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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15期

前第１四半期連結
累計(会計)期間

第16期
当第１四半期連結
累計(会計)期間

第15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21年４月１日
至平成21年６月30日

自平成20年４月１日
至平成21年３月31日

売上高 (千円） 1,012,900 894,659 4,101,800

経常利益又は経常損失（△） (千円） 27,148 △37,674 165,906

四半期（当期）純損失(△)
(千円）

　
△28,807 △39,166 △14,392

純資産額
(千円）

　
2,574,944 2,459,878 2,571,399

総資産額
(千円）

　
4,518,445 4,601,288 4,578,457

１株当たり純資産額 (円）　 65,314.36 62,556.44 65,504.69

１株当たり四半期（当期）

純損失金額（△）
（円）　 △743.79 △1,011.28 △371.60

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 （％）　 56.0 52.7 55.4

営業活動による

キャッシュ・フロー
(千円） △54,187 30,852 186,559

投資活動による

キャッシュ・フロー

(千円）

　
△60,187 △103,392 △289,263

財務活動による

キャッシュ・フロー

(千円）

　
△45,769 39,287 34,956

現金及び現金同等物の四半期末

（期末）残高

(千円）

　
351,245 404,277 437,215

従業員数 （人） 261 255 253

　（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．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１四半期連結会計期間において、当社グループ（当社及び当社の関係会社）が営む事業の内容について、重要な

変更はありません。また、主要な関係会社に異動はありません。

 

３【関係会社の状況】

　　　当第１四半期連結会計期間において、重要な関係会社の異動はありません。

 

４【従業員の状況】

(1）連結会社の状況

 平成21年６月30日現在

従業員数（人） 255 (285)

　　（注）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

者を含むほか、常用パートを含んでおります。）であり、（　）書は、外書で臨時雇用者（パートタイマーを含み

ます。）の当第１四半期連結会計期間の平均人員（1日8時間換算）を記載しております。

　

(2）提出会社の状況

 平成21年６月30日現在

従業員数（人） 197 (246)

　　（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ほか、常用パートを含ん

でおります。）であり、（　）書は、外書で臨時雇用者（パートタイマーを含みます。）の当第１四半期会計期間

の平均人員（1日8時間換算）を記載しております。
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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１四半期連結会計期間における生産実績を事業の種類別セグメントごとに示すと、次のとおりであります。

（単位：千円）　

事業の種類別セグメントの名称
当第１四半期連結会計期間
（自　平成21年４月１日
至　平成21年６月30日）

　
　構成比（％）

　

　
　前年同四半期比（％）

　

　外食事業　　　　　 933,316 91.4 －

　その他事業　　　　 87,468 8.6 －

 　　　　　合計　　 1,020,784 100.0 －

 （注）１．金額は販売価格によっており、セグメント間の内部振替前の数値によっております。

　　 　２．上記の金額には、消費税等は含まれておりません。

　　　 ３．不動産賃貸事業及びその他事業の一部については、生産を行っていないため記載しておりません。

 ４．前連結会計年度末より事業の種類別セグメントに基づき開示しているため、前年同四半期比については記載

しておりません。 

　

    (2）受注状況

当社グループは見込み生産を行っているため、該当事項はありません。

(3）販売実績

当第１四半期連結会計期間における販売実績を事業の種類別セグメントごとに示すと、次のとおりであります。

（単位：千円）

事業の種類別セグメントの名称
当第１四半期連結会計期間
（自　平成21年４月１日
至　平成21年６月30日）

　
　構成比（％）

　

　
　前年同四半期比（％）

　

　外食事業　　　　　 855,395 95.6 －

　不動産賃貸事業　　 12,266 1.4 －

　その他事業　　　　 26,997 3.0 －

　　　　 　合計　　 894,659 100.0 －

 （注）１．セグメント間の取引については相殺消去しております。

　　　 ２．当社グループの主な販売先は不特定多数の一般消費者とＦＣ加盟店であり、販売実績の総販売実績に対する

　　　 　　割合が100分の10以上の販売先は該当ありません。

 ３．上記の金額には、消費税等は含まれておりません。

 ４．前連結会計年度末より事業の種類別セグメントに基づき開示しているため、前年同四半期比については記載

     しておりません。
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外食事業セグメントの販売実績を部門別に示すと、次のとおりであります。　

（単位：千円）

外食事業の部門別名称
当第１四半期連結会計期間
（自　平成21年４月１日
至　平成21年６月30日）

　
　構成比（％）

　

　
　前年同四半期比（％）

　

　直営店部門　　　　 577,537 64.6 －

　フランチャイズ部門 244,338 27.3 －

　海外部門　　　　　 33,520 3.7 －

       外食事業合計 855,395 95.6 －

 （注）１．構成比は、連結売上高に対する部門別売上高の比率であります。

 ２．前連結会計年度末より事業の種類別セグメントに基づき開示しているため、前年同四半期比については記載

　　 しておりません。

　

当第１四半期連結会計期間における外食事業セグメントのうち直営店部門の地域別販売実績は、次のとおりであります。

地域

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

店舗数 　金額（千円） 　構成比（％） 　前年同四半期比（％）

埼玉県 1 16,057 2.8 2.3

千葉県 2 25,984 4.5 △7.2

東京都 2 29,778 5.2 △14.8

神奈川県 1 10,538 1.8 △3.8

三重県 1 4,208 0.7 △31.3

岡山県 4 45,567 7.9 34.8

広島県 2 19,542 3.4 △9.0

山口県 11 106,722 18.5 △21.6

愛媛県 1 6,129 1.1 △20.3

高知県 2 15,211 2.6 △17.1

福岡県 19 239,225 41.4 △8.5

佐賀県 1 6,922 1.2 △24.8

熊本県 1 6,608 1.1 △23.0

大分県 1 11,939 2.1 △14.6

宮崎県 1 9,709 1.7 △17.8

鹿児島県 3 23,391 4.0 △13.1

合計 53 577,537 100.0 △12.2

 （注）上記の金額には、消費税等は含まれておりません。

　

２【事業等のリスク】

　当第１四半期（連結）会計期間において、新たに発生した事業等のリスクはありません。

　また、前事業年度の有価証券報告書に記載した事業等のリスクについて重要な変更はありません。
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３【経営上の重要な契約等】

　　　当第１四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。

４【財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】

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）業績の状況

当第１四半期連結会計期間におけるわが国経済は、世界的な金融危機に端を発した景気の後退という厳しい状況

下にあり、輸出の回復や在庫調整の進展により景気が下げ止まりつつあるものの、企業収益や民間設備投資は減少

し、雇用情勢が急速に悪化するなど、依然として景気の下振れが懸念されております。

外食産業におきましても、景気の先行き不安を背景とした個人消費の低迷により、依然として厳しい状況が続いて

おります。

このような状況の中で、当社グループは来店客数の回復を最優先と考え、平成21年５月より３ヶ月間の期間限定で

販売価格の引き下げを行いました。また、費用面におきましては、品質の維持を前提とした原材料価格の交渉を進め

るとともに、従業員の夏季賞与支給の見直しのほか、施設維持管理料等の固定費の削減を推進してまいりました。

この結果、当第１四半期連結会計期間の業績は、売上高894百万円（前年同四半期比11.7％減）となり、営業損失34

百万円（前年同四半期は営業利益28百万円）、経常損失37百万円（前年同四半期は経常利益27百万円）、四半期純損

失39百万円（前年同四半期は四半期純損失28百万円）となりました。

　

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。

なお、前連結会計年度末から、その他事業に含まれている不動産賃貸事業における営業利益の金額の全セグメント

の営業利益の合計額に占める割合が10％以上となったため、従来の「事業部門別」から「事業の種類別セグメン

ト」の記載へ変更しております。

また、前連結会計年度末が「事業の種類別セグメント」の作成初年度であるため、前年同四半期との比較分析は

行っておりません。　

Ａ.外食事業

　  当第１四半期連結会計期間における外食事業においては、景気低迷によるお客様の消費意欲の低下から、ラーメ

ンの品質を損なうこと無く販売価格の引き下げのみを平成21年５月より３ヶ月間の期間限定で実施し、来店客数

の回復に努めました。

　  当第１四半期連結会計期間の店舗状況は、新規出店が２店舗（うち、直営店１店舗、ＦＣ店１店舗）、閉鎖店舗５

店舗（うち、直営店１店舗、ＦＣ店４店舗）、当社の推奨する「店舗そのまま開業プラン」によるＦＣオーナーの

直営店舗の買取１店舗により、当第１四半期連結会計期間末の店舗数は、前連結会計年度末に比べ３店舗減少し

て168店舗（うち、直営店53店舗、ＦＣ店109店舗、海外店６店舗）となりました。この結果、当第１四半期の売上高

は855百万円、営業損失７百万円となりました。

Ｂ.不動産賃貸事業

　　当社が所有する店舗用地等の有効活用を目的とした賃貸事業を行っております。

　　当第１四半期連結会計期間の売上高は12百万円、営業利益５百万円となりました。　

Ｃ.その他事業

 　 飲食店用の厨房設備の販売を、ＦＣ加盟店などに行っております。

　連結子会社大幸食品㈱が、お客様及び当社にすりごまの製造販売を行っております。

　連結子会社ふくおか製麺㈱が、当社の生産する製品を主要販売品目とし、外販を行っております。

    当第１四半期連結会計期間におけるその他事業の売上高は26百万円、営業損失２百万円となりました。
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（2）キャッシュ・フローの状況

当第１四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、前年同四半期連結会計期

間末と比べ53百万円増加して404百万円となりました。

　当第１四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１四半期連結会計期間における営業活動による資金の増加は30百万円であり、前年同四半期連結会計期間に比

べ85百万円増加しました。資金の増加の主な要因は、仕入債務の増減額が２百万円と、前年同四半期連結会計期間と

比較して36百万円資金が増加したこと、また、法人税等の支払額が18百万円と、前年同四半期連結会計期間と比較し

て69百万円資金の支出が抑制されたこと等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）

投資活動の結果使用した資金は103百万円となり、前年同四半期連結会計期間と比較して43百万円資金支出が増加

しました。この主な要因は、新規出店等による有形固定資産の取得による支出が79百万円あり、前年同四半期連結会

計期間と比較して52百万円資金支出が増加したこと等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）

財務活動による資金の増加は39百万円となり、前年同四半期連結会計期間と比較して85百万円増加しました。この

主な要因は、設備資金として100百万円の資金調達を行ったこと等によるものであります。

（3）事業上及び財務上の対処すべき課題

当第１四半期連結会計期間において新たに発生した事業上及び財務上の対処すべき課題は、来店客数の回復であ

ります。　

　当社グループは昨年の原材料価格高騰への対応として、平成20年５月に販売価格の改訂を実施しましたが、お客様

の消費意欲の低下により、来店客数が前年と比較して著しく減少しております。来店客数回復に向けた取り組みとし

て、平成21年５月より３ヶ月間の期間限定で商品の値下げを実施し来店客数の回復に努めております。「味」へのこ

だわりと質の高いサービスの提供を行う事を目指している当社の対応といたしましては、品質に影響を及ぼす原材

料については現状の品質の維持を前提に仕入価格の値下げ交渉を進めるとともに、固定費の削減を中心としたコス

トダウンを実施してまいります。

　

（4）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１四半期連結会計期間において、主要な設備に重要な異動はありません。

 

(2）設備の新設、除却等の計画

①当第１四半期連結会計期間において、前連結会計年度末に計画した重要な設備の新設、除却等について、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、拡充、改修、除却、売却等の計画はありません。

②前連結会計年度末において計画中であった重要な設備の新設のうち、当第１四半期連結会計期間に完成したも

のは次のとおりであります。

会社名 事業所名 所在地 事業部門別 設備の内容
取得価額
（千円）

完成年月
完成後の
増加能力

ワイエスフード㈱ 則貞店 山口県周南市 外食事業 店舗設備 22,130平成21年４月 52席
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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 55,000

計 55,000

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21年６月30日）

提出日現在発行数（株）
（平成21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 38,730 38,730ジャスダック証券取引所

当社は単元株制

度は採用してお

りません。

計 38,730 38,730 － －
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（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。

　　平成16年９月24日臨時株主総会決議

 
第１四半期会計期間末現在
（平成21年６月30日）

新株予約権の数（個） 110

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） 550        

新株予約権の行使時の払込金額（円）   80,000        

新株予約権の行使期間
平成18年９月25日～

平成23年９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　　80,000

資本組入額　40,000

新株予約権の行使の条件 ①　新株予約権の割当てを受けた者（以下「新株予約権

者」という）は、権利行使時においても、当社又は当

社子会社の取締役、監査役、従業員の地位にあること

を要するものとする。ただし、任期満了による退任、定

年退職、会社都合による退任・退職、業務上の疾病に

起因する退職、及び転籍その他正当な理由の存する場

合は地位喪失後６か月以内（ただし権利行使期間内

に限る）又は権利行使期間開始の日から６か月以内

のいずれかの期間内に限り権利行使をなしうるもの

とする。

 ②　新株予約権者が死亡した場合は、新株予約権の相続を

認めないものとする。

 ③　その他の条件については、本株主総会決議及び新株予

約権発行に係る取締役会決議に基づき、別途当社と新

株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契

約」に定めるところによる。

新株予約権の譲渡に関する事項 新株予約権の譲渡については、当社の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）１．当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により目的となる株式の数を調整いたします。

ただし、かかる調整は、本件新株予約権のうち、当該時点で権利行使していない新株予約権の目的たる株式の

数についてのみ行われ、調整の結果１株未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。

調整後株式数＝調整前株式数×分割・併合の比率

２．本件新株予約権発行後下記の各事由が生じたときは、下記の各算式により調整された１株当たりの払込み金

額（以下、「行使価額」という。）に各新株予約権の目的たる株式の数を乗じた額とします。なお、調整後の

行使価額は、１円未満の端数を切り上げます。

(1）当社が株式分割又は株式併合を行う場合

調整後行使価額＝調整前行使価額×
１

分割・併合の比率
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(2）当社が時価を下回る価格で新株を発行（商法等の一部を改正する法律（平成13年法律第128号）第１条の

規定による改正前の商法（以下「旧商法」という。）に基づき発行された新株引受権付社債の新株引受権

の行使又は転換社債の転換による場合、新株予約権（新株予約権付社債も含む）の行使による場合及び当

社の普通株式に転換できる証券の転換による場合を除く。）する場合、又は、当社が時価を下回る価格で自

己株式を処分する場合（以下の算式において、新規発行には処分も含むものとして、その場合の１株当た

り払込み金額は１株当たり処分価額と読み替えるものとする。）

    
既発行株式数＋

新規発行株式数×１株当たり払込金額

調整後行使価額＝調整前行使価額×
調整前行使価額

既発行株式数＋新規発行株式数

なお、算式中の既発行株式数には当社が所有する自己株式を含めない。

（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21年４月１日～

 平成21年６月30日　
－　 38,730 － 1,002,050 － 799,750

（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21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21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 38,730 38,730 －

単元未満株式 － － －

発行済株式総数 38,730 － －

総株主の議決権 － 38,730 －

（注）「完全議決権株式（その他）」欄には、証券保管振替機構名義の株式が２株含まれております。また、「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２個が含まれております。

 

②【自己株式等】

 平成21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21年４月 ５月 ６月

最高（円） 24,490 25,500 33,900

最低（円） 21,050 23,330 24,800

　（注）　最高・最低株価は、ジャスダック証券取引所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、前第１四半期連結累計期間（平成20年４月１日から平成20年６月30日まで）は、改正前の四半期連結財務諸表

規則に基づき、当第１四半期連結会計期間（平成21年４月１日から平成21年６月30日まで）及び当第１四半期連結累

計期間（平成21年４月１日から平成21年６月30日まで）は、改正後の四半期連結財務諸表規則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、前第１四半期連結累計期間（平成20年４月１日から平

成20年６月30日まで）に係る四半期連結財務諸表については監査法人トーマツによる四半期レビューを受け、また、

当第１四半期連結会計期間（平成21年４月１日から平成21年６月30日まで）及び当第１四半期連結累計期間（平成

21年４月１日から平成21年６月30日まで）に係る四半期連結財務諸表について、三優監査法人による四半期レビュー

を受けております。

　当社の監査人は次のとおり交代しております。

　第15期連結会計年度　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　監査法人トーマツ

　第16期第１四半期連結会計期間及び第１四半期連結累計期間　　三優監査法人

　　なお、監査法人トーマツは、監査法人の種類の変更により、平成21年７月１日をもって有限責任監査法人トーマツと

なっております。
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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１四半期連結会計期間末
(平成21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３月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 504,322 510,160

売掛金 88,572 99,993

商品及び製品 106,202 119,128

仕掛品 5,552 4,018

原材料及び貯蔵品 29,791 27,367

その他 146,095 108,377

貸倒引当金 △177 △493

流動資産合計 880,360 868,552

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額） 1,482,401 1,485,180

土地 1,603,251 1,603,151

その他（純額） 265,613 247,981

有形固定資産合計 ※
 3,351,266

※
 3,336,314

無形固定資産

のれん 94,646 99,628

その他 9,392 9,741

無形固定資産合計 104,039 109,369

投資その他の資産

敷金及び保証金 196,088 195,182

その他 81,006 80,545

貸倒引当金 △11,473 △11,508

投資その他の資産合計 265,622 264,220

固定資産合計 3,720,927 3,709,904

資産合計 4,601,288 4,578,457
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（単位：千円）

当第１四半期連結会計期間末
(平成21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３月31日)

負債の部

流動負債

買掛金 156,059 152,730

短期借入金 100,000 －

1年内返済予定の長期借入金 487,180 475,454

未払法人税等 10,136 18,275

賞与引当金 14,123 45,020

その他の引当金 8,640 3,435

その他 342,875 266,799

流動負債合計 1,119,015 961,717

固定負債

長期借入金 757,215 777,170

退職給付引当金 63,984 61,676

役員退職慰労引当金 83,696 88,261

その他 117,498 118,231

固定負債合計 1,022,394 1,045,340

負債合計 2,141,409 2,007,057

純資産の部

株主資本

資本金 1,002,050 1,002,050

資本剰余金 799,750 799,750

利益剰余金 626,333 742,960

株主資本合計 2,428,133 2,544,760

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 △1,084 △1,925

為替換算調整勘定 △4,393 △5,838

評価・換算差額等合計 △5,478 △7,763

少数株主持分 37,223 34,403

純資産合計 2,459,878 2,571,399

負債純資産合計 4,601,288 4,578,457
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（２）【四半期連結損益計算書】
【第１四半期連結累計期間】

（単位：千円）

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

当第１四半期連結累計期間
(自　平成21年４月１日
　至　平成21年６月30日)

売上高 1,012,900 894,659

売上原価 344,835 312,666

売上総利益 668,064 581,992

販売費及び一般管理費 ※1
 639,085

※1
 616,644

営業利益又は営業損失（△） 28,979 △34,651

営業外収益

受取利息 574 276

その他 2,171 1,866

営業外収益合計 2,745 2,142

営業外費用

支払利息 4,538 5,146

その他 37 18

営業外費用合計 4,576 5,165

経常利益又は経常損失（△） 27,148 △37,674

特別利益

固定資産売却益 － 1,291

貸倒引当金戻入額 － 357

賞与引当金戻入額 － 17,873

特別利益合計 － 19,521

特別損失

固定資産除却損 1,839 796

減損損失 13,956 －

投資有価証券評価損 15,350 －

たな卸資産評価損 9,423 －

過年度損益修正損 － ※2
 31,322

敷金及び保証金解約損 3,881 －

特別損失合計 44,450 32,119

税金等調整前四半期純損失（△） △17,301 △50,272

法人税、住民税及び事業税 8,966 8,530

法人税等調整額 3,798 △20,290

法人税等合計 12,764 △11,759

少数株主利益又は少数株主損失（△） △1,259 653

四半期純損失（△） △28,807 △39,166
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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１四半期連結累計期間
(自　平成20年４月１日
　至　平成20年６月30日)

当第１四半期連結累計期間
(自　平成21年４月１日
　至　平成21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損失（△） △17,301 △50,272

減価償却費 49,938 49,942

減損損失 13,956 －

のれん償却額 4,981 4,981

投資有価証券評価損益（△は益） 15,350 －

貸倒引当金の増減額（△は減少） △473 △351

賞与引当金の増減額（△は減少） △32,152 △30,897

退職給付引当金の増減額（△は減少） 2,187 2,257

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 1,313 △4,565

受取利息及び受取配当金 △623 △321

支払利息 4,538 5,146

固定資産除却損 1,839 －

有形固定資産除売却損益（△は益） － △494

売上債権の増減額（△は増加） 37,857 11,632

たな卸資産の増減額（△は増加） 5,027 9,494

仕入債務の増減額（△は減少） △33,653 2,788

その他 △14,499 55,236

小計 38,285 54,578

利息及び配当金の受取額 413 183

利息の支払額 △4,520 △5,347

法人税等の支払額 △88,365 △18,560

営業活動によるキャッシュ・フロー △54,187 30,852

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の増減額（△は増加） △27,700 △27,100

有形固定資産の取得による支出 △26,832 △79,540

有形固定資産の売却による収入 － 5,301

貸付けによる支出 △300 －

貸付金の回収による収入 626 286

敷金及び保証金の差入による支出 △11,081 △4,126

敷金及び保証金の回収による収入 6,951 2,482

その他 △1,850 △696

投資活動によるキャッシュ・フロー △60,187 △103,392

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入 100,000 －

短期借入金の増減額（△は減少） － 100,000

長期借入れによる収入 － 100,000

長期借入金の返済による支出 △98,730 △108,229

配当金の支払額 △47,039 △52,483

財務活動によるキャッシュ・フロー △45,769 39,287

現金及び現金同等物に係る換算差額 △7,204 313

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △167,349 △32,938

現金及び現金同等物の期首残高 518,595 437,215

現金及び現金同等物の四半期末残高 ※
 351,245

※
 404,277
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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１四半期連結会計期間
（自　平成21年４月１日
至　平成21年６月30日）

　

 

【表示方法の変更】

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

（四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係）

　前第１四半期連結累計期間まで区分掲記しておりました「営業活動によるキャッシュ・フロー」の「固定資産除

却損」及び「財務活動によるキャッシュ・フロー」の「短期借入れによる収入」は、当第１四半期連結累計期間よ

り、それぞれ「有形固定資産除売却損益（△は益）」、「短期借入金の増減額（△は減少）」として表示することと

いたしました。
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【簡便な会計処理】

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

 
 
 

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

固定資産の減価償却費の算定方法 　減価償却の方法として定率法を採用している固定資産の

減価償却費については、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しております。

　

繰延税金資産及び繰延税金負債の算定方法 　繰延税金資産の回収可能性の判断に関しては、前連結会計

年度末以降に経営環境等、かつ、一時差異等の発生状況に著

しい変化がないと認められるため、前連結会計年度におい

て使用した将来の業績予測やタックス・プランニングを利

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】

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

該当事項はありません。

 

【注記事項】

（四半期連結貸借対照表関係）

当第１四半期連結会計期間末
（平成21年６月30日）

前連結会計年度末
（平成21年３月31日）

※　有形固定資産の減価償却累計額は1,460,738千円であり

ます。

※　有形固定資産の減価償却累計額は1,411,645千円であり

ます。

（四半期連結損益計算書関係）

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

当第１四半期連結累計期間
（自　平成21年４月１日
至　平成21年６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。

    販売手数料 15,350千円

    荷造運搬費 24,789

    役員報酬 37,167

    給与諸手当 245,033

    賞与引当金繰入額 16,366

    水道光熱費 58,719

    減価償却費 38,350

    賃借料 61,197

　

　

―

※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。

    販売手数料 8,612千円

    荷造運搬費 24,410

    役員報酬 34,091

    給与諸手当 242,109

    賞与引当金繰入額 11,541

    水道光熱費 50,894

    減価償却費 37,789

    賃借料 56,656

    ポイント引当金繰入額 8,640

　

※２　当社は、労働基準監督署より時間外労働管理等に関す

る是正勧告及び指導を受けました。当社はこれを受け

て当社全事業所を対象とする実態調査を行いました。

　　　この結果、労働管理が不十分であり、時間外手当の支払

が不足していたことが判明したため、過年度分の未払

給与として31,322千円を過年度損益修正損として特別

損失に計上いたしました。　
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（四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係）

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

当第１四半期連結累計期間
（自　平成21年４月１日
至　平成21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６月30日現在)

現金及び預金勘定 508,590 千円

預入期間が３か月を超える定期預金 △157,344

現金及び現金同等物 351,245

 

※   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21年６月30日現在)

現金及び預金勘定 504,322 千円

預入期間が３か月を超える定期預金 △100,045

現金及び現金同等物 404,277
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（株主資本等関係）

当第１四半期連結会計期間末（平成21年６月30日）及び当第１四半期連結累計期間（自　平成21年４月１日　至　

平成21年６月30日）

１．発行済株式の種類及び総数

　普通株式　　　　　　　　38,730株

 

２．新株予約権等に関する事項

　ストック・オプションとしての新株予約権

　新株予約権は、提出会社における旧商法第280条ノ20及び第280条ノ21の規定に基づき発行したストック・

オプションとしての新株予約権のみであり、記載すべき事項はありません。

 

３．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
（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21年６月25日

定時株主総会
普通株式 77,460 2,000平成21年３月31日平成21年６月26日利益剰余金
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（セグメント情報）

【事業の種類別セグメント情報】

　前第１四半期連結累計期間（自平成20年４月１日　至平成20年６月30日）

　全セグメントの売上高の合計及び営業損益に占める外食事業の割合が、いずれも90％を超えているため、事業の

種類別セグメント情報の記載を省略しております。

　当第１四半期連結累計期間（自平成21年４月１日　至平成21年６月30日）

　当第１四半期連結累計期間において、その他事業に含まれている不動産賃貸事業における営業損益の合計額に

占める割合が10％以上となったため、当第１四半期連結累計期間から事業の種類別セグメント情報を記載してお

ります。

　
外食事業

（千円）

不動産

賃貸事業

（千円）

その他事業

（千円）
計

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
855,395　12,266　 26,997894,659 － 894,659

(2)セグメント間の内部

売上高又は振替高
2,781　 60　 1,480 4,322 △4,322　　　　　－

    計 858,17712,326 28,477898,981△4,322 894,659

  営業利益又は営業

　損失（△）
△7,438 5,756 △2,910 △4,592△30,059△34,651

（注）１　事業区分は、事業の内部管理区分を考慮して区分しております。

　　　２　各事業区分の主な内容

 外食事業  飲食の提供、ラーメン用食材等の製造及びＦＣ加盟店等への販売

 不動産賃貸事業  店舗用地等の不動産賃貸

 その他事業  飲食店用厨房機器、自社製品等の販売、すりごまの製造販売

　　　

【所在地別セグメント情報】

　前第１四半期連結累計期間（自平成20年４月１日　至平成20年６月30日）及び当第１四半期連結累計期間（自

　平成21年４月１日　至平成21年６月30日）

　全セグメントの売上高の合計に占める日本の割合が90％を超えているため、所在地別のセグメント情報の記

載を省略しております。

　

【海外売上高】

　前第１四半期連結累計期間（自平成20年４月１日　至平成20年６月30日）及び当第１四半期連結累計期間（自

　平成21年４月１日　至平成21年６月30日）

　海外売上高は連結売上高の10％未満であるため、海外売上高の記載を省略しております。　
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（有価証券関係）

 当第１四半期連結会計期間末（平成21年６月30日）

該当事項はありません。

（デリバティブ取引関係）

　当第１四半期連結会計期間末（平成21年６月30日）

　　デリバティブ取引は、すべてヘッジ会計を適用しているため、記載すべき事項はありません。　

（ストック・オプション等関係）

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

該当事項はありません。

 

EDINET提出書類

ワイエスフード株式会社(E03451)

四半期報告書

23/27



（１株当たり情報）

１．１株当たり純資産額

当第１四半期連結会計期間末
（平成21年６月30日）

前連結会計年度末
（平成21年３月31日）

１株当たり純資産額 62,556.44円 １株当たり純資産額 65,504.69円

２．１株当たり四半期純損失金額

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

当第１四半期連結累計期間
（自　平成21年４月１日
至　平成21年６月30日）

１株当たり四半期純損失金額（△） △743.79円 １株当たり四半期純損失金額（△） △1,011.28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、四半期純損失であり希薄化効果を有している潜在株

式が存在しないため記載しておりません。

　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、四半期純損失であり希薄化効果を有している潜在株

式が存在しないため記載しておりません。

　（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。

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

当第１四半期連結累計期間
（自　平成21年４月１日
至　平成21年６月30日）

四半期純損失（△）（千円） △28,807 △39,166

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） △28,807 △39,166

期中平均株式数（株） 38,730 38,730

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金額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

―

 

 

 

―

 

 

 

（重要な後発事象）

　特記すべき事項はありません。

（リース取引関係）

　所有権移転外ファイナンス・リース取引について、リース取引が平成20年３月31日以前のものについては通常の

賃貸借取引に係る方法に準じて処理を行っておりますが、取引残高に前連結会計年度末に比して著しい変動が認め

られないため、記載しておりません。

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11日

ワイエスフード株式会社

取締役会　御中

監査法人トーマツ

 
指定社員
業務執行社員

 公認会計士 小渕　輝生　　印

 
指定社員
業務執行社員

 公認会計士 牛島　 毅 　　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」に掲げられているワイエスフード株式

会社の平成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１四半期連結累計期間（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、ワイエスフード株式会社及び連結子会社の平成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１四半期連結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。

２．四半期連結財務諸表の範囲にはＸＢＲＬデータ自体は含まれておりません。
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 独立監査人の四半期レビュー報告書 

平成21年８月11日

ワイエスフード株式会社

取締役会　御中

三優監査法人

 
代表社員
業務執行社員

 公認会計士 杉田　　純　　印

 
代表社員
業務執行社員

 公認会計士 吉川　秀嗣 　　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」に掲げられているワイエスフード株式

会社の平成21年４月１日から平成22年３月31日までの連結会計年度の第１四半期連結会計期間（平成21年４月１日から平

成21年６月30日まで）及び第１四半期連結累計期間（平成21年４月１日から平成21年６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、ワイエスフード株式会社及び連結子会社の平成21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１四半期連結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。

２．四半期連結財務諸表の範囲にはＸＢＲＬデータ自体は含まれておりません。
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