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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２四半期
累計期間

第14期
第２四半期
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
９月30日

自平成20年
７月１日
至平成20年
９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） 7,751 3,975 14,382

経常利益（百万円） 689 368 1,600

四半期（当期）純利益（百万円） 320 160 901

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） － 9,419 9,200

総資産額（百万円） － 11,002 11,060

１株当たり純資産額（円） － 137,530.28 134,338.31

１株当たり四半期（当期）純利益

金額（円）
4,675.49 2,336.37 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） 1,250.00 1,250.00 2,500.00

自己資本比率（％） － 85.6 83.2

営業活動による

キャッシュ・フロー（百万円）
437 － 1,626

投資活動による

キャッシュ・フロー（百万円）
△566 － △966

財務活動による

キャッシュ・フロー（百万円）
△102 － △140

現金及び現金同等物の四半期末

（期末）残高（百万円）
－ 1,459 1,691

従業員数（人） － 259 258

　（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２四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９月30日現在

従業員数（人） 259 (1,415)

　（注）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、（　）内のパートタイマー（１日８時間

　　　　換算）は当第２四半期会計期間の平均人員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２四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２四半期会計期間
（自　平成20年７月１日
至　平成20年９月30日）

（百万円）

前年同期比（％）

肉類 432 －

合計 432 －

　（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２四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２四半期会計期間
（自　平成20年７月１日
至　平成20年９月30日）

（百万円） 

前年同期比（％）

肉類 337 －

合計 337 －

　（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２四半期会計期間
（自　平成20年７月１日
至　平成20年９月30日）

（百万円） 

前年同期比（％）

肉類 394 －

酒類 200 －

青果 130 －

ドリンク 54 －

魚介類 34 －

タレ類 55 －

その他食材 217 －

合計 1,086 －

　（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２四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２四半期会計期間
（自　平成20年７月１日
至　平成20年９月30日）

（百万円） 

前年同期比（％）

売上高  　

焼肉部門 3,080 －

焼鳥部門 894 －

合計 3,975 －

　（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２四半期会計期間
（自　平成20年７月１日
至　平成20年９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 12,288 55.7 1,042,804 54.4

（名古屋市内） (4,513)　 (20.5)　 (393,128)　 (20.5)　

（名古屋市外） (7,775)　 (35.2)　 (649,676)　 (33.9)　

岐阜県 814 3.7 65,430 3.4

三重県 1,938 8.8 171,158 8.9

静岡県 990 4.5 60,154 3.1

東京都 410 1.8 54,089 2.8

神奈川県　 592 2.7 44,853 2.3

小計 17,032 77.2 1,438,488 75.0

やきとり家美濃路     

愛知県 4,380 19.9 421,686 22.0

（名古屋市内） (2,197)　 (10.0)　 (217,620)　 (11.3)　

（名古屋市外） (2,183)　 (9.9)　 (204,066)　 (10.6)　

岐阜県 324 1.5 26,467 1.4

三重県 211 0.9 23,224 1.2

静岡県 114 0.5 8,206 0.4

小計 5,029 22.8 479,583 25.0

合計 22,061 100.0 1,918,071 100.0

　（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２四半期会計期間
（自　平成20年７月１日
至　平成20年９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 2,233 56.2 57

（名古屋市内） (851)　 (21.4)　 (21)　

（名古屋市外） (1,382)　 (34.8)　 (36)　

岐阜県 140 3.5 4

三重県 374 9.4 10

静岡県 127 3.2 5

東京都 113 2.9 2

神奈川県　 90 2.3 3

小計 3,080 77.5 81

やきとり家美濃路    

愛知県 790 19.9 40

（名古屋市内） (415)　 (10.4)　 (20)　

（名古屋市外） (375)　 (9.4)　 (20)　

岐阜県 47 1.2 3

三重県 41 1.0 2

静岡県 15 0.4 1

小計 894 22.5 46

合計 3,975 100.0 127

　（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２四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２四半期会計期間におけるわが国経済は、原油及び穀物価格の高騰やサブプライムローン問題に伴う金

　　　融市場の混乱による米国経済の減速等により、国内景気は減速傾向が鮮明になってまいりました。

　　　　当業界におきましては、「食の安全」を脅かす事件の多発や原材料価格の高騰に加え、ガソリン高、生活必

　　　需品の値上げ等に伴う生活防衛意識の高まりによる個人消費の減退等、依然として厳しい経営環境が続いてお

　　　ります。

　　　　このような環境の下、当社では、焼肉部門におきましては、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、「安心・安全」な国産牛を価格据置のまま提供するとともに、「国産牛ステーキフェアー」等積

　　　極的な販促活動を展開いたしました。

　　　　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」の技術向上に努める

　　　とともに、女性・ファミリー層をターゲットとした「釜めし祭」等の販促活動を展開いたしました。

        また、店舗運営力向上策といたしまして、店長育成プログラムを刷新し、接客・サービスのレベル向上に向

　　　けた社員教育の取組みを行ってまいりました。

　　　　店舗数につきましては、あみやき亭２店舗（扶桑店、安城箕輪店）、美濃路１店舗（稲沢店）を新規に出店　

　　　いたしましたが、あみやき亭一宮ＩＣ店をあみやき亭一宮朝日店に統合したため、総店舗数は、127店舗（あ

　　　みやき亭81店舗、美濃路46店舗）となりました。

　　　　以上の結果、当第２四半期会計期間におきましては、売上高は、3,975百万円（前年同期比　5.2％増）、損

　　　益面につきましては、人件費並びに燃料費等増により、営業利益 350百万円（前年同期比　19.1％減）、経常

　　　利益 368百万円（前年同期比 17.9％減）、四半期純利益 160百万円（前年同期比 34.3％減）となりました。

　　　　なお、「前年同期比増減率」につきましては、参考として記載しております。

　

（２）キャッシュフローの状況　

　　　当第２四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、第１四半期会計期間末と比

　　　較して170百万円増加し、当第２四半期会計期間末には、1,459百万円となりました。 

  　　当第２四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す。

　　（ 営業活動によるキャッシュ・フロー）

　　　当第２四半期会計期間において、営業活動の結果得られた資金は、352百万円となりました。

　　　これは主に、税引前四半期純利益が288百万円計上されたこと等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２四半期会計期間において、投資活動の結果使用した資金は、169百万円となりました。

　　　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135百万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２四半期会計期間において、財務活動の結果使用した資金は、12百万円となりました。

　　　これは主に、配当金の支払額が12百万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２四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　

　　当第２四半会計期間末の総資産額は、11,002百万円となり、第１四半期会計期間末と比較して209百万円の増加

　となりました。主な要因は、現金預金の増加によるものであります。

  　当第２四半期会計期間末の負債総額は、1,583百万円となり、第１四半期会計期間末と比較し、51百万円の増加

　となりました。主な要因は、未払法人税等の増加によるものであります。

    当第２四半期会計期間末の純資産は、9,419百万円となり、第１四半期会計期間末と比較して、158百万円の増加

  となりました。主な要因は、利益剰余金の増加によるものであり、自己資本比率は85.6％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

①当第２四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店舗及び美濃路１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。

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

あみやき亭扶桑店

他１店舗　

(愛知県名古屋市外)

焼肉

部門

　

店舗内

装設備

等　

128 24 7 - 14 - 5 180 5

元祖やきとり家美

濃路稲沢店　

(愛知県名古屋市外)

焼鳥

部門

　

店舗内

装設備

等　　

19 8 1 - 0 - 0 31 1

　　（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当第２四半期会計期間において、経営の合理化を図る目的で一宮インター店を一宮朝日店へ統合しております。

　　　　これにより、当社の主要な設備が除却されました。その設備の状況は次のとおりです。

　　　　なお、当第２四半期会計期間において、重要な影響を及ぼす設備の売却はありません。

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

あみやき亭一宮イ

ンター店　

(愛知県名古屋市外)

焼肉

部門

　

店舗内

装設備

等　

2 0 0 - 0 - - 3 1

　　（注）金額は帳簿価額です。なお、金額には消費税等は含まれておりません。　
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(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２四半期会計期間において、前四半期会計期間末において計画中であっ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計画は、次のとおりであります。な

　お当第２四半期会計期間において重要な設備の除去、売却等の計画はありません。　

事業所名 所在地

事業の部
門別の名
称　 設備の内容

投資予定金額
資金調
達方法

着手及び完了予定年
月

完成後の
増加能力

(増加客席数)

　　　　

　 （席）　 
総額

(百万円)
既支払額
(百万円) 着手 完了

あみやき亭

２店舗
東京都　

焼肉部門

　

店舗内装設

備等
170 3

自己資金

　

平成20年

9月

平成20年

11月
420　

あみやき亭

１店舗
神奈川県

焼肉部門

　

店舗内装設

備等
95 2

自己資金

　

平成20年

10月

平成20年

12月
218　

　（注）上記金額には、消費税等は含まれておりません。

　

　　 ②当第２四半期会計期間において、前四半期会計期間末において計画中であった重要な設備の新設計画のうち、完

　　　了したものは、次のとおりであります。 

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

　２店舗

愛知県名古屋市

外
　焼肉部門　 店舗内装設備等 183 　平成20年９月　 384

　元祖やきとり家

美濃路１店舗

愛知県名古屋市

外
　焼鳥部門 店舗内装設備等　 32 　平成20年７月　 106

（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等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２四半期会計期間末現
在発行数（株）
（平成20年９月30日）

提出日現在発行数（株）
（平成20年11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７月１日～　

平成20年９月30日　

　

- 68,488 - 2,473 - 2,426
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（５）【大株主の状況】

　 平成20年９月30日現在

氏名又は名称 住所
所有株式数
（株）　

発行済株式総数に
対する所有株式数
の割合（％）

チャレンジブイコーポレーション有限会

社　

愛知県小牧市桃ヶ丘２丁目10番２

号　
14,640 21.37

佐藤　啓介　 愛知県小牧市 12,550 18.32

日本トラスティ・サービス信託銀行株式

会社（信託口）　
東京都中央区晴海１丁目８番11号　 5,616 8.19

米久株式会社　 静岡県沼津市岡宮寺林1259番地　 4,800 7.00

佐藤　きい　 愛知県小牧市　 3,000 4.38

ジェーピー　モルガン　チェース　バンク　

385097

(常任代理人　株式会社　みずほコーポレー

ト銀行)　

WOOLGATE HOUSE.

COLEMAN STREET LONDON EC

2P 2HD.ENGLAND

（東京都中央区日本橋兜町６番７

号）　

1,738 2.53

日本トラスティ・サービス信託銀行株式

会社(信託口４Ｇ)　
東京都中央区晴海１丁目８番11号 976 1.42

日本マスタートラスト信託銀行株式会社

(信託口)　
東京都港区浜松町２丁目11番３号　 843 1.23

ジェーピー　モルガン　チェース　バンク　

385096

(常任代理人　株式会社　みずほコーポレー

ト銀行)　　

WOOLGATE HOUSE.

COLEMAN STREET LONDON EC

2P 2HD.ENGLAND

（東京都中央区日本橋兜町６番７

号）　

793 1.15

シービーロンドン　シーアイピー　デポフ

オー　インブ　パープジャパン　スモーラー

　カンパニーズ　ファンド

(常任代理人　シティバンク銀行株式会社）

　

　25 CANADA SQUARE CANARY 

WHARF LONDONE14 5LB

 

 

（東京都品川区東品川２丁目３番

14号）  　

　    536

 

 

 

 

　   0.78

 

 

 

 

計 － 45,492 66.42

　（注）上記所有株式のうち、信託業務に係る株式数は、次のとおりであります。

　　　　日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社（信託口）　　　　　　5,616株

　　　　日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社 （信託口４Ｇ） 　　　  976株 

　　　　日本マスタートラスト信託銀行株式会社 （信託口）      　　   　　843株
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（６）【議決権の状況】

①【発行済株式】

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　平成20年9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9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 ７月 ８月 ９月

最高（円） 203,000 206,000 203,000 194,000 163,700 161,800

最低（円） 193,000 198,000 195,000 161,200 135,100 136,200

　（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２四半期会計期間（平成20年７月１日から平成20

年９月30日まで）及び当第２四半期累計期間（平成20年４月１日から平成20年９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２四半期会計期間末
(平成20年９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 4,930 5,150

商品 23 23

製品 1 1

原材料 11 15

前払費用 131 106

繰延税金資産 71 72

その他 76 71

流動資産合計 5,247 5,441

固定資産

有形固定資産

建物（純額） 3,578 3,520

構築物（純額） 361 344

機械及び装置（純額） 177 182

車両運搬具（純額） 14 2

工具、器具及び備品（純額） 217 220

土地 121 121

建設仮勘定 21 33

有形固定資産合計 ※
 4,490

※
 4,424

無形固定資産 45 40

投資その他の資産

投資有価証券 11 8

長期貸付金 238 246

長期前払費用 191 200

繰延税金資産 80 36

差入保証金 562 545

保険積立金 134 115

投資その他の資産合計 1,219 1,153

固定資産合計 5,755 5,618

資産合計 11,002 11,060
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（単位：百万円）

当第２四半期会計期間末
(平成20年９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 444 506

未払金及び未払費用 592 709

未払法人税等 319 408

未払消費税等 59 80

預り金 37 38

引当金 98 71

前受収益 6 18

その他 25 25

流動負債合計 1,583 1,860

負債合計 1,583 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 4,518 4,301

株主資本合計 9,419 9,201

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 △0 △1

評価・換算差額等合計 △0 △1

純資産合計 9,419 9,200

負債純資産合計 11,002 11,060
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（２）【四半期損益計算書】
【第２四半期累計期間】

（単位：百万円）

当第２四半期累計期間
(自　平成20年４月１日
　至　平成20年９月30日)

売上高 ※1
 7,751

売上原価 2,962

売上総利益 4,789

販売費及び一般管理費 ※2
 4,137

営業利益 651

営業外収益

受取利息及び配当金 17

協賛金収入 9

違約金収入 8

雑収入 1

営業外収益合計 37

経常利益 689

特別利益

受取保険金 11

特別利益合計 11

特別損失

前期損益修正損 ※3
 14

固定資産除却損 19

減損損失 ※4
 89

特別損失合計 122

税引前四半期純利益 577

法人税、住民税及び事業税 301

法人税等調整額 △44

法人税等合計 257

四半期純利益 320
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【第２四半期会計期間】
（単位：百万円）

当第２四半期会計期間
(自　平成20年７月１日
　至　平成20年９月30日)

売上高 ※1
 3,975

売上原価 1,512

売上総利益 2,463

販売費及び一般管理費 ※2
 2,112

営業利益 350

営業外収益

受取利息及び配当金 8

協賛金収入 5

違約金収入 2

雑収入 0

営業外収益合計 18

経常利益 368

特別利益

受取保険金 9

特別利益合計 9

特別損失

固定資産除却損 6

減損損失 ※3
 83

特別損失合計 89

税引前四半期純利益 288

法人税、住民税及び事業税 156

法人税等調整額 △28

法人税等合計 128

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２四半期累計期間
(自　平成20年４月１日
　至　平成20年９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 577

減価償却費 287

引当金の増減額（△は減少） 26

有形固定資産除却損 19

減損損失 89

受取利息及び受取配当金 △17

たな卸資産の増減額（△は増加） 4

その他の流動資産の増減額（△は増加） △39

仕入債務の増減額（△は減少） △62

未払金及び未払費用の増減額（△は減少） △37

未払消費税等の増減額（△は減少） △21

その他の流動負債の増減額（△は減少） △14

その他 △20

小計 792

利息及び配当金の受取額 14

法人税等の支払額 △370

営業活動によるキャッシュ・フロー 437

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 △2,500

定期預金の払戻による収入 2,500

有形固定資産の取得による支出 △522

無形固定資産の取得による支出 △7

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 △17

貸付金の回収による収入 8

その他 △26

投資活動によるキャッシュ・フロー △566

財務活動によるキャッシュ・フロー

配当金の支払額 △102

財務活動によるキャッシュ・フロー △102

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △231

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 ※
 1,459
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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２四半期累計期間
（自　平成20年４月１日
至　平成20年９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、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。

この変更に伴う当第２四半期累計期間の損

益に与える影響はありません。　

　

　

【簡便な会計処理】

　

当第２四半期累計期間　

（自　平成20年４月１日

　　至　平成20年９月30日）

 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事業 

 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。

　

　

　

    【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２四半期累計期間

（自　平成20年４月１日　

     至　平成20年９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、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、当第２四半

　　期累計期間の営業利益、経常利益は２百万円減少し、税引前四

　　半期純利益は17百万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、第１四半期会計期間より、機械およ

　　　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。

　　　　この変更に伴い第２四半期累計期間の営業利益、経常利益

　　　および税引前四半期純利益はそれぞれ２百万円減少しており

　　　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、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。

　　　　この変更に伴い第２四半期累計期間の営業利益、経常利益

　　　および税引前四半期純利益はそれぞれ25百万円減少しており

　　　ます。
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【注記事項】

（四半期貸借対照表関係）

当第２四半期会計期間末
（平成20年９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2,363百万円でありま

　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２四半期累計期間
（自　平成20年４月１日
至　平成20年９月30日）

※１ポイントサービス引当金繰入額２百万円を控除してお

　　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。　

　　給与手当賞与金　　　　　　1,916 百万円

　　賞与引当金繰入額　　　　　 　52 百万円

　　役員賞与引当金繰入額　　　 　 5 百万円

　　株主優待引当金繰入額　　　   20 百万円

　　　

 ※３前期損益修正損は第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。　　

　

 ※４減損損失

     　当社は、キャッシュ・フローを生み出す最小単位し

　　 て店舗を基本にグルーピングしております。

　　   営業活動から生じる損益が継続してマイナスである

     店舗について、固定資産簿価を全額回収できる可能性

     が低いと判断した以下の資産グループの帳簿価額を回

     収可能額まで減額し、当該減少額を減損損失（89百万

　　 円）として特別損失に計上いたしました。

　　   減損損失の内訳は次のとおりです。　

場所 用途 種類
減損損失

（百万円）

　愛知県

　静岡県

営業店２店舗

営業店１店舗　

　建物等

　建物等　

22

66

　   科目の内訳は、次のとおりです。

科目
減損損失

（百万円）

　建物 73

　その他 15

　合計 89

　    なお、当社の回収可能額は正味売却価額により測定

     しており、売却や他の転用が困難な資産はゼロ評価し

     ております。
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当第２四半期会計期間
（自　平成20年７月１日
至　平成20年９月30日）

※１ポイントサービス引当金繰入額１百万円を控除してお

　　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。　

　　給与手当賞与金　　　　　　956 百万円

　　賞与引当金繰入額　　　　 　14 百万円

　　役員賞与引当金繰入額　　 　 1 百万円

　　株主優待引当金繰入額　　  △8 百万円

　

 ※３減損損失

　　 　当社は、キャッシュ・フローを生み出す最小単位と

　　 して店舗を基本にグルーピングしております。

　　 　営業活動から生じる損益が継続してマイナスである

　　 店舗について、固定資産簿価を全額回収できる可能性

　　 が低いと判断した以下の資産グループの帳簿価額を回

 　　収可能額まで減額し、当該減少額を減損損失（83百万

　　 円）として特別損失に計上いたしました。

　　　 減損損失の内訳は次のとおりです。　

場所 用途 種類
減損損失

（百万円）

　静岡県　

　愛知県

 営業店１店舗

　

 営業店１店舗

　

　建物等

　建物等

66

16

　   科目内訳は、次のとおりです。

科目
減損損失

（百万円）

　建物 68

　その他 14

　合計 83

　　  なお、当社の回収可能額は正味売却価額により測定

     しており、売却や他の転用が困難な資産はゼロ評価し

     ております。
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（四半期キャッシュ・フロー計算書関係）

当第２四半期累計期間
（自　平成20年４月１日
至　平成20年９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９月30日現在）

　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　（百万円）

　現金及び預金　　　　　　　　　　　　　 4,930　     　　

　預入期間が３ヶ月を超える定期預金　　 △3,500 　　
　その他（預け金）　　　　　　　　　　　　　29　
　現金及び現金同等物　　　　　　　　　 　1,459
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（株主資本等関係）

当第２四半期会計期間末（平成20年９月30日）及び当第２四半期累計期間（自　平成20年４月１日　至　平成20年

９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

(1)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　

　

　　　　　(2)基準日が当第２四半期累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第２四半期会計期間末後とな　　

　　　　　　 るもの　

（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10月6日

取締役会
　普通株式 85 1,250

平成20年9月30日

　
平成20年12月9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２四半期会計期間末
（平成20年９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 137,530.28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２四半期累計期間
（自　平成20年４月１日
至　平成20年９月30日）

当第２四半期会計期間
（自　平成20年７月１日
至　平成20年９月30日）

１株当たり四半期純利益金額 4,675.49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。　

 　

１株当たり四半期純利益金額 2,336.37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２四半期累計期間
（自　平成20年４月１日
至　平成20年９月30日）

当第２四半期会計期間
（自　平成20年７月１日
至　平成20年９月30日）

四半期純利益（百万円） 320 160

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） 320 160

期中平均株式数（千株） 68 68

　　  （重要な後発事象）

　　　　  該当事項はありません。

　

（リース取引関係）

　　該当事項はありません。

　

　

２【その他】

　中間配当に関する事項

　平成20年10月６日開催の取締役会において、当期中間配当につき、次のとおり決議いたしました。

  ①中間配当による配当金の総額　　　　　　 　　　　　 　　　 85百万円

  ②１株当たりの金額　　　　　　　　　　　　 　　　　 　　1,250円00銭　

  ③支払請求の効力発生日および支払開始日　　　 　　　平成20年12月９日

　（注）平成20年９月30日現在の株主名簿および実質株主名簿に記載または記録された株主に対し、支払いを行いま

　　　  す。
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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11月10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２四半期会計期間（平成20年７月１日から平成20年

９月30日まで）及び第２四半期累計期間（平成20年４月１日から平成20年９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９月30日現在の財政状態、同日をもって終了する第

２四半期会計期間及び第２四半期累計期間の経営成績並びに第２四半期累計期間のキャッシュ・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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