上記に対応する債務） （上記に対応する債務） （上記に対応する債務）

１年以内返済予定

長期借入金
66,205千円

長期借入金 438,163 

合計 504,369千円

１年以内返済予定

長期借入金
35,541千円

長期借入金 402,622 

合計 438,163千円

１年以内返済予定

長期借入金
56,566千円

長期借入金 427,480 

合計 484,047千円

※２　有形固定資産減価償却累計額

   　 　　　　　　　1,416,397千円

※２　有形固定資産減価償却累計額

   　 　　　　　　　1,875,930千円

 

※２　有形固定資産減価償却累計額

   　 　　　　　　　1,506,081千円

 

※３　消費税等の表示

　仮受消費税等と仮払消費税等を相殺した

うえで、流動負債の「その他」に含めて表

示しております。

※３　消費税等の表示

同左

※３　消費税等の表示

　　　　　　　―

　４　　　　　　　　― 　４　当座貸越契約

　　　　運転資金の効率的な調達を行うため取

引銀行１行と当座貸越契約を締結してお

ります。

　当第３四半期連結会計期間末における

当座貸越契約に係る借入金未実行残高は

次のとおりであります。 

当座貸越極度額の

総額
500,000千円

借入実行残高 ― 

差引額 500,000千円

　４　　　　　　　　―
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（四半期連結損益計算書関係）

前第３四半期連結会計期間
（自　平成19年３月１日
至　平成19年11月30日）

当第３四半期連結会計期間
（自　平成20年３月１日
至　平成20年11月30日）

前連結会計年度
（自　平成19年３月１日
至　平成20年２月29日）

※１　販売費及び一般管理費のうち主要な費目

及び金額は次のとおりであります。

※１　販売費及び一般管理費のうち主要な費目

及び金額は次のとおりであります。

※１　販売費及び一般管理費のうち主要な費目

及び金額は次のとおりであります。

給与手当 1,070,326千円

地代家賃 774,428千円

給与手当 1,556,022千円

地代家賃 956,913千円

給与手当 1,521,374千円

地代家賃 1,047,228千円

 ―  ※２　固定資産除却損の内容は次のとおりで

あります。

 ※２　固定資産除却損の内容は次のとおりで

あります。

 建物 42,335千円

 工具器具及び備品 8,144 

 その他 353 

 合計 50,832千円

 建物 53,289千円

 工具器具及び備品 4,167 

 その他 1,616 

 合計 59,074千円

 ※３　固定資産売却損の内容は次のとおりで

あります。

―  ※３　固定資産売却損の内容は次のとおりで

あります。

　土地 4,581千円

　建物 6,024 

 合計 10,605千円

 工具器具及び備品 4,704千円

 土地 4,313 

 合計 9,017千円

 ※４　貸倒損失は有限会社カユミ食品に対す

る債権でありますが、詳細は次のとおり

であります。

― ―

　短期貸付金 11,544千円

　立替金 1,209 

　未収入金 273 

　合計 13,026千円

― ― ※５　減損損失

 　 　当社グループは以下の資産グループに

ついて減損損失を計上しました。

 (1)減損損失を認識した資産又は資産グルー

プの概要

 用途  種類  場所

 営業店舗

 建物、工具器具

及び備品、リー

ス資産等

東京都千代田区

(八吉秋葉原ワシン

トンホテル店)

 (2)減損損失を認識するに至った経緯

　賃貸人の事情により、賃貸借契約が継

続不能となり、平成20年３月31日に閉店

することと致しました。

 (3)減損損失の金額及び内訳

 種類  金額（千円）

 建物 56,470

 工具器具及び備品 6,119

 その他有形固定資産 223

 リース資産 2,766

 計 65,580

 (4)資産のグルーピング方法

　当社グループはキャッシュ・フローを

生み出す最小単位として、主として店舗

を基本単位としてグルーピングしており

ます。

 (5)回収可能価額の算定方法

　資産グループの回収可能価額は使用価

値により測定しております。

　   なお、割引率は５%を使用しております。

－ 14 －



（四半期連結株主資本等変動計算書関係）

前第３四半期連結会計期間（自　平成19年３月１日　至　平成19年11月30日）

１．発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項

株式の種類
前連結会計年度末株

式数（株）
増加株式数（株） 減少株式数（株）

当第３四半期連結会

計期間末株式数

（株）

発行済株式     

　普通株式(注１) 86,572 20 － 86,592

合計 86,572 20 － 86,592

 自己株式     

 　普通株式(注２) 251 1,086 － 1,337

合計 251 1,086 － 1,337

　（注１).普通株式の20株の増加は新株予約権（ストック・オプション）の行使による増加であります。

　 (注２).普通株式の自己株式の増加数1,086株は、すべて市場からの買取によるものであります。

２．新株予約権等に関する事項

該当項目はありません。

３．配当に関する事項

該当項目はありません。

当第３四半期連結会計期間（自　平成20年３月１日　至　平成20年11月30日）

１．発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項

株式の種類
前連結会計年度末株

式数（株）
増加株式数（株） 減少株式数（株）

当第３四半期連結会

計期間末株式数

（株）

発行済株式     

　普通株式 86,592 － － 86,592

合計 86,592 － － 86,592

 自己株式     

 　普通株式 1,337 － － 1,337

合計 1,337 － － 1,337

２．新株予約権等に関する事項

該当項目はありません。

３．配当に関する事項

該当項目はありません。
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(参考)前連結会計年度（自　平成19年３月１日　至　平成20年２月29日）

１．発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項

株式の種類
前連結会計年度末株

式数（株）
増加株式数（株） 減少株式数（株）

当連結会計年度末株

式数　(株)

発行済株式     

　普通株式(注１) 86,572 20 － 86,592

合計 86,572 20 － 86,592

 自己株式     

 　普通株式(注２) 251 1,086 － 1,337

合計 251 1,086 － 1,337

　（注１).普通株式の20株の増加は新株予約権（ストック・オプション）の行使による増加であります。

　（注２).普通株式の自己株式の増加数1,086株は、すべて市場からの買取によるものであります。　

２．新株予約権等に関する事項

該当項目はありません。

３．配当に関する事項

該当項目はありません。

（四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係）

前第３四半期連結会計期間
（自　平成19年３月１日
至　平成19年11月30日）

当第３四半期連結会計期間
（自　平成20年３月１日
至　平成20年11月30日）

前連結会計年度
（自　平成19年３月１日
至　平成20年２月29日）

※１　現金及び現金同等物の第３四半期末残高

と第３四半期連結貸借対照表に掲記され

ている科目の金額との関係

※１　現金及び現金同等物の第３四半期末残高

と第３四半期連結貸借対照表に掲記され

ている科目の金額との関係

※１　現金及び現金同等物の期末残高と連結貸

借対照表に掲記されている科目の金額と

の関係

現金及び預金勘定 719,346千円

預け入れ期間が３ヶ月

を超える定期預金
△5,014千円

預け入れ期間が３ヶ月

を超える定期積立預金
△31,500千円

現金及び現金同等物 682,832千円

現金及び預金勘定 932,487千円

預け入れ期間が３ヶ月

を超える定期預金
△10,025千円

預け入れ期間が３ヶ月

を超える定期積立預金
△37,000千円

現金及び現金同等物 885,461千円

現金及び預金勘定 1,181,484千円

預け入れ期間が３ヶ月

を超える定期預金
△5,014千円

預け入れ期間が３ヶ月

を超える定期積立預金
△56,500千円

現金及び現金同等物 1,119,969千円
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（リース取引関係）

前第３四半期連結会計期間
（自　平成19年３月１日
至　平成19年11月30日）

当第３四半期連結会計期間
（自　平成20年３月１日
至　平成20年11月30日）

当連結会計年度
（自　平成19年３月１日

　　至　平成20年２月29日）

１．リース物件の所有権が借主に移転すると

認められるもの以外のファイナンス・リー

ス取引

(1）リース物件の取得価額相当額、減価償

却累計額相当額及び第３四半期連結会

計期間末残高相当額

１．リース物件の所有権が借主に移転すると

認められるもの以外のファイナンス・リー

ス取引

(1）リース物件の取得価額相当額、減価償

却累計額相当額及び第３四半期連結会

計期間末残高相当額

１．リース物件の所有権が借主に移転すると

　　認められるもの以外のファイナンス・リ

　　ース取引

(1）リース物件の取得価額相当額、減価償

却累計額相当額、減損損失累計額相当

額及び期末残高相当額

 
取得価額
相当額
（千円）

減価償却
累計額相
当額
（千円）

第３四半
期連結会
計期間末
残高相当
額
（千円）

工具器具
及び備品

282,593 101,117 181,475

その他
(機械及び
装置)

93,616 44,830 48,785

無形固定
資産

10,164 4,072 6,092

合　計 386,374 150,020 236,353

取得価額

相当額

（千円）

減価償却

累計額相

当額

（千円）

減損損失

累計額相

当額

(千円）

第３四半
期連結会
計期間末
残高相当
額
（千円）

工具器具

及び備品
346,179 170,924 7,936 167,318

その他

（機械及

び装置）

39,160 11,450 － 27,710

その他

（車両運

搬具）

4,320 1,594 － 2,726

無形固定

資産
10,925 4,745 － 6,179

合計 400,586 188,715 7,936 203,934

取得価額

相当額

（千円）

減価償却

累計額相

当額

（千円）

減損損失

累計額相

当額

(千円）

期末残高

相当額

（千円）

工具器具

及び備品
279,811 103,867 2,766 173,177

その他

（機械及

び装置）

68,819 42,477 － 26,342

無形固定

資産
10,998 4,251 － 6,746

合計 359,630 150,597 2,766 206,266

(2）未経過リース料第３四半期連結会計期

間末残高相当額

(2）未経過リース料第３四半期連結会計期

間末残高相当額

(2）未経過リース料連結会計期間末残高相

当額

１年内 74,177千円

１年超 168,546千円

合計 242,724千円

１年内 76,718千円

１年超 143,616千円

合計 220,334千円

 リース資産減損勘定の残高　　　 4,938千円

１年内 68,972千円

１年超 146,117千円

合計 215,090千円

 リース資産減損勘定の残高　     2,766千円

(3）支払リース料、減価償却費相当額及び

支払利息相当額

(3）支払リース料、リース資産減損勘定の

取崩額、減価償却費相当額、支払利息

相当額及び減損損失

(3）支払リース料、リース資産減損勘定の

取崩額、減価償却費相当額、支払利息

相当額及び減損損失

支払リース料 59,347千円

減価償却費相当額 54,282千円

支払利息相当額 6,024千円

支払リース料 59,458千円

リース資産減損勘定

の取崩額
2,997千円

減価償却費相当額 54,703千円

支払利息相当額 16,662千円

支払リース料 80,668千円

減価償却費相当額 73,809千円

支払利息相当額 7,922千円

減損損失 2,766千円

(4）減価償却費相当額の算定方法

リース期間を耐用年数とし、残存価額を

零とする定額法によっております。

(4）減価償却費相当額の算定方法

同左 

 

(4）減価償却費相当額の算定方法

同左 

(5）利息相当額の算定方法

リース料総額とリース物件の取得価額相

当額との差額を利息相当額とし、各期へ

の配分方法については、利息法によって

おります。

(5）利息相当額の算定方法

同左 

(5）利息相当額の算定方法

同左 

（減損損失について）

リース資産に配分された減損損失はない

ため、項目等の記載は省略しております。

（減損損失について）

同左 

（減損損失について）

　　リース資産に配分された減損損失は、

　　2,766千円であります。
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（デリバティブ取引関係）

取引の時価等に関する事項

 
前第３四半期連結会計期間末

（平成19年11月30日）
当第３四半期連結会計期間末

（平成20年11月30日）
前連結会計年度末

（平成20年２月29日）

区分 取引の種類
契約額等
（千円）

契約額等の
うち
1年超
(千円)

時価
（千円）

評価損益
（千円）

契約額等
（千円）

契約額等の
うち
1年超
(千円)

時価
（千円）

評価損益
（千円）

契約額等
（千円）

契約額等の
うち
1年超
(千円) 

時価
（千円）

評価損益
（千円）

市場取

引以外

の取引

金利キャッ

プ取引

変動受取・

固定支払

5,250 － 337 △4,912 － － － － 5,250 － 195 △5,054

金利スワッ

プ取引

変動受取・

固定支払

20,000 10,000 △105 △105 10,000 － △32 △32 17,500 7,500 △99 △99

　（注）　時価の算定方法

取引先金融機関から提示された価格に基づいて算定しております。

（ストック・オプション等関係）

前第３四半期連結会計期間（自　平成19年３月１日　至　平成19年11月30日）
　　該当事項はありません。

当第３四半期連結会計期間（自　平成20年３月１日　至　平成20年11月30日）
　　該当事項はありません。

前連結会計年度（自　平成19年３月１日　至　平成20年２月29日）

１．当該連結会計年度における費用計上額及び科目名

　該当事項はありません。

２．ストック・オプションの内容

第1回
ストックオプション

第2回
ストックオプション

第3回 
ストックオプション

第4回
ストックオプション

付与対象者の区分

及び数

当社取締役５名

当社従業員24名

当社取引先２名

当社子会社取締役１名

当社子会社従業員１名

当社取締役１名

当社従業員85名

当社子会社取締役１名

当社子会社従業員１名

当社従業員87名

ストック・

オプション数(注)
普通株式9,572株 普通株式256株 普通株式972株 普通株式636株

付与日 平成16年８月26日 平成16年８月26日 平成17年８月15日 平成18年４月21日

権利行使期間

 

自平成18年８月27日 自平成18年８月27日 自平成18年８月27日 自平成19年11月30日

至平成26年８月26日 至平成26年８月26日 至平成26年８月26日 至平成27年11月29日 

権利確定条件 定めておりません。 定めておりません。 定めておりません。 定めておりません。

対象勤務期間 定めておりません。 定めておりません。 定めておりません。 定めておりません。

権利行使価格（円） 2,500 2,500 2,500 179,864

付与日における

公正な評価単価
－ － － －

 (注)株式数に換算して記載しております。
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（セグメント情報）

①　事業の種類別セグメント情報

前第３四半期連結会計期間（自　平成19年３月１日　至　平成19年11月30日）

　飲食事業の売上高及び営業利益の金額は、全セグメントの売上高の合計及び営業利益及び全セグメントの資産の

金額の合計額に占める割合がいずれも90％超であるため、事業の種類別セグメント情報の記載を省略しております。

当第３四半期連結会計期間（自　平成20年３月１日　至　平成20年11月30日）

　飲食事業の売上高及び営業利益の金額は、全セグメントの売上高の合計及び営業利益及び全セグメントの資産の

金額の合計額に占める割合がいずれも90％超であるため、事業の種類別セグメント情報の記載を省略しております。

前連結会計年度（自　平成19年３月１日　至　平成20年２月29日）

　飲食事業の売上高及び営業利益の金額は、全セグメントの売上高の合計及び営業利益及び全セグメントの資産の

金額の合計額に占める割合がいずれも90％超であるため、事業の種類別セグメント情報の記載を省略しております。

②　所在地別セグメント情報

前第３四半期連結会計期間（自　平成19年３月１日　至　平成19年11月30日）

　本邦以外の国又は地域に所在する連結子会社及び在外支店がないため、記載しておりません。

当第３四半期連結会計期間（自　平成20年３月１日　至　平成20年11月30日）

　本邦以外の国又は地域に所在する連結子会社及び在外支店がないため、記載しておりません。

前連結会計年度（自　平成19年３月１日　至　平成20年２月29日）

　本邦以外の国又は地域に所在する連結子会社及び在外支店がないため、記載しておりません。

③　海外売上高

前第３四半期連結会計期間（自　平成19年３月１日　至　平成19年11月30日）

　海外売上高がないため記載しておりません。

当第３四半期連結会計期間（自　平成20年３月１日　至　平成20年11月30日）

　海外売上高がないため記載しておりません。

前連結会計年度（自　平成19年３月１日　至　平成20年２月29日）

　海外売上高がないため記載しておりません。
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（１株当たり情報）

前第３四半期連結会計期間
（自　平成19年３月１日
至　平成19年11月30日）

当第３四半期連結会計期間
（自　平成20年３月１日
至　平成20年11月30日）

(参考）前連結会計年度
（自　平成19年３月１日
至　平成20年２月29日）

１株当たり純資産額 35,314.98円

１株当たり第３四半期

純利益金額
2,108.75円

潜在株式調整後１株当たり

第３四半期純利益金額
1,886.90円

１株当たり純資産額 41,696.59円

１株当たり第３四半期

純利益金額
4,250.40円

潜在株式調整後１株当たり

第３四半期純利益金額
3,804.28円

１株当たり純資産額 37,446.19円

１株当たり

当期純利益金額
4,235.84円

潜在株式調整後１株当たり

当期純利益金額
3,791.36円

（注）１株当たり第３四半期(当期)純利益金額及び潜在株式調整後１株当たり第３四半期(当期)純利益金額の算定上の基礎は以下のとおりであ

ります。

 
前第３四半期連結会計期間
（自　平成19年３月１日
至　平成19年11月30日）

当第３四半期連結会計期間
（自　平成20年３月１日
至　平成20年11月30日）

(参考）前連結会計年度
（自　平成19年３月１日
至　平成20年２月29日）

 

１株当たり第３四半期(当期)純利益金額
   

第３四半期(当期)純利益（千円） 180,471 362,367 362,167

普通株主に帰属しない金額（千円） ― ― ―

普通株式に係る第３四半期(当期)純利益

　　　　　　　　　　　　　　　（千円）
180,471 362,367 362,167

期中平均株式数（株） 85,582 85,255 85,501

    

潜在株式調整後１株当たり

第３四半期(当期)純利益金額
   

第３四半期(当期)純利益調整額（千円） ― ― ―

普通株式増加数（株） 10,062 9,998 10,024

（うち新株予約権） (10,062) (9,998) (10,024)

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後

１株当たり第３四半期(当期)純利益の算定に

含めなかった潜在株式の概要

新株予約権１種類

（新株予約権の数477個）

新株予約権１種類

（新株予約権の数445個）

新株予約権１種類

（新株予約権の数474個）
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（重要な後発事象）

前第３四半期連結会計期間

（自　平成19年３月１日

至　平成19年11月30日）

当第３四半期連結会計期間 

（自　平成20年３月１日

至　平成20年11月30日）

(参考）前連結会計年度

（自　平成19年３月１日

至　平成20年２月29日）

　平成19年12月12日開催の取締役会において、

賃借により営業しております「港区営業所」を

賃貸人からの解約申し出により廃止することが

決議され、平成19年12月17日に賃貸人との間で

賃貸借契約の解約覚書に調印いたしました。賃

貸借契約の解約日は平成20年１月20日でありま

す。

　これにより、当連結会計年度（自　平成19年

３月１日　至　平成20年２月29日)において、

以下のとおり特別損益が発生する見込みであり

ます。

特別利益

　解約金 約180百万円

特別損失

　固定資産除却損等 最大約111百万円

当該事象による

損益影響額
約69百万円の利益

　該当事項はありません。 （株式会社デイ・マックス及び有限会社エム・

ジェイの株式取得並びに子会社化）

　平成20年３月６日開催の取締役会において株

式会社デイ・マックス及び有限会社エム・ジェ

イの株式（持分）を取得、子会社化することを

決議し、平成20年３月26日、両社の株式を取得

いたしました。

(1)取得の目的

　株式会社デイ・マックス及び有限会社エム・

ジェイは、当社の「店舗出店ポリシー」に合致

するような店舗を計17店舗運営し、ますます厳

しさを増す外食産業の中、特に材料及び人材等

分野におけるスケールメリットの享受等により、

さらなる利益率上昇を目論むものであります。

(2)株式の取得先

　 株式会社ヤマノホールディングス

(3)取得する株式の事業内容、概要

　・株式会社デイ・マックス

　①商号　　　　　：株式会社

　　　　　　　　　　デイ・マックス

　②所在地　　　　：東京都豊島区西池袋

　　　　　　　　　　一丁目３番５号

　③事業内容　　　：飲食店の経営

　④資本金　　　　：40百万円

　⑤事業年度の末日：３月31日

　⑥事業規模（平成19年３月期）

　　売上高　　　　1,451百万円

　⑦取得価額　　　　490百万円

　・有限会社エム・ジェイ

　①商号　　　　　：有限会社エム・ジェイ

　②所在地　　　　：東京都杉並区久我山

　　　　　　　　　　四丁目29番37号

　③事業内容　　　：飲食店の経営

　④資本金　　　　：３百万円

　⑤事業年度の末日：３月31日

（平成20年３月期より事業年度を５月末から３

月末に変更）

　⑥事業規模（平成19年５月期）

　　売上高　　　　　 47百万円

　⑦取得価額　　　　 10百万円

(4)取得する株式の数及び取得後の持分比率

　・株式会社デイ・マックス　

　　　取得株式　　　　　80,000株

　　　取得後持分比率　　　100.0％

　・ 有限会社エム・ジェイ

    　取得株式数　　　　    60株

　　  取得後持分比率    　100.0％

(5)取得資金の調達方法

　 自己資金

（賃貸契約の終了に伴う解約金の受取り）

 賃貸人の事情により、賃貸借契約が継続不能

となり、平成20年３月31日に閉店した「八吉秋

葉原ワシントンホテル店」について、平成20年

４月30日に賃貸人との賃貸契約が終了し、合計

350百万円の解約金を受取りました。

これにより、翌連結会計年度（自　平成20年３

月１日　至　平成21年２月28日）において、特

別利益が350百万円が発生する見込みとなりま

す。
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５．四半期個別財務諸表

(1）第３四半期貸借対照表

  
前第３四半期会計期間末
（平成19年11月30日）

当第３四半期会計期間末
（平成20年11月30日）

(参考)前事業年度末の
要約貸借対照表

 （平成20年２月29日）

区分
注記
番号

金額(千円)
構成比
（％）

金額(千円)
構成比
（％）

金額(千円)
構成比
（％）

（資産の部）           

Ⅰ　流動資産           

１．現金及び預金   581,641  563,601  1,039,170  

２．売掛金   100,128  92,051  102,009  

３. たな卸資産   153,316  142,130  131,241  

４．短期貸付金   240,188  212,036  253,953  

５. その他　   253,293  177,686  173,875  

流動資産合計   1,328,569 26.6 1,187,507 23.5 1,700,251 33.4

Ⅱ　固定資産         

１．有形固定資産 ※２        

(1)建物 ※１  1,054,539  916,634  901,959  

(2)土地 ※１  577,891  577,891  577,891  

(3)その他 ※１  221,756  150,934  183,596  

有形固定資産合計   1,854,186 37.1  1,645,460 32.5 1,663,447 32.7

２．無形固定資産           

無形固定資産合計   19,397 0.4  90,725 1.8  19,020 0.4

３．投資その他の資産           

(1)敷金保証金 ※１  769,184   775,070  752,971  

　(2)関係会社株式   ―   650,893   107,319  

　(3)長期貸付金   895,000   686,952   790,000  

(4)その他   132,726   23,682  50,161  

投資その他の資産
合計

  1,796,911 35.9  2,136,599 42.2  1,700,452 33.5

固定資産合計   3,670,495 73.4  3,872,785 76.5  3,382,920 66.6

資産合計   4,999,065 100.0  5,060,293 100.0  5,083,172 100.0
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前第３四半期会計期間末
（平成19年11月30日）

当第３四半期会計期間末
（平成20年11月30日）

(参考)前事業年度末の
要約貸借対照表

 （平成20年２月29日）

区分
注記
番号

金額(千円)
構成比
（％）

金額(千円)
構成比
（％）

金額(千円)
構成比
（％）

（負債の部）           

Ⅰ　流動負債           

１．買掛金   133,310  140,049  118,877  

２．１年内返済予定長期借
入金

※１  301,315  258,351  289,126  

３．未払金   172,326  198,718  131,846  

４．その他 ※４  167,081  203,226  331,166  

　 流動負債合計   774,034 15.5  800,345 15.8  871,016 17.2

           

Ⅱ　固定負債        

１．長期借入金 ※１ 942,973 684,672  874,750  

２．長期前受収益  258,058 203,546  248,091  

３．その他  33,959 18,031  22,096  

固定負債合計  1,234,992 24.7  906,251 17.9  1,144,939 22.5

負債合計  2,009,026 40.2  1,706,597 33.7  2,015,956 39.7

        

（純資産の部）        

Ⅰ　株主資本        

１．資本金  1,160,681 23.2  1,160,681 22.9  1,160,681 22.8

２．資本剰余金          

(1）資本準備金  1,219,751 1,219,751   1,219,751   

資本剰余金合計  1,219,751 24.4  1,219,751 24.1  1,219,751 24.0

３．利益剰余金        

(1）利益準備金  370  370   370   

(2）その他利益剰余金        

繰越利益剰余金  728,058   1,091,715   805,236   

利益剰余金合計  728,428 14.6  1,092,085 21.6  805,606 15.8

４．自己株式  △118,821 △2.4  △118,821 △2.3  △118,821 △2.3

株主資本合計  2,990,038 59.8  3,353,696 66.3  3,067,216 60.3

純資産合計  2,990,038 59.8  3,353,696 66.3  3,067,216 60.3

負債・純資産合計  4,999,065 100.0  5,060,293 100.0  5,083,172 100.0

　（注）　記載金額は千円単位未満を切捨てて表示しております。
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(2）第３四半期損益計算書

  
前第３四半期会計期間末 
（自　平成19年３月１日 
至　平成19年11月30日） 

当第３四半期会計期間
（自　平成20年３月１日
至　平成20年11月30日）

 (参考)前事業年度の
要約損益計算書

(自平成19年３月１日
至平成20年２月29日） 

区分
注記
番号

金額（千円）
百分比 
（％） 

金額（千円）
百分比
（％）

金額（千円）
百分比
（％）

Ⅰ　売上高   3,558,122 100.0  3,672,127 100.0  4,915,711 100.0

Ⅱ　売上原価   987,368 27.7  1,016,402 27.7  1,356,857 27.6

売上総利益   2,570,753 72.3  2,655,725 72.3  3,558,854 72.4

Ⅲ　販売費及び一般管理費 ※３  2,319,465 65.2  2,457,269 66.9  3,170,035 64.5

営業利益   251,288 7.1  198,456 5.4  388,818 7.9

Ⅳ　営業外収益 ※１  66,884 1.9  68,140 1.9  90,580 1.9

Ⅴ　営業外費用 ※２  22,772 0.7  14,989 0.4  29,018 0.6

経常利益   295,400 8.3  251,608 6.9  450,380 9.2

Ⅵ　特別利益 ※４  -　 -　  350,000 9.5  190,000 3.8

Ⅶ　特別損失
※５
※６

 2,318 0.0  71,983 2.0  185,725 3.8

税引前第３四半期（当
期）純利益

  293,082 8.3  529,624 14.4  454,654 9.2

法人税、住民税及び事
業税

 129,887 215,234  243,000

法人税等調整額  8,200 138,087 3.9 27,909 243,144 6.6 △20,518 222,482 4.5

第３四半期（当期）
純利益

 154,994 4.4 286,479 7.8 232,172 4.7

　（注）　記載金額は千円単位未満を切捨てて表示しております。
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(3）第３四半期株主資本等変動計算書

前第３四半期会計期間（自　平成19年３月１日　至　平成19年11月30日）

    株主資本    

純資産合計
資本金

資本剰余金 利益剰余金

株主資本合計
資本準備金 利益準備金

その他利益
剰余金

利益剰余金
合計

 自己株式

繰越利益剰
余金

平成19年２月28日残高（千円） 1,160,631 1,219,751 370 573,063 573,433 △30,401 2,923,414 2,923,414

　第３四半期会計期間中の
　変動額

        

　新株の発行 50 ― ― ― ― ― 50 50

　第３四半期純利益 ― ― ― 154,994 154,994 ― 154,994 154,994

　自己株式の取得 ― ― ― ― ― △88,420 △88,420 △88,420

第３四半期会計期間中の
変動額合計（千円）

50 ― ― 154,994 154,994 △88,420 66,623 66,623

平成19年11月30日残高（千円） 1,160,681 1,219,751 370 728,058 728,428 △118,821 2,990,038 2,990,038

　（注）　記載金額は千円単位未満を切捨てて表示しております。

当第３四半期会計期間（自　平成20年３月１日　至　平成20年11月30日）

    株主資本    

純資産合計
資本金

資本剰余金 利益剰余金
 
 

株主資本合計

資本準備金 利益準備金

その他利益
剰余金 利益剰余金

合計

 自己株式

繰越利益剰
余金

平成20年２月29日残高（千円） 1,160,681 1,219,751 370 805,236 805,606 △118,821 3,067,216 3,067,216

　第３四半期会計期間中の
　変動額

        

　第３四半期純利益 － － － 286,479 286,479 － 286,479 286,479

第３四半期会計期間中の
変動額合計（千円）

－ － － 286,479 286,479 － 286,479 286,479

平成20年11月30日残高（千円） 1,160,681 1,219,751 370 1,091,715 1,092,085 △118,821 3,353,696 3,353,696

　（注）　記載金額は千円単位未満を切捨てて表示しております。

(参考)前事業年度の株主資本等変動計算書（自　平成19年３月１日　至　平成20年２月29日）
株主資本

純資産合計
資本金

資本剰余金 利益剰余金

自己株式 株主資本合計
資本準備金 利益準備金

その他

利益剰余金 利益剰余金
合計

繰越利益
剰余金

平成19年２月28日残高
（千円）

1,160,631 1,219,751 370 573,063 573,433 △30,401 2,923,414 2,923,414

事業年度中の変動額         

新株の発行 50 ― ― ― ― ― 50 50

当期純利益 ― ― ― 232,172 232,172 ― 232,172 232,172

自己株式の取得 ― ― ― ― ― △88,420 △88,420 △88,420

事業年度中の変動額合計
（千円）

50 ― ― 232,172 232,172 △88,420 143,801 143,801

平成20年２月29日残高
（千円）

1,160,681 1,219,751 370 805,236 805,606 △118,821 3,067,216 3,067,216

　（注）　記載金額は千円単位未満を切捨てて表示しております。
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第３四半期財務諸表作成のための基本となる重要な事項

項目
前第３四半期会計期間

（自　平成19年３月１日
至　平成19年11月30日）

当第３四半期会計期間
（自　平成20年３月１日
至　平成20年11月30日）

前事業年度
（自　平成19年３月１日
至　平成20年２月29日）

１．有価証券の評価基準及
び評価方法

子会社株式及び関連会社株式
　移動平均法による原価法を採用
しております。

子会社株式及び関連会社株式
　　　　　　　同左

子会社株式及び関連会社株式
　　　　　　　同左

　　その他有価証券
　　　時価のないもの　

―

その他有価証券
　　　時価のないもの　

―

その他有価証券
時価のないもの

　　　移動平均法による原価法を採用
　　しております。　

２．デリバティブ等の評価
基準及び評価方法

デリバティブ
時価法を採用しております。

デリバティブ
　　　　　　　同左

デリバティブ
同左

３．たな卸資産の評価基準
及び評価方法

商品及び貯蔵品
①　店舗在庫
　最終仕入原価法による原価法を
採用しております。

商品及び貯蔵品
①　店舗在庫
　　　　　　同左

商品及び貯蔵品
①　店舗在庫

同左

②　倉庫在庫
　総平均法による原価法を採用し
ております。

②　倉庫在庫
　　　　　　同左

②　倉庫在庫
同左

４．固定資産の減価償却の
方法

(1）有形固定資産
　定率法（ただし、平成10年４月
１日以降に取得した建物（付属設
備を除く）については、定額法）
を採用しております。
なお、主な耐用年数は以下のとお
りであります。
　　　　建物　　　　３～27年
　　　　その他　　　２～８年

(1）有形固定資産
　定率法（ただし、平成10年４月
１日以降に取得した建物（付属設
備を除く）については、定額法）
を採用しております。
なお、主な耐用年数は以下のとお
りであります。
　　　　建物　　　　３～27年
　　　　その他　　　２～15年

(1）有形固定資産

同左

 (会計方針の変更)
　当第３四半期会計期間より、平
成19年度の税制改正に伴い、平成
19年４月１日以降に取得した有形
固定資産については、改正後の法
人税法に規定する減価償却の方法
によっております。
なお、この変更に伴う営業利益、
経常利益及び税引前四半期純利益
に与える影響は軽微であります。

 ―  (会計方針の変更)
　平成19年度の税制改正に伴い、
平成19年４月１日以降に取得した
有形固定資産については、改正後
の法人税法に規定する減価償却の
方法によっております。
なお、この変更に伴う営業利益、
経常利益及び税引前当期純利益に
与える影響は軽微であります。

　―  (追加情報)
　法人税法の改正に伴い、平成19
年３月31日以前に取得した有形固
定資産については、改正前の法人
税法に基づく減価償却の方法の適
用により取得価額の５%に到達した
事業年度の翌事業年度より、取得
価額の５％相当額と備忘価額との
差額を５年間にわたり均等償却し
減価償却費に含めて計上すること
にしております。
　これによる損益への影響は軽微
であります。

 ―

(2）無形固定資産
　定額法を採用しております。
　なお、自社利用のソフトウェア
の耐用年数は、社内における利用
可能期間（５年）に基づくもので
あります。

(2）無形固定資産
　　　　　　同左

(2）無形固定資産
同左

(3）長期前払費用
定額法を採用しております。

(3）長期前払費用
　　　　　　同左

(3）長期前払費用
同左

５．引当金の計上基準 貸倒引当金
　債権の貸倒による損失に備える
ため、一般債権については貸倒実
績率により、貸倒懸念債権等特定
の債権については個別に回収可能
性を検討し、回収不能見込額を計
上しております。

貸倒引当金
　　　　　　同左

貸倒引当金
同左
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項目
前第３四半期会計期間

（自　平成19年３月１日
至　平成19年11月30日）

当第３四半期会計期間
（自　平成20年３月１日
至　平成20年11月30日）

前事業年度
（自　平成19年３月１日
至　平成20年２月29日）

６．リース取引の処理方法 　リース物件の所有権が借主に移
転すると認められるもの以外の
ファイナンス・リース取引につい
ては、通常の賃貸借取引に係る方
法に準じた会計処理によっており
ます。

　　　　　　同左 同左

７．その他第３四半期財務
諸表作成のための基本
となる重要な事項

消費税等の会計処理
　税抜方式によっております。

消費税等の会計処理
　　　　　　同左

消費税等の会計処理
同左

表示方法の変更

前第３四半期会計期間末
(平成19年11月30日）

当第３四半期会計期間末
（平成20年11月30日）

（貸借対照表）

　固定負債の「長期前受収益」は、前期は「その他」に含めて表示し

ておりましたが、金額的重要性が増したため区分掲記しております。

　なお、前第３四半期会計期間末の「その他」に含まれている「長期

前受収益」はありません。

　固定負債の「長期未払金」は重要性が乏しいため、当第３四半期よ

り固定負債の「その他」に含めて表示しております。

　なお、当第３四半期会計期間末の「長期未払金」の金額は、3,780千

円であります。

 （貸借対照表）

　投資その他の資産の「関係会社株式」は、前第３四半期会計期間末

は「その他」に含めて表示しておりましたが、金額的重要性が増した

ため区分掲記しております。

　なお、前第３四半期会計期間末の「その他」に含まれている「関係

会社株式」は107,319千円であります。　　　　　　　　　　　　　　
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注記事項

（第３四半期貸借対照表関係）

前第３四半期会計期間末
（平成19年11月30日）

当第３四半期会計期間末
（平成20年11月30日）

前事業年度末
（平成20年２月29日）

※１　担保資産及び担保付債務

　担保に供している資産は次のとおりであ

ります。

※１　担保資産及び担保付債務

　担保に供している資産は次のとおりであ

ります。

※１　担保資産及び担保付債務

　担保に供している資産は次のとおりであ

ります。

土地 489,369 

敷金保証金 41,628 

計 530,997千円

建物 28,692千円

土地 555,497 

その他

(工具器具及び備品）
111 

計 584,301千円

建物 29,737千円

土地 555,497 

その他

(工具器具及び備品）
149 

敷金保証金 41,628 

計 627,012千円

（上記に対応する債務） （上記に対応する債務） （上記に対応する債務）

１年内返済予定

長期借入金
66,205千円

長期借入金 438,163

計 504,369千円

１年内返済予定

長期借入金
35,541千円

長期借入金 402,622

計 438,163千円

１年内返済予定

長期借入金
56,566千円

長期借入金 427,480

計 484,047千円

※２　有形固定資産減価償却累計額

861,484千円

※２　有形固定資産減価償却累計額

1,035,479千円

 

※２　有形固定資産減価償却累計額

914,764千円

 

　３　保証債務

　関係会社株式会社エムアイフードシステ

ムについて、金融機関からの借入及びリー

ス債務等に対し、債務保証を行っておりま

す。

 リース債務 137,754千円

 社債 235,000 

 長期借入金 20,000 

 　計 392,754千円

　３　保証債務

　下記の関係会社について、金融機関から

の借入及びリース債務等に対し、債務保証

を行っております。

㈱エムアイフード

　システム
235,456千円

㈱デイ・マックス 397,026 

 　計 632,483千円

　３　保証債務

　関係会社株式会社エムアイフードシステ

ムについて、金融機関からの借入及びリー

ス債務等に対し、334,137千円の債務保証

を行っております。

※４　消費税等の表示

　仮受消費税等と仮払消費税等を相殺した

うえで、流動負債の「その他」に含めて表

示しております。

※４　消費税等の表示

　　　　　　　同左

※４

―

　５　　　　　　　　

―

　５　当座貸越契約

　　　　運転資金の効率的な調達を行うため、

取引銀行１行と当座貸越契約を締結して

おります。当第３四半期会計期間末にお

ける、当座貸越契約に係る借入金未実行

残高は次のとおりであります。 

当座貸越契約の

総額
500,000千円

借入実行残高 ― 

差引額 500,000千円

　５　　　　　　　　

―
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（第３四半期損益計算書関係）

前第３四半期会計期間
（自　平成19年３月１日
至　平成19年11月30日）

当第３四半期会計期間
（自　平成20年３月１日
至　平成20年11月30日）

前事業年度
(自　平成19年３月１日

 　至　平成20年２月29日）

※１　営業外収益のうち主要なもの

協賛金収入 43,436千円

受取利息 19,863千円

※１　営業外収益のうち主要なもの

協賛金収入 45,342千円

受取利息 16,555千円

※１　営業外収益のうち主要なもの

協賛金収入 58,365千円

受取利息 26,256千円

※２　営業外費用のうち主要なもの

支払利息　　　 　　　　  20,795千円

※２　営業外費用のうち主要なもの

支払利息　　　 　　　　　14,648千円

　　　　　　　　　　　　　

※２　営業外費用のうち主要なもの

支払利息　　　　　 　　 26,602千円

※３　減価償却実施額

有形固定資産 208,511千円

無形固定資産 1,967千円

※３　減価償却実施額

有形固定資産 179,683千円

無形固定資産 6,167千円

※３　減価償却実施額

有形固定資産 287,428千円

無形固定資産 2,989千円

※４

　―

※４　特別利益のうち主要なもの

損害賠償金 350,000千円

　   

※４　特別利益のうち主要なもの

損害賠償金 190,000千円

　   

※５

　―

※５　特別損失のうち主要なもの

固定資産除却損 41,235千円

店舗閉鎖損失 18,432千円

違約金等　 8,088千円

※５　特別損失のうち主要なもの

固定資産除却損 52,448千円

解約違約金 62,013千円

減損損失 65,580千円

 ※６

－

 ※６

－

 ※６　減損損失

 　当社は以下の資産グループについて減損損

失を計上しました。

 (1)減損損失を認識した資産又は資産グループ

の概要

 用途  種類  場所

営業店舗

 建物、機械及び

装置、工具器具

及び備品、リー

ス資産

東京都千代田区

(八吉秋葉原ワシ

ントンホテル店)

 

 (2)減損損失を認識するに至った経緯

　賃貸人の事情により、賃貸借契約が継続不能

となり、平成20年３月31日に閉店することと致

しました。

 (3)減損損失の金額及び内訳

 種類  金額（千円）

 建物 56,470

 機械及び装置 223

 工具器具及び備品 6,119

 リース資産 2,766

 計 65,580

 (4)資産のグルーピング方法

　当社はキャッシュ・フローを生み出す最小単

位として、主として店舗を基本単位としてグ

ルーピングしております。

 (5)回収可能価額の算定方法

　資産グループの回収可能価額は使用価値によ

り測定しております。

　なお、割引率は５％を使用しております。
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（第３四半期会計期間株主資本等変動計算書関係）

前第３四半期会計期間（自　平成19年３月１日　至　平成19年11月30日）

自己株式に関する事項

株式の種類 前事業年度末(株) 増加(株) 減少(株)
当第３四半期会計期間末

(株)

普通株式(注） 251 1,086  　　　　　　　　－ 1,337

(注)　普通株式の自己株式の増加数1,086株は、すべて市場からの買取によるものであります。

当第３四半期会計期間（自　平成20年３月１日　至　平成20年11月30日）

自己株式に関する事項

株式の種類 前事業年度末(株) 増加(株) 減少(株)
当第３四半期会計期間末

(株)

普通株式 1,337 －　 －　 1,337

前事業年度（自　平成19年３月１日　至　平成20年２月29日）

自己株式に関する事項

株式の種類 前事業年度末(株) 増加(株) 減少(株) 当事業年度末(株)

普通株式(注） 251 1,086 － 1,337

(注)　普通株式の自己株式の増加数1,086株は、すべて市場からの買取によるものであります。
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（リース取引関係）

前第３四半期会計期間末
（自　平成19年３月１日
至　平成19年11月30日）

当第３四半期会計期間末
（自　平成20年３月１日
至　平成20年11月30日）

前事業年度末
（自　平成19年３月１日 
  至　平成20年２月29日)

１．リース物件の所有権が借主に移転すると

認められるもの以外のファイナンス・

リース取引

(1）リース物件の取得価額相当額、減価償

却累計額相当額及び第３四半期会計期

間末残高相当額

１．リース物件の所有権が借主に移転すると認

められるもの以外のファイナンス・リース

取引

(1）リース物件の取得価額相当額、減価償却

累計額相当額、減損損失累計額相当額及

び第３四半期会計期間末残高相当額

１．リース物件の所有権が借主に移転すると認

められるもの以外のファイナンス・リース

取引

(1）リース物件の取得価額相当額、減価償却

累計額相当額、減損損失累計額相当額及

び期末残高相当額

 

取得価
額相当
額
 
 
（千円）

減価償
却累計
額相当
額
 
（千円）

第３四
半期会
計期間
末残高
相当額
（千円）

その他
（工具器具
及び備品）

223,353 83,201 140,151

その他
（機械及び
装置）

85,739 43,727 42,011

無形固定資
産

8,927 3,570 5,357

合計 318,019 130,499 187,520

 

取得価
額相当
額
 (千円)

減価償
却累計
額相当
額
 (千円)

減損損
失累計
額相当
額
(千円）

　

第３四
半期会
計期間
末残高
相当額
 (千円)

その他
（工具
器具及
び備
品）

258,738 147,056 2,766 108,915

その他 
（機械
及び装
置）

23,677 8,269 － 15,408

無形固
定資産

7,242 4,102 － 3,139

合計 289,658 159,428 2,766 127,463

 

取得価
額相当
額
 (千円)

減価償
却累計
額相当
額
 (千円)

減損損
失累計
額相当
額
(千円）

　

期末残
高相当
額
 (千円)

その他
（工具
器具及
び備
品）

217,842 92,797 2,766 122,278

その他 
（機械
及び装
置）

60,942 40,980 － 19,962

無形固
定資産

8,927 4,016 － 4,911

合計 287,713 137,795 2,766 147,151

(2）未経過リース料第３四半期会計期間末

残高相当額

(2）未経過リース料第３四半期会計期間末残

高相当額等

(2）未経過リース料期末残高相当額等

１年内 62,222千円

１年超 130,830千円

合計 193,053千円

１年内 54,015千円

１年超 80,721千円

合計 134,737千円

　　リース資産減損勘定の残高　　　648千円

１年内 54,831千円

１年超 100,220千円

合計 155,052千円

　　リース資産減損勘定の残高　　2,766千円

(3）支払リース料、減価償却費相当額及び

支払利息相当額

(3）支払リース料、リース資産減損勘定の取

崩額、減価償却費相当額、支払利息及び

減損損失

(3）支払リース料、リース資産減損勘定の取

崩額、減価償却費相当額、支払利息及び

減損損失

支払リース料 49,183千円

減価償却費相当額 44,996千円

支払利息相当額 4,930千円

支払リース料 43,990千円

リース資産減損勘定

の取崩額　

2,118千円

　

減価償却費相当額 40,416千円

支払利息相当額 15,177千円

支払リース料 65,995千円

減価償却費相当額 60,383千円

支払利息相当額 6,375千円

減損損失 2,766千円

(4）減価償却費相当額の算定方法

　リース期間を耐用年数とし、残存価額

を零とする定額法によっております。

(4）減価償却費相当額の算定方法

　　　　　　　同左

(4）減価償却費相当額の算定方法

同左

(5）利息相当額の算定方法

　リース料総額とリース物件の取得価額

相当額との差額を利息相当額とし、各期

への配分方法については、利息法によっ

ております。

(5）利息相当額の算定方法

　　　　　　　同左

(5）利息相当額の算定方法

同左

（減損損失について）

リース資産に配分された減損損失はない

ため、項目等の記載は省略しております。

（減損損失について）

　　　　　　　同左

（減損損失について）

　リース資産に配分された減損損失は、2,766

千円であります。
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（有価証券関係）

 時価評価されていない主な有価証券の内容

 前第３四半期会計期間末(平成19年11月30日)

 　子会社株式及び関連会社株式で時価のあるものはありません。

 当第３四半期会計期間末(平成20年11月30日)

 　子会社株式及び関連会社株式で時価のあるものはありません。

 前事業年度末(平成20年２月29日)

　 子会社株式及び関連会社株式で時価のあるものはありません。

（１株当たり情報）

前第３四半期会計期間
（自　平成19年３月１日
至　平成19年11月30日）

当第３四半期会計期間
（自　平成20年３月１日
至　平成20年11月30日）

前事業年度
（自　平成19年３月１日
  至  平成20年２月29日）  　

１株当たり純資産額 35,071.71円

１株当たり第３四半期純利益金

額
1,811.07円

潜在株式調整後１株当たり

第３四半期純利益金額
1,620.53円

１株当たり純資産額 39,337.24円

１株当たり第３四半期純利益金

額
3,360.27円

潜在株式調整後１株当たり

第３四半期純利益金額
3,007.58円

１株当たり純資産額 35,976.97円

１株当たり当期純利益金額 2,715.45円

潜在株式調整後１株当たり

当期純利益金額
2,430.51円

　（注）　　１株当たり第３四半期（当期）純利益金額及び潜在株式調整後１株当たり第３四半期（当期）純利益金額の算定上の基礎は、以下の

とおりであります。

前第３四半期会計期間
（自　平成19年３月１日
至　平成19年11月30日）

当第３四半期会計期間
（自　平成20年３月１日
至　平成20年11月30日）

前事業年度
（自　平成19年３月１日
至　平成20年２月29日）　

１株当たり第３四半期（当期）純利益金額    

第３四半期（当期）純利益（千円） 154,994 286,479 232,172

普通株主に帰属しない金額（千円） － －　 －　

普通株式に係る第３四半期（当期）純利益

（千円）
154,994 286,479 232,172

期中平均株式数（株） 85,582 85,255 85,501

潜在株式調整後１株当たり第３四半期（当期）

純利益金額
   

第３四半期（当期）純利益調整額（千円） － －　 －

普通株式増加数（株） 10,062 9,998 10,024

（うち新株予約権） (10,062) (9,998) (10,024)

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後

１株当たり第３四半期（当期）純利益の算定

に含めなかった潜在株式の概要

新株予約権１種類

（新株予約権の数477個）

新株予約権１種類

（普通株式　445個）

新株予約権１種類

（普通株式　474株）
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（重要な後発事象）

前第３四半期会計期間
（自　平成19年３月１日
至　平成19年11月30日）

当第３四半期会計期間 
（自　平成20年３月１日
至　平成20年11月30日）

(参考）前事業年度
（自　平成19年３月１日
至　平成20年２月29日）

　平成19年12月12日開催の取締役会において、

賃借により営業しております「港区営業所」を

賃貸人からの解約申し出により廃止することが

決議され、平成19年12月17日に賃貸人との間で

賃貸借契約の解約覚書に調印いたしました。賃

貸借契約の解約日は平成20年１月20日でありま

す。

　これにより、当事業年度（自　平成19年３月

１日　至　平成20年２月29日)において、以下

のとおり特別損益が発生する見込みであります。

特別利益

　解約金 約180百万円

特別損失

　固定資産除却損等 最大約111百万円

当該事象による

損益影響額
約69百万円の利益

該当事項はありません。 （株式会社デイ・マックス及び有限会社エム・

ジェイの株式取得並びに子会社化）

　平成20年３月６日開催の取締役会において株

式会社デイ・マックス及び有限会社エム・ジェ

イの株式（持分）を取得、子会社化することを

決議し、平成20年３月26日、両社の株式を取得

いたしました。

(1)取得の目的

　株式会社デイ・マックス及び有限会社エム・

ジェイは、当社の「店舗出店ポリシー」に合致

するような店舗を計17店舗運営し、ますます厳

しさを増す外食産業の中、特に材料及び人材等

分野におけるスケールメリットの享受等により、

さらなる利益率上昇を目論むものであります。

(2)株式の取得先

　 株式会社ヤマノホールディングス

(3)取得する株式の事業内容、概要

　・株式会社デイ・マックス

　①商号　　　　　：株式会社デイ・マックス

　②所在地　　　　：東京都豊島区西池袋

　　　　　　　　　　一丁目３番５号

　③事業内容　　　：飲食店の経営

　④資本金　　　　：40百万円

　⑤事業年度の末日：３月31日

　⑥事業規模（平成19年３月期）

　　売上高　　　　1,451百万円

　⑦取得価額　　　　490百万円

　・有限会社エム・ジェイ

　①商号　　　　　：有限会社エム・ジェイ

　②所在地　　　　：東京都杉並区久我山

　　　　　　　　　　四丁目29番37号

　③事業内容　　　：飲食店の経営

　④資本金　　　　：３百万円

　⑤事業年度の末日：３月31日

（平成20年３月期より事業年度を５月末から３

月末に変更）

　⑥事業規模（平成19年５月期）

　　売上高　　　　　 47百万円

　⑦取得価額　　　　 10百万円

(4)取得する株式の数及び取得後の持分比率

　・株式会社デイ・マックス　

　　　取得株式　　　　　80,000株

　　　取得後持分比率　　　100.0％

　・ 有限会社エム・ジェイ

    　取得株式数　　　　    60株

　　  取得後持分比率    　100.0％

(5)取得資金の調達方法

　 自己資金

（賃貸契約の終了に伴う解約金の受取り）

 賃貸人の事情により、賃貸借契約が継続不能

となり、平成20年３月31日に閉店した「八吉秋

葉原ワシントンホテル店」について、平成20年

４月30日に賃貸人との賃貸契約が終了し、合計

350百万円の解約金を受取りました。

これにより、翌事業年度（自　平成20年３月１

日　至　平成21年２月28日）において、特別利

益が350百万円が発生する見込みとなります。
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