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1.  平成21年9月期第1四半期の連結業績（平成20年10月1日～平成20年12月31日） 

 

(2) 連結財政状態 

  

(1) 連結経営成績（累計） （％表示は対前年同四半期増減率）

売上高 営業利益 経常利益 四半期純利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

21年9月期第1四半期 1,468 ― 305 ― 305 ― 186 ―

20年9月期第1四半期 1,534 5.6 306 △27.9 344 △24.4 187 △27.6

1株当たり四半期純利益
潜在株式調整後1株当たり四半期純利

益

円 銭 円 銭

21年9月期第1四半期 2,243.35 2,175.64
20年9月期第1四半期 2,243.13 2,155.24

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9月期第1四半期 2,199 1,268 57.7 15,283.48
20年9月期 1,813 1,087 60.0 13,061.25

（参考） 自己資本   21年9月期第1四半期  1,268百万円 20年9月期  1,087百万円

2.  配当の状況 

（注）配当予想の当四半期における修正の有無  無  
 

1株当たり配当金

（基準日） 第1四半期末 第2四半期末 第3四半期末 期末 年間

円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭

20年9月期 ― 0.00 ― 0.00 0.00
21年9月期 ― ――― ――― ――― ―――

21年9月期（予想） ――― 0.00 ― 0.00 0.00

3.  平成21年9月期の連結業績予想（平成20年10月1日～平成21年9月30日） 
（％表示は通期は対前期、第2四半期連結累計期間は対前年同四半期増減率）

（注）連結業績予想数値の当四半期における修正の有無  無  
 

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

第2四半期連結累計期間 2,995 ― 470 ― 485 ― 482 ― 5,751.40
通期 4,100 0.9 11 ― 26 ― 16 ― 195.71

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  

(2) 簡便な会計処理及び四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用  無  

(3) 四半期連結財務諸表作成に係る会計処理の原則・手続、表示方法等の変更（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等の変更に記載されるもの） 

(4) 発行済株式数（普通株式） 

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
(1)平成20年11月21日発表の連結業績予想を修正しておりません。上記の予想は本資料発表日現在において入手可能な情報に基づき作成したものであり、実際の業績
は、今後様々な要因によって予想数値と異なる場合があります。 
(2)当連結会計年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第12号）及び「四半期財務諸表に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第
14号）を適用しております。また、「四半期連結財務諸表規則」に従い四半期連結財務諸表を作成しております。 
 

新規 ― 社 （社名 ） 除外 ― 社 （社名 ）

① 会計基準等の改正に伴う変更 有

② ①以外の変更 無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 21年9月期第1四半期  83,900株 20年9月期  83,845株

② 期末自己株式数 21年9月期第1四半期  875株 20年9月期  582株

③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 21年9月期第1四半期  83,100株 20年9月期第1四半期  83,504株
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 当第１四半期連結会計期間におけるわが国経済は、米国の金融危機に端を発した世界経済の成長鈍化の影響によっ

て、先行きに不透明感が強まっております。さらに国民生活においても、所得の伸び悩みによる生活防衛の意識が高

まり個人の消費意欲は減退してきております。 

 このような厳しい経済環境下において、外食産業においても客足が鈍り、売上が鈍化するなどの影響が出てきてお

りますが、当社は既存のふぐ料理において食材・サービス・店舗空間にこだわり、当社独自の基準を厳守することに

より高水準の食の価値の提供に努めてまいりました。  

 当第１四半期連結会計期間においての新規出店は、平成20年11月7日に「魚がおいしい割烹 浪花茶屋 調布店」

をオープンさせております。既に、試験的に展開しております「ちゃんこ 浪花茶屋」の姉妹店として、新業態の展

開をさらに進めてまいりました。また、ふぐ料理の宅配事業においても平成20年12月に着手しております。  

 一方、食材の調達環境としましては、高騰しておりました主要食材であります国産養殖ふぐの価格が例年並みに落

ち着いてきたために、調達コストが安定することとなりました。また、社内の情報システムの活用により、POSシス

テムの改善やアルバイトの勤務を効率的に管理することによって、ローコストオペレーションに努めてまいりまし

た。 

 以上の結果、当第１四半期連結会計期間の売上高は、14億68百万円、営業利益は3億5百万円となり、経常利益は3

億5百万円となり、四半期純利益につきましては1億86百万円を計上することとなりました。  

  

  

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 

２．連結財政状態に関する定性的情報 

(1)資産、負債及び純資産の状況 

（流動資産） 

 当第１四半期末の流動資産は前事業年度末に比べて、4億50百万円増加となりました。これは主に、現金及び預金

が3億1百万円、売掛金1億27百万円の増加によるものであります。  

（固定資産） 

 当第１四半期末の固定資産は前事業年度末に比べて、64百万円の減少となりました。これは主に、減価償却費38百

万円と減損損失19百万円によるものです。  

（流動負債） 

 当第１四半期末の流動負債は前事業年度末に比べて、2億33百万円の増加となりました。これ主に、仕入債務1億2

百万円、未払法人税等95百万円、未払費用24百万円、未払金33百万円の増加によるものであります。 

（固定負債） 

 当第１四半期末の固定負債は前事業年度末に比べて、28百万円の減少となりました。これは主に、長期借入金の返

済51百万円、社債償還5百万円の減少によるものであります。  

（純資産）  

 当第１四半期末の純資産は、前事業年度末に比べて、1億81百万円の増加となりました。これは主に、利益剰余金1

億86百万円によるものであります。  

  

(2)キャッシュ・フローの状況 

  当第１四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、期首に比べ3億11百万円

増加し、4億75百万円となりました。当第１四半期連結会計期間におけるキャッシュ・フローの状況とそれらの要因

は次のとおりであります。 

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

  当第１四半期連結会計期間において営業活動により増加した資金は3億62百万円となりました。主な要因は、税金

等調整前四半期純利益が、2億85百万円によるものであります。 

（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

 当第１四半期連結会計期間において投資活動により増加した資金は11百万円となりました。主な要因は、定期預金

の払戻による収入15百万円によるものであります。 

（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

 当第１四半期連結会計期間において財務活動により支出した資金は、62百万円となりました。主な要因は、長期借

入金の返済によるものであります。 
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 外食産業全般が厳し経済環境にあるものの、当社は独自の店舗運営基準を厳守することによって質の高いサービス

を提供し、年末年始の売上維持に努めてまいりました。また、主要食材の調達コストの安定化とアルバイト等の勤務

管理の徹底によって、店舗運営の効率化を図ることによって利益を確保してきております。 

  このため平成21年9月通期の業績予想につきましては、前回（平成20年11月19日発表「平成20年9月期決算短信に記

載しております。）の業績予想から変更ありません。 

  

 該当事項はありません。  

  

   

 該当事項はありません。 

  

  

  

３．連結業績予想に関する定性的情報 

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） 

（２）簡便な会計処理及び四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 

（３）四半期連結財務諸表作成に係る会計処理の原則・手続、表示方法等の変更 

①当連結会計年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第12号）及び「四半期財務諸表に関

する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第14号）を適用しております。また、「四半期連結財務諸表

規則」に従い四半期連結財務諸表を作成しております。 

②通常の販売目的で保有する棚卸資産については、従来、主として総平均法による原価によっておりましたが、

当第１四半期会計期間により「棚卸資産の評価に関する会計基準」（企業会計基準第9号 平成18年7月5日）が

適用されたことに伴い、主として総平均法による原価法（貸借対照表価額については収益低下に基づく簿価切り

下げの方法）により算定しております。これによる損益に与える影響はありません。   
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５．四半期連結財務諸表 
（１）四半期連結貸借対照表 

（単位：千円）

当第１四半期連結会計期間末
(平成20年12月31日) 

前連結会計年度末に係る 
要約連結貸借対照表 
(平成20年９月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 555,618 253,761

売掛金 168,042 40,113

原材料 23,079 23,776

その他 226,390 204,840

流動資産合計 973,130 522,491

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物   

建物及び構築物（純額） 569,905 620,000

その他   

その他（純額） 205,811 211,394

有形固定資産合計 775,716 831,394

無形固定資産   

ソフトウエア 3,574 4,065

無形固定資産合計 3,574 4,065

投資その他の資産   

敷金及び保証金 396,738 396,673

その他 51,868 60,278

貸倒引当金 △1,127 △1,127

投資その他の資産合計 447,479 455,824

固定資産合計 1,226,771 1,291,285

資産合計 2,199,901 1,813,777

負債の部   

流動負債   

買掛金 179,433 77,366

1年内返済予定の長期借入金 175,137 207,962

1年内償還予定の社債 16,000 16,000

未払法人税等 102,537 6,874

賞与引当金 5,543 14,013

その他 235,369 158,463

流動負債合計 714,022 480,680

固定負債   

社債 88,000 93,500

長期借入金 92,523 111,688

負ののれん 24,092 25,873

その他 12,353 14,516

固定負債合計 216,968 245,577

負債合計 930,990 726,258
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（単位：千円）

当第１四半期連結会計期間末
(平成20年12月31日) 

前連結会計年度末に係る 
要約連結貸借対照表 
(平成20年９月30日) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 465,755 465,590

資本剰余金 367,755 367,590

利益剰余金 465,740 279,318

自己株式 △30,339 △24,979

株主資本合計 1,268,911 1,087,519

純資産合計 1,268,911 1,087,519

負債純資産合計 2,199,901 1,813,777
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（２）四半期連結損益計算書 
（第１四半期連結累計期間） 

（単位：千円）

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成20年10月１日 
 至 平成20年12月31日) 

売上高 1,468,459

売上原価 451,656

売上総利益 1,016,803

販売費及び一般管理費  

給料及び手当 146,986

雑給 118,988

賞与引当金繰入額 5,543

広告宣伝費 15,127

販売促進費 8,045

減価償却費 38,974

不動産賃借料 128,409

その他 249,631

販売費及び一般管理費合計 711,708

営業利益 305,095

営業外収益  

受取利息 98

負ののれん償却額 1,780

その他 896

営業外収益合計 2,775

営業外費用  

支払利息 2,005

その他 795

営業外費用合計 2,800

経常利益 305,070

特別損失  

固定資産除却損 110

減損損失 19,353

特別損失合計 19,464

税金等調整前四半期純利益 285,605

法人税、住民税及び事業税 99,183

法人税等合計 99,183

四半期純利益 186,422
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（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

（単位：千円）

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成20年10月１日 
 至 平成20年12月31日) 

営業活動によるキャッシュ・フロー  

税金等調整前四半期純利益 285,605

減価償却費 38,974

減損損失 19,353

負ののれん償却額 △1,780

賞与引当金の増減額（△は減少） △8,469

受取利息及び受取配当金 △98

支払利息 2,005

固定資産除却損 110

売上債権の増減額（△は増加） △127,929

たな卸資産の増減額（△は増加） 696

仕入債務の増減額（△は減少） 102,067

その他 56,960

小計 367,497

利息及び配当金の受取額 98

利息の支払額 △1,768

法人税等の支払額 △3,514

営業活動によるキャッシュ・フロー 362,311

投資活動によるキャッシュ・フロー  

定期預金の払戻による収入 15,030

定期預金の預入による支出 △3,080

有形固定資産の取得による支出 △966

貸付金の回収による収入 1,125

長期前払費用の取得による支出 △428

その他 △65

投資活動によるキャッシュ・フロー 11,615

財務活動によるキャッシュ・フロー  

長期借入金の返済による支出 △51,990

社債の償還による支出 △5,500

株式の発行による収入 330

自己株式の取得による支出 △5,360

財務活動によるキャッシュ・フロー △62,520

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 311,406

現金及び現金同等物の期首残高 164,317

現金及び現金同等物の四半期末残高 475,724
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 当連結会計年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第12号）及び「四半期財務諸表に関する

会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第14号）を適用しております。また、「四半期連結財務諸表規則」に

従い四半期連結財務諸表を作成しております。 

  

 該当事項はありません。 

  

第1四半期連結累計期間（平成20年10月1日～平成20年12月31日） 

当連結グループは、直営店舗である「泳ぎとらふぐ料理専門店 とらふぐ亭」の運営を主たる業務とする単一

事業を行っており、当該事業以外に事業の種類がないため、該当事項はありません。  

   

第1四半期連結累計期間（平成20年10月1日～平成20年12月31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、該当事項はありません。  

第1四半期連結累計期間（平成20年10月1日～平成20年12月31日） 

海外売上高がないため、該当事項はありません。 

  

（４）継続企業の前提に関する注記 

（５）セグメント情報 

〔事業の種類別セグメント情報〕 

〔所在地別セグメント情報〕 

〔海外売上高〕 

（６）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記 

 該当事項はありません。 
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「参考資料」  

前年同四半期に係る財務諸表等 

（１）（要約）四半期連結損益計算書 

前第1四半期連結累計期間（平成19年10月1日～12月31日） 

  

科目 

前年同四半期
（平成20年9月期 
第1四半期） 

金額（百万円）

Ⅰ 売上高  1,534,602

Ⅱ 売上原価  457,207

売上総利益  1,077,394

Ⅲ 販売費及び一般管理費  770,863

営業利益  306,531

Ⅳ 営業外収益  43,452

Ⅴ 営業外費用  5,594

経常利益  344,389

Ⅵ 特別利益    －

Ⅶ 特別損失    －

税金等調整前四半期純利益  344,389

  
法人税、住民税及び事業税 
法人税等調整額 

  
 
 

154,043
3,036

四半期純利益  187,309
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前第1四半期連結累計期間（平成19年10月1日～12月31日） 

  

（２）（要約）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

  
前年同四半期

（平成20年9月期 
第1四半期） 

区分 金額（百万円）

Ⅰ 営業活動によるキャッシ
ュ・フロー      

 税金等調整前第１四半期
純利益  344,389

 減価償却費  93,016

 負ののれん償却額 △1,780

 賞与引当金の増加額 △9,601

 支払利息  3,861

 売上債権の減少額 
 （△増加額）  

△122,025

 たな卸資産の減少額 
 （△増加額）  

△12,494

 仕入債務の増加額 
 （△減少額）   166,051

 その他  94,226

小計  555,642

 利息の支払額 △3,880

 法人税の支払額 △137,325

営業活動によるキャッシ
ュ・フロー  414,436

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 

△16,350

 有形固定資産の取得によ
る支出 

△539,138

 敷金保証金の取得による
支出 

△511

 長期前払費用の取得によ
る支出 

△3,402

 その他  11,970

投資活動によるキャッシ
ュ・フロー 

△547,432

Ⅲ 財務活動によるキャッシ
ュ・フロー      

 短期借入金の純増加額 
 （純減少額）   200,000

 長期借入の返済による支
出 

△71,157

 社債の償還による支出 △5,500

 自己株式の取得による支
出 

△9,277

財務活動によるキャッシ
ュ・フロー  114,065
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前第1四半期連結累計期間（平成19年10月1日～平成19年12月31日） 

当連結グループは、直営店舗である「泳ぎとらふぐ料理専門店 とらふぐ亭」の運営を主たる業務とする単一

事業を行っており、当該事業以外に事業の種類がないため、該当事項はありません。  

  

  

前第1四半期連結累計期間（平成19年10月1日～平成19年12月31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、該当事項はありません。  

  

前第1四半期連結累計期間（平成19年10月1日～平成19年12月31日） 

海外売上高がないため、該当事項はありません。  

  

  該当事項はありません。  

  

  

  
前年同四半期

（平成20年9月期 
第1四半期） 

区分 金額（百万円）

Ⅳ 現金及び現金同等物に係る
換算差額 

   －

Ⅴ 現金及び現金同等物の増加
額（又は減少額） 

   △18,930

Ⅵ 現金及び現金同等物の期首
残高  913,164

Ⅶ 現金及び現金同等物の期末
残高  894,234

（３）セグメント情報 

〔事業の種類別セグメント情報〕 

〔所在地別セグメント情報〕 

〔海外売上高〕 

６．その他の情報 
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