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第一部【企業情報】

第１【企業の概況】

１【主要な経営指標等の推移】

回次
第14期
第１四半期
累計(会計)期間

第13期

会計期間

自平成20年
４月１日
至平成20年
６月30日

自平成19年
４月１日
至平成20年
３月31日

売上高（百万円） 3,776 14,382

経常利益（百万円） 320 1,600

四半期（当期）純利益（百万円） 160 901

持分法を適用した場合の投資利益

（百万円）
- -

資本金（百万円） 2,473 2,473

発行済株式総数（株） 68,488 68,488

純資産額（百万円） 9,260 9,200

総資産額（百万円） 10,793 11,060

１株当たり純資産額（円） 135,216.03 134,338.31

１株当たり四半期（当期）純利益

金額（円）
2,339.13 13,163.89

潜在株式調整後１株当たり四半期

（当期）純利益金額（円）
- -

１株当たり配当額（円） - 2,500

自己資本比率（％） 85.8 83.2

営業活動による

キャッシュ・フロー（百万円）
84 1,626

投資活動による

キャッシュ・フロー（百万円）
△396 △966

財務活動による

キャッシュ・フロー（百万円）
△90 △140

現金及び現金同等物の四半期末

（期末）残高（百万円）
1,289 1,691

従業員数（人） 248 258

　（注）１．当社は、四半期連結財務諸表を作成しておりませんので、連結会計年度にかかる主要な経営指標等の推移につ

いては記載しておりません。

　　　　２．売上高には、消費税等は含まれておりません。

　　　　３．持分法を適用した場合の投資利益については、関連会社が存在しないため記載しておりません。

　　　　４．潜在株式調整後１株当たり四半期純利益は、潜在株式がないため記載しておりません。
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２【事業の内容】

　　当第１四半期会計期間において当社が営む事業の内容について、重要な変更はありません。

　

　

　

　

３【関係会社の状況】

　該当事項はありません。

　

　

　

　

４【従業員の状況】

提出会社の状況

　 平成20年６月30日現在

従業員数（人） 248 (1,450)

　（注）１.従業員数は、就業人員（パートタイマーを除く）であります。また、（　）内にパートタイマー（１日8時間換

算）を外数で記載しております。
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第２【事業の状況】

１【生産、受注及び販売の状況】

(1）生産実績

　当第１四半期会計期間の生産実績を品目別に示すと、次のとおりであります。

品目

当第１四半期会計期間
（自　平成20年４月１日
至　平成20年６月30日）

（百万円）

前年同期比（％）

肉類 403 －

合計 403 －

　（注）１．金額は製造原価によって表示しております。

２．上記の金額には、消費税等は含まれておりません。

(2）仕入実績

　当第１四半期会計期間の仕入実績を品目別に示すと、次のとおりであります。

①原材料仕入実績

品目

当第１四半期会計期間
（自　平成20年４月１日
至　平成20年６月30日）

（百万円） 

前年同期比（％）

肉類 309 －

合計 309 －

　（注）１．金額は仕入価額によって表示しております。

２．上記の金額には、消費税等は含まれておりません。

②商品仕入実績

品目

当第１四半期会計期間
（自　平成20年４月１日
至　平成20年６月30日）

（百万円） 

前年同期比（％）

肉類 434 －

酒類 208 －

青果 124 －

ドリンク 56 －

魚介類 32 －

タレ類 44 －

その他食材 151 －

合計 1,052 －

　（注）１．金額は仕入価額によって表示しております。

２．上記の金額には、消費税等は含まれておりません。

(3）受注状況

　当社は、見込生産を行っておりますので、受注状況については記載すべき事項はありません。
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(4）販売実績

　当第１四半期会計期間の販売実績を事業の部門別に示すと、次のとおりであります。

部門

当第１四半期会計期間
（自　平成20年４月１日
至　平成20年６月30日）

（百万円） 

前年同期比（％）

売上高  　

焼肉部門 2,957 －

焼鳥部門 819 －

合計 3,776 －

　（注）　上記の金額には、消費税等は含まれておりません。

(5）収容能力及び収容実績

地域

当第１四半期会計期間
（自　平成20年４月１日
至　平成20年６月30日）

客席数
（席）

構成比
（％）

来店客数
（人）

構成比
（％）

あみやき亭     

愛知県 11,904 55.2 1,027,988 55.8

（名古屋市内） (4,513)　 (20.9)　 (398,521)　 (21.6)　

（名古屋市外） (7,391)　 (34.3)　 (629,467)　 (34.2)　

岐阜県 814 3.8 63,335 3.4

三重県 1,938 9.0 164,082 8.9

静岡県 990 4.6 57,830 3.1

東京都 410 1.9 50,068 2.7

神奈川県　 592 2.7 41,652 2.3

小計 16,648 77.2 1,404,955 76.3

やきとり家美濃路     

愛知県 4,274 19.8 383,208 20.8

（名古屋市内） (2,197)　 (10.2)　 (205,479)　 (11.2)　

（名古屋市外） (2,077)　 (9.6)　 (177,729)　 (9.6)　

岐阜県 324 1.5 24,104 1.3

三重県 211 1.0 21,052 1.1

静岡県 114 0.5 7,658 0.4

小計 4,923 22.8 436,022 23.7

合計 21,571 100.0 1,840,977 100.0

　（注）上記は直営店舗における収容能力及び収容実績であります。
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(6）地域別販売実績

地域

当第１四半期会計期間
（自　平成20年４月１日
至　平成20年６月30日）

売上高
（百万円）

構成比
（％）

期末店舗数（店）

あみやき亭    

愛知県 2,158 57.2 56

（名古屋市内） (842)　 (22.3)　 (21)　

（名古屋市外） (1,316)　 (34.9)　 (35)　

岐阜県 131 3.5 4

三重県 351 9.3 10

静岡県 122 3.2 5

東京都 105 2.8 2

神奈川県　 88 2.3 3

小計 2,957 78.3 80

やきとり家美濃路    

愛知県 723 19.2 39

（名古屋市内） (394)　 (10.4)　 (20)　

（名古屋市外） (329)　 (8.7)　 (19)　

岐阜県 42 1.1 3

三重県 38 1.0 2

静岡県 14 0.3 1

小計 819 21.7 45

合計 3,776 100.0 125

　（注）　上記の金額には、消費税等は含まれておりません。
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２【経営上の重要な契約等】

　当第１四半期会計期間において、経営上の重要な契約等の決定又は締結等はありません。

　

　

　

　

３【財政状態及び経営成績の分析】

（１）経営成績の分析

　　　　当第１四半期会計期間におけるわが国経済は、サブプライムローン問題による米国経済の減速、原油・穀物

　　　等原材料価格の高騰に伴う物価上昇等により景気の減速傾向は一層強まり、先行き不透明な状況で推移いたし

　　　ました。外食業界におきましても、消費者の生活防衛意識の強まり、原材料、人件費等の上昇に加え、食の安

　　　全に対する信頼を揺るがす事件が多発するなど、引き続き厳しい経営環境で推移いたしました。

　　　　このような環境の下、当社では、焼肉部門におきましては、引き続き、食肉の知識とカット技術を駆使し、

　　　商品の品質向上に努め、価格据置のまま「専門店の味をチェーン店価格」で提供するとともに、半額フェアー

　　　等積極的な販促活動を展開いたしました。また、接客・サービス向上策として、新たな取り組みであります

　　　「マイ・カスタマー・システム」を本格導入し、お客様満足度の向上に努めてまいりました。

　　　　焼鳥部門におきまして、焼き師認定制度を導入し、炭火で１本１本手焼きする「焼き」の技術向上に努めて

　　　まいりました。

　　　　店舗数につきましては、あみやき亭２店舗（西尾店、伊勢店）を新規に出店し、総店舗数は、１２５店舗

　　　（あみやき亭８０店舗、美濃路４５店舗）となりました。

　　　　以上の結果、当第１四半期会計期間におきましては、売上高は販促効果もあり前年同期比 9.5％増の3,776

　　　百万円となりましたが、損益面につきましては、人件費並びに株主優待引当金等販管費増により、営業利

　　　益 301百万円（前年同期比21.7％減）、経常利益 320百万円（前年同期比 19.1％減）、四半期純利益 160百

      万円（前年同期比 35.4％減）となりました。

　　　　焼肉部門におきましては、売上高2,957百万円（前年同期比　13.3％増）となりました。既存店の売上高対　

　　　前年同四半期会計期間比では　97.3％でした。

　　　　焼鳥部門におきましては、売上高819百万円（前年同期比　2.5％減）となりました。既存店の売上高対　

　　　前年同四半期会計期間比では　95.2％でした。

　

（２）キャッシュフローの状況　

　　　当第１四半期会計期間における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、402百万円減少し、当第１

　　四半期会計期間末には1,289百万円となりました。当第１四半期会計期間における各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１四半期会計期間において、営業活動の結果得られた資金は、84百万円となりました。

　　　これは主に、税引前四半期純利益が289百万円及び減価償却費140百万円のキャッシュ・フローの増加と法人税

　　等支払額369百万円のキャッシュ・フローの減少による差額を反映したものであります。

　（ 投資活動によるキャッシュ・フロー）

　　　当第１四半期会計期間において、投資活動の結果使用した資金は、396百万円となりました。

　　　これは主に、新規出店に伴う有形固定資産の取得による支出が386百万円あったこと等を反映したものであり　

　　ます。

　（ 財務活動によるキャッシュ・フロー）

　　　当第１四半期会計期間において、財務活動の結果使用した資金は、90百万円となりました。

　　　これは主に、配当金の支払額が90百万円あったことを反映したものであります。

　

（３）対処すべき課題　

 　当第１四半期会計期間において、当社が対処すべき課題について重要な変更はありません。
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（４）財政状態の分析　

　　　（資産の部）

 　     当第１四半期末の資産の内、流動資産は、「未払法人税等」の支払等による現金及び預金支出により5,073

　　　百万円となり、前事業年度末と比較して、368百万円減少しました。

　　　　固定資産は、新規出店に伴う建物、器具及び備品の増加が要因で5,719百万円となり前事業年度末と比較し

　　　て100百万円増加となりました。

　　　　以上の結果、資産の部は、10,793百万円となり、前事業年度末と比較して、267百万円の減少となりまし

　　　た。

　　　（負債の部）

　　　　当第１四半期末の負債の内、流動負債は、「未払法人税等」の減少により1,532百万円となり、前事業年度

　　　末と比較して、327百万円減少しました。

　　　　固定負債はございません。

　　　　以上の結果、負債の部は、1,532百万円となり、前事業年度末と比較して、327百万円の減少となりました。　　

　　　（純資産の部）

　　　　当第１四半期末の純資産の部は、利益剰余金の増加により、9,260百万円となり、前事業年度末と比較し

　　　て、60百万円の増加となりました。

　　　　以上の結果、自己資本比率は、85.8％となり前事業年度末と比較して、2.6ポイント増加となりました。
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第３【設備の状況】
(1）主要な設備の状況

　当第１四半期会計期間における、増加した設備投資は、あみやき亭２店舗の直営店を新規出店したことによるもの

です。その設備の状況は次のとおりです。

　なお、当第１四半期会計期間中において、重要な影響を及ぼす設備の除去、売却等はありません。

　

事業所名
（所在地）

事業の
部門別
名称　

設備の
内容

帳簿価額（百万円）
　 従業員

数
（人）

 建物 構築物　
機械及
び装置

車両運
搬具　

器具及
び備品　

土地
(面積㎡)

無形固
定資産

合計

あみやき亭西尾店

　

(愛知県名古屋市外)

焼肉

部門

　

店舗内

装設備

等　

56 6 3 - 6 - 0 73 2

あみやき亭伊勢店

　

(三重県)

焼肉

部門

　

店舗内

装設備

等　　

53 13 3 - 7 - 0 79 2

　　　（注）金額は帳簿価額であり、建設仮勘定は含まれておりません。なお、金額には消費税等は含まれておりませ

ん。

　

　

(2）設備の新設、除却等の計画

　当社の設備投資については、需要動向、キャッシュフローの状況、投資効率等を総合的に勘案して策定しておりま

す。

①当第１四半期会計期間において、前事業年度末に計画した重要な設備の新設、除却、売却等について重要な変更

　はありません。また、新たに確定した重要な設備の新設、除去、売却等の計画はありません。　

②当第１四半期会計期間において、前事業年度末に計画していた重要な設備の新設計画のうち、完了したものは、

　次の通りであります。　

　

事業所名 所在地
事業の部門別の

名称
設備の内容

投資額

（百万円）
完了年月

完了後の増加能

力（増加客席

数）（席）

　あみやき亭

　１店舗

愛知県名古屋市

外
　焼肉部門　 店舗内装設備等 76 　平成20年４月　 192

　あみやき亭

　１店舗
三重県　 　焼肉部門 店舗内装設備等　 81 　平成20年５月　 204

（注）投資額には、無形固定資産が含まれております。なお金額には消費税は含まれておりません。　
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第４【提出会社の状況】

１【株式等の状況】

（１）【株式の総数等】

①【株式の総数】

種類 発行可能株式総数（株）

普通株式 144,000

計 144,000

②【発行済株式】

種類
第１四半期会計期間末現
在発行数（株）
（平成20年６月30日）

提出日現在発行数（株）
（平成20年８月14日）

上場金融商品取引所名
又は登録認可金融商品
取引業協会名

内容

普通株式 68,488 68,488

東京証券取引所

（市場第一部）

名古屋証券取引所

（市場第一部）

－

計 68,488 68,488 － －

（２）【新株予約権等の状況】

　該当事項はありません。

（３）【ライツプランの内容】

該当事項はありません。　

　

　

　

　

（４）【発行済株式総数、資本金等の推移】

年月日
発行済株式総
数増減数
（株）

発行済株式総
数残高（株）

資本金増減額
（百万円）

資本金残高
（百万円）

資本準備金増
減額
（百万円）

資本準備金残
高（百万円）

平成20年４月１日～　

平成20年６月30日　

　

- 68,488 - 2,473 - 2,426

（５）【大株主の状況】

大量保有報告書等の写しの送付等がなく、当第１四半期会計期間において、大株主の異動は把握しておりませ

ん。　
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（６）【議決権の状況】

　当第１四半期会計期間末日現在の「議決権の状況」については、株主名簿の記載内容が確認できないため、記載す

ることができないことから、直前の基準日（平成20年３月31日）に基づく株主名簿による記載をしております。

　

①【発行済株式】

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　平成20年6月30日現在

区分 株式数（株） 議決権の数（個） 内容

　無議決権株式 - - -

　議決権制限株式（自己株式等） - - -

　議決権制限株式（その他） - - -

　完全議決権株式（自己株式等） - - -

　完全議決権株式（その他） 　普通株式　68,488 68,488

権利内容に何ら限定のない

当社における標準となる株

式

　端株 - - -

　発行済株式総数 68,488 - -

　総株主の議決権 - 68,488 -

　

　

②【自己株式等】

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　平成20年6月30日現在

所有者の氏名又は

名称
所有者の住所

自己名義所有株式

数（株）

他人名義所有株式

数（株）

所有株式数の合計

（株）

発行済株式総数に

対する所有株式数

の割合（％）

　　- - - - - -

　　計 - - - - -

　

　

　

２【株価の推移】

【当該四半期累計期間における月別最高・最低株価】

月別
平成20年
４月

５月 ６月

最高（円） 203,000 206,000 203,000

最低（円） 193,000 198,000 195,000

　（注）　最高・最低株価は、東京証券取引所市場第一部におけるものであります。

３【役員の状況】

　前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期報告書の提出日までにおいて、役員の異動はありません。
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第５【経理の状況】

１．四半期財務諸表の作成方法について

　当社の四半期財務諸表は、「四半期財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（平成19年内閣府令第63

号。以下「四半期財務諸表等規則」という。）に基づいて作成しております。

２．監査証明について

　当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、当第１四半期累計期間（平成20年４月１日から平成20

年６月30日まで）に係る四半期財務諸表について、あずさ監査法人による四半期レビューを受けております。

３．四半期連結財務諸表について

　当社は、子会社がありませんので、四半期連結財務諸表を作成しておりません。
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１【四半期財務諸表】
（１）【四半期貸借対照表】

（単位：百万円）

当第１四半期会計期間末
（平成20年６月30日）

前事業年度末に係る要約貸借
対照表

（平成20年３月31日）

資産の部

流動資産

現金及び預金 4,747 5,150

商品 23 23

製品 1 1

原材料 10 15

前払費用 143 106

繰延税金資産 79 72

その他 67 71

流動資産合計 5,073 5,441

固定資産

有形固定資産

建物（純額） 3,576 3,520

構築物（純額） 350 344

機械及び装置（純額） 181 182

車両運搬具（純額） 15 2

工具、器具及び備品（純額） 227 220

土地 121 121

建設仮勘定 35 33

有形固定資産合計 ※
 4,507

※
 4,424

無形固定資産 40 40

投資その他の資産

投資有価証券 13 8

長期貸付金 242 246

長期前払費用 201 200

繰延税金資産 42 36

差入保証金 545 545

保険積立金 125 115

投資その他の資産合計 1,171 1,153

固定資産合計 5,719 5,618

資産合計 10,793 11,060

EDINET提出書類

株式会社　あみやき亭(E03398)

四半期報告書

13/23



（単位：百万円）

当第１四半期会計期間末
（平成20年６月30日）

前事業年度末に係る要約貸借
対照表

（平成20年３月31日）

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 506 506

未払金及び未払費用 556 709

未払法人税等 151 408

未払消費税等 78 80

預り金 45 38

引当金 156 71

前受収益 12 18

その他 25 25

流動負債合計 1,532 1,860

負債合計 1,532 1,860

純資産の部

株主資本

資本金 2,473 2,473

資本剰余金 2,426 2,426

利益剰余金 4,358 4,301

株主資本合計 9,259 9,201

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 1 △1

評価・換算差額等合計 1 △1

純資産合計 9,260 9,200

負債純資産合計 10,793 11,060
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（２）【四半期損益計算書】
【第１四半期累計期間】

（単位：百万円）

当第１四半期累計期間
（自　平成20年４月１日
　至　平成20年６月30日）

売上高 ※1
 3,776

売上原価 1,450

売上総利益 2,326

販売費及び一般管理費 ※2
 2,024

営業利益 301

営業外収益

受取利息及び配当金 8

協賛金収入 3

違約金収入 5

雑収入 0

営業外収益合計 19

経常利益 320

特別利益

受取保険金 2

特別利益合計 2

特別損失

前期損益修正損 ※3
 14

固定資産除却損 12

減損損失 5

特別損失合計 33

税引前四半期純利益 289

法人税、住民税及び事業税 145

法人税等調整額 △15

法人税等合計 129

四半期純利益 160
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（３）【四半期キャッシュ・フロー計算書】
（単位：百万円）

当第１四半期累計期間
（自　平成20年４月１日
　至　平成20年６月30日）

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前四半期純利益 289

減価償却費 140

引当金の増減額（△は減少） 84

有形固定資産除却損 12

減損損失 5

受取利息及び受取配当金 △8

たな卸資産の増減額（△は増加） 5

その他の流動資産の増減額（△は増加） △32

仕入債務の増減額（△は減少） △0

未払金及び未払費用の増減額（△は減少） △17

未払消費税等の増減額（△は減少） △2

その他の流動負債の増減額（△は減少） 0

その他 △32

小計 444

利息及び配当金の受取額 9

法人税等の支払額 △369

営業活動によるキャッシュ・フロー 84

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 △1,500

定期預金の払戻による収入 1,500

有形固定資産の取得による支出 △386

無形固定資産の取得による支出 △0

投資有価証券の取得による支出 △0

差入保証金の差入による支出 △0

貸付金の回収による収入 4

その他 △12

投資活動によるキャッシュ・フロー △396

財務活動によるキャッシュ・フロー

配当金の支払額 △90

財務活動によるキャッシュ・フロー △90

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △402

現金及び現金同等物の期首残高 1,691

現金及び現金同等物の四半期末残高 ※
 1,289
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【四半期財務諸表作成のための基本となる重要な事項等の変更】

　
当第１四半期会計期間
（自　平成20年４月１日
至　平成20年６月30日）

会計処理基準に関する事項の

変更

たな卸資産の評価基準及び評価方法の変更

　通常の販売目的で保有するたな卸資産に

ついては、従来、主として先入先出法による

原価法によっておりましたが、当第１四半

期会計期間より「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

として先入先出法による原価法（貸借対照

表価額については収益性の低下に基づく簿

価切下げの方法）により算定しておりま

す。この変更に伴う損益に与える影響はあ

りません。　

　

【簡便な会計処理】

　　　　該当事項はありません。

　

　

    【四半期財務諸表の作成にあたり適用した特有の会計処理】

　　　  該当事項はありません。
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    【追加情報】

　

当第１四半期会計期間

（自　平成20年４月１日　

     至　平成20年６月30日）

　１．ポイントサービス引当金の計上

　     従来ポイントカード利用時に売上値引として処理しておりま

　　したが、ポイントに関する費用の金額的重要性が高まってお

　　り、さらに今後もポイントに関する費用が増加すると見込まれ

　　ることから、当第１四半期会計期間より、将来のポイントカー

　　ド利用による売上値引に備えるため利用実績率に基づき将来利

　　用されると見込まれるポイントに対する見積額をポイントサー

　　ビス引当金として計上することといたしました。

　     この結果、従来の方法によった場合と比較して、営業利益、

    経常利益は0百万円減少し、税引前四半期純利益は15百万円減少

　　しております。

　

　２．有形固定資産の耐用年数の変更

　  ①法人税法の改正に伴い、当第１四半期会計期間より、機械及

      び装置の耐用年数は、改正後の法人税法に基づく耐用年数に

      変更しております。

　　　　この変更に伴い営業利益、経常利益及び税引前四半期純利

      益はそれぞれ１百万円減少しております。

　　②事業用定期借地権上の建物の耐用年数については、従来、法

      人税法の法定耐用年数に基づいて減価償却しておりました。

      しかし、事業用定期借地権の契約期間は１５年から２０年と

      され、事業用定期借地権の契約書上は、期間延長がなされな

　　　い旨、および契約期間終了後には、更地として返還する旨の

　　　記載があることから、事業用定期借地権の契約期間が法人税

　　　法の法定耐用年数を下回る場合については、当第１四半期会

　　　計期間より、事業用定期借地権の経済的耐用年数は契約期間

　　　内と考え、当該契約期間に減価償却しております。

　　　　この変更に伴い営業利益、経常利益及び税引前四半期純利

　　　益はそれぞれ12百万円減少しております。
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【注記事項】

（四半期貸借対照表関係）

当第１四半期会計期間末
（平成20年６月30日）

前事業年度末
（平成20年３月31日）

※有形固定資産の減価償却累計額は2,316百万円でありま

　す。　　　

※有形固定資産の減価償却累計額は2,179百万円でありま

　す。　　　　

（四半期損益計算書関係）

当第１四半期累計期間
（自　平成20年４月１日
至　平成20年６月30日）

※１ポイントサービス引当金繰入額0百万円を控除してお

　　ります。　

　

※２販売費及び一般管理費のうち、主要な費用及び金額は

　　次のとおりです。　

　　給与手当　　　　　　　　　960百万円

　　賞与引当金繰入額　　　　 　37百万円

　　役員賞与引当金繰入額　　 　 3百万円

　　株主優待引当金繰入額　　   29百万円

　　　

 ※３前期損益修正損は当第１四半期会計期間よりポイント

　　　　　　　

　　 サービス引当金を計上したことに伴う過年度ポイント　

　　 サービス引当金繰入額14百万円であります。　　

　

（四半期キャッシュ・フロー計算書関係）

当第１四半期累計期間
（自　平成20年４月１日
至　平成20年６月30日）

※現金及び現金同等物の四半期末残高と四半期貸借対照表

　に掲記されている科目の金額との関係　

                          （平成20年６月30日現在）

　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　（百万円）

　現金及び預金　　　　　　　　　　　　　　4,747　　

　預入期間が３ヶ月を超える定期預金　　　△3,500　　
　その他（預け金）　　　　　　　　　　　　 　41　
　現金及び現金同等物　　　　　　　　　　　1,289
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（株主資本等関係）

当第１四半期会計期間末（平成20年６月30日）及び当第１四半期累計期間（自　平成20年４月１日　至　平成20年

６月30日）

１．発行済株式の種類及び総数

　　普通株式　　　　　　　68,488株

　

　

２．自己株式の種類及び株式数

　　該当事項はありません。

　

　

３．新株予約権等に関する事項

　　該当事項はありません。

　

　

４．配当に関する事項

  　配当金支払額

（決議） 株式の種類
　配当金の総額

（百万円）

１株当たり配当

額（円）
基準日 効力発生日 配当の原資

平成20年6月18日

定時株主総会
　普通株式 102 1,500

平成20年3月31日

　
平成20年6月19日 利益剰余金　

　

　

　

（有価証券関係）

 　　該当事項はありません。

　

（デリバティブ取引関係）

　　　当社は、デリバティブ取引を全く行っておりませんので、該当事項はありません。

　

　

（持分法損益等）

　　　該当事項はありません。

　

　

（ストック・オプション等関係）

　該当事項はありません。

　

　

　　　（企業結合等関係）

　　　　　　該当事項はありません。
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（１株当たり情報）

１．１株当たり純資産額

当第１四半期会計期間末
（平成20年６月30日）

前事業年度末
（平成20年３月31日）

１株当たり純資産額 135,216.03円 １株当たり純資産額 134,338.31円

２．１株当たり四半期純利益金額等

当第１四半期累計期間
（自　平成20年４月１日
至　平成20年６月30日）

１株当たり四半期純利益金額 2,339.13円

なお潜在株式調整後１株当たり四

半期純利益は、潜在株式がないた

め記載しておりません。　

 　

　（注）　１株当たり四半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。

　
当第１四半期累計期間
（自　平成20年４月１日
至　平成20年６月30日）

四半期純利益（百万円） 160

普通株主に帰属しない金額（百万円） -

普通株式に係る四半期純利益（百万円） 160

期中平均株式数（千株） 68

（リース取引関係）

　　該当事項はありません。

　

　

　

　

２【その他】

　該当事項はありません。
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第二部【提出会社の保証会社等の情報】

　該当事項はありません。
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 独立監査人の四半期レビュー報告書 

平成20年８月12日

株式会社あみやき亭

取締役会　御中

あずさ監査法人

 
指定社員
業務執行社員

 公認会計士 安藤　泰行　　印

 
指定社員
業務執行社員

 公認会計士 楠元　宏　　　印

　当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられている株式会社あみやき亭

の平成20年４月１日から平成21年３月31日までの第14期事業年度の第１四半期累計期間（平成20年４月１日から平成20年

６月30日まで）に係る四半期財務諸表、すなわち、四半期貸借対照表、四半期損益計算書及び四半期キャッシュ・フロー計

算書について四半期レビューを行った。この四半期財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場か

ら四半期財務諸表に対する結論を表明することにある。

　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に準拠して四半期レビューを行った。

四半期レビューは、主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対して実施される質問、分析的手続

その他の四半期レビュー手続により行われており、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して実

施される年度の財務諸表の監査に比べ限定された手続により行われた。

　当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる

四半期財務諸表の作成基準に準拠して、株式会社あみやき亭の平成20年６月30日現在の財政状態並びに同日をもって終了

する第１四半期累計期間の経営成績及びキャッシュ・フローの状況を適正に表示していないと信じさせる事項がすべての

重要な点において認められなかった。

　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以　上

　（注）１．上記は、四半期レビュー報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社（四半期報

告書提出会社）が別途保管しております。　

　　　　２．四半期財務諸表の範囲にはＸＢＲＬデータ自体は含まれていません。
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