
  

  

１．平成22年9月期第３四半期の連結業績（平成21年10月1日～平成22年6月30日） 

  

  

（２）連結財政状態 

  

２．配当の状況 

（注）当四半期における配当予想の修正有無 無 

  

３．平成22年9月期の連結業績予想（平成21年10月1日～平成22年9月30日） 

（注）当四半期における業績予想の修正有無 無 

  

平成22年9月期  第３四半期決算短信[日本基準](連結)  

        平成22年8月13日

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22年8月13日 配当支払開始予定日  － 

四半期決算補足資料の作成の有無  ：無     

四半期決算説明会開催の有無   ：無     

  （百万円未満切捨て）

（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 ％ 

22年9月期第３四半期  2,906  △8.7  278  △25.7  287  △24.3  137  △1.1

21年9月期第３四半期  3,183  －  375  －  380  －  139  －

  
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 

22年9月期第３四半期  1,658  90  1,608  17

21年9月期第３四半期  1,678  06  1,629  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 

22年9月期第３四半期  1,740  1,251  71.5  14,979  58

21年9月期  1,660  1,106  66.6  13,320  68

（参考）自己資本 22年9月期第３四半期 1,251百万円 21年9月期 1,106百万円

  
1株当たり配当金

第１四半期末 第２四半期末 第３四半期末 期末 合計 

  円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 

21年9月期  －  －  0 00 － － 0 00  0  00

22年9月期  －  －  0 00 － －

22年9月期（予想） 0 00  0  00

  （％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  3,300  △8.3  45  △68.3  38  △76.5  5  △78.8  60  21



４．その他（詳細は、添付資料の4ページ「2.その他の情報」をご覧ください。） 

（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）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 有 

（注）詳細は、4ページ【定性的情報・財務諸表等4.その他】をご覧ください。 

  

（３）四半期連結財務諸表に係る会計処理の原則・手続、表示方法等の変更 

①  会計基準等の改正に伴う変更 無 

②  ①以外の変更               無 

  

（４）発行済株式数（普通株式） 

  
  
※四半期レビュー手続の実施状況に関する表示 

 この四半期決算短信は、金融商品取引法に基づく四半期レビュー手続きの対象外であり、この四半期決算短信の開
示時点において、四半期連結財務諸表に対する四半期レビュー手続は終了していません。 

  
※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 

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、実際の業績は今後の様々な

要因によって予想数値と異なる場合があります。業績予想の前提となる条件及び業績予想のご利用にあたっての注

意事項については、四半期決算短信（添付資料）3ページ「(3)連結業績予想に関する定性的情報」をご覧くださ

い。  

   

  

①  期末発行済株式数（自己株式を含む） 22年9月期第3四半期 83,920株 21年9月期 83,920株

②  期末自己株式数 22年9月期第3四半期 875株 21年9月期 875株

③  期中平均株式数（四半期連結累計期間） 22年9月期第3四半期 83,045株 21年9月期第3四半期 83,051株
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   当第３四半期連結累計期間におけるわが国経済は、海外経済の改善による影響や国内緊急経済対策の効果により

下落傾向に持ち直しが見られたものの、依然として雇用情勢に改善の兆しは見られず、可処分所得の減少などによ

り個人消費は引き続き厳しい状況にあります。 

  このような経済環境下においても当社は、既存のふぐ料理専門店において食材・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３四半期連結累計期間においての当社は、高付加価値の天然とらふぐの販売、キャンペーン・セールの実

施、ふぐ以外の食材を利用した新業態の展開などにより顧客確保に努めてまいりました。 

  さらに、子会社の株式会社長崎ファーム（平成22年５月、有限会社新宿活魚から商号変更）は、長崎県平戸市に

も拠点を設けて、主要食材の生産地である長崎とのつながりを強固なものにして、養殖とらふぐ、養殖本マグロ等

の海産物の卸売販売も手掛けつつあります。 加えて、ふぐの宅配事業においても、品質の向上、贈答品向けの商品

開発などにより、確実に実績を伸ばしてきております。 

  一方、平成22年3月の学芸大学駅前店の売却に加え、平成22年4月に中目黒店が東京都の道路拡張の収用にかか

り、撤退をしております。  

 以上の活動の結果、当第３四半期連結累計期間の売上高は29億6百万円（前年同期比8.7%減）、営業利益2億78百

万円（同25.7%減）、経常利益2億87百万円（同24.3%減）となり、四半期純利益につきましては1億37百万円（同

1.1%減）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３四半期末の流動資産は、前連結会計年度末に比べて2億50百万円増加し、8億78百万円となりました。これ

は主に、現金及び預金が2億65百万円増加したことによるものであります。 

（固定資産） 

 当第３四半期末の固定資産は、前連結会計年度末に比べて1億70百万円減少し、8億61百万円となりました。これ

は主に、減価償却費56百万円、減損損失1億10百万円を計上したことによるものであります。 

（流動負債） 

 当第３四半期末の流動負債は、前連結会計年度末に比べて42百万円減少し、3億27百万円となりました。これは 

主に、一年内返済予定の長期借入金が66百万円減少したことによるものであります。 

（固定負債） 

 当第３四半期末の固定負債は、前連結会計年度末に比べて24百万円減少し、1億60百万円となりました。これは

主に、社債が13百万円減少したことによるものであります。 

（純資産） 

 当第３四半期末の純資産は、前連結会計年度末に比べて1億45百万円増加し、12億51百万円となりました。これ

は主に、四半期純利益1億37百万円を計上したことによるものであります。 

 以上の結果、自己資本比率は71.5%となりました。 

(２)キャッシュ・フローの状況 

 当第３四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2億60百万円増加し、6億32百万円となりました。 

 当第３四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3億55百万円（前年同期比2億52百万円の収入減）となりました。主な要因は、税

金等調整前四半期純利益2億44百万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） 

 投資活動により使用した資金は1百万円（前年同期は7百万円の使用）となりました。主な要因は、定期預金の預

入による支出9百万円及び固定資産の売却による収入7百万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） 

 財務活動により使用した資金は93百万円（前年同期比81百万円の支出減）となりました。主な要因は、長期借入

金の返済による支出79百万円によるものであります。 

１．当四半期の連結業績等に関する定性的情報

(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
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 わが国の経済環境が回復の兆しをみせつつある中、外食産業においても底打ち感が見えてまいりました。当社は、

引き続き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てまいります。 

 このため、平成22年通期の業績予想につきましては、前回（平成22年5月11日発表「平成22年9月期第2四半期決算

短信」に記載しております。）の業績予想から変更はありません。     

(3)連結業績予想に関する定性的情報
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（１）期中における重要な子会社の異動の概要 

 該当事項はありません。 

  

（２）簡便な会計処理及び特有の会計処理の概要 

①簡便な会計処理 

・固定資産の減価償却費の算定方法 

 定率法を採用している資産については、連結会計年度に係る減価償却費の額を期間按分して算定する方法によっ

ております。 

②四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理 

 該当事項はありません。  

  

（３）会計処理の原則・手続、表示方法等の概要 

 該当事項はありません。   

  

２．その他の情報
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３．四半期連結財務諸表 
（１）四半期連結貸借対照表 

（単位：千円）

当第３四半期連結会計期間末
(平成22年６月30日) 

前連結会計年度末に係る 
要約連結貸借対照表 
(平成21年９月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 728,650 463,409

売掛金 28,314 37,979

原材料 18,917 13,894

商品及び製品 5,339 －

その他 97,072 112,871

流動資産合計 878,293 628,154

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 255,364 395,687

その他（純額） 173,076 186,432

有形固定資産合計 428,441 582,120

無形固定資産   

ソフトウエア 1,241 2,100

無形固定資産合計 1,241 2,100

投資その他の資産   

敷金及び保証金 388,916 395,616

その他 44,400 53,924

貸倒引当金 △1,127 △1,127

投資その他の資産合計 432,189 448,413

固定資産合計 861,871 1,032,633

資産合計 1,740,165 1,660,788

負債の部   

流動負債   

買掛金 40,142 40,992

1年内返済予定の長期借入金 17,136 83,802

1年内償還予定の社債 16,000 16,000

未払法人税等 103,822 18,663

賞与引当金 4,707 13,177

その他 146,171 197,462

流動負債合計 327,980 370,097

固定負債   

社債 64,000 77,500

長期借入金 63,844 76,696

負ののれん 15,875 19,737

その他 16,467 10,541

固定負債合計 160,186 184,474

負債合計 488,167 554,572
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（単位：千円）

当第３四半期連結会計期間末
(平成22年６月30日) 

前連結会計年度末に係る 
要約連結貸借対照表 
(平成21年９月30日) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 465,815 465,815

資本剰余金 367,815 367,815

利益剰余金 440,688 302,925

自己株式 △30,339 △30,339

株主資本合計 1,243,979 1,106,215

新株予約権 8,018 －

純資産合計 1,251,998 1,106,215

負債純資産合計 1,740,165 1,660,788
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（２）四半期連結損益計算書 
（第３四半期連結累計期間） 

（単位：千円）

前第３四半期連結累計期間 
(自 平成20年10月１日 
 至 平成21年６月30日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成21年10月１日 
 至 平成22年６月30日) 

売上高 3,183,772 2,906,911

売上原価 895,317 803,934

売上総利益 2,288,454 2,102,977

販売費及び一般管理費   

給料及び手当 451,055 447,339

雑給 254,953 242,955

賞与引当金繰入額 4,751 4,707

広告宣伝費 33,286 29,875

販売促進費 13,281 9,400

減価償却費 118,772 56,244

不動産賃借料 385,974 369,823

その他 650,841 663,791

販売費及び一般管理費合計 1,912,915 1,824,138

営業利益 375,538 278,839

営業外収益   

受取利息 238 153

負ののれん償却額 4,848 3,861

その他 8,595 9,163

営業外収益合計 13,682 13,178

営業外費用   

支払利息 4,816 2,463

支払手数料 3,400 750

その他 944 1,101

営業外費用合計 9,160 4,315

経常利益 380,060 287,702

特別利益   

国庫補助金 － 4,239

固定資産売却益 － 6,244

収用補償金 － 59,977

特別利益合計 － 70,461

特別損失   

固定資産除却損 3,325 188

減損損失 112,898 110,316

固定資産圧縮損 － 3,506

特別損失合計 116,224 114,011

税金等調整前四半期純利益 263,836 244,152

法人税、住民税及び事業税 124,471 107,183

法人税等調整額 － △793

法人税等合計 124,471 106,389

四半期純利益 139,364 137,763
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（第３四半期連結会計期間） 

（単位：千円）

前第３四半期連結会計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年６月30日) 

当第３四半期連結会計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22年６月30日) 

売上高 482,836 489,086

売上原価 126,209 157,481

売上総利益 356,627 331,604

販売費及び一般管理費   

給料及び手当 161,515 155,445

雑給 36,545 38,816

賞与引当金繰入額 1,724 2,824

広告宣伝費 9,699 4,460

販売促進費 1,236 904

減価償却費 39,595 17,188

不動産賃借料 130,162 120,550

その他 185,194 206,666

販売費及び一般管理費合計 565,675 546,856

営業損失（△） △209,047 △215,251

営業外収益   

受取利息 1 33

協賛金収入 － 988

受取補償金 2,000 －

負ののれん償却額 1,287 1,287

その他 1,728 2,075

営業外収益合計 5,016 4,384

営業外費用   

支払利息 1,223 715

支払手数料 617 250

その他 175 187

営業外費用合計 2,016 1,153

経常損失（△） △206,047 △212,020

特別利益   

収用補償金 － 59,977

特別利益合計 － 59,977

特別損失   

固定資産除却損 1,111 14

減損損失 93,544 12,625

特別損失合計 94,656 12,639

税金等調整前四半期純損失（△） △300,703 △164,682

法人税、住民税及び事業税 △111,060 △100,602

法人税等合計 △111,060 △100,602

四半期純損失（△） △189,643 △64,079
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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）

前第３四半期連結累計期間 
(自 平成20年10月１日 
 至 平成21年６月30日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成21年10月１日 
 至 平成22年６月30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 263,836 244,152

減価償却費 118,772 56,244

減損損失 112,898 110,316

負ののれん償却額 △4,848 △3,861

賞与引当金の増減額（△は減少） △9,261 △8,469

受取利息及び受取配当金 △242 △153

支払利息 4,816 2,463

固定資産除却損 3,325 188

固定資産売却損益（△は益） － △6,244

収用補償金 － △59,977

売上債権の増減額（△は増加） 10,293 9,665

たな卸資産の増減額（△は増加） 8,537 △10,362

仕入債務の増減額（△は減少） △38,485 △849

その他 7,422 30,329

小計 477,063 363,442

利息及び配当金の受取額 242 153

利息の支払額 △4,830 △2,571

収用補償金の受取額 47,981 11,996

法人税等の還付額 92,947 1,954

法人税等の支払額 △5,491 △19,462

営業活動によるキャッシュ・フロー 607,913 355,512

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 △12,180 △9,909

定期預金の払戻による収入 15,030 5,409

有形固定資産の取得による支出 △5,445 △3,817

有形固定資産の売却による収入 － 7,000

貸付金の回収による収入 1,377 －

長期前払費用の取得による支出 △4,983 △6,604

その他 △1,664 6,169

投資活動によるキャッシュ・フロー △7,865 △1,752

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 △155,971 △79,518

社債の償還による支出 △13,500 △13,500

株式の発行による収入 450 －

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 △174,381 △93,018

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 425,665 260,741

現金及び現金同等物の期首残高 164,317 371,425

現金及び現金同等物の四半期末残高 589,983 632,166
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 該当事項はありません。 

  

  

〔事業の種類別セグメント情報〕   

 前第３四半期連結累計期間（自 平成20年10月１日 至 平成21年６月30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３四半期連結累計期間（自 平成21年10月１日 至 平成22年６月30日） 

 当連結グループは、その主な事業として直営店舗である「泳ぎとらふぐ料理専門店 とらふぐ亭」の運営及び

水産物の販売を行っております。 

 直営店舗である「泳ぎとらふぐ料理専門店 とらふぐ亭」の運営の売上高・営業利益とも売上高・営業利益の

90％超であるため、事業の種類別セグメント情報は開示しておりません。  

  

〔所在地別セグメント情報〕  

 前第３四半期連結累計期間（自 平成20年10月１日 至 平成21年６月30日）及び当第３四半期連結累計期間

（自 平成21年10月１日 至 平成22年６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、該当事項はありません。 

  

〔海外売上高〕  

 前第３四半期連結累計期間（自 平成20年10月１日 至 平成21年６月30日）及び当第３四半期連結累計期間

（自 平成21年10月１日 至 平成22年６月30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

（６）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記
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