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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17期
第１四半期
累計(会計)期間

第18期
第１四半期
累計(会計)期間

第17期

会計期間

自平成21年
２月１日
至平成21年
４月30日

自平成22年
２月１日
至平成22年
４月30日

自平成21年
２月１日
至平成22年
１月31日

売上高（千円） 1,696,4651,832,1637,223,968

経常利益（千円） 32,333 44,048 393,275

四半期（当期）純利益（千円） 13,774 21,932 207,064

持分法を適用した場合の投資利益（千円） － － －

資本金（千円） 291,647 291,647 291,647

発行済株式総数（株） 8,230 8,230 8,230

純資産額（千円） 1,234,4491,412,2041,430,465

総資産額（千円） 4,076,4734,630,5744,556,427

１株当たり純資産額（円） 149,993.89171,177.86173,509.71

１株当たり四半期（当期）純利益金額（円） 1,673.642,664.9225,159.72

潜在株式調整後１株当たり四半期（当期）純利益金額（円） － 2,651.3925,098.73

１株当たり配当額（円） － － 5,000

自己資本比率（％） 30.3 30.4 31.3

営業活動による

キャッシュ・フロー（千円）
△63,546 8,409 514,031

投資活動による

キャッシュ・フロー（千円）
△87,031△185,362△696,615

財務活動による

キャッシュ・フロー（千円）
92,562 39,235 159,937

現金及び現金同等物の四半期末（期末）残高（千円） 373,993 271,646 409,363

従業員数（人） 260 245 245

　（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17期第１四半期累計（会計）期間の潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額については、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１四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22年４月30日現在

従業員数（人） 245 (659)

　（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１四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１四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 427,360 101.8

茨城県 296,628 117.7

栃木県 122,122 98.7

埼玉県 184,108 103.3

千葉県 231,845 107.1

群馬県 99,844 96.6

東京都 63,268 202.7

宮城県 33,797 105.8

静岡県 118,102 112.5

福島県 22,573 98.9

神奈川県 64,878 94.2

岐阜県 23,394 89.0

山梨県 34,015 103.9

山形県 15,672 96.9

愛知県 52,736 143.8

三重県 28,567 92.6

長野県 1,896 －

その他 11,349 －

合計 1,832,163 108.0

　（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１四半期会計期間において、新たな事業等のリスクの発生、または、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の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が判断したものであります。 

(1) 業績の状況

　当第１四半期会計期間におけるわが国経済は、政府の景気対策や新興国向けを中心とした輸出の増加などにより

一部企業の業績は回復基調にあるものの、昨年より続く国内のデフレ傾向は回復の兆しが弱く、個人所得は低迷し

雇用情勢も厳しい状況が続いております。外食産業におきましても、消費者の生活防衛意識の高まりなどから客数

は減少し、厳しい経営環境が続いております。

　このような状況下で、当社は顧客を惹きつける魅力ある商品作りに取り組み、期間限定メニューの販売を定期的に

実施し、新規顧客・リピーターの確保に努めておりますと共に、今後の店舗展開を見据えた人材育成を常に意識し

た教育研修を継続的に実施し、ＱＳＣレベルの維持・向上を図っております。

　一方コスト面につきましては、店舗毎のワークスケジュール管理のシステム化による人件費の適正化、新店・既存

店の電化厨房設備導入の推進による水道光熱費の効率化等、販管費のコスト圧縮を継続的に推進しております。

　新規出店につきましては、当第１四半期会計期間は東京都豊島区に１店舗、茨城県に１店舗、埼玉県に２店舗、県内

初出店となります長野県に１店舗の出店を行い、当第１四半期会計期間末の店舗数は107店舗（新業態を含む）と

なりました。

　その結果、当第１四半期会計期間の売上高は1,832,163千円（前年同期比8.0％増）、経常利益は44,048千円（前年

同期比

36.2％増）となり、四半期純利益は21,932千円（前年同期比59.2％増）となりました。

(2) キャッシュ・フローの状況

　当第１四半期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、前事業年度末と比較して

137,716千円減少し、271,646千円となりました。

（営業活動によるキャッシュ・フロー）

　当第１四半期会計期間において営業活動により得られた資金は、8,409千円（前年同期は63,546千円の支出）とな

りました。これは主に、税引前四半期純利益44,048千円及び減価償却費が93,359千円に対して、法人税等の支払が

111,343千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１四半期会計期間において投資活動の結果使用した資金は、185,362千円（前年同期比113.0％増）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158,299千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1四半期会計期間において財務活動により得られた資金は、39,235千円（前年同期比57.6％減）となりまし

た。これは主に、新規の長期借入による収入が300,000千円、短期借入金の純増加が55,000千円ありましたが、長期借

入金の返済による支出が269,538千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１四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

　前事業年度末における設備計画のうち、当第１四半期会計期間に完成したものは次のとおりであります。

事業所名
(所在地)

事業部門の
名称

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
具備品

差入保
証金等

その他 合計

ラーメン山岡家池袋西口店

（東京都豊島区）

ラーメン

事業

店舗

設備 
22,251 191 17,0005,57145,014２（８）

ラーメン山岡家日立滑川店

（茨城県日立市）

ラーメン

事業

店舗

設備
35,752 582 3,0007,55046,884２（13）

ラーメン山岡家

越谷レイクタウン店

（埼玉県越谷市）

ラーメン

事業

店舗

設備
31,201 476 14,8528,93555,465２（17）

ラーメン山岡家

長野南長池店

（長野県長野市）

ラーメン

事業

店舗

設備
33,821 656 1,1087,63043,216２（６）

ラーメン山岡家東松山店

（埼玉県東松山市）

ラーメン

事業

店舗

設備
34,371 503 18,144 － 53,019３（６）

（注）１．上記金額には、消費税等は含まれておりません。

　　　２．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１四半期会計期間の平

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

　当第１四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22年４月30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

鎌ヶ谷店

（千葉県鎌ヶ谷市） 

営業

店舗 
54,8003,000長期借入金 平成22年７月平成22年９月 40

ラーメン山岡家

函館鍛冶店

（北海道函館市） 

営業

店舗  
51,5007,000長期借入金 平成22年６月平成22年９月 40

ラーメン山岡家

千葉若葉区店

（千葉市若葉区）

営業

店舗  
44,000 － 長期借入金 平成22年７月平成22年９月 45

ラーメン山岡家

長野篠ノ井店

（長野県長野市）

営業

店舗  
39,540 － 長期借入金 平成22年６月平成22年７月 45

ラーメン山岡家

茂原店

（千葉県茂原市）

営業

店舗  
56,300 － 長期借入金 平成22年８月平成21年10月 40

（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１四半期会計期間末現
在発行数（株）
(平成22年４月30日)

提出日現在発行数（株）
(平成22年６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
大阪証券取引所

（ＪＡＳＤＡＱ市場）
（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22年６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１四半期会計期間末現在
（平成22年４月30日）

新株予約権の数（個） 206

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） 206

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１四半期会計期間末現在
（平成22年４月30日）

新株予約権の数（個） 243

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） 243

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。

　　　　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。

（３）【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

企業内容等の開示布令（昭和48年大蔵省令第５号）第三号様式 記載上の注意（21－２）の適用がないた

め、記載事項はありません。

（４）【ライツプランの内容】

　該当事項はありません。

 

（５）【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22年２月１日～

平成22年４月30日 
－ 8,230 － 291,647 － 272,747

（６）【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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（７）【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22年１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22年４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 　　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22年４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22年
２月

３月 ４月

最高（円） 129,900135,000192,000

最低（円） 121,200115,800121,600

　（注）　最高・最低株価は、平成22年４月１日より大阪証券取引所（ＪＡＳＤＡＱ市場）におけるものであり、それ以前

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。

役職の異動

新役名 新職名 旧役名 旧職名 氏名 異動年月日

取締役
人事総務部長兼

経営企画室長
取締役 購買部長 一由　聡

平成22年６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１四半期累計期間（平成21年２月１日から平成21年４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１四半期会計期間（平成22年２月１日から平成22年４月30日まで）及び当第１四半期累計期間（平成22

年２月１日から平成22年４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１四半期累計期間（平成21年２月１日から平成21

年４月30日まで）に係る四半期財務諸表並びに当第１四半期会計期間（平成22年２月１日から平成22年４月30日ま

で）及び当第１四半期累計期間（平成22年２月１日から平成22年４月30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１四半期会計期間末
(平成22年４月30日)

前事業年度末に係る
要約貸借対照表

(平成22年１月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 271,646 409,363

売掛金 247 191

店舗食材 114,732 88,176

前払費用 72,301 74,978

繰延税金資産 16,075 16,075

その他 14,190 22,360

流動資産合計 489,193 611,146

固定資産

有形固定資産

建物（純額） 2,374,396 2,270,124

構築物（純額） 323,238 322,725

土地 337,516 340,128

建設仮勘定 12,449 2,478

その他（純額） 178,835 130,548

有形固定資産合計 ※
 3,226,435

※
 3,066,005

無形固定資産

その他 12,278 13,630

無形固定資産合計 12,278 13,630

投資その他の資産

投資有価証券 10,752 10,408

敷金及び保証金 634,487 604,567

保険積立金 148,510 144,696

繰延税金資産 38,772 38,790

その他 70,143 67,182

投資その他の資産合計 902,666 865,645

固定資産合計 4,141,380 3,945,281

資産合計 4,630,574 4,556,427
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（単位：千円）

当第１四半期会計期間末
(平成22年４月30日)

前事業年度末に係る
要約貸借対照表

(平成22年１月31日)

負債の部

流動負債

買掛金 190,907 136,785

短期借入金 75,000 20,000

1年内返済予定の長期借入金 685,815 756,111

1年内償還予定の社債 105,000 110,000

未払金 408,541 387,581

未払法人税等 25,477 121,943

リース債務 31,479 21,034

その他 53,445 66,286

流動負債合計 1,575,666 1,619,740

固定負債

長期借入金 1,503,736 1,402,978

リース債務 114,532 78,308

その他 24,434 24,935

固定負債合計 1,642,702 1,506,221

負債合計 3,218,369 3,125,962

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 845,844 865,062

株主資本合計 1,410,238 1,429,456

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 △1,444 △1,471

評価・換算差額等合計 △1,444 △1,471

新株予約権 3,410 2,480

純資産合計 1,412,204 1,430,465

負債純資産合計 4,630,574 4,556,427
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（２）【四半期損益計算書】
【第１四半期累計期間】

（単位：千円）

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

当第１四半期累計期間
(自　平成22年２月１日
　至　平成22年４月30日)

売上高 1,696,465 1,832,163

売上原価 454,608 454,620

売上総利益 1,241,856 1,377,542

販売費及び一般管理費 ※
 1,212,427

※
 1,334,984

営業利益 29,429 42,557

営業外収益

受取利息 1,153 661

協賛金収入 2,117 2,411

受取賃貸料 4,198 3,565

受取手数料 3,480 3,652

その他 1,727 991

営業外収益合計 12,676 11,282

営業外費用

支払利息 9,409 9,379

社債利息 326 309

その他 36 102

営業外費用合計 9,772 9,791

経常利益 32,333 44,048

税引前四半期純利益 32,333 44,048

法人税等 18,559 22,116

四半期純利益 13,774 21,932
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（３）【四半期キャッシュ・フロー計算書】
（単位：千円）

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

当第１四半期累計期間
(自　平成22年２月１日
　至　平成22年４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 32,333 44,048

減価償却費 71,851 93,359

株式報酬費用 － 930

受取利息及び受取配当金 △1,213 △711

支払利息 9,736 9,688

売上債権の増減額（△は増加） － △55

たな卸資産の増減額（△は増加） △25,026 △26,777

その他の流動資産の増減額（△は増加） 4,207 12,415

長期前払費用の増減額（△は増加） 1,894 △3,042

仕入債務の増減額（△は減少） 25,185 54,122

その他の流動負債の増減額（△は減少） △63,663 △50,356

その他の固定負債の増減額（△は減少） △500 △500

小計 54,804 133,121

利息及び配当金の受取額 359 138

利息の支払額 △15,491 △13,505

法人税等の支払額 △103,219 △111,343

営業活動によるキャッシュ・フロー △63,546 8,409

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 △80,323 △158,299

有形固定資産の売却による収入 － 6,314

投資有価証券の取得による支出 △300 △300

その他 △6,407 △33,077

投資活動によるキャッシュ・フロー △87,031 △185,362

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） 70,600 55,000

長期借入れによる収入 300,000 300,000

長期借入金の返済による支出 △238,215 △269,538

社債の償還による支出 △5,000 △5,000

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 △345 △6,778

配当金の支払額 △34,300 △34,447

財務活動によるキャッシュ・フロー 92,562 39,235

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △58,015 △137,716

現金及び現金同等物の期首残高 432,009 409,363

現金及び現金同等物の四半期末残高 ※
 373,993

※
 271,646
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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１四半期会計期間
（自　平成22年２月１日
至　平成22年４月30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。 

【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１四半期会計期間
（自　平成22年２月１日
至　平成22年４月30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１四半期会計期間末
（平成22年４月30日）

前事業年度末
（平成22年１月31日）

※　有形固定資産の減価償却累計額は、1,685,926千円であ

ります。

※　有形固定資産の減価償却累計額は、1,607,909千円であ

ります。 

（四半期損益計算書関係）

前第１四半期累計期間
（自　平成21年２月１日
至　平成21年４月30日）

当第１四半期累計期間
（自　平成22年２月１日
至　平成22年４月30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  276,670千円

雑給  270,632 

水道光熱費  183,487 

地代家賃  127,041 

 

※　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  270,109千円

雑給  320,351 

水道光熱費  179,546 

地代家賃  144,452 

 

（四半期キャッシュ・フロー計算書関係）

前第１四半期累計期間
（自　平成21年２月１日
至　平成21年４月30日）

当第１四半期累計期間
（自　平成22年２月１日
至　平成22年４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21年４月30日現在）

 （千円）

現金及び預金勘定 373,993

現金及び現金同等物 373,993

 

※　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22年４月30日現在）

 （千円）

現金及び預金勘定 271,646

現金及び現金同等物 271,646
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（株主資本等関係）

当第１四半期会計期間末（平成22年４月30日）及び当第１四半期累計期間（自　平成22年２月１日　至　平成22年

４月30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　　　3,410千円

 

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22年４月28日

定時株主総会
普通株式 41,150 5,000平成22年１月31日平成22年４月30日利益剰余金

 

（有価証券関係）

　当第１四半期会計期間末（平成22年４月30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１四半期会計期間末（平成22年４月30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）

　前第１四半期累計期間（自　平成21年２月１日　至　平成21年４月30日）

　該当事項はありません。 

 

　当第１四半期累計期間（自　平成22年２月１日　至　平成22年４月30日）

　該当事項はありません。

　

（ストック・オプション等関係）

当第１四半期会計期間（自　平成22年２月１日　至　平成22年４月30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１四半期会計期間（自　平成22年２月１日　至　平成22年４月30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１四半期会計期間末
（平成22年４月30日）

前事業年度末
（平成22年１月31日）

１株当たり純資産額 171,177.86円 １株当たり純資産額 173,509.71円

２．１株当たり四半期純利益金額等

前第１四半期累計期間
（自　平成21年２月１日
至　平成21年４月30日）

当第１四半期累計期間
（自　平成22年２月１日
至　平成22年４月30日）

１株当たり四半期純利益金額 1,673.64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、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。

１株当たり四半期純利益金額 2,664.92円

潜在株式調整後１株当たり四半期

純利益金額
2,651.39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。

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

当第１四半期累計期間
（自　平成22年２月１日
至　平成22年４月30日）

１株当たり四半期純利益金額         

四半期純利益（千円） 13,774 21,932

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） 13,774 21,932

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） － 42

（うち新株予約権） (－) (42)

（重要な後発事象）

当第１四半期会計期間
（自　平成22年２月１日
至　平成22年４月30日）

　当社は、平成22年６月７日開催の取締役会において、会社法第165条第３項の規定に読み替えて適用される同法第156条

第１項の規定に基づき、自己株式を取得すること及びその具体的な取得方法について決議し、自己株式の取得を以下のと

おり実施いたしました。

(1) 自己株式取得に関する取締役会の決議内容　

　①　取得する株式の種類

　　　当社普通株式

　②　取得する株式の総数

　　　120株（上限）

　③　取得価額の総額

　　　18,000千円（上限）

　④　取得の方法

　　　大阪証券取引所の立会外取引市場における取得

(2) 取得日

　　平成22年６月８日

(3) その他　

　　上記立会外取引市場による取得の結果、当社普通株式117株（取得価額17,550千円）を取得いたしました。
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（リース取引関係）

　当第１四半期会計期間（自　平成22年２月１日　至　平成22年４月30日）

　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１四半期会計期間末におけるリース取引残高は前事業年度末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。

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６月15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１四半期累計期間（平成21年２月１日から平成21

年４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、株式会社丸千代山岡家の平成21年４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22年６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22年２月１日から平成23年１月31日までの第18期事業年度の第１四半期会計期間（平成22年２月１日から平成22

年４月30日まで）及び第１四半期累計期間（平成22年２月１日から平成22年４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、株式会社丸千代山岡家の平成22年４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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