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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２四半期
累計期間

第18期
第２四半期
累計期間

第17期
第２四半期
会計期間

第18期
第２四半期
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
７月31日

自平成22年
２月１日
至平成22年
７月31日

自平成21年
５月１日
至平成21年
７月31日

自平成22年
５月１日
至平成22年
７月31日

自平成21年
２月１日
至平成22年
１月31日

売上高（千円） 3,448,6513,708,6321,752,1861,876,4697,223,968

経常利益（千円） 109,036 73,929 76,702 29,881 393,275

四半期（当期）純利益（千円） 50,994 35,502 37,220 13,570 207,064

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） －　 －　 1,273,3631,408,1591,430,465

総資産額（千円） －　 －　 4,127,7254,793,3144,556,427

１株当たり純資産額（円） －　 －　 154,646.78173,033.22173,509.71

１株当たり四半期（当期）純利益

金額（円）
6,196.154,332.244,522.511,662.8425,159.72

潜在株式調整後１株当たり四半期

（当期）純利益金額（円）
6,192.394,310.684,517.571,649.5025,098.73

１株当たり配当額（円） － － － － 5,000

自己資本比率（％） －　 －　 30.8 29.3 31.3

営業活動による

キャッシュ・フロー（千円）
66,869 187,418 －　 －　 514,031

投資活動による

キャッシュ・フロー（千円）
△337,180△388,175 －　 －　 △696,615

財務活動による

キャッシュ・フロー（千円）
89,436 93,350 －　 －　 159,937

現金及び現金同等物の四半期末

（期末）残高（千円）
－　 －　 251,135 301,956 409,363

従業員数（人） －　 －　 253 252 245

　（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。
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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22年７月31日現在

従業員数（人） 252 (713)

　（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

　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２四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 427,206 95.6

茨城県 283,688 114.1

栃木県 120,114 94.7

埼玉県 211,253 119.5

千葉県 228,669 96.4

群馬県 95,583 93.4

東京都 58,017 155.7

宮城県 32,341 98.8

静岡県 112,002 101.3

福島県 21,189 89.8

神奈川県 62,375 91.8

岐阜県 22,381 87.5

山梨県 58,237 174.3

山形県 14,788 90.6

愛知県 50,956 145.2

三重県 28,210 91.2

長野県 38,435 －

その他　 11,017 －

合計 1,876,469 107.1

　（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】

　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２四半期会計期間におけるわが国経済は、政府による経済対策や新興国を中心とした輸出回復などにより、景

況感の緩やかな回復も見られましたが、個人所得の減少や雇用情勢などは依然として厳しく推移しております。

　外食産業におきましては、生活防衛意識の観点などから来店機会の減少が続いております。また、一部業種では価

格競争が過熱しており、外食業界全体においても客単価の減少が続くなど依然として厳しい経営環境が続いており

ます。

　このような状況下、当社ではこれまで行なってきた期間限定メニューの定期的実施、スープなどの更なる改良によ

る商品力アップ、継続的な研修などによるＱＳＣレベルの維持・向上を図り、新規顧客・リピーターの確保に常に

努めております。

　コスト面につきましては、食材ロスの管理や店舗毎のワークスケジュール管理による人件費の効率化、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抑制等、販管費のコスト削減・適正化を継続的に推進しておりま

す。

　また、当第２四半期会計期間は山梨県１店舗、長野県１店舗、千葉県１店舗、茨城県１店舗の出店を行い、当第２四

半期末の店舗数は111店舗（新業態を含む）となりました。

　しかしながら、売上高をはじめ各利益につきましては当初予想を下回る結果となり、当第２四半期会計期間の売上

高は1,876,469千円（前年同期比7.1％増）、経常利益は29,881千円（前年同期比61.0％減）となり、四半期純利益

は13,570千円（前年同期比63.5％減）となりました。

(2) キャッシュ・フローの状況

　当第２四半期会計期間末における現金及び現金同等物は、前事業年度末と比較して107,406千円減少し、301,956千

円となりました。

（営業活動によるキャッシュ・フロー）

　当第２四半期会計期間において営業活動により得られた資金は、179,009千円（前年同期比37.3％増）となりま

した。これは主に、税引前四半期純利益29,881千円に対して減価償却費が103,855千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、202,813千円（前年同期比18.9％減）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176,047千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２四半期会計期間において財務活動により得られた資金は、54,114千円（前年同期は3,126千円の支出）とな

りました。これは主に、新規の長期借入による収入が150,000千円、短期借入金の増加が70,000千円ありましたが、長

期借入金の返済による支出が133,381千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２四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２四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

ラーメン山岡家山梨甲斐店

（山梨県甲斐市）

ラーメン

事業

店舗

設備 
46,464 338 4,0008,84459,647２（13）

ラーメン山岡家長野篠ノ井店

（長野県長野市）

ラーメン

事業

店舗

設備
37,010 575 1,340 － 38,925２（14）

ラーメン山岡家東金店

（千葉県東金市）

ラーメン

事業

店舗

設備
30,979 409 14,900 － 46,289２（７）

ラーメン山岡家日立東金沢店

（茨城県日立市）

ラーメン

事業

店舗

設備
27,910 351 15,900 － 44,162２（９）

（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。

 

(2）設備の新設、除却等の計画

　当第２四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７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

ラーメン山岡家佐倉店

（千葉県佐倉市）　

営業

店舗  
64,8003,000

長期

借入金

平成22年

９月

平成22年

11月
34

ラーメン山岡家釧路町店

（北海道釧路市） 

営業

店舗 
62,6501,150

長期

借入金

平成22年

10月

平成22年

12月
34

ラーメン山岡家秋田店

（秋田県秋田市）

営業

店舗  
65,000 －

長期

借入金

平成22年

10月

平成22年

12月
34

ラーメン山岡家盛岡店

（岩手県盛岡市）

営業

店舗  
67,0001,500

長期

借入金

平成22年

９月

平成22年

11月
34

ラーメン山岡家長野松本店

（長野県松本市）

営業

店舗  
59,881 －

長期

借入金

平成22年

９月

平成22年

11月
34

ラーメン山岡家大阪岸和田店

（大阪府岸和田市）

営業

店舗  
62,0005,600

長期

借入金

平成22年

12月

平成23年

３月
34

ラーメン山岡家浜松南区店

（浜松市南区） 

営業

店舗  
73,463 －

長期

借入金

平成23年

１月

平成23年

４月
45

（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２四半期会計期間末現
在発行数（株）
(平成22年７月31日)

提出日現在発行数（株）
(平成22年９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９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２四半期会計期間末現在
（平成22年７月31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２四半期会計期間末現在
（平成22年７月31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。

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５月１日～

平成22年７月31日 
－ 8,230 － 291,647 － 272,747
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（６）【大株主の状況】

　 平成22年７月31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(％)

山岡　正 札幌市北区　 3,790　 46.05　

山岡　江利子 東京都渋谷区 728　 8.84　

丸千代山岡家社員持株会 札幌市東区東雁来７条１丁目４番１９号 405　 4.92　

㈱エヌ・ジー・シー 東京都台東区浅草１丁目４３番８号 301　 3.65　

塩尻　榮子　 茨城県つくば市 159　 1.93　

谷内　輝彰 千葉県習志野市 110　 1.33　

野村證券㈱ 東京都中央区日本橋１丁目９－１ 99　 1.20　

一由　聡 茨城県つくば市 90　 1.09　

㈲横浜投資
東京都町田市本町田3549番地３藤の台団地２

－２９－１０３
83　 1.00　

朝日火災海上保険㈱ 東京都千代田区神田美土代町７番地 82　 0.99　

計 － 5,847　 71.04　

（注）上記のほか、自己株式が117株あります。
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（７）【議決権の状況】

①【発行済株式】

平成22年７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） 普通株式　　　117 －

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

完全議決権株式（その他） 普通株式　　8,113 8,113

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 － 8,113 －

  

②【自己株式等】

平成22年７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（％） 

株式会社丸千代山岡家
札幌市東区東雁来７

条１丁目４番19号
117 － 117 1.42

計 － 117 － 117 1.42

 

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 ５月 ６月 ７月

最高（円） 129,900135,000192,000167,800169,000148,500

最低（円） 121,200115,800121,600135,100141,000139,000

　（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２四半期会計期間（平成21年５月１日から平成21年７月31日まで）及び前第２四半期累計期間（平成21

年２月１日から平成21年７月31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

22年５月１日から平成22年７月31日まで）及び当第２四半期累計期間（平成22年２月１日から平成22年７月31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21年５月１日から平成21

年７月31日まで）及び前第２四半期累計期間（平成21年２月１日から平成21年７月31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22年５月１日から平成22年７月31日まで）及び当第２四半期累計期間（平成

22年２月１日から平成22年７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２四半期会計期間末
(平成22年７月31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 301,956 409,363

売掛金 192 191

店舗食材 94,941 88,176

前払費用 72,675 74,978

繰延税金資産 16,075 16,075

その他 13,909 22,360

流動資産合計 499,751 611,146

固定資産

有形固定資産

建物（純額） 2,468,800 2,270,124

構築物（純額） 325,056 322,725

土地 337,516 340,128

建設仮勘定 19,320 2,478

その他（純額） 194,247 130,548

有形固定資産合計 ※
 3,344,941

※
 3,066,005

無形固定資産

その他 17,718 13,630

無形固定資産合計 17,718 13,630

投資その他の資産

投資有価証券 9,379 10,408

敷金及び保証金 681,061 604,567

保険積立金 123,725 144,696

繰延税金資産 39,449 38,790

その他 77,285 67,182

投資その他の資産合計 930,902 865,645

固定資産合計 4,293,562 3,945,281

資産合計 4,793,314 4,556,427
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（単位：千円）

当第２四半期会計期間末
(平成22年７月31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 174,407 136,785

短期借入金 145,000 20,000

1年内返済予定の長期借入金 723,718 756,111

1年内償還予定の社債 105,000 110,000

未払金 469,133 387,581

未払法人税等 45,677 121,943

リース債務 38,864 21,034

その他 61,529 66,286

流動負債合計 1,763,330 1,619,740

固定負債

長期借入金 1,482,452 1,402,978

リース債務 115,438 78,308

その他 23,934 24,935

固定負債合計 1,621,824 1,506,221

負債合計 3,385,154 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 859,414 865,062

自己株式 △17,550 －

株主資本合計 1,406,258 1,429,456

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 △2,440 △1,471

評価・換算差額等合計 △2,440 △1,471

新株予約権 4,341 2,480

純資産合計 1,408,159 1,430,465

負債純資産合計 4,793,314 4,556,427
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（２）【四半期損益計算書】
【第２四半期累計期間】

（単位：千円）

前第２四半期累計期間
(自　平成21年２月１日
　至　平成21年７月31日)

当第２四半期累計期間
(自　平成22年２月１日
　至　平成22年７月31日)

売上高 3,448,651 3,708,632

売上原価 909,484 924,310

売上総利益 2,539,166 2,784,321

販売費及び一般管理費 ※
 2,438,865

※
 2,724,313

営業利益 100,301 60,008

営業外収益

受取利息 2,019 2,003

協賛金収入 4,234 4,822

受取賃貸料 9,529 7,454

受取手数料 9,135 9,533

保険解約返戻金 － 7,051

その他 3,712 3,351

営業外収益合計 28,630 34,218

営業外費用

支払利息 18,487 19,319

社債利息 664 630

その他 743 345

営業外費用合計 19,895 20,296

経常利益 109,036 73,929

特別損失

固定資産売却損 4,815 －

固定資産除却損 158 －

特別損失合計 4,974 －

税引前四半期純利益 104,062 73,929

法人税等 53,067 38,427

四半期純利益 50,994 35,502
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【第２四半期会計期間】
（単位：千円）

前第２四半期会計期間
(自　平成21年５月１日
　至　平成21年７月31日)

当第２四半期会計期間
(自　平成22年５月１日
　至　平成22年７月31日)

売上高 1,752,186 1,876,469

売上原価 454,875 469,690

売上総利益 1,297,310 1,406,779

販売費及び一般管理費 ※
 1,226,438

※
 1,389,328

営業利益 70,871 17,450

営業外収益

受取利息 865 1,342

協賛金収入 2,117 2,411

受取賃貸料 5,330 3,888

受取手数料 5,655 5,881

保険解約返戻金 － 7,051

その他 1,985 2,360

営業外収益合計 15,954 22,935

営業外費用

支払利息 9,078 9,940

社債利息 338 321

その他 706 242

営業外費用合計 10,123 10,504

経常利益 76,702 29,881

特別損失

固定資産売却損 4,815 －

固定資産除却損 158 －

特別損失合計 4,974 －

税引前四半期純利益 71,728 29,881

法人税等 34,508 16,311

四半期純利益 37,220 13,570
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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２四半期累計期間
(自　平成21年２月１日
　至　平成21年７月31日)

当第２四半期累計期間
(自　平成22年２月１日
　至　平成22年７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 104,062 73,929

減価償却費 150,565 197,215

株式報酬費用 620 1,860

受取利息及び受取配当金 △2,198 △2,213

支払利息 19,152 19,950

有形固定資産除売却損益（△は益） 4,974 －

保険差益 △169 －

売上債権の増減額（△は増加） － △1

たな卸資産の増減額（△は増加） △22,809 △6,593

その他の流動資産の増減額（△は増加） 2,383 10,810

長期前払費用の増減額（△は増加） △4,891 △10,863

仕入債務の増減額（△は減少） 15,825 37,622

その他の流動負債の増減額（△は減少） △74,828 △1,806

その他の固定負債の増減額（△は減少） △1,001 △1,001

小計 191,685 318,910

利息及び配当金の受取額 497 321

利息の支払額 △22,085 △20,458

法人税等の支払額 △103,227 △111,354

営業活動によるキャッシュ・フロー 66,869 187,418

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 △319,378 △334,346

有形固定資産の売却による収入 280 6,314

無形固定資産の取得による支出 △460 △6,672

投資有価証券の取得による支出 △600 △600

その他 △17,021 △52,870

投資活動によるキャッシュ・フロー △337,180 △388,175

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） 19,600 125,000

長期借入れによる収入 500,000 450,000

長期借入金の返済による支出 △382,668 △402,919

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 △1,695 △15,255

自己株式の取得による支出 － △17,550

配当金の支払額 △40,623 △40,925

財務活動によるキャッシュ・フロー 89,436 93,350

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △180,874 △107,406

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 ※
 251,135

※
 301,956
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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22年２月１日
至　平成22年７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。 

　

【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２四半期累計期間
（自　平成22年２月１日
至　平成22年７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２四半期会計期間末
（平成22年７月31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、1,788,549千円であ

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２四半期累計期間
（自　平成21年２月１日
至　平成21年７月31日）

当第２四半期累計期間
（自　平成22年２月１日
至　平成22年７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  550,753千円

雑給  561,609 

水道光熱費  340,221 

地代家賃  257,047 

 

※　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  543,203千円

雑給  665,475 

水道光熱費  361,406 

地代家賃  295,153 

 

前第２四半期会計期間
（自　平成21年５月１日
至　平成21年７月31日）

当第２四半期会計期間
（自　平成22年５月１日
至　平成22年７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  274,083千円

雑給  290,977 

水道光熱費  156,733 

地代家賃  130,005 

 

※　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  273,093千円

雑給  345,123 

水道光熱費  181,859 

地代家賃  150,700 
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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21年２月１日
至　平成21年７月31日）

当第２四半期累計期間
（自　平成22年２月１日
至　平成22年７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７月31日現在）

 （千円）

現金及び預金勘定 251,135

現金及び現金同等物 251,135

 

※　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７月31日現在）

 （千円）

現金及び預金勘定 301,956

現金及び現金同等物 301,956

 

　

（株主資本等関係）

当第２四半期会計期間末（平成22年７月31日）及び当第２四半期累計期間（自　平成22年２月１日　至　平成22年

７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

普通株式　117株 

 

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 4,341千円

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２四半期会計期間末（平成22年７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２四半期会計期間末（平成22年７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）

　前第２四半期累計期間（自　平成21年２月１日　至　平成21年７月31日）及び当第２四半期累計期間（自　平成22年

２月１日　至　平成22年７月31日）

　該当事項はありません。 

　前第２四半期会計期間（自　平成21年５月１日　至　平成21年７月31日）及び当第２四半期会計期間（自　平成22年

５月１日　至　平成22年７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２四半期会計期間（自　平成22年５月１日　至　平成22年７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２四半期会計期間（自　平成22年５月１日　至　平成22年７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２四半期会計期間末
（平成22年７月31日）

前事業年度末
（平成22年１月31日）

１株当たり純資産額 173,033.22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２四半期累計期間
（自　平成21年２月１日
至　平成21年７月31日）

当第２四半期累計期間
（自　平成22年２月１日
至　平成22年７月31日）

１株当たり四半期純利益金額 6,196.15円

潜在株式調整後１株当たり四半期

純利益金額
 6,192.39円

１株当たり四半期純利益金額 4,332.24円

潜在株式調整後１株当たり四半期

純利益金額
 4,310.68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２四半期累計期間
（自　平成21年２月１日
至　平成21年７月31日）

当第２四半期累計期間
（自　平成22年２月１日
至　平成22年７月31日）

１株当たり四半期純利益金額         

四半期純利益（千円） 50,994 35,502

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） 50,994 35,502

期中平均株式数（株） 8,230 8,195

   

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） 5 41

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

－ －
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前第２四半期会計期間
（自　平成21年５月１日
至　平成21年７月31日）

当第２四半期会計期間
（自　平成22年５月１日
至　平成22年７月31日）

１株当たり四半期純利益金額 4,522.51円

潜在株式調整後１株当たり四半期

純利益金額
 4,517.57円

１株当たり四半期純利益金額 1,662.84円

潜在株式調整後１株当たり四半期

純利益金額
 1,649.50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２四半期会計期間
（自　平成21年５月１日
至　平成21年７月31日）

当第２四半期会計期間
（自　平成22年５月１日
至　平成22年７月31日）

１株当たり四半期純利益金額         

四半期純利益（千円） 37,220 13,570

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） 37,220 13,570

期中平均株式数（株） 8,230 8,161

   

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） 9 66

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２四半期会計期間（自　平成22年５月１日　至　平成22年７月31日）

　該当事項はありません。

（リース取引関係）

　当第２四半期会計期間（自　平成22年５月１日　至　平成22年７月31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２四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。

 

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９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２四半期会計期間（平成21年５月１日から平成21

年７月31日まで）及び第２四半期累計期間（平成21年２月１日から平成21年７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７月31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22年９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２四半期会計期間（平成22年５月１日から平成22

年７月31日まで）及び第２四半期累計期間（平成22年２月１日から平成22年７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22年７月31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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