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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15期
第２四半期
累計期間

第14期
第２四半期
会計期間

第15期
第２四半期
会計期間

第14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21年
４月１日
至平成21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21年
７月１日
至平成21年
９月30日

自平成20年
４月１日
至平成21年
３月31日

売上高（百万円） 7,751 8,101 3,975 4,214 15,409

経常利益（百万円） 689 874 368 509 1,367

四半期（当期）純利益（百万円） 320 476 160 277 663

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 2,473

発行済株式総数（株） － － 68,488 68,488 68,488

純資産額（百万円） － － 9,419 10,067 9,676

総資産額（百万円） － － 11,002 11,863 11,521

１株当たり純資産額（円） － － 137,530.28146,995.09141,287.91

１株当たり四半期（当期）純利益

金額（円）
4,675.496,963.462,336.374,058.059,689.30

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） 1,250.001,500.001,250.001,500.002,500.00

自己資本比率（％） － － 85.6 84.9 84.0

営業活動による

キャッシュ・フロー（百万円）
437 845 － － 1,258

投資活動による

キャッシュ・フロー（百万円）
△566 △502 － － △901

財務活動による

キャッシュ・フロー（百万円）
△102 △85 － － △187

現金及び現金同等物の四半期末

（期末）残高（百万円）
－ － 1,459 2,118 1,861

従業員数（人） － － 259 277 270

　（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（当期）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21年９月30日現在

従業員数（人） 277(1,428)

（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21年７月１日
至　平成21年９月30日）

（百万円）

前年同四半期比（％）

肉類 518 119.9

合計 518 119.9

　（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21年７月１日
至　平成21年９月30日）

（百万円） 

前年同四半期比（％）

肉類 407 120.7

合計 407 120.7

　（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21年７月１日
至　平成21年９月30日）

（百万円） 

前年同四半期比（％）

肉類 392 99.5

酒類 212 105.8

青果 142 108.8

ドリンク 55 103.2

魚介類 32 95.8

タレ類 63 114.2

その他食材 179 82.7

合計 1,078 99.2

　（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21年７月１日
至　平成21年９月30日）

（百万円） 

前年同四半期比（％）

売上高         

焼肉部門 3,312 107.5

焼鳥部門 902 100.9

合計 4,214 106.0

　（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

　
前第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）

　

当第２四半期会計期間
（自　平成21年７月１日
至　平成21年９月30日）

客席数
（席）　

構成比
（％）　

来店客数
（人）　

構成比
（％）　

客席数
（席）

構成比
（％）

来店客数
（人）

構成比
（％）

あみやき亭                                 

愛知県 12,28855.71,042,80454.4 12,48253.31,095,65553.5

（名古屋市内） (4,513)(20.5)(393,128)(20.5)(4,715)(20.1)(407,096)(19.9)

（名古屋市外） (7,775)(35.2)(649,676)(33.9)(7,767)(33.2)(688,559)(33.6)

岐阜県 814 3.7 65,4303.4 1,006 4.3 84,4834.1

三重県 1,938 8.8 171,1588.9 1,938 8.3 173,9118.5

静岡県 990 4.5 60,1543.1 990 4.2 58,0452.8

東京都 410 1.8 54,0892.8 1,080 4.6 84,5444.1

神奈川県　 592 2.7 44,8532.3 798 3.4 62,1843.0

小計 17,03277.21,438,48875.0 18,29478.11,558,82276.2

やきとり家美濃路                                 

愛知県 4,38019.9 421,68622.0 4,36218.6 415,25620.3

（名古屋市内） (2,197)(10.0)(217,620)(11.3)(2,050)(8.8)(205,857)(10.1)

（名古屋市外） (2,183)(9.9)(204,066)(10.6)(2,312)(9.9)(209,399)(10.2)

岐阜県 324 1.5 26,4671.4 324 1.4 25,6951.3

三重県 211 0.9 23,2241.2 323 1.4 38,4581.9

静岡県 114 0.5 8,206 0.4 114 0.5 8,351 0.4

小計 5,02922.8 479,58325.0 5,12321.9 487,76023.8

合計 22,061100.01,918,071100.023,417100.02,046,582100.0

　（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

　　
前第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）

　

当第２四半期会計期間
（自　平成21年７月１日
至　平成21年９月30日）

売上高　
（百万円）　

構成比
（％）

期末店舗数（店）　
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 2,318 55.0 59

（名古屋市内） (851)(21.4) (21) (869)(20.6) (22)

（名古屋市外） (1,382)(34.8) (36) (1,449)(34.4) (37)

岐阜県 140 3.5 4 179 4.3 5

三重県 374 9.4 10 378 9.0 10

静岡県 127 3.2 5 125 3.0 5

東京都 113 2.9 2 179 4.3 5

神奈川県　 90 2.3 3 132 3.1 4

小計 3,080 77.5 81 3,313 78.6 88

やきとり家美濃路                         

愛知県 790 19.9 40 770 18.3 40

（名古屋市内） (415)(10.4) (20) (388) (9.2) (19)

（名古屋市外） (375) (9.4) (20) (382) (9.1) (21)

岐阜県 47 1.2 3 44 1.1 3

三重県 41 1.0 2 69 1.6 3

静岡県 15 0.4 1 16 0.4 1

小計 894 22.5 46 902 21.4 47

合計 3,975 100.0 127 4,214 100.0 135

　（注）　上記の金額には、消費税等は含まれておりません。

　

EDINET提出書類

株式会社　あみやき亭(E03398)

四半期報告書

 6/31



２【事業等のリスク】

 当第２四半期会計期間において、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。

 

 

 

 

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】

（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、企業の在庫調整が一段落し、一部に回復の兆しが見えるもの

の、急激な円高の進行などを背景とした企業業績の悪化や雇用情勢の低迷など、先行き不安が払拭できない状

況が続いております。

　当業界におきましては、ボーナスカットなどによる所得不安や雇用への先行き不安感から消費者の生活防衛

意識の高まりによる外食を手控える傾向が一段と鮮明になり、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、お客様に価値感・満足感を感じていただける商品

の品質向上に努めるとともに、お客様の嗜好に対応するメニュー開発を行い、また、ＴＶＣＭなど積極的な販促

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、美

味しい焼鳥の提供と女性・ファミリー層をターゲットとした季節の旬にこだわった釜めしの提供に努めてま

いりました。

  また、店舗運営力向上策といたしまして、あみやき亭大学・美濃路大学の店長養成講座のカリキュラムを刷

新するとともに、パート・アルバイトの複数ポジションを習得させる多能工化を推進するなど社員教育への取

組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（川崎東口店、環八成城店）、美濃路１店舗（四日市富洲原店）を

新規に出店し、総店舗数は、１３５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、4,214百万円（前年同期比　6.0％増）、損益面

におきましては、粗利改善並びに人件費等販売管理費の削減効果により、営業利益 496百万円（前年同期比　

41.6％増）、経常利益 509百万円（前年同期比 38.4％増）、四半期純利益 277百万円（前年同期比 73.7％

増）となりました。

 

（２）キャッシュフローの状況　

当第２四半期累計期間における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、438百万円増加し、当第２四

半期末には、2,118百万円（前年同四半期比658百万円増）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、営業活動の結果獲得した資金は594百万円（前年同四半期は186百万円の獲

得）となりました。

これは主に、税引前四半期純利益が502百万円及び減価償却費146百万円のキャッシュ・フローの増加等による

ものであります。

（ 投資活動によるキャッシュ・フロー）

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140百万円（前年同四半期は204百万円の使

用）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114百万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、15百万円（前年同四半期は32百万円の使

用）となりました。

これは、配当金の支払額が15百万円あったことを反映したものであります。

 

（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　

（資産の部）　　　

当第２四半期末の資産の内、流動資産は、現金及び預金の増加により5,921百万円となり、前事業年度末と比較

して、294百万円増加となりました。

以上の結果、資産の部は、11,863百万円となり、前事業年度末と比較して341百万円の増加となりました。

（負債の部）

当第２四半期末の負債の内、流動負債は設備未払金の減少により1,772百万円となり、前事業年度末と比較し

て、57百万円減少となりました。

以上の結果、負債の部は、1,796百万円となり、前事業年度末と比較して、49百万円の減少となりました。　

（純資産の部）

当第２四半期末の純資産の部は、利益剰余金の増加により10,067百万円となり、前事業年度末と比較して、　　

390百万円の増加となりました。

以上の結果、自己資本比率は、84.9％となり前事業年度末と比較して、0.9ポイント増加となりました。　

　

（５）研究開発活動

該当事項はありません。　
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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

あみやき亭川崎

駅東口店１店舗

（神奈川県）

焼肉

部門

　

店舗内

装設備

等　

51 5 4 - 7 - 0 68 3

あみやき亭環八

成城店１店舗

（東京都）

焼肉

部門

店舗内

装設備

等

49 5 4 - 8 - 0 67 4

元祖やきとり家

美濃路富洲原店

（三重県）

焼鳥

部門

　

店舗内

装設備

等　　

18 3 1 - 0 - 0 25 1

　　（注）金額は帳簿価額であり、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却、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
滋賀県　

焼肉部門

　

店舗内装設

備等
145 2

自己資金

　

平成21年

10月

平成22年

1月
384　

あみやき亭

１店舗
東京都

焼肉部門

　

店舗内装設

備等
85 1

自己資金

　

平成21年

７月

平成22年

３月
214　

元祖やきと

り家美濃路

１店舗

愛知県
焼鳥部門

　

店舗内装設

備等
28 0

自己資金

　

平成21年

10月

平成22年

１月
112　

　（注）上記金額には、消費税等は含まれておりません。
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 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

　１店舗
神奈川県 　焼肉部門　 店舗内装設備等 70 　平成21年８月　 212

　あみやき亭

　１店舗
東京都 　焼肉部門 店舗内装設備等　 68 　平成21年９月　 234

元祖やきとり

家美濃路

１店舗　

三重県 　焼鳥部門 店舗内装設備等 26 　平成21年７月 112

（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21年９月30日）

提出日現在発行数（株）
（平成21年11月13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）

当社は単元株制

度は採用してお

りません。

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21年７月１日～　

平成21年９月30日　
- 68,488 - 2,473 - 2,426
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（５）【大株主の状況】

 平成21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 21.38

佐藤　啓介　 愛知県小牧市 12,550 18.32

米久株式会社 静岡県沼津市岡宮寺林1259番地 4,800 7.00

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 4,758 6.95

佐藤　きい　 愛知県小牧市　 3,000 4.38

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 1,145 1.67

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 EC2P 2HD.ENGLAND

（東京都中央区日本橋兜町６番７号）
581 0.85

福井　啓雄　 愛知県丹羽郡　 404 0.59

エイチエスビーシー　ファ

ンド　サービシィズ　スパー

ク　アセット　マネジメント

　コーポレイテッド

（常任代理人　香港上海銀

行東京支店）　

1 QUEEN'S ROAD CENTRAL HONG KONG

（東京都中央区日本橋３丁目１１－１）　
400 0.58

中日本フード株式会社 愛知県名古屋市中区金山１丁目１２－１４ 368 0.54

計 － 42,646 62.27

　　１．上記所有株式数のうち、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）　　　　　　4,758株

　　　　日本マスタートラスト信託銀行株式会社 （信託口）      　　   　1,145株

　　２．インベスコ投信投資顧問株式会社から平成21年４月21日付の大量保有報告書の写しの送付があり、平成21年４月

　　　　15日現在で2,886千株を保有している旨の報告を受けておりますが、当社として当第２四半期会計期間末時点に

　　　　おける実質所有株式数の確認ができませんので、上記大株主の状況には含めておりません。

　　　　なお、インベスコ投信投資顧問株式会社の大量保有報告書の写しの内容は以下のとおりであります。

大量保有者　　　　　　　インベスコ投信投資顧問株式会社

住所　　　　　　　　　　東京都港区虎ノ門四丁目３番１号　城山トラストタワー25階

保有株式等の数　　　　　株式　2,886株

株券等保有割合　　　　　4.21％　
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（６）【議決権の状況】

①【発行済株式】 

　 平成21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21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21年
４月

５月 ６月 ７月 ８月 ９月

最高（円） 136,000128,800135,800163,000157,300162,000

最低（円） 120,500120,400124,000135,900150,100151,300

　（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】

　役職の異動

新役名及び職名 旧役名及び職名 氏名 異動年月日

常務取締役

（管理本部長）

取締役

（管理本部長）　
千々和　康 平成21年11月１日
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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。

　なお、前第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）及び前第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）は、改正前の四半期財務諸表等規則に基づき、当第２四半期会計期間（平成

21年７月１日から平成21年９月30日まで）及び当第２四半期累計期間（平成21年４月１日から平成21年９月30日ま

で）は、改正後の四半期財務諸表等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）及び前第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

表並びに当第２四半期会計期間（平成21年７月１日から平成21年９月30日まで）及び当第２四半期累計期間（平成

21年４月１日から平成21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21年９月30日)

前事業年度末に係る
要約貸借対照表

(平成21年３月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 5,588 3,815

有価証券 － 1,500

商品及び製品 28 26

原材料及び貯蔵品 20 14

前払費用 140 111

繰延税金資産 87 74

その他 55 82

流動資産合計 5,921 5,626

固定資産

有形固定資産

建物（純額） 3,716 3,648

構築物（純額） 352 355

機械及び装置（純額） 160 163

車両運搬具（純額） 7 10

工具、器具及び備品（純額） 196 201

土地 121 121

建設仮勘定 13 87

有形固定資産合計 ※
 4,567

※
 4,589

無形固定資産 51 48

投資その他の資産

投資有価証券 10 10

長期貸付金 243 229

長期前払費用 188 188

繰延税金資産 113 104

差入保証金 594 570

保険積立金 173 154

投資その他の資産合計 1,322 1,257

固定資産合計 5,942 5,895

資産合計 11,863 11,521
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（単位：百万円）

当第２四半期会計期間末
(平成21年９月30日)

前事業年度末に係る
要約貸借対照表

(平成21年３月31日)

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 472 527

未払金及び未払費用 616 798

未払法人税等 423 263

未払消費税等 71 73

預り金 43 38

引当金 108 81

前受収益 7 21

その他 30 26

流動負債合計 1,772 1,830

固定負債

長期リース資産減損勘定 14 14

その他 8 －

固定負債合計 23 14

負債合計 1,796 1,845

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 5,167 4,776

株主資本合計 10,068 9,677

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 △1 △0

評価・換算差額等合計 △1 △0

純資産合計 10,067 9,676

負債純資産合計 11,863 11,521
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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）

前第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２四半期累計期間
(自　平成21年４月１日
　至　平成21年９月30日)

売上高 ※1
 7,751

※1
 8,101

売上原価 2,962 3,026

売上総利益 4,789 5,074

販売費及び一般管理費 ※2
 4,137

※2
 4,227

営業利益 651 847

営業外収益

受取利息及び配当金 17 13

協賛金収入 9 9

違約金収入 8 －

雑収入 1 3

営業外収益合計 37 27

経常利益 689 874

特別利益

受取保険金 11 0

固定資産売却益 － 0

特別利益合計 11 0

特別損失

前期損益修正損 ※3
 14 －

固定資産除却損 19 15

減損損失 ※4
 89 －

特別損失合計 122 15

税引前四半期純利益 577 860

法人税、住民税及び事業税 301 405

法人税等調整額 △44 △21

法人税等合計 257 383

四半期純利益 320 476
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【第２四半期会計期間】
（単位：百万円）

前第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)

当第２四半期会計期間
(自　平成21年７月１日
　至　平成21年９月30日)

売上高 ※1
 3,975

※1
 4,214

売上原価 1,512 1,569

売上総利益 2,463 2,645

販売費及び一般管理費 ※2
 2,112

※2
 2,148

営業利益 350 496

営業外収益

受取利息及び配当金 8 6

協賛金収入 5 5

違約金収入 2 －

雑収入 0 1

営業外収益合計 18 13

経常利益 368 509

特別利益

受取保険金 9 △0

特別利益合計 9 △0

特別損失

固定資産除却損 6 6

減損損失 ※3
 83 －

特別損失合計 89 6

税引前四半期純利益 288 502

法人税、住民税及び事業税 156 223

法人税等調整額 △28 1

法人税等合計 128 225

四半期純利益 160 277
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（３）【四半期キャッシュ・フロー計算書】
（単位：百万円）

前第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２四半期累計期間
(自　平成21年４月１日
　至　平成21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 577 860

減価償却費 287 287

引当金の増減額（△は減少） 26 27

有形固定資産除却損 19 15

減損損失 89 －

受取利息及び受取配当金 △17 △13

たな卸資産の増減額（△は増加） 4 △7

その他の流動資産の増減額（△は増加） △39 △25

仕入債務の増減額（△は減少） △62 △54

未払金及び未払費用の増減額（△は減少） △37 △10

未払消費税等の増減額（△は減少） △21 △2

その他の流動負債の増減額（△は減少） △14 △6

その他 △20 △17

小計 792 1,051

利息及び配当金の受取額 14 19

法人税等の支払額 △370 △225

営業活動によるキャッシュ・フロー 437 845

投資活動によるキャッシュ・フロー

有価証券の売却及び償還による収入 － 1,500

定期預金の預入による支出 △2,500 △4,500

定期預金の払戻による収入 2,500 3,000

有形固定資産の取得による支出 △522 △434

有形固定資産の売却による収入 － 1

有形固定資産の除却による支出 － △3

無形固定資産の取得による支出 △7 △5

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 △34

差入保証金の回収による収入 － 10

貸付けによる支出 － △22

貸付金の回収による収入 8 11

その他 △26 △25

投資活動によるキャッシュ・フロー △566 △502

財務活動によるキャッシュ・フロー

配当金の支払額 △102 △85

その他 － △0

財務活動によるキャッシュ・フロー △102 △85

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △231 257

現金及び現金同等物の期首残高 1,691 1,861

現金及び現金同等物の四半期末残高 ※
 1,459

※
 2,118
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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】

  　　　該当事項はありません。

【簡便な会計処理】
　

　
当第２四半期累計期間
（自　平成21年４月１日
至　平成21年９月30日）

固定資産の減価償却費の算出方法
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

分して算出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。

 

【追加情報】

　　　　該当事項はありません。
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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21年９月30日）

前事業年度末
（平成21年３月31日）

※有形固定資産の減価償却累計額は2,870百万円でありま

　す。　　　

※有形固定資産の減価償却累計額は2,622百万円でありま

　す。　　　　

（四半期損益計算書関係）

前第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２四半期累計期間
（自　平成21年４月１日
至　平成21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。

※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。

※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

給与手当賞与金 1,950 百万円

賞与引当金繰入額 58 百万円

役員賞与引当金繰入額  7 百万円

株主優待引当金繰入額  16 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。

　　　　　　　　＿＿＿＿＿＿＿

  　

　

EDINET提出書類

株式会社　あみやき亭(E03398)

四半期報告書

22/31



前第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）

当第２四半期会計期間
（自　平成21年７月１日
至　平成21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。

※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。

※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 985 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

給与手当賞与金 1,001 百万円

賞与引当金繰入額 19 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  △14 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）

前第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２四半期累計期間
（自　平成21年４月１日
至　平成21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）

※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21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　

　

　 （百万円）

現金及び預金 5,588　

預入期間が３ヶ月を超える定期預金 △3,500　

その他（預け金） 30　

現金及び現金同等物 2,118　
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（株主資本等関係）

当第２四半期会計期間末（平成21年９月30日）及び当第２四半期累計期間（自　平成21年４月１日　至　平成21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21年6月17日

定時株主総会
　普通株式 85 1,250

平成21年3月31日

　
平成21年6月18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21年10月9日

取締役会
　普通株式 102 1,500

平成21年9月30日

　
平成21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21年９月30日）

前事業年度末
（平成21年３月31日）

１株当たり純資産額 146,955.09円 １株当たり純資産額 141,287.91円

２．１株当たり四半期純利益金額等

前第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２四半期累計期間
（自　平成21年４月１日
至　平成21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 6,963.46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。

 
前第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２四半期累計期間
（自　平成21年４月１日
至　平成21年９月30日）

四半期純利益（百万円） 320 476

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） 320 476

期中平均株式数（千株） 68 68

前第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）

当第２四半期会計期間
（自　平成21年７月１日
至　平成21年９月30日）

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。　

１株当たり四半期純利益金額 4,058.05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。

 
前第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）

当第２四半期会計期間
（自　平成21年７月１日
至　平成21年９月30日）

四半期純利益（百万円） 160 277

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） 160 277

期中平均株式数（千株） 68 68
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（重要な後発事象）

当第２四半期会計期間
（自　平成21年４月１日
　　至　平成21年９月30日）　

当社は平成21年10月９日開催の取締役会において、株式会社スエヒロレストランシステムの株式を取得、子会社化する

ことを決議し、平成21年10月10日株式譲渡契約の締結を行い、平成21年11月１日に株式を取得し、子会社化しました。

１．主旨及び目的

　株式会社スエヒロレストランシステムは、東京都、神奈川県を中心に焼肉、居酒屋、ステーキレストランを展開してお

り、株式取得により東京都、神奈川県における営業拠点の拡充、セントラルキッチンの稼働率向上及びその他スケール

メリットの享受など様々なシナジー効果が発揮でき、高い競争力を実現できるものと考えたためです。

２．株式取得先

　ジャパンフード株式会社

３．取得する会社名

　株式会社スエヒロレストランシステム

４．事業内容

　飲食業（焼肉店、居酒屋及びステーキレストラン等）

５．規模

　平成21年３月期

　売上高　　　　　4,531百万円

　経常利益　　　　 △33百万円

　当期純利益　　　 △88百万円

　総資産　　　　　2,502百万円

　資本金　　　　　　 30百万円

６．株式取得日

　平成21年11月１日

７．取得株式数、取得価格及び取得後の持分比率

　異動前の所有株式数　　　0株（所有比率　0.0％）

　取得株式数　　　　　　 30株

　　　　　　　　　　　　　 　（取得価格　  1円）

  異動後の所有株式数　　 30株（所有比率100.0％）

　

　　　　  

（リース取引関係）

　　該当事項はありません。
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２【その他】

　中間配当に関する事項

　平成21年10月９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　　　　　　 　　　　　 　　　102百万円

  ②１株当たりの金額　　　　　　　　　　　　 　　　　 　　1,500円00銭　

  ③支払請求の効力発生日および支払開始日　　　 　　　平成21年12月９日

　（注）平成21年９月30日現在の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。

 

EDINET提出書類

株式会社　あみやき亭(E03398)

四半期報告書

28/31



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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 独立監査人の四半期レビュー報告書 

平成21年11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21年４月１日から平成22年３月31日までの第15期事業年度の第２四半期会計期間（平成21年７月１日から平成21年

９月30日まで）及び第２四半期累計期間（平成21年４月１日から平成21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21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。

追記情報

　重要な後発事象に記載されているとおり、会社は平成21年10月９日開催の取締役会において、株式会社スエヒロレストラ

ンシステムの株式を取得、子会社化することを決議し、平成21年10月10日株式譲渡契約の締結を行い、平成21年11月１日に

株式を取得し、子会社化しました。

　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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