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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31期

第２四半期連結
累計期間

第31期
第２四半期連結
会計期間

第30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（千円） 24,352,202 17,016,054 24,770,012

経常利益（千円） 221,721 74,960 1,331,766

四半期（当期）純損失（△）

（千円）
△41,786 △32,112 △2,946,688

純資産額（千円） － 23,073,511 18,873,135

総資産額（千円） － 54,695,935 30,179,841

１株当たり純資産額（円） － 1,752.25 1,807.19

１株当たり四半期（当期）純損失

（△）（円）
△4.15 △3.20 △288.93

潜在株式調整後１株当たり四半期

（当期）純利益金額（円）
－ － －

自己資本比率（％） － 32.0 60.5

営業活動による

キャッシュ・フロー（千円）
748,680 － 1,683,392

投資活動による

キャッシュ・フロー（千円）
2,508,318 － 1,858,124

財務活動による

キャッシュ・フロー（千円）
△2,533,016 － 1,125,509

現金及び現金同等物の四半期末

（期末）残高（千円）
－ 8,967,491 8,243,376

従業員数（人） － 641 412

　（注）１．当社は四半期連結財務諸表を作成しておりますので、提出会社の主要な経営指標など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．潜在株式調整後１株当たり四半期（当期）純利益金額については、潜在株式は存在するものの１株当たり四

半期（当期）純損失であるため記載しておりません。
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２【事業の内容】

  当第２四半期連結会計期間（自　平成20年７月１日　至　平成20年９月30日）において、当社グループ（当社及び関

係会社）が営む事業の内容について、重要な変更はありません。

　関係会社の異動に関しましては、当社子会社であるＴＲＮコーポレーション株式会社、ＴＣＶＰ４号投資事業組合は

平成20年８月に「プロ店長派遣事業」や「外食サービスの経営コンサル事業」を展開する株式会社リンク・ワン

（本社：東京都渋谷区 代表取締役社長 長谷部 修 ）の株式合計5,000株をＥオーナーズ株式会社に譲渡しました。

　この結果、当第２四半期連結会計期間末（平成20年９月30日）において、当社の関係会社は子会社16社及び関連会社

６社となりました。　　

 

　

　

　

３【関係会社の状況】

　当第２四半期連結会計期間において、重要な関係会社の異動は次のとおりであります。

　　

(１)除外

①連結子会社

　連結子会社であるＴＲＮコーポレーション株式会社及び同社子会社ＴＣＶＰ４号投資事業組合は、平成20年８月

20日付で連結子会社であった株式会社リンク・ワンの株式を一部売却したため、株式会社リンク・ワン及び同社子

会社である３社を連結子会社から除外し、持分法適用関連会社としております。

②持分法適用関連会社

連結子会社であった株式会社リンク・ワンは、平成20年８月29日付で持分法適用関連会社であった株式会社ジー

スタイラスの株式を全て売却したため、株式会社ジースタイラスを持分法適用関連会社から除外しております。

　

　

　

４【従業員の状況】

(１）連結会社の状況

　 平成20年９月30日現在

従業員数（人） 641 (1,430)　

　（注）１．従業員数は、就業人員（当社グループからグループ外への出向者を除き、グループ外から当社グループへの出

向者を含む。）であり、臨時雇用者数は当第２四半期連結会計期間の平均人員を（　）外数で記載しておりま

す。　　　　

２．従業員数が当第２四半期連結会計期間において126人減少しておりますが、その主な理由は株式会社リンク

・ワン及びその子会社３社を連結の範囲から除外したことによります。

　

(２）提出会社の状況

　 平成20年９月30日現在

従業員数（人） 336 (880)　

　（注）　従業員数は、就業人員（当社から社外への出向者を除き、社外から当社への出向者を含む。）であり、臨時雇用者

数は当第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）商品仕入実績

　当第２四半期連結会計期間の商品仕入実績を事業部門別に示すと、次のとおりであります。

事業の種類別セグメントの名称 金額（千円）

持ち帰り弁当事業 4,944,365

　 加盟店部門（食材、包材、資材等） 3,737,941

　 直営店部門（食材、包材等） 747,675

　 その他部門（食材、包材、資材等） 458,748

その他 19,488

合計 4,963,853

　（注）　上記の金額には消費税等は含まれておりません。

(２）受注実績

　該当事項はありません。

(３）販売実績

　当第２四半期連結会計期間の販売実績を事業部門別に示すと、次のとおりであります。

事業の種類別セグメントの名称 金額（千円）

持ち帰り弁当事業 7,642,224

　 加盟店部門 （食材、包材、資材等） 4,983,613

　 　 （フランチャイズ料収入） 236,544

　 　 小計 5,220,157

　 直営店部門 （持ち帰り弁当類等） 1,826,565

　 その他部門 （食材、包材、資材等） 590,937

　 　 （フランチャイズ料収入） 4,564

　 　 小計 595,501

店舗運営業務   7,395,152

　   業務委託型店舗運営　 7,160,291

　   その他　 234,861

店舗不動産事業 139,676

店舗コンサルティング事業 727,987

　   店舗売上 620,756

　   コンサルティング収入 26,586

　   その他 80,643

プライベート・エクイティ事業 96,928

その他 1,014,084

合計 17,016,054

　（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２四半期連結会計期間において、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】

　文中の将来に関する事項は、当四半期報告書提出日現在において当社グループ（当社及び連結子会社）が判断した

ものであります。

　

（１）業績の概況　

　　　当第２四半期連結累計期間におけるわが国の経済は、サブプライムローン問題に端を発した国際的な金融不安、信

用不安など不透明感が増し、今後の実需経済への波及は予測が困難な状態となっております。

　当社グループを取り巻く環境も、食品偽装問題、残留農薬問題等、食に対する信用が揺らぐ中、成長が続いている

中食業界への新規参入が相次ぎ、同業者間の競争も激化しております。また、店舗施設関連分野が属する不動産・

建設業界は、バブル経済期以降の大きな信用収縮の中で低迷、混乱の度合いを強めています。また、消費者の安全

性への志向とともに、よりリーズナブルなものへとニーズが多様化してきております。

　このような状況の中で、当社グループの持ち帰り弁当事業部門では、来店客数の前年同期比10％アップを目標に

ＱＳＣ向上（＝クオリティ、サービス、クリンリネス）と固定客化を全店舗にて展開し来店客数の増加を目指し

ました。また、お弁当の価格帯を充実、及び内容のブラッシュアップを通じ、消費者の多様なニーズに対応し、顧客

層の幅を広げる様努めて参りました。

　連結子会社の株式会社ほっかほっか亭総本部では、５月より事業領域の拡大に伴い、さまざまな施策を継続的に

推進し、地区本部の設立、加盟店の開発、直営店運営等飛躍的に業容を拡大しています。ほっかほっか亭の原点回

帰であるバイオーダーによるあたたかいお弁当の提供を実践しつつ、状況の変化に柔軟な対応と革新を諮り、そ

の象徴としてのVI（Visual Identity）刷新、新ロゴの導入を先般、発表させて頂きました。

　一方、店舗委託事業部門におきましては、その事業の再構築の中、TRNコーポレーション株式会社はリンク・ワン

株式会社の株式を一部譲渡し、同社は連結子会社より、持分法適用関連会社となりました。また、投資先の見直し

を図りつつ、保守的会計処理を行うとともに、店舗運営事業等に集約しております。

　以上の結果、当第２四半期連結累計期間の売上高は243億52百万円（※前年同期比101.7％増）、営業利益２億26

百万円（※前年同期比72.8％減）、経常利益２億21百万円（※前年同期比72.6％減）四半期純損失41百万円（前

期は中間純損失30億69百万円）を計上いたしました。

※前年同期比は参考としてご参照下さい。

　　　

　　事業の種類別セグメントの業績は次のとおりであります。

当第２四半期連結会計期間より、新たに連結の範囲にＴＲＮコーポレーション株式会社及びＴＲＮコーポレー

ション株式会社の連結子会社を加えたことに伴い、新たな事業区分として「店舗運営事業」・「店舗不動産事

業」・「店舗コンサルティング事業」・「プライベート・エクイティ事業」を設定しております。

　　①持ち帰り弁当事業

　　　来店客数のアップ、また、お弁当の価格帯の幅を広げ、内容のブラッシュアップを通じ、消費者の多様なニー　ズへ

の対応と顧客層の幅を広げるよう努めて参りました。また、連結子会社である株式会社ほっかほっか亭総本部

による全国への拠点網・店舗数の拡大を推進しております。

持ち帰り弁当事業の売上高は173億64百万円、営業利益は９億72百万円となりました。

　　②店舗運営事業

　　　店舗運営事業におきましては、安定した顧客基盤を有しております。業務委託型店舗につきましては、今後も安定

した増加が見込まれ、当社グループにおける主要事業として売上・利益に今後寄与する予定です。

店舗運営事業の売上高は、73億89百万円、営業利益は27百万円となりました。

　　③店舗不動産事業

　　　店舗不動産事業については、賃料収入を確保しつつ、売却のタイミングを図る予定です。

 店舗不動産事業の売上高は１億39百万円、営業利益は43百万円となりました。

　　④店舗コンサルティング事業

店舗コンサルティング事業におきましては、新規業態の開発や店舗再生コンサルティングに注力しましたが、

原材料の高騰等の影響により、保有している直営店部門の利益率の悪化が業績に影響を与えることとなりまし

た。

店舗コンサルティング事業の売上高は７億32百万円、営業損失は73百万円となりました。
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　　⑤プライベート・エクイティ事業

　　　プライベート・エクイティ事業におきましては、サブプライムローン問題による金融環境の激変により保有株式

の売却の遅れ及び引当金の積み増しを行っております。

プライベート・エクイティ事業の売上高は１億68百万円、営業損失は３億55百万円となりました。

　　⑥その他の事業

　　　店舗総合サービス事業におきましては、当第２四半期連結会計期間より与信管理を中心とした事業に転換した為

に、前中間連結会計期間に比して減収となりました。

店舗人材関連事業におきましては、外食業界の人件費削減の影響を受け新規加盟店が伸び悩んだことや外食業

界における採用環境の悪化に伴い優秀な人材の採用が思うように進まず、事業の拡大に遅れが生じたこと等が

業績に影響を与えることとなりました。

フレッシュベーカリー事業におきましては、既存商品のリニューアルを行い、品質・商品価値の向上に努める

と共に、新商品として、生乳で作ったオリジナルカスタードクリームを使用した「とろけるクリームパン」、

ドーナツにクロワッサン生地を使用した「デニッシュドーナツ」を新規発売し好評をいただきました。

その他の事業の売上高は43億17百万円、営業利益は34百万円となりました。

　

（２）財政状態の分析

　　　当第２四半期連結会計期間末の総資産は、前連結会計年度末に比べ245億16百万円増加し546億95百万円となりま

した。主にＴＲＮコーポレーション株式会社の連結子会社化による流動資産、固定資産の増加によるものです。

　負債は、前連結会計年度末に比べ203億15百万円増加し316億22百万円となりました。主にＴＲＮコーポレーショ

ン株式会社の連結子会社化による流動負債、固定負債の増加によるものです。

少数株主持分を含めた純資産は、前連結会計年度末に比べ42億円増加し230億73百万円となりました。

　１株当たり純資産は、前連結会計年度末に比べ54.94円減少し1,752.25円となり、自己資本比率は前連結会計年度

末の60.5％から28.5ポイント低下し32.0％となりました。

　

（３）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の残高は、第１四半期連結会計期間末と比べ２億11百

万円増加し，また前連結会計年度末と比べ７億24百万円増加して、89億67百万円となりました。

　当第２四半期連結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２四半期連結会計期間における税引前四半期純損失が５億98百万円、減価償却費５億83百万円、投資有価証券

評価損３億64百万円となったこと等により、営業活動によるキャッシュ・フローは、５億37百万円の収入となり

ました。その結果、当第２四半期連結累計期間の営業活動によるキャッシュ・フローは、７億48百万円の収入とな

りました。

　（投資活動によるキャッシュ・フロー）

　　　当第２四半期連結会計期間における有形固定資産の売却による収入３億３百万円となる一方で有形固定資産の取

得による支出６億39百万円となったこと等により、投資活動によるキャッシュ・フローは、13億20百万円の支出

となりました。その結果、当第２四半期連結累計期間の投資活動によるキャッシュ・フローは、25億８百万円の収

入となりました。

　（財務活動によるキャッシュ・フロー）　

　　　当第２四半期連結会計期間における長期借入れによる収入23億60百万円となる一方で長期借入金の返済による支

出９億22百万円により、財務活動によるキャッシュ・フローは９億94百万円の収入となりました。その結果、当第

２四半期連結累計期間の財務活動によるキャッシュ・フローは、25億33百万円の支出となりました。

　

（４）事業上及び財務上の対処すべき課題

　　　当第２四半期連結会計期間において、当社グループの事業上及び財務上の対処すべき課題に重要な変更及び新た

に生じた課題はありません。

　

（５）研究開発活動

　　　特記すべき事項はありません。
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第３【設備の状況】
(１）主要な設備の状況

　当第２四半期連結会計期間において、連結子会社であった株式会社リンク・ワンを連結の範囲から除外したこと

に伴い当社グループの主要な設備より減少したものは、次のとおりであります。

　

　

会社名
事業所名
（所在地）

設備の内容

帳簿価額（千円）
従業員数
（人）建物及び

構築物
工具、器具
及び備品

その他　 合計

株式会社リンク・ワン

直営店舗

(東京都・愛知県)
店舗設備 59,220 3,150 3,337 65,708 61（50）

本社

（東京都渋谷区）　
本社　 1,256 337 1,507 3,100 70（2）　

　（注）１．上記の金額には消費税等は含まれておりません。

２．休止中の設備はありません。

３．従業員数は、就業人員であり、臨時雇用者数は第２四半期連結会計期間の平均人員を（　）外数で記載してお

ります。

　

　

会社名
事業所名
（所在地）

設備の内容

帳簿価額（千円）
従業員数
（人）

建物及び構築物
工具、器具
及び備品

合計

おたるコーポレーション株

式会社

東松山工場

(埼玉県東松山市)
店舗設備 13,902 6,025 19,927 1（16）

本部

(埼玉県坂戸市)
本社設備 6,415 428 6,844 14（2）

直営店舗

(東京都、埼玉県、茨城

県、神奈川県、千葉県)

店舗設備 10,965 16,598 27,563 47（449）

　　（注）１．上記の金額には消費税等は含まれておりません。

　        ２．休止中の設備はありません。

　        ３．従業員数は、就業人員であり、臨時雇用者数は第２四半期連結会計期間の平均人員を（　）外数で記載

              しております。

　

　

　

(２）設備の新設、除却等の計画

① 重要な設備計画の変更

　当第２四半期連結会計期間において、第１四半期連結会計期間末に計画中であった重要な設備の新設についての

重要な変更は次のとおりであります。

　

会社名 所在地

事業の種類別

セグメントの

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
出店

店舗

予定
総額

(千円)
既支払額

(千円)
着手 完了

提出会社
大阪市

北区

持ち帰り

弁当事業

店舗内装

差入保証金等
800,000 7,487 自己資金

平成20年

10月

平成21年

３月
40

　　（注）１．上記の金額には消費税等は含まれておりません。

　　　　２．「投資予定金額」の「既支払額」は、平成20年10月31日現在の金額であります。
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② 重要な設備の新設

　当第２四半期連結会計期間において、新たに確定した重要な設備の新設の計画は次のとおりであります。

会社名 所在地

事業の種類別

セグメントの

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
出店

店舗

予定
総額

(千円)
既支払額

(千円)
着手 完了

株式会社ほっか

ほっか亭総本部

東京都

港区

持ち帰り

弁当事業

店舗内装

差入保証金等
337,000 42,000 自己資金

平成20年

９月

平成21年

２月
14

店舗流通ネット

株式会社

東京都

渋谷区
店舗運営事業

店舗内装

差入保証金等
6,000,000 655,909

自己資金及び

借入金

平成20年

３月

平成21年

２月
150

店舗プレミアム

株式会社

東京都

渋谷区

店舗コンサル

ティング事業

店舗内装

差入保証金等
400,000 159,909

自己資金及び

借入金

平成20年

３月

平成21年

２月
10

　　（注）１．上記の金額には消費税等は含まれておりません。

　　　　２．「投資予定金額」の「既支払額」は、平成20年10月31日現在の金額であります。
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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 33,000,000

計 33,000,000

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 11,025,032 11,025,032

㈱東京証券取引所

㈱大阪証券取引所

各市場第一部

－

計 11,025,032 11,025,032 － －

　（注）　「提出日現在発行数」欄には、平成20年11月１日からこの四半期報告書提出日までの新株予約権の行使により発

行された株式数は含まれておりません。

（２）【新株予約権等の状況】

　旧商法第280条ノ20及び第280条ノ21の規定に基づき発行した新株予約権は、次のとおりであります。

①　平成17年６月24日定時株主総会決議

　
第２四半期会計期間末現在
（平成20年９月30日）

新株予約権の数（個） 1,925

新株予約権のうち自己新株予約権の数（個） －

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式

新株予約権の目的となる株式の数（株） 192,500

新株予約権の行使時の払込金額（円） 2,090

新株予約権の行使期間
自　平成19年７月25日

至　平成22年７月24日

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の

発行価格及び資本組入額（円）

発行価格　　　 2,090

資本組入額　　 1,045

新株予約権の行使の条件

対象者は、新株予約権の権利行使時において、当社また

は当社子会社の取締役、監査役もしくは使用人の地位に

あることを要する。ただし、任期満了による退任、定年退

職その他正当な理由のある場合にはこの限りではあり

ません。

新株予約権の譲渡に関する事項 新株予約権を譲渡するには取締役会の承認を要する。

代用払込みに関する事項 －

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 －

（注）　上記各新株予約権の目的となる株式の数が、平成20年８月13日付提出の四半期報告書記載数と比較して第２四

半期連結会計期間末現在8,400株減少しておりますが、本減少は新株予約権付与対象者の退職に伴う失効による

ものであります。
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（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

（千円）

資本金残高

（千円）

資本準備金増減額

（千円）

資本準備金残高

（千円）

平成20年７月１日～

平成20年９月30日

　

－ 11,025,032 － 4,036,649 － 3,906,288

　

　

（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
（千株）

発行済株式総数
に対する所有株
式数の割合
（％）

株式会社ライラック 大阪市此花区西九条１丁目12－30 3,074 27.89

青木　達也 兵庫県西宮市 1,268 11.50

株式会社こやの 東京都港区芝大門２－２－２ 1,023 9.29

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８－11 165 1.50

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11－３ 158 1.44

メロンバンクトリーティークラ

イアンツオムニバス

（常任代理人　香港上海銀行東京

支店）

アメリカ・ボストン

 （東京都中央区日本橋３丁目11番１号）
158 1.44

メロンバンクノントリーティー

クライアンツオムニバス

（常任代理人　香港上海銀行東京

支店）

アメリカ・ボストン

 （東京都中央区日本橋３丁目11番１号）
131 1.19

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８－11 128 1.16

古川　武志 岡山県岡山市 127 1.15

ノーザントラストカンパニーエ

イブイエフシーアカウントユー

エスエル

（常任代理人　香港上海銀行東京

支店）

イギリス・ロンドン

 （東京都中央区日本橋３丁目11番１号）
122 1.11

計 － 6,357 57.66

　（注）１．上記のほか、自己株式が1,032千株あります。
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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）

（自己保有株式）

普通株式　1,032,300

（相互保有株式）

普通株式　   23,400

－ －

完全議決権株式（その他） 普通株式　9,940,300 99,369 －

単元未満株式 普通株式　　 29,032 －
１単元（100株）未満

の株式

発行済株式総数 11,025,032 － －

総株主の議決権 － 99,369 －

　（注）　「完全議決権株式（その他）」の欄には、証券保管振替機構名義の名義書換失念株式3,400株（議決権の数34個）

が、含まれております。なお、「議決権の数」欄には、同機構名義の完全議決権株式に係る議決権の数34個が含

まれておりません。

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
（％）

（自己保有株式）

㈱ハークスレイ
大阪市北区 1,032,300 － 1,032,300 9.36

 （相互保有株式）

㈱ほっかほっかフーヅ
高知県高知市 23,400 － 23,400 0.21

計 － 1,055,700 － 1,055,700 9.58

　

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） 1,301 1,418 1,350 1,386 1,397 1,249

最低（円） 1,201 1,148 1,220 1,240 1,210 1,000

　（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提出日後、当四半期報告書提出日までの役員の異動は次のとおりであります。

（１）役職の異動

新役名 新職名 旧役名 旧職名 氏名 異動年月日

 常務取締役 管理統括部部長  取締役 管理統括部部長 佐子　弘和 平成20年７月１日
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第５【経理の状況】

１．四半期連結財務諸表の作成方法について

　当社の四半期連結財務諸表は、「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」（平成19年内閣府令

第64号。以下「四半期連結財務諸表規則」という。）に基づいて作成しております。

  なお、第１四半期連結会計期間（平成20年４月１日から平成20年６月30日まで）から、「財務諸表等の用語、様式及

び作成方法に関する規則等の一部を改正する内閣府令」（平成20年８月７日 内閣府令第50号）附則第７条第１項第

５号のただし書きにより、改正後の四半期連結財務諸表規則を早期に適用しております。

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２四半期連結会計期間（平成20年７月１日から平

成20年９月30日まで）及び当第２四半期連結累計期間（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

期連結財務諸表について、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。
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１【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20年９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20年３月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 8,967,491 8,243,376

受取手形及び売掛金 4,246,796 1,691,298

有価証券 418,769 －

たな卸資産 － 830,543

商品及び製品 976,103 －

原材料及び貯蔵品 83,220 －

繰延税金資産 145,560 138,229

その他 2,837,376 297,909

貸倒引当金 △181,306 △9,298

流動資産合計 17,494,012 11,192,058

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額） ※1, ※2
 10,131,155

※1, ※2
 3,188,957

機械装置及び運搬具（純額） ※1
 156,013

※1
 168,825

工具、器具及び備品（純額） ※1
 1,560,228

※1
 280,743

土地 ※2
 11,666,832

※2
 4,725,209

建設仮勘定 126,216 －

有形固定資産合計 23,640,445 8,363,735

無形固定資産

のれん 1,552,779 1,703,407

その他 138,233 103,634

無形固定資産合計 1,691,012 1,807,042

投資その他の資産

投資有価証券 2,637,873 6,505,461

長期貸付金 485,142 145,249

差入保証金 6,611,830 1,554,405

繰延税金資産 891,430 352,288

その他 2,001,240 288,470

貸倒引当金 △757,053 △28,870

投資その他の資産合計 11,870,464 8,817,005

固定資産合計 37,201,922 18,987,782

資産合計 54,695,935 30,179,841
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（単位：千円）

当第２四半期連結会計期間末
(平成20年９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20年３月31日)

負債の部

流動負債

買掛金 3,838,668 2,740,696

短期借入金 ※2
 3,575,000

※2
 3,000,000

1年内返済予定の長期借入金 ※2
 5,709,531

※2
 1,087,996

未払金 1,983,948 －

未払法人税等 329,108 406,364

未払消費税等 85,744 56,866

賞与引当金 213,713 169,082

その他 1,755,734 642,726

流動負債合計 17,491,450 8,103,732

固定負債

社債 180,000 －

長期借入金 ※2
 10,583,920

※2
 1,737,343

長期預り金 1,268,018 －

退職給付引当金 29,275 32,746

負ののれん 296,081 －

長期預り保証金 1,137,052 1,110,172

繰延税金負債 295,675 91,670

その他 340,950 231,040

固定負債合計 14,130,973 3,202,973

負債合計 31,622,423 11,306,705

純資産の部

株主資本

資本金 4,036,649 4,036,649

資本剰余金 3,930,886 3,930,886

利益剰余金 11,112,800 11,787,922

自己株式 △1,514,304 △1,359,154

株主資本合計 17,566,033 18,396,304

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 △67,319 △131,065

評価・換算差額等合計 △67,319 △131,065

新株予約権 33,476 －

少数株主持分 5,541,321 607,896

純資産合計 23,073,511 18,873,135

負債純資産合計 54,695,935 30,179,841
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（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４月１日
　至　平成20年９月30日)

売上高 24,352,202

売上原価 18,098,197

売上総利益 6,254,004

販売費及び一般管理費 ※1
 6,027,477

営業利益 226,526

営業外収益

受取利息 28,915

受取配当金 6,324

投資有価証券売却益 23,013

受取賃貸料 83,216

負ののれん償却額 31,949

業務委託契約解約益 95,765

匿名組合投資利益 36,705

その他 68,211

営業外収益合計 374,102

営業外費用

支払利息 111,549

投資有価証券売却損 57,581

賃貸費用 24,881

店舗敷金償却 10,657

持分法による投資損失 31,636

業務委託契約解約損 86,760

その他 55,840

営業外費用合計 378,907

経常利益 221,721

特別利益

固定資産売却益 3,101

関係会社株式売却益 159,845

その他 38,992

特別利益合計 201,940

特別損失

固定資産除却損 158,184

投資有価証券評価損 398,278

減損損失 25,634

のれん償却額 290,426

その他 54,718

特別損失合計 927,242

税金等調整前四半期純損失（△） △503,580

法人税、住民税及び事業税 309,821

法人税等調整額 △116,437

法人税等合計 193,383

少数株主損失（△） △655,178

四半期純損失（△） △41,786
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【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20年７月１日
　至　平成20年９月30日)

売上高 17,016,054

売上原価 13,524,691

売上総利益 3,491,363

販売費及び一般管理費 ※1
 3,483,902

営業利益 7,461

営業外収益

受取利息 17,645

受取配当金 1,068

投資有価証券売却益 4,465

受取賃貸料 41,055

負ののれん償却額 31,949

業務委託契約解約益 95,765

持分法による投資利益 32,581

その他 80,208

営業外収益合計 304,739

営業外費用

支払利息 86,250

賃貸費用 10,174

業務委託契約解約損 86,760

その他 54,054

営業外費用合計 237,240

経常利益 74,960

特別利益

固定資産売却益 3,101

関係会社株式売却益 159,845

その他 30,561

特別利益合計 193,508

特別損失

固定資産除却損 139,484

投資有価証券評価損 364,878

減損損失 25,634

のれん償却額 290,426

その他 46,098

特別損失合計 866,523

税金等調整前四半期純損失（△） △598,053

法人税、住民税及び事業税 132,971

法人税等調整額 △95,043

法人税等合計 37,927

少数株主損失（△） △603,868

四半期純損失（△） △32,112
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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２四半期連結累計期間
(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

税金等調整前四半期純損失（△） △503,580

減価償却費 704,525

のれん償却額 364,003

貸倒引当金の増減額（△は減少） 37,985

賞与引当金の増減額（△は減少） 23,912

退職給付引当金の増減額（△は減少） △3,471

受取利息及び受取配当金 △35,240

支払利息 111,549

持分法による投資損益（△は益） 31,306

有形固定資産売却損益（△は益） △3,101

固定資産除却損 158,184

減損損失 25,634

投資有価証券売却損益（△は益） 34,568

投資有価証券評価損益（△は益） 398,278

関係会社株式売却損益（△は益） △159,845

売上債権の増減額（△は増加） △986,247

たな卸資産の増減額（△は増加） △186,888

仕入債務の増減額（△は減少） 938,874

その他 238,251

小計 1,188,699

法人税等の支払額 △440,018

営業活動によるキャッシュ・フロー 748,680

投資活動によるキャッシュ・フロー

利息及び配当金の受取額 58,998

定期預金の預入による支出 △19,086

有形固定資産の取得による支出 △828,844

有形固定資産の売却による収入 303,837

有形固定資産の除却による支出 △9,312

投資有価証券の取得による支出 △12,447

投資有価証券の売却による収入 342,819

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得によ
る収入

3,679,033

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却によ
る支出

△236,304

短期貸付金の増減額（△は増加） △169,726

貸付けによる支出 △6,505

貸付金の回収による収入 29,638

保険積立金の払戻による収入 18,888

その他 △642,671

投資活動によるキャッシュ・フロー 2,508,318
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（単位：千円）

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

財務活動によるキャッシュ・フロー

利息の支払額 △104,316

短期借入金の純増減額（△は減少） △3,265,000

長期借入れによる収入 2,360,000

長期借入金の返済による支出 △1,194,368

社債の償還による支出 △46,700

少数株主からの払込みによる収入 99,000

自己株式の取得による支出 △157,302

配当金の支払額 △224,328

財務活動によるキャッシュ・フロー △2,533,016

現金及び現金同等物に係る換算差額 131

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 724,114

現金及び現金同等物の期首残高 8,243,376

現金及び現金同等物の四半期末残高 ※1
 8,967,491
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【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】

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

１．連結の範囲に関する事項

の変更

(１) 連結の範囲の変更
持分法適用関連会社であったＴＲＮ

コーポレーション株式会社の株式を平

成20年５月に追加取得し、第１四半期
連結会計期間より連結の範囲に含めて

おります。それに伴いＴＲＮコーポ

レーション株式会社の連結子会社14社
を連結の範囲に含めております。なお、

みなし取得日をＴＲＮコーポレーショ

ン株式会社の第１四半期連結会計期間

末日である平成20年５月31日とし、第
１四半期連結会計期間は貸借対照表の

みを連結しております。

また、連結子会社であるＴＲＮコー

ポレーション株式会社及び同社子会社

ＴＣＶＰ４号投資事業組合が、平成20
年８月20日付で連結子会社であった株
式会社リンク・ワンの株式を一部売却

したため、株式会社リンク・ワン及び

同社子会社である３社を連結子会社か

ら除外し、持分法適用関連会社として

おります。なお、みなし売却日をＴＲＮ

コーポレーション株式会社の第２四半

期連結会計期間末日である平成20年８
月31日とし、当第２四半期連結会計期
間は損益計算書のみを連結しておりま

す。

 

変更した連結子会社の名称

 

ＴＲＮコーポレーション株式会社

店舗流通ネット株式会社

店舗サポートシステム株式会社

株式会社ＴＲＮアセッツ

店舗プレミアム株式会社

TOKYO Capital１号投資事業有限責任
組合他、投資事業組合　５社

 

(２) 変更後の連結子会社の数　

　 　14社
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当第２四半期連結累計期間
（自　平成20年４月１日
至　平成20年９月30日）

２．持分法の適用に関する事

項の変更

(１) 持分法適用関連会社

① 持分法適用関連会社の変更

従来、持分法適用関連会社であったＴ

ＲＮコーポレーション株式会社は、上記

１.（１）連結の範囲の変更に記載のと

おり、第１四半期連結会計期間末日より

連結の範囲に含めたため、持分法の適用

範囲から除外しております。

また、ＴＲＮコーポレーション株式会

社の持分法適用関連会社である株式会

社ジースタイラスは、ＴＲＮコーポレー

ション株式会社を連結の範囲に含めた

ため、第１四半期連結会計期間より持分

法の適用範囲に含めておりました。しか

し、連結子会社であった株式会社リンク

・ワンが、平成20年８月29日付で株式会

社ジースタイラスの株式を全て売却し

たため、株式会社ジースタイラスを持分

法適用関連会社から除外しております。

なお、みなし売却日をＴＲＮコーポレー

ション株式会社の第２四半期連結会計

期間末日である平成20年８月31日とし

ております。

加えて、連結子会社であった株式会社

リンク・ワン及び同社子会社である３

社は、上記１.（１）連結の範囲の変更

に記載のとおり、当第２四半期連結会計

期間末日より連結の範囲から除外し、持

分法の適用範囲に含めております。 

 

変更した持分法適用関連会社の名称

 

株式会社リンク・ワン

おたるコーポレーション株式会社

他、投資事業組合　１社

その他　１社 

 

② 変更後の持分法適用関連会社の数

　 ６社
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当第２四半期連結累計期間
（自　平成20年４月１日
至　平成20年９月30日）

３．会計処理基準に関する事

項の変更

(１) 重要な資産の評価基準及び評価方法

　　の変更

 　 たな卸資産

　　　通常の販売目的で保有するたな卸資

　　産については、従来、主として移動平

　　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

　　して移動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基

    づく簿価切下げの方法) により算定し

    ております。これによる影響はありま

    せん。　　　

　

【簡便な会計処理】

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

１．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。

２．一般債権の貸倒見積高の

算定方法　

　貸倒実績率等が前連結会計年度末に算定

したものと著しい変化がないと認められる

場合には、前連結会計年度決算において算

定した貸倒実績率等の合理的な基準を使用

して一般債権の貸倒見積高を算定する方法

によっております。 

３．法人税等ならびに繰延税

金資産および繰延税金負債

の算定方法

　法人税等の納付税額の算定につきまして

は、加味する加減算項目や税額控除項目を

重要なものに限定する方法によっておりま

す。

　繰延税金資産の回収可能性につきまして

は、前連結会計年度末の検討において使用

した将来の業績予測やタックス・プランニ

ングを使用する方法によっております。

　

　

【四半期連結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２四半期連結累計期間
（自　平成20年４月１日
至　平成20年９月30日）

(有形固定資産の耐用年数の変更）

  当社の機械装置については、従来、耐用年数を７～16年と

しておりましたが、第１四半期連結会計期間より８～10年

に変更しました。この変更は、法人税法の改正に伴うもので

す。

　これによる四半期連結財務諸表に与える影響は軽微であ

ります。

 

(販売用不動産の振替)

  連結子会社１社が保有している販売用不動産について保

有目的を検討した結果、「販売用不動産」6,546,174千円よ

り「有形固定資産」（「建物及び構築物」1,701,797千円、

「工具、器具及び備品」650千円、「土地」4,843,727千円）

へそれぞれ振替えております。
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【注記事項】

（四半期連結貸借対照表関係）

当第２四半期連結会計期間末
（平成20年９月30日）

前連結会計年度末
（平成20年３月31日）

※１．有形固定資産の減価償却累計額は、6,487,220千円で

あります。

※１．有形固定資産の減価償却累計額は、4,029,396千円で

あります。

※２．担保資産

　  　借入金の担保

　　　　担保に供されている資産で、事業の運営において

　　　重要なものであり、かつ、前連結会計年度の末日に

　　　比べて著しい変動が認められるものは、次のとおり

　　　であります。

※２．担保に供している資産

建物及び構築物 2,119,871千円　

土地     7,737,673千円

計 9,857,544千円

建物及び構築物 165,021千円

土地 796,051千円

計 961,072千円

  ３．偶発債務

(１) 債務保証

　金融機関からの借入金に対する債務保証

㈱楓の木 25,650千円

マルコフーズ㈱ 100,000千円　

計       125,650千円

　

　  （２）債務保証類似行為

　　　　開業サポート取引における取引保証

㈲アースプランネット      2,079千円

㈱メディカル技研 1,333千円　

若狭朋一   1,490千円　

中島信弘      1,378千円

計 6,282千円

  ３．偶発債務

　非連結子会社（㈱楓の木）の金融機関からの借入金

に対する債務保証が、33,750千円あります。　

  ４．連結子会社２社は、運転資金の効率的な調達を行

  　うため取引銀行６行（みずほ銀行、徳島銀行、みず

　　ほ信託銀行、中央三井信託銀行、三井住友銀行、り

　　そな銀行）、保険会社１社（損保ジャパン）と当座

　　借越契約及び貸出コミットメント契約を締結してお

　　ります。

　　  当該契約に基づく当第２四半期連結会計期間末の

　　借入未実行残高は次のとおりであります。

当座貸越極度額及び

貸出コミットメントの総額
    5,520,000千円

借入実行残高      3,080,000千円

差引額      2,440,000千円
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（四半期連結損益計算書関係）

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

※１．販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額

は次のとおりであります。

給料手当   1,822,669千円

貸倒引当金繰入額    43,173千円

賞与引当金繰入額    201,763千円

支払手数料   1,251,730千円

地代家賃 349,771千円

水道光熱費   186,913千円

減価償却費 371,934千円

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

※１．販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額

は次のとおりであります。

給料手当   1,042,130千円

貸倒引当金繰入額 43,173千円

賞与引当金繰入額    116,897千円

支払手数料   625,884千円

地代家賃 202,876千円

水道光熱費   108,556千円

減価償却費 255,697千円

（四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係）

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

※１．現金及び現金同等物の四半期末残高と四半期連結貸

　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)

現金及び預金勘定        8,967,491千円

現金及び現金同等物       8,967,491千円
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（株主資本等関係）

当第２四半期連結会計期間末（平成20年９月30日）及び当第２四半期連結累計期間（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　　　　　　　　　　　　11,025,032株

 

２．自己株式の種類及び株式数

　普通株式　　　　　　　　　　　　 1,038,636株

 

３．新株予約権等に関する事項

(１) 平成17年新株予約権

     新株予約権の目的となる株式の種類           普通株式

     新株予約権の目的となる株式の数              3,083株

     新株予約権の四半期連結会計期間末残高     32,285千円 (連結子会社 32,285千円）

(２) ストック・オプションとしての新株予約権

     新株予約権の四半期連結会計期間末残高      1,190千円 (連結子会社 1,190千円）

　

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
（千円）

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26日

定時株主総会
普通株式 202,260 20.00 平成20年３月31日 平成20年６月27日 利益剰余金

         （２）基準日が当第２四半期連結累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第２四半期連結会計期

             間末後となるもの

　

　
（決議）

株式の種類
配当金の総額
（千円）

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11月14日

取締役会
普通株式 199,854 20.00 平成20年９月30日 平成20年12月１日 利益剰余金
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（リース取引関係）

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

　所有権移転外ファイナンス・リース取引について通常の

賃貸借取引に係る方法に準じて処理を行っており、リース

取引残高が前連結会計年度末に比べて著しい変動が認めら

れます。

借主側

１．リース物件の所有権が借主に移転すると認められるも

の以外のファイナンス・リース取引

（１）リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当

額及び残高相当額

　
取得価額
相当額
(千円)

減価償却累
計額相当額

(千円)

残高相当額
(千円)

機械装置及び
運搬具

87,590 72,768 14,822

工具、器具及
び備品

256,664 79,655 177,008

無形固定資産
（その他）

27,181 16,933 10,248

合計 371,436 169,357 202,079

（注）取得価額相当額は、未経過リース料期末残高が有

形固定資産及び無形固定資産の期末残高等に占める

割合が低いため、支払利子込み法により算定してお

ります。

（２）未経過リース料残高相当額等

未経過リース料残高相当額

１年内 54,913千円

１年超 147,165千円　

合計 202,079千円　

　（注）未経過リース料期末残高相当額は、未経過リース料

期末残高が有形固定資産及び無形固定資産の期末残

高等に占める割合が低いため、支払利子込み法によ

り算定しております。

（３）支払リース料、リース資産減損勘定の取崩額、減価償

却費相当額

支払リース料 30,721千円

リース資産減損勘定の取崩額 422千円　

減価償却費相当額 30,721千円　

（４）減価償却費相当額の算定方法

　リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法

によっております。
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（セグメント情報）

【事業の種類別セグメント情報】

   当第２四半期連結会計期間（自平成20年７月１日　至平成20年９月30日）

　

　
持ち帰り
弁当事業
（千円）

店舗運営事業
（千円）

店舗不動産
事業
（千円）

店舗コンサル
ティング事業
（千円）

プライベート・
エクイティ事業
（千円）

売上高      

(1）外部顧客に対する売上高 7,642,224 7,395,152 139,676 727,987 96,928

(2）セグメント間の内部売上高又

は振替高
1,221,778 △5,439 224 4,185 72,000

計 8,864,002 7,389,713 139,900 732,172 168,928

営業利益 510,548 27,989 43,568 △73,687 △355,837

　

　
その他の事業
（千円）

計
（千円）

消去又は全社
（千円）

連結
（千円）

売上高     

(1）外部顧客に対する売上高 1,014,084 17,016,054 － 17,016,054

(2）セグメント間の内部売上高又

は振替高
1,782,960 3,075,709 (3,075,709) －

計 2,797,045 20,091,763 (3,075,709) 17,016,054

営業利益 68,195 84,385 (76,924) 7,461

　

　

    当第２四半期連結累計期間（自平成20年４月１日　至平成20年９月30日）

　

　
持ち帰り
弁当事業
（千円）

店舗運営事業
（千円）

店舗不動産
事業
（千円）

店舗コンサル
ティング事業
（千円）

プライベート・
エクイティ事業
（千円）

売上高      

(1）外部顧客に対する売上高 14,478,545 7,395,152 139,676 727,987 96,928

(2）セグメント間の内部売上高又

は振替高
2,886,075 △5,439 224 4,185 72,000

計 17,364,621 7,389,713 139,900 732,172 168,928

営業利益 972,526 27,989 43,568 △73,687 △355,837

　

　
その他の事業
（千円）

計
（千円）

消去又は全社
（千円）

連結
（千円）

売上高     

(1）外部顧客に対する売上高 1,513,911 24,352,202 － 24,352,202

(2）セグメント間の内部売上高又

は振替高
2,803,576 5,760,621 (5,760,621) －

計 4,317,487 30,112,823 (5,760,621) 24,352,202

営業利益 34,886 649,445 (422,918) 226,526

　（注）１．事業区分の方法

事業の区分は、内部管理上採用している区分によっております。

２．各事業の主なサービス
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（１）持ち帰り弁当事業………弁当・惣菜の製造販売及び製造販売指導並びに食材などの提供

（２）店舗運営事業………業務委託型飲食店舗の運営、サブレント等

（３）店舗不動産事業………店舗の出店に適した不動産の取得・売却、不動産の管理等

（４）店舗コンサルティング事業………業態開発・発掘、店舗運営本部、店舗再生コンサルティング等

（５）プライベート・エクイティ事業………プライベート・エクイティ・ファンドの運用管理、飲食ビジネス

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　のインキュベーション等

（６）その他の事業………物流事業、フレッシュ・ベーカリー事業、店舗総合サポート事業、店舗人材関連事

　　　　　　　　　　　　業など

３．追加情報

　「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」の１.（１）連結の範囲の変更に記載のと

おり、第１四半期連結会計期間末日よりＴＲＮコーポレーション株式会社及び同社子会社を連結の範囲に含めた

ため、新たな事業区分として「店舗運営事業」・「店舗不動産事業」・「店舗コンサルティング事業」・「プラ

イベート・エクイティ事業」を設定しております。なお、みなし取得日をＴＲＮコーポレーション株式会社の第

１四半期連結会計期間末日である平成20年５月31日としているため、第１四半期連結会計期間は貸借対照表のみ

を連結しております。

　

【所在地別セグメント情報】

当第２四半期連結会計期間（自平成20年７月１日　至平成20年９月30日）及び当第２四半期連結累計期間（自

平成20年４月１日　至平成20年９月30日）

　 　在外支店及び海外子会社はありませんので、該当事項はありません。

　

【海外売上高】

当第２四半期連結会計期間（自平成20年７月１日　至平成20年９月30日）及び当第２四半期連結累計期間（自

平成20年４月１日　至平成20年９月30日）

　　 海外売上高はありませんので、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２四半期連結会計期間末
（平成20年９月30日）

前連結会計年度末
（平成20年３月31日）

１株当たり純資産額 1,752.25円 １株当たり純資産額 1,807.19円

２．１株当たり四半期純損失金額

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

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

１株当たり四半期純損失金額 4.15円

  なお、潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額につ

　いては、潜在株式は存在するものの１株当たり四半期純

  損失であるため記載を省略しております。

１株当たり四半期純損失金額 3.20円

  なお、潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額につ

　いては、潜在株式は存在するものの１株当たり四半期純

  損失であるため記載を省略しております。

　（注）　１株当たり四半期純損失金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

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

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

１株当たり四半期純損失金額   

四半期純損失（千円） 41,786 32,112

普通株主に帰属しない金額（千円） － －

普通株式に係る四半期純損失（千円） 41,786 32,112

期中平均株式数（株） 10,048,103 10,003,609

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後１株当

たり四半期純利益の算定に含めなかった潜在株式

で、前連結会計年度末から重要な変動があったもの

の概要

平成17年６月24日定時株主総会

決議による新株予約権192,500

株。　

　これらの詳細は、「第４　提出

会社の状況、１．株式等の状況、

(２)新株予約権の状況」に記載

のとおりであります。

平成17年６月24日定時株主総会

決議による新株予約権192,500

株。　

　これらの詳細は、「第４　提出

会社の状況、１．株式等の状況、

(２)新株予約権の状況」に記載

のとおりであります。

２【その他】

平成20年11月14日開催の取締役会において、当期中間配当に関し、次の通り決議いたしました。

　　（イ）中間配当による配当金の総額　　　　　　　　　 199,854千円

　　（ロ）一株当たりの総額　　　　　　　　　　　　　　　　20円00銭

　　（ハ）支払請求の効力発生日及び支払開始日　　　平成20年12月１日

　　（注）平成20年９月30日現在の株主名簿及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14日

株式会社ハークスレイ

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 渡沼　照夫  　印

 
指定社員
業務執行社員

 公認会計士 榎本　　浩　　印

 
指定社員
業務執行社員

 公認会計士 高橋　和人　　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ハークスレ

イの平成20年４月１日から平成21年３月31日までの連結会計年度の第２四半期連結会計期間（平成20年７月１日から平成

20年９月30日まで）及び第２四半期連結累計期間（平成20年４月１日から平成20年９月30日まで）に係る四半期連結財務

諸表、すなわち、四半期連結貸借対照表、四半期連結損益計算書及び四半期連結キャッシュ・フロー計算書について四半期

レビューを行った。この四半期連結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連結財

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、上記の四半期連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認めら

れる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して、株式会社ハークスレイ及び連結子会社の平成20年９月30日現在の財政状

態、同日をもって終了する第２四半期連結会計期間及び第２四半期連結累計期間の経営成績並びに第２四半期連結累計期

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）が別途保管している。

　　　  ２．四半期連結財務諸表の範囲にはXBRLデータ自体は含まれていない。
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