
平成21年9月期 第2四半期決算短信 

平成21年5月13日

（百万円未満切捨て）

上場会社名 株式会社 東京一番フーズ 上場取引所 東 

コード番号 3067 URL http://www.tokyo-ichiban-foods.co.jp/
代表者 （役職名） 代表取締役社長 （氏名） 坂本 大地

問合せ先責任者 （役職名） 専務取締役 （氏名） 平井 隆 TEL 03-5363-2132
四半期報告書提出予定日 平成21年5月15日

配当支払開始予定日 ―

1.  平成21年9月期第2四半期の連結業績（平成20年10月1日～平成21年3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2四半期 2,700 ― 584 ― 586 ― 329 ―

20年9月期第2四半期 2,976 5.6 502 △38.8 542 △36.2 290 △38.9

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2四半期 3,960.94 3,841.58
20年9月期第2四半期 3,485.00 3,351.11

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2四半期 2,235 1,411 63.1 17,000.87
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2四半期  1,411百万円 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 ― 0.00

21年9月期 
（予想）

― 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） 
（％表示は対前期増減率）

（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

通期 3,580 △11.9 11 ― 26 ― 16 ― 192.71



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21年5月11日発表の連結業績予想を修正しておりません。上記の本資料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2四半期 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2四半期  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2四半期 83,898株 20年9月期第2四半期 83,425株



 当第２四半期連結累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後退や企業収益の悪化

によって、景気の後退感が一層強まっております。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、個人の消費意欲の低迷が続いております。  

 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２四半期連結累計期間においての当社の事業は、ふぐ料理の宅配事業においても平成20年12月に着手して実績

を重ねつつあります。また、当社子会社の有限会社新宿活魚を東京都新宿区より東京都江東区に移設し、物流の効率

化を図っております。 

  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２四半期連結累計期間の売上高は27億円、営業利益は5億84百万円、経常利益は5億86百万円とな

り、四半期純利益につきましては3億29百万円を計上することとなりました。 

  

 なお、当社グループにおいては通常の営業の形態として、第１四半期及び第２四半期におけるふぐの需要が大きい

ため、その結果、第１四半期及び第２四半期と第３四半期及び第４四半期の業績に著しい季節的変動があります。 

（１）資産、負債及び純資産の状況  

（流動資産） 

 当第２四半期末の流動資産は前連結会計年度末に比べて、5億22百万円の増加となりました。これは主に、現金及

び預金が6億円増加したことによるものであります。 

（固定資産） 

 当第２四半期末の固定資産は前連結会計年度末に比べて、1億円の減少となりました。これは主に、減価償却費79

百万円、減損損失19百万円計上したことによるものであります。 

（流動負債） 

 当第２四半期末の流動負債は前連結会計年度末に比べて、1億50百万円の増加となりました。これは主に、１年以

内返済予定の長期借入金65百万円、賞与引当金10百万円がそれぞれ減少した一方、未払法人税等が2億35百万円増加

したことによるものであります。 

（固定負債） 

 当第２四半期末の固定負債は前連結会計年度末に比べて、53百万円の減少となりました。これは主に、長期借入金

38百万円減少したことによるものであります。 

（純資産） 

 当第２四半期末の純資産は前連結会計年度末に比べて、323百万円の増加となりました。これは主に、四半期純利

益3億29百万円増加したことによるものであります。 

（２）キャッシュ・フローの状況 

 当第２四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、前連結会計年度末に比べ

6億4百万円増加し、7億68百万円となりました。当第２四半期連結累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） 

 営業活動の結果得られた資金は7億22百万円となりました。主な要因は、税金等調整前四半期純利益5億64百万円、

減価償却費79百万円であります。 

（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

 投資活動の結果使用した資金は1百万円となりました。主な要因は、有形固定資産の取得1百万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） 

 財務活動の結果使用した資金は1億17百万円となりました。主な要因は、長期借入金の返済1億3百万円によるもの

であります。 

 経営環境等を勘案して通期の業績予想の見直しを行い、前回（平成21年２月13日発表「平成21年９月期 第１四半

期決算短信」に記載しております。）の業績予想を修正いたしました。 

 来店客数の減少に伴い減収の見通しとなるものの、主要食材価格の安定化や店舗運営の効率化が奏功したことによ

って予想した利益水準を確保する見込であります。当社は、繁忙期となる第２四半期を既に経過しており、閑散期と

なる第３、第４四半期の業績を見積っても、予想した数値は達成可能であると判断しております。  

 なお、詳細は、平成21年５月11日公表の「業績予想の修正に関するお知らせ」をご参照ください。 

  

  

 該当事項はありません。  

  

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

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）



  

 該当事項はありません。  

  

  

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法によっておりました

が、第１四半期連結会計期間より「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性の低下による

簿価切下げの方法）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。 

  

  

（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



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２四半期連結会計期間末
(平成21年３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 853,773 253,761 

売掛金 63,303 40,113 

原材料 13,222 23,776 

その他 114,420 204,840 

流動資産合計 1,044,721 522,491 

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 540,561 620,000 

その他（純額） 199,925 211,394 

有形固定資産合計 740,486 831,394 

無形固定資産   

ソフトウエア 3,083 4,065 

無形固定資産合計 3,083 4,065 

投資その他の資産   

敷金及び保証金 397,300 396,673 

その他 51,070 60,278 

貸倒引当金 △1,127 △1,127 

投資その他の資産合計 447,243 455,824 

固定資産合計 1,190,812 1,291,285 

資産合計 2,235,533 1,813,777 

負債の部   

流動負債   

買掛金 71,983 77,366 

1年内返済予定の長期借入金 142,312 207,962 

1年内償還予定の社債 16,000 16,000 

未払法人税等 242,118 6,874 

賞与引当金 3,026 14,013 

その他 156,026 158,463 

流動負債合計 631,466 480,680 

固定負債   

社債 85,500 93,500 

長期借入金 73,357 111,688 

負ののれん 22,311 25,873 

その他 11,401 14,516 

固定負債合計 192,570 245,577 

負債合計 824,036 726,258 



（単位：千円）

当第２四半期連結会計期間末
(平成21年３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 608,326 279,318 

自己株式 △30,339 △24,979 

株主資本合計 1,411,497 1,087,519 

純資産合計 1,411,497 1,087,519 

負債純資産合計 2,235,533 1,813,777 



（２）四半期連結損益計算書 
（第２四半期連結累計期間） 

（単位：千円）

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成20年10月１日 

 至 平成21年３月31日) 

売上高 2,700,936

売上原価 769,108

売上総利益 1,931,827

販売費及び一般管理費  

給料及び手当 289,540

雑給 218,407

賞与引当金繰入額 3,026

広告宣伝費 23,586

販売促進費 12,045

減価償却費 79,176

不動産賃借料 255,811

その他 465,646

販売費及び一般管理費合計 1,347,240

営業利益 584,586

営業外収益  

受取利息 237

負ののれん償却額 3,561

その他 4,866

営業外収益合計 8,665

営業外費用  

支払利息 3,592

支払手数料 2,782

その他 769

営業外費用合計 7,144

経常利益 586,108

特別損失  

固定資産除却損 2,214

減損損失 19,353

特別損失合計 21,568

税金等調整前四半期純利益 564,540

法人税、住民税及び事業税 235,532

法人税等合計 235,532

四半期純利益 329,007



（第２四半期連結会計期間） 

（単位：千円）

当第２四半期連結会計期間 
(自 平成21年１月１日 

 至 平成21年３月31日) 

売上高 1,232,476

売上原価 317,452

売上総利益 915,024

販売費及び一般管理費  

給料及び手当 142,553

雑給 99,418

賞与引当金繰入額 3,026

広告宣伝費 8,458

販売促進費 3,999

減価償却費 40,201

不動産賃借料 127,402

その他 210,471

販売費及び一般管理費合計 635,532

営業利益 279,491

営業外収益  

受取利息 139

負ののれん償却額 1,780

その他 3,970

営業外収益合計 5,890

営業外費用  

支払利息 1,587

支払手数料 2,571

その他 184

営業外費用合計 4,343

経常利益 281,037

特別損失  

固定資産除却損 2,103

特別損失合計 2,103

税金等調整前四半期純利益 278,934

法人税、住民税及び事業税 136,348

法人税等合計 136,348

四半期純利益 142,585



（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

（単位：千円）

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成20年10月１日 

 至 平成21年３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 564,540

減価償却費 79,176

減損損失 19,353

負ののれん償却額 △3,561

賞与引当金の増減額（△は減少） △10,986

受取利息及び受取配当金 △237

支払利息 3,592

固定資産除却損 2,214

売上債権の増減額（△は増加） △23,190

たな卸資産の増減額（△は増加） 10,553

仕入債務の増減額（△は減少） △5,383

その他 333

小計 636,405

利息及び配当金の受取額 237

利息の支払額 △3,493

法人税等の還付額 92,947

法人税等の支払額 △3,539

営業活動によるキャッシュ・フロー 722,558

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 △8,130

定期預金の払戻による収入 15,030

有形固定資産の取得による支出 △1,945

貸付金の回収による収入 1,337

長期前払費用の取得による支出 △4,508

その他 △2,818

投資活動によるキャッシュ・フロー △1,034

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 △103,981

社債の償還による支出 △8,000

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 △117,011

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 604,512

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 768,829



  

  

 該当事項はありません。 

  

当第２四半期連結累計期間（平成20年10月１日～平成21年３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。  

  

  

当第２四半期連結累計期間（平成20年10月１日～平成21年３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。  

  

  

当第２四半期連結累計期間 （平成20年10月１日～平成21年３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。 

  

（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



「参考資料」 

前年同四半期に係る財務諸表 

（１）中間連結損益計算書 

  

  
前中間連結会計期間

（自 平成19年10月１日 
至 平成20年３月31日） 

区分 金額（千円） 
百分比
（％） 

Ⅰ 売上高        2,976,076  100.0

Ⅱ 売上原価        935,134  31.4

売上総利益        2,040,942  68.6

Ⅲ 販売費及び一般管理費                  

１．広告宣伝費  45,710            

２．販売促進費  11,209            

３．給料手当  267,017            

４．雑給  291,235            

５．賞与引当金繰入額  3,282            

６．地代家賃  251,638            

７．減価償却費  186,338            

８．その他  482,171  1,538,605  51.7

営業利益        502,336  16.9

Ⅳ 営業外収益                  

１．受取利息  802            

２．取引先協賛金  40,238            

３．負ののれん償却額  3,561            

４．その他  5,547  50,149  1.7

Ⅴ 営業外費用                  

１．支払利息  7,544            

２．支払手数料  120            

３．その他  1,945  9,610  0.3

経常利益        542,875  18.3

Ⅵ 特別利益                  

１．投資有価証券売却益  248  248  0.0

Ⅶ 特別損失                  

１．減損損失  6,415            

２．貸倒引当金繰入額  1,127  7,542  0.3

税金等調整前中間純利益        535,580  18.0

法人税、住民税及び事業
税  250,964            

法人税等調整額  △6,119  244,845  8.2

中間純利益        290,735  9.8

        



（２）中間連結キャッシュ・フロー計算書

  
前中間連結会計期間

（自 平成19年10月１日 
至 平成20年３月31日） 

区分 金額（千円） 

Ⅰ 営業活動によるキャッシ
ュ・フロー   

税金等調整前中間純利益  535,580

 減価償却費  186,338

 減損損失  6,415

 負ののれん償却額 △3,561

 貸倒引当金の増加額  1,127

 賞与引当金の減少額 △7,871

 受取利息及び受取配当
金 

△802

 支払利息  7,544

 投資有価証券売却益 △248

 売上債権の増加額 △28,670

 たな卸資産の増加額 △6,595

 仕入債務の増加額  16,108

 その他  144,033

小計  849,398

 利息及び配当金の受取
額  802

 利息の支払額 △7,564

 法人税等の支払額 △129,442

営業活動によるキャッシ
ュ・フロー  713,194

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  

△10,000

有形固定資産の取得によ
る支出  

△543,061

投資有価証券の取得によ
る支出 

△303,226

投資有価証券の売却によ
る収入   303,474

敷金保証金の取得による
支出  

△1,329

敷金保証金の解約による
収入  73

長期前払費用の取得によ
る支出  

△4,259

その他  △1,613

投資活動によるキャッシ
ュ・フロー 

△559,943

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   68,000

長期借入金の返済による
支出  

△180,648

社債の償還による支出  △18,000

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 

△139,925

Ⅳ 現金及び現金同等物の増加
額  13,326

Ⅴ 現金及び現金同等物の期首
残高  913,164

Ⅵ 現金及び現金同等物の中間
期末残高  926,491



前中間連結会計期間（自 平成19年10月１日 至 平成20年３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。 

  

前中間連結会計期間（自 平成19年10月１日 至 平成20年３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。 

  

前中間連結会計期間（自 平成19年10月１日 至 平成20年３月31日） 

 海外売上高がないため、該当事項はありません。 

  

（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〕
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