
【表紙】

【提出書類】 四半期報告書

【根拠条文】 金融商品取引法第24条の４の７第１項

【提出先】 北海道財務局長

【提出日】 平成21年12月14日

【四半期会計期間】 第17期第３四半期（自　平成21年８月１日　至　平成21年10月31日）

【会社名】 株式会社　丸千代山岡家

【英訳名】 Maruchiyo Yamaokaya Corporation

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長　　山岡　正

【本店の所在の場所】 札幌市東区東雁来７条１丁目４番19号

 
（上記は登記上の本店所在地であり、実際の業務は下記の場所で行ってお

ります。）

【電話番号】 011（781）7170（代表）

【事務連絡者氏名】 経営企画室長　　渡部　哲寛

【最寄りの連絡場所】 茨城県つくば市小野崎127番地１

【電話番号】 029（896）5800（代表）

【事務連絡者氏名】 経営企画室長　　渡部　哲寛

【縦覧に供する場所】 株式会社ジャスダック証券取引所

（東京都中央区日本橋茅場町１丁目５番８号）

　

EDINET提出書類

株式会社丸千代山岡家(E03470)

四半期報告書

 1/24



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17期
第３四半期
累計期間

第17期
第３四半期
会計期間

第16期

会計期間

自平成21年
２月１日
至平成21年
10月31日

自平成21年
８月１日
至平成21年
10月31日

自平成20年
２月１日
至平成21年
１月31日

売上高（千円） 5,279,7741,831,1227,033,515

経常利益（千円） 243,205 134,169 243,433

四半期（当期）純利益（千円） 119,098 68,104 118,307

持分法を適用した場合の投資利益（千円） － － －

資本金（千円） －　 291,647 291,647

発行済株式総数（株） －　 8,230 8,230

純資産額（千円） －　 1,342,1261,261,918

総資産額（千円） －　 4,290,3274,057,604

１株当たり純資産額（円） －　 162,888.94153,331.57

１株当たり四半期（当期）純利益金額（円） 14,471.308,275.1514,375.11

潜在株式調整後１株当たり四半期（当期）純利益金額（円） 14,450.238,246.09 －

１株当たり配当額（円） － － 5,000

自己資本比率（％） －　 31.2 31.1

営業活動による

キャッシュ・フロー（千円）
236,474 －　 589,560

投資活動による

キャッシュ・フロー（千円）
△445,932 －　 △457,536

財務活動による

キャッシュ・フロー（千円）
114,636 －　 54,134

現金及び現金同等物の四半期末（期末）残高（千円） －　 337,187 432,009

従業員数（人） －　 244 260

　（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．第16期の潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額については、希薄化効果を有している潜在株式が存在し

てい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３四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10月31日現在

従業員数（人） 244 (585)

　（注）従業員数は就業人員であり、臨時雇用者数（パートタイマーを含みます。）は、当第３四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

　該当事項はありません。

(2) 受注実績

　　　　該当事項はありません。

(3）販売実績

　当第３四半期会計期間における販売実績を都道府県別に示すと、次のとおりであります。

 売上金額（千円） 前年同期比（％）

ラーメン事業 　 　

北海道 476,548 －

茨城県 258,660 －

栃木県 130,788 －

埼玉県 183,300 －

千葉県 250,240 －

群馬県 106,566 －

東京都 37,895 －

宮城県 34,840 －

静岡県 107,518 －

福島県 24,018 －

神奈川県 69,784 －

岐阜県 25,181 －

山梨県 35,165 －

山形県 16,920 －

愛知県 35,190 －

三重県 31,253 －

その他 7,249 －

合計 1,831,122 －

　（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３四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３四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が判断したものであります。 

(1) 業績の状況

　当第３四半期会計期間におけるわが国経済は、政権交代による景気対策が期待される一方で、雇用不安・所得減少

による消費低迷、企業間の低価格競争などを要因としたデフレによる景気への影響が強まっている状況でありまし

た。外食産業におきましても、個人消費の低迷による来客数の減少など、依然として厳しい経営環境が続きました。

　このような状況下、当社では期間限定メニューの販売を継続する一方で、階層別研修等を実施し、ＱＳＣレベルの

向上を目指し、商品とサービスの充実を図りながら、新規顧客・リピーターの確保、売上向上に積極的に取り組みま

した。

　また、コスト面につきましては、食材ロス管理等による原価圧縮やワークスケジュール管理による人件費の適正化

に加え、既存店への半数以上の電化厨房設備導入により、水道光熱費は大幅な削減を図ることが出来ました。　

　その結果、当第３四半期会計期間の売上高は1,831,122千円、経常利益は134,169千円となり、四半期純利益は

68,104千円となりました。

　なお、出店については、新業態「とんかつ処 かつ千代 つくば店」を開店し、当第３四半期会計期間末の店舗数は

ラーメン山岡家が96店舗、その他1店舗、合計97店舗となりました。

(2) キャッシュ・フローの状況

　当第３四半期会計期間末における現金及び現金同等物は、第２四半期会計期間末と比較して86,052千円増加し、

337,187千円となりました。

（営業活動によるキャッシュ・フロー）

　当第３四半期会計期間において営業活動により得られた資金は、169,604千円となりました。これは主に、税引前四

半期純利益124,121千円及び減価償却費87,255千円あったことなど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３四半期会計期間において投資活動の結果使用した資金は、108,752千円となりました。これは主に、新店舗の

開設により有形固定資産の取得による支出が58,501千円あったことなど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）

　当第３四半期会計期間において財務活動により得られた資金は、25,199千円となりました。これは主に、新規の長

期借入による収入が200,000千円ありましたが、長期借入金の返済による支出が185,151千円あったことなどによる

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３四半期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について、重要な変更はあり

ません。

　(4) 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

　前四半期会計期間末に計画中であった設備計画のうち、当第３四半期会計期間に完成したものはありません。

(2）設備の新設、除却等の計画

　当第３四半期会計期間において、新たに確定した重要な設備の新設等の計画は、次のとおりであります。

平成21年10月31日現在

事業所名（所在地）
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
（席）

総額
(千円)

既支払額
(千円)

着手 完了

ラーメン山岡家

新宿歌舞伎町店

（東京都新宿区） 

営業

店舗  
36,00012,000長期借入金 平成21年11月平成21年12月 15

ラーメン山岡家

西池袋店

（東京都豊島区）

営業

店舗  
46,000　　20,000長期借入金 平成22年１月平成22年２月 15

ラーメン山岡家

日立東金沢店

（茨城県日立市）

営業

店舗  
46,000 － 長期借入金 平成22年１月平成22年３月 34

ラーメン山岡家

日立滑川店

（茨城県日立市）

営業

店舗  
32,000 － 長期借入金 平成22年２月平成22年４月 34

上記以外の新規出店

３店舗

営業

店舗  
139,000 － 長期借入金 － － －

（注）１．投資予定金額には、敷金及び保証金を含んでおります。

　　　２．上記金額には、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 32,920

計 32,920

②【発行済株式】

種類
第３四半期会計期間末現
在発行数（株）
(平成21年10月31日)

提出日現在発行数（株）
(平成21年12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 8,230 8,230 ジャスダック証券取引所 （注）

計 8,230 8,230 － －

　（注）１．発行済株式は、すべて完全議決権株式であり、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であ

　　　　　　ります。

２．「提出日現在発行数」欄には、平成21年12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。

３．当社は単元株制度は採用しておりません。

　

（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。

平成18年４月28日定時株主総会決議

 
第３四半期会計期間末現在
（平成21年10月31日）

新株予約権の数（個） 208

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） 208

新株予約権の行使時の払込金額（円） 590,149

新株予約権の行使期間
自　平成20年４月29日

至　平成23年４月28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

資本組入額

590,149

295,075

新株予約権の行使の条件 （注）３

新株予約権の譲渡に関する事項 （注）３

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．当社が株式分割また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するものとする。た

　　　　だし、かかる調整は本新株予約権のうち、当該時点で権利行使していない新株予約権の目的となる株式の数に

　　　　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

　　　　　また、発行日後に、当社が他社と吸収合併もしくは新設合併を行い新株予約権が承継される場合または当社　

　　　　が完全子会社となる株式交換もしくは株式移転を行い新株予約権が承継される場合、当社は合併比率等に応じ

　　　　必要と認める株式数の調整を行うことができるものとする。
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　　　２．本新株予約権発行後下記の各事由が生じたときは、下記の算式により調整された行使価額に各新株予約権１

　　　　個当たりの株式の数を乗じた額とする。なお、調整後の行使価額は、１円未満の端数を切り上げる。

　　　　①　当社が株式分割または株式併合を行う場合

調整後払込金額 ＝ 調整前払込金額 ×
１

分割・併合の比率

　　　　②　当社が時価を下回る価額で新株を発行（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、または、当社が時価を下回る価額で自

　　　　　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、その場合の１株当たり払

　　　　　込金額は１株当たり処分価額を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

調整後払込金額 ＝ 調整前払込金額 ×
１株当たり時価

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保有する自己株式を含まない。

　　　３．新株予約権の行使の条件について

　　　　①新株予約権の割当を受けた者（以下、「新株予約権者」という）は、権利行使時においても、当社の取締役

　　　　　、監査役及び従業員の地位にあることを要するものとする。

　　　　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かか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。

　　　　④新株予約権を譲渡する場合は、当社取締役会の承認を要する。

　　　　会社法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21年４月24日定時株主総会決議

 
第３四半期会計期間末現在
（平成21年10月31日）

新株予約権の数（個） 246

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） 246

新株予約権の行使時の払込金額（円） 107,000

新株予約権の行使期間
自　平成23年５月26日

至　平成26年５月25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

資本組入額

107,000

53,500

新株予約権の行使の条件 （注）３

新株予約権の譲渡に関する事項 （注）３

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．当社が株式分割また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するものとする。た

　　　　だし、かかる調整は本新株予約権のうち、当該時点で権利行使していない新株予約権の目的となる株式の数に

　　　　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

　　　　　また、発行日後に、当社が他社と吸収合併もしくは新設合併を行い新株予約権が承継される場合または当社　

　　　　が完全子会社となる株式交換もしくは株式移転を行い新株予約権が承継される場合、当社は合併比率等に応じ

　　　　必要と認める株式数の調整を行うことができるものとする。
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　　　２．本新株予約権発行後下記の各事由が生じたときは、下記の算式により調整された行使価額に各新株予約権１

　　　　個当たりの株式の数を乗じた額とする。なお、調整後の行使価額は、１円未満の端数を切り上げる。

調整後払込金額 ＝ 調整前払込金額 ×
１

分割・併合の比率

　　　　②　当社が時価を下回る価額で新株を発行（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、または、当社が時価を下回る価額で自

　　　　　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、その場合の１株当たり払

　　　　　込金額は１株当たり処分価額を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

調整後払込金額 ＝ 調整前払込金額 ×
１株当たり時価

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保有する自己株式を含まない。

　　　３．新株予約権の行使の条件について

　　　　①新株予約権の割当を受けた者（以下、「新株予約権者」という）は、権利行使時においても、当社の取締役

　　　　　、監査役及び従業員の地位にあることを要するものとする。

　　　　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かか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。

　　　　④新株予約権を譲渡する場合は、当社取締役会の承認を要する。

　

（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８月１日～

平成21年10月31日 
－ 8,230 － 291,647 － 272,747

　

（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３四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３四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７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10月31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　　8,230 8,230

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

単元未満株式 － － －

発行済株式総数 8,230 － －

総株主の議決権 － 8,230 －

  

②【自己株式等】

平成21年10月31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
２月

３月 ４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 10月

最高（円） 96,00099,00095,50097,000115,000128,000123,500126,000130,000

最低（円） 77,10076,60088,00088,10094,400105,200112,300118,000119,500

　（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３四半期会計期間（平成21年８月１日から平成21

年10月31日まで）及び当第３四半期累計期間（平成21年２月１日から平成21年10月31日まで）に係る四半期財務諸

表について、創研合同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：千円）

当第３四半期会計期間末
(平成21年10月31日)

前事業年度末に係る
要約貸借対照表

(平成21年１月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 337,187 432,009

売掛金 219 －

店舗食材 88,605 67,004

前払費用 65,496 68,666

繰延税金資産 9,490 9,490

その他 17,222 14,161

流動資産合計 518,223 591,332

固定資産

有形固定資産

建物（純額） 2,164,411 1,987,210

構築物（純額） 311,308 327,800

土地 340,516 340,516

建設仮勘定 19,853 5,964

その他（純額） 90,723 25,859

有形固定資産合計 ※
 2,926,813

※
 2,687,351

無形固定資産

ソフトウエア 11,634 16,135

その他 3,481 3,481

無形固定資産合計 15,116 19,616

投資その他の資産

投資有価証券 11,043 8,952

敷金及び保証金 576,005 520,480

保険積立金 140,881 128,721

繰延税金資産 38,015 38,497

その他 64,227 62,651

投資その他の資産合計 830,174 759,303

固定資産合計 3,772,103 3,466,271

資産合計 4,290,327 4,057,604
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（単位：千円）

当第３四半期会計期間末
(平成21年10月31日)

前事業年度末に係る
要約貸借対照表

(平成21年１月31日)

負債の部

流動負債

買掛金 148,014 153,077

短期借入金 50,000 12,400

1年内返済予定の長期借入金 713,861 642,199

1年内償還予定の社債 110,000 10,000

未払金 367,440 351,275

未払法人税等 51,693 110,860

その他 71,077 74,096

流動負債合計 1,512,087 1,353,908

固定負債

社債 － 110,000

長期借入金 1,365,358 1,304,839

リース債務 45,319 －

その他 25,435 26,937

固定負債合計 1,436,113 1,441,776

負債合計 2,948,200 2,795,685

純資産の部

株主資本

資本金 291,647 291,647

資本剰余金 272,747 272,747

利益剰余金 777,096 699,147

株主資本合計 1,341,490 1,263,541

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 △914 △1,622

評価・換算差額等合計 △914 △1,622

新株予約権 1,550 －

純資産合計 1,342,126 1,261,918

負債純資産合計 4,290,327 4,057,604
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（２）【四半期損益計算書】
【第３四半期累計期間】

（単位：千円）

当第３四半期累計期間
(自　平成21年２月１日
　至　平成21年10月31日)

売上高 5,279,774

売上原価 1,368,742

売上総利益 3,911,032

販売費及び一般管理費 ※
 3,683,157

営業利益 227,874

営業外収益

受取利息 3,004

協賛金収入 6,404

受取賃貸料 14,795

受取手数料 15,321

その他 6,123

営業外収益合計 45,649

営業外費用

支払利息 27,935

社債利息 1,003

その他 1,379

営業外費用合計 30,318

経常利益 243,205

特別損失

固定資産売却損 4,815

固定資産除却損 10,206

特別損失合計 15,022

税引前四半期純利益 228,183

法人税等 109,084

四半期純利益 119,098
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【第３四半期会計期間】
（単位：千円）

当第３四半期会計期間
(自　平成21年８月１日
　至　平成21年10月31日)

売上高 1,831,122

売上原価 459,257

売上総利益 1,371,865

販売費及び一般管理費 ※
 1,244,292

営業利益 127,573

営業外収益

受取利息 984

協賛金収入 2,170

受取賃貸料 5,266

受取手数料 6,185

その他 2,410

営業外収益合計 17,018

営業外費用

支払利息 9,447

社債利息 338

その他 636

営業外費用合計 10,422

経常利益 134,169

特別損失

固定資産除却損 10,048

特別損失合計 10,048

税引前四半期純利益 124,121

法人税等 56,016

四半期純利益 68,104
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（３）【四半期キャッシュ・フロー計算書】
（単位：千円）

当第３四半期累計期間
(自　平成21年２月１日
　至　平成21年10月31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 228,183

減価償却費 237,821

株式報酬費用 1,550

受取利息及び受取配当金 △3,183

支払利息 28,939

有形固定資産売却損益（△は益） 4,815

有形固定資産除却損 10,206

保険差益 △169

売上債権の増減額（△は増加） △219

たな卸資産の増減額（△は増加） △21,500

その他の流動資産の増減額（△は増加） 410

長期前払費用の増減額（△は増加） △2,599

仕入債務の増減額（△は減少） △5,063

その他の流動負債の増減額（△は減少） △41,915

その他の固定負債の増減額（△は減少） △1,501

小計 435,772

利息及び配当金の受取額 598

利息の支払額 △33,108

法人税等の支払額 △167,807

保険金の受取額 1,018

営業活動によるキャッシュ・フロー 236,474

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出 △377,879

有形固定資産の売却による収入 280

有形固定資産の除却による支出 △1,584

無形固定資産の取得による支出 △1,772

投資有価証券の取得による支出 △900

その他 △64,076

投資活動によるキャッシュ・フロー △445,932

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少） 37,600

長期借入れによる収入 700,000

長期借入金の返済による支出 △567,819

社債の償還による支出 △10,000

割賦債務の返済による支出 △175

リース債務の返済による支出 △4,237

配当金の支払額 △40,731

財務活動によるキャッシュ・フロー 114,636

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △94,821

現金及び現金同等物の期首残高 432,009

現金及び現金同等物の四半期末残高 ※
 337,187
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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３四半期累計期間
（自　平成21年２月１日
至　平成21年10月31日）

　　

１．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

　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、たな卸資産の評価基準を主として

月次総平均法による原価法から主として月

次総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の切

下げの方法）に変更しております。

　この変更に伴う損益への影響はありませ

ん。

　

 (2) リース取引に関する会計基準の適用

　所有権移転外ファイナンス・リース取引

については、従来、賃貸借取引に係る方法に

準じた会計処理によっておりましたが、

「リース取引に関する会計基準」（企業会

計基準第13号）及び「リース取引に関する

会計基準の適用指針」（企業会計基準適用

指針第16号）を第１四半期会計期間から早

期適用し、通常の売買取引に係る会計処理

によっております。ただし、リース取引開始

日がリース会計基準適用初年度開始前の所

有権移転外ファイナンス・リース取引につ

いては、引き続き通常の賃貸借取引に係る

方法に準じた会計処理を適用しておりま

す。

　この変更に伴う損益への影響は軽微であ

ります。

　

　

【簡便な会計処理】

 
当第３四半期累計期間
（自　平成21年２月１日
至　平成21年10月31日）

　　

１．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、前事業年度末以降に経営環境等の著し

い変化が生じておらず、かつ、一時差異等の

発生状況について前事業年度末から大幅な

変動がないと認められる場合は、前事業

年度末において使用した将来の業績予想や

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。 
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【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】

 
当第３四半期累計期間
（自　平成21年２月１日
至　平成21年10月31日）

　　

１．税金費用の計算方法 　税金費用については、四半期会計期間を含

む事業年度の税引前当期純利益に対する税

効果会計適用後の実効税率を合理的に見積

り、税引前四半期純利益に当該見積実効税

率を乗じて計算しております。なお、法人税

等調整額は法人税等に含めて表示しており

ます。 

　

　

【注記事項】

（四半期貸借対照表関係）

当第３四半期会計期間末
（平成21年10月31日）

前事業年度末
（平成21年１月31日）

※　有形固定資産の減価償却累計額は、1,514,359千円であ

ります。

※　有形固定資産の減価償却累計額は、1,304,338千円であ

ります。 

　

（四半期損益計算書関係）

当第３四半期累計期間
（自　平成21年２月１日
至　平成21年10月31日）

　　

※　販売費及び一般管理費のうち主要な費用及び金額は次

のとおりであります。

給与手当  819,891千円

雑給  858,587 

水道光熱費  507,280 

地代家賃  388,818 

　　

当第３四半期会計期間
（自　平成21年８月１日
至　平成21年10月31日）

　　

※　販売費及び一般管理費のうち主要な費用及び金額は次

のとおりであります。

給与手当  269,137千円

雑給  296,977 

水道光熱費  167,058 

地代家賃  131,771 
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（四半期キャッシュ・フロー計算書関係）

当第３四半期累計期間
（自　平成21年２月１日
至　平成21年10月31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21年10月31日現在）

 （千円）

現金及び預金勘定 337,187

現金及び現金同等物 337,187

 

　

　

（株主資本等関係）

当第３四半期会計期間末（平成21年10月31日）及び当第３四半期累計期間（自　平成21年２月１日　至　平成21年

10月31日）

１．発行済株式の種類及び総数

普通株式　8,230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

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会計期間末残高 1,550千円 　

４．配当に関する事項

配当金支払額 

 
 
（決議）

株式の種類
配当金の総額
（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４月24日

定時株主総会
普通株式 41,150 5,000平成21年１月31日平成21年４月27日利益剰余金

 

（有価証券関係）

　当第３四半期会計期間末（平成21年10月31日） 

　当社が保有する有価証券は、事業の運営において重要なものではなく、また、前事業年度の末日に比べて著しい変

動もありません。 

 

（デリバティブ取引関係）

　当第３四半期会計期間末（平成21年10月31日）

　デリバティブ取引については、すべてヘッジ会計が適用されているため、開示の対象から除いております。 

 

（持分法損益等）

　当第３四半期累計期間（自　平成21年２月１日　至　平成21年10月31日）及び当第３四半期会計期間（自　平成21年

８月１日　至　平成21年10月31日）

　該当事項はありません。 
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（ストック・オプション等関係）

当第３四半期会計期間（自　平成21年８月１日　至　平成21年10月31日）

　四半期財務諸表への影響額に重要性が乏しいため、記載を省略しております。

（企業結合等関係）

　当第３四半期会計期間（自　平成21年８月１日　至　平成21年10月31日）

　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３四半期会計期間末
（平成21年10月31日）

前事業年度末
（平成21年１月31日）

１株当たり純資産額 162,888.94円 １株当たり純資産額 153,331.57円

２．１株当たり四半期純利益金額等

当第３四半期累計期間
（自　平成21年２月１日
至　平成21年10月31日）

当第３四半期会計期間
（自　平成21年８月１日
至　平成21年10月31日）

１株当たり四半期純利益金額 14,471.30円

潜在株式調整後１株当たり四半期

純利益金額
 14,450.23円

１株当たり四半期純利益金額 8,275.15円

潜在株式調整後１株当たり四半期

純利益金額
 8,246.09円

　（注）　１株当たり四半期純利益金額及び潜在株式調整後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３四半期累計期間
（自　平成21年２月１日
至　平成21年10月31日）

当第３四半期会計期間
（自　平成21年８月１日
至　平成21年10月31日）

１株当たり四半期純利益金額 　 　

四半期純利益（千円） 119,098 68,104

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利益（千円） 119,098 68,104

期中平均株式数（株） 8,230 8,230

   

潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額   

四半期純利益調整額（千円） － －

普通株式増加数（株） 12 29

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、前事業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）

　当第３四半期会計期間（自　平成21年８月１日　至　平成21年10月31日）

　該当事項はありません。

　

（リース取引関係）

　当第３四半期累計期間（自　平成21年２月１日　至　平成21年10月31日）

　「リース取引に関する会計基準」を早期適用し、既存分のリース取引で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ますが、当第３四半期会計期間末におけるリース

取引残高は前事業年度に比べて著しい変動が認められないため、記載しておりません。
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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21年12月14日

株式会社丸千代山岡家

取締役会　御中

創研合同監査法人

 
代表社員
業務執行社員

 公認会計士 本間　寛　　　印

 業務執行社員  公認会計士 桑原　茂樹　　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丸千代山岡

家の平成21年２月１日から平成22年１月31日までの第17期事業年度の第３四半期会計期間（平成21年８月１日から平成21

年10月31日まで）及び第３四半期累計期間（平成21年２月１日から平成21年10月31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、株式会社丸千代山岡家の平成21年10月31日現在の財政状態、同日をもって終了する

第３四半期会計期間及び第３四半期累計期間の経営成績並びに第３四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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