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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】

連結経営指標等

回次
第39期
第３四半期
連結累計期間

第40期
第３四半期
連結累計期間

第39期
第３四半期
連結会計期間

第40期
第３四半期
連結会計期間

第39期

会計期間

自　平成21年
９月１日

至　平成22年
５月31日

自　平成22年
９月１日

至　平成23年
５月31日

自　平成22年
３月１日

至　平成22年
５月31日

自　平成23年
３月１日

至　平成23年
５月31日

自　平成21年
９月１日

至　平成22年
８月31日

売上高 （百万円） 63,379 59,348 21,250 18,792 83,711

経常利益又は経常損失(△) （百万円） △128 △974 171 △359 △729

四半期（当期）純損失(△) （百万円） △765 △2,389 △282 △653 △1,545

純資産額 （百万円） － － 26,850 26,151 26,062

総資産額 （百万円） － － 52,417 53,016 52,118

１株当たり純資産額 （円） － － 1,518.521,294.141,473.44

１株当たり四半期（当期）純

損失(△)
（円） △38.41 △128.32 △15.25 △32.52 △79.93

潜在株式調整後１株当たり

四半期（当期）純利益
（円） － － － － －

自己資本比率 （％） － － 50.9 49.0 49.7

営業活動による

キャッシュ・フロー
（百万円） 2,028 1,254 － － 2,372

投資活動による

キャッシュ・フロー
（百万円） △1,093 △2,325 － － △1,334

財務活動による

キャッシュ・フロー
（百万円） △764 1,921 － － △897

現金及び現金同等物の

四半期末（期末）残高
（百万円） － － 7,271 8,092 7,241

従業員数 （名） － － 3,900 3,872 3,982

（注）１　売上高には、消費税等は含まれておりません。

２　第39期の潜在株式調整後１株当たり当期純利益については、１株当たり当期純損失であり、また潜在株式が存

在しないため記載しておりません。

３　第39期第３四半期連結累計（会計）期間及び第40期第３四半期連結累計（会計）期間の潜在株式調整後１株

当たり四半期純利益については、１株当たり四半期純損失であり、また潜在株式が存在しないため記載して

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、主要な関係会社における異動もありません。

　

３【関係会社の状況】

　当第３四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23年５月31日現在

従業員数（名） 3,872　（4,165）

（注）１　従業員数は就業人員であります。嘱託社員は従業員数に含めて表示しております。

２　従業員数欄の（外書）は、臨時従業員の当第３四半期連結会計期間の平均雇用人員であります。

　

(2）提出会社の状況

　 平成23年５月31日現在

従業員数（名） 3,064　（3,593）

（注）１　従業員数は就業人員であります。嘱託社員は従業員数に含めて表示しております。

２　従業員数欄の（外書）は、臨時従業員の当第３四半期会計期間の平均雇用人員であります。
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第２【事業の状況】

１【生産、受注及び販売の状況】

販売実績

　当第３四半期連結会計期間における販売実績をセグメントごとに示すと、次のとおりであります。

セグメントの名称 販売高（百万円） 前年同四半期比（％）

飲食事業 16,548 87.9

卸売事業 1,200 108.8

不動産事業 213 96.7

フランチャイズ事業 92 98.7

その他事業 735 73.5

合計 18,792 88.4

（注）１　セグメント間取引については相殺消去しております。事業区分は、売上集計区分によっております。

２　上記の金額には、消費税等は含まれておりません。

３　その他事業は運送事業及び飲料水の製造事業等であります。

　

２【事業等のリスク】

　当第３四半期連結会計期間において、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。　

　

３【経営上の重要な契約等】

　当第３四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。
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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３四半期連結会計期間（平成23年３月１日から平成23年５月31日まで）におけるわが国経済は、海外経済の回

復による輸出の増加などにより一部に企業業績の改善が見られたものの、長期化するデフレ傾向、円高、原材料高、雇

用・所得環境の厳しさ等に加えて、平成23年３月11日に発生した東日本大震災の影響により景気の先行き不透明感が

一段と高まる中で推移いたしました。

　外食業界におきましても、震災後は計画停電による営業時間短縮、原発問題の影響、世の中全体の自粛ムードなども

あり売上が大きく低迷する状況となりました。その後は、少しずつ回復傾向にあるものの、予断を許さない状況が続く

ことが予想されます。

　このような状況の中で、当社グループは３店舗（当社１店舗、㈱壽司岩２店舗）の新規出店を行いました。また、抜本

的な収益改善策として店舗リストラクチャリングを強化し、店舗改装を10店舗（当社８店舗、㈱イズ・プランニング

１店舗、㈱壽司岩１店舗）、店舗閉鎖を15店舗（当社13店舗、㈱壽司岩２店舗）で行いました。一方、営業施策として

は、既存店舗対策の強化、業態コンセプトを考慮したグランドメニューの改訂や宴会メニューの刷新、新しい店舗業態

の積極展開、モバイル媒体を活用した営業活動の拡大、店舗幹部研修の強化及びパート・アルバイト向け集合研修の

導入などを行いました。また、コストコントロール策としては、仕入交渉力強化による仕入原価の低減、ワークスケ

ジュール管理の強化、店舗家賃の減額交渉、販売促進費の効率的使用などに取組みました。

　この結果、当第３四半期連結会計期間の売上高は、前年同四半期に比べ11.6％減少の18,792百万円となりました。

　セグメント別では、飲食事業につきましては、震災後の落ち込みも影響して当社グループの既存店売上高が減少した

こと等により、売上高は前年同四半期比12.1％減少の16,548百万円となりました。

　卸売事業につきましては、売上高は前年同四半期に比べ8.8％増加の1,200百万円となりました。

　不動産事業につきましては、売上高は前年同四半期に比べ3.3％減少の213百万円となりました。

　また、フランチャイズ事業につきましては、売上高は前年同四半期に比べ1.3％減少の92百万円、その他事業につきま

しては、売上高は前年同四半期に比べ26.5％減少の735百万円となりました。

　一方、利益面につきましては、営業損失は313百万円（前年同四半期は営業利益49百万円）、経常損失は359百万円

（前年同四半期は経常利益171百万円）、減損損失に伴う特別損失等を計上した結果、四半期純損失は653百万円（前

年同四半期は四半期純損失282百万円）となりました。

　

(2) 財政状態の分析

（資産）

　当第３四半期連結会計期間末における流動資産は12,459百万円となり、前連結会計年度末に比べて731百万円増加と

なりました。これは、現金及び預金が847百万円増加したこと等が主な要因となっております。

　また、固定資産は40,556百万円となり、前連結会計年度末に比べて166百万円増加となりました。これは、減価償却が

進んだ一方で新物流センター用地取得（1,686百万円）等により有形固定資産残高が390百万円増加したこと等によ

るものであります。

（負債）

　当第３四半期連結会計期間末における流動負債は13,418百万円となり、前連結会計年度末に比べて875百万円減少と

なりました。これは、短期借入金が835百万円減少したこと等によるものであります。

　また、固定負債は13,446百万円となり、前連結会計年度末に比べて1,684百万円増加となりました。これは、資産除去

債務が1,087百万円増加したこと及びリース債務が537百万円増加したこと等によるものであります。

（純資産）

　当第３四半期連結会計期間末における純資産は26,151百万円となり、前連結会計年度末に比べて89百万円増加とな

りました。これは、四半期純損失の計上等により利益剰余金が2,851百万円減少したこと及び自己株式2,500千株を第

三者割当で処分したこと等により自己株式が2,927百万円減少したこと等によるものであります。
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(3) キャッシュ・フローの状況

　当第３四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、第２四半期連結会計期間

末に比べ367百万円増加の8,092百万円となりました。

　当第３四半期連結会計期間における各キャッシュ・フローの状況については、以下のとおりであります。

（営業活動によるキャッシュ・フロー）

　営業活動によるキャッシュ・フローは、159百万円の資金収入（前年同四半期885百万円の資金収入）となりました。

収入の主な内訳は、減価償却費774百万円及び減損損失241百万円等であり、支出の主な内訳は、税金等調整前四半期純

損失749百万円等であります。

（投資活動によるキャッシュ・フロー）

　投資活動によるキャッシュ・フローは、7百万円の資金収入（前年同四半期176百万円の資金支出）となりました。こ

れは主に、有形固定資産の取得による支出額245百万円に対し、敷金及び保証金の回収による収入301百万円があった

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）

　財務活動によるキャッシュ・フローは、200百万円の資金収入（前年同四半期696百万円の資金支出）となりました。

これは主に、配当金の支払額133百万円及び借入金による純減少額65百万円等の支出に対し、セール・アンド・リース

バックによる収入500百万円があったことによるものです。

　

(4) 事業上及び財務上の対処すべき課題

　当第３四半期連結会計期間において、事業上及び財務上の対処すべき課題に重要な変更及び新たに生じた課題はあ

りません。

　

(5) 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３四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

　当第３四半期連結会計期間において、第２四半期連結会計期間末に計画中であった重要な設備の新設、除却等につい

て完了したものは、次のとおりであります。

会社名 事業所名
セグメン
トの名称

設備の内容

投資額（百万円）

完了年月
完成後
の増加
能力

建物及
び構築
物

機械装
置及び
運搬具

工具器
具及び
備品

その他 合計

㈱大庄

日本海庄や

ダイワロイ

ネットホテル

浜松店

飲食事業
店舗設備

（新設）
34 5 4 － 44平成23年４月128席

㈱大庄

庄や鹿児島中

央駅前店他

計７店舗

飲食事業
店舗設備

（改修）
91 8 30 4 135

平成23年３月

～

平成23年５月

－

㈱壽司岩

築地寿司岩

洵彩東急たま

プラーザ店他

計２店舖

飲食事業
店舗設備

(新設)
12 7 3 － 22平成23年３月 69席

㈱壽司岩
築地寿司岩

柏高島屋店
飲食事業

店舗設備

(改修)
3 0 0 － 3平成23年４月 －

（注）　投資額のうち「その他」は、有形リース資産であります。

　

　　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。
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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 40,000,000

計 40,000,000

　

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23年５月31日）

提出日現在発行数（株）
（平成23年７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 21,198,962 21,198,962
東京証券取引所

（市場第一部）

株主としての権利内容に制

限のない、標準となる株式

単元株式数 100株

計 21,198,962 21,198,962－ －

　

（２）【新株予約権等の状況】

　該当事項はありません。

　

（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】

　該当事項はありません。

　

（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
（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23年３月１日～

平成23年５月31日
－ 21,198,962 － 8,626 － 9,908

　

（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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（７）【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23年２月28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23年５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）
（自己保有株式）

普通株式 　1,112,900
－

株主としての権利内容に制限のな

い、標準となる株式

完全議決権株式（その他） 普通株式　20,078,500 200,785 同上

単元未満株式 普通株式　　　 7,562 － 同上

発行済株式総数 21,198,962 － －

総株主の議決権 － 200,785 －

（注）　　「完全議決権株式（その他）」欄の普通株式には、証券保管振替機構名義の株式が31,300株（議決権313 個）

含まれております。

　

②【自己株式等】

　 平成23年５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（％）

（自己保有株式）

株式会社　大庄

東京都大田区大森北

一丁目22番１号
1,112,900 － 1,112,900 5.25

計 － 1,112,900 － 1,112,900 5.25

　

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
９月

　
10月

　
11月

　
12月

平成23年
１月

　
２月

　
３月

　
４月

　
５月

最高（円） 1,0351,023 980 1,0271,1491,1431,020 978 937

最低（円） 991 892 851 957 1,0181,011 745 880 892

（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】

　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３四半期連結会計期間（平成22年３月１日から平成22年５月31日まで）及び前第３四半期連結累計期間

（平成21年９月１日から平成22年５月31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３四半期連結

会計期間（平成23年３月１日から平成23年５月31日まで）及び当第３四半期連結累計期間（平成22年９月１日から

平成23年５月31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３四半期連結会計期間（平成22年３月１日から平

成22年５月31日まで）及び前第３四半期連結累計期間（平成21年９月１日から平成22年５月31日まで）に係る四半

期連結財務諸表並びに当第３四半期連結会計期間（平成23年３月１日から平成23年５月31日まで）及び当第３四半

期連結累計期間（平成22年９月１日から平成23年５月31日まで）に係る四半期連結財務諸表について、新日本有限責

任監査法人による四半期レビューを受けております。
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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：百万円)

当第３四半期連結会計期間末
(平成23年５月31日)

前連結会計年度末に係る
要約連結貸借対照表
(平成22年８月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 8,136 7,289

売掛金 2,275 2,269

商品及び製品 511 542

仕掛品 0 0

原材料及び貯蔵品 220 226

繰延税金資産 361 382

その他 1,184 1,212

貸倒引当金 △231 △195

流動資産合計 12,459 11,727

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額） ※1, ※2
 11,293

※1, ※2
 12,576

機械装置及び運搬具（純額） ※1
 255

※1
 569

工具、器具及び備品（純額） ※1
 1,005

※1
 1,338

土地 ※2
 9,389

※2
 7,825

リース資産（純額） ※1
 1,949

※1
 1,196

建設仮勘定 1 －

有形固定資産合計 23,896 23,505

無形固定資産

借地権 913 913

のれん － 152

リース資産 43 54

その他 149 146

無形固定資産合計 1,106 1,266

投資その他の資産

投資有価証券 160 150

出資金 6 6

長期貸付金 68 75

差入保証金 8,465 8,928

敷金 4,929 5,082

繰延税金資産 1,700 1,137

その他 471 489

貸倒引当金 △247 △250

投資その他の資産合計 15,553 15,617

固定資産合計 40,556 40,390

資産合計 53,016 52,118
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(単位：百万円)

当第３四半期連結会計期間末
(平成23年５月31日)

前連結会計年度末に係る
要約連結貸借対照表
(平成22年８月31日)

負債の部

流動負債

買掛金 2,276 2,519

短期借入金 3,945 4,780

1年内返済予定の長期借入金 2,498 2,449

1年内償還予定の社債 35 35

リース債務 516 261

未払金 2,815 3,065

未払法人税等 107 251

未払消費税等 207 168

賞与引当金 115 254

株主優待引当金 65 85

訴訟損失引当金 78 －

その他 756 424

流動負債合計 13,418 14,294

固定負債

社債 3,805 3,822

長期借入金 4,587 4,560

リース債務 1,638 1,100

退職給付引当金 1,191 1,127

役員退職慰労引当金 517 519

受入保証金 607 614

資産除去債務 1,087 －

その他 11 16

固定負債合計 13,446 11,761

負債合計 26,864 26,056

純資産の部

株主資本

資本金 8,626 8,626

資本剰余金 9,908 9,908

利益剰余金 9,147 11,998

自己株式 △1,304 △4,232

株主資本合計 26,377 26,300

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 52 46

土地再評価差額金 △436 △436

評価・換算差額等合計 △384 △390

少数株主持分 158 151

純資産合計 26,151 26,062

負債純資産合計 53,016 52,118
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(2)【四半期連結損益計算書】
【第３四半期連結累計期間】

(単位：百万円)

前第３四半期連結累計期間
(自　平成21年９月１日
　至　平成22年５月31日)

当第３四半期連結累計期間
(自　平成22年９月１日
　至　平成23年５月31日)

売上高 63,379 59,348

売上原価 22,862 21,063

売上総利益 40,516 38,284

販売費及び一般管理費 ※1
 41,193

※1
 39,127

営業損失（△） △677 △842

営業外収益

受取利息 2 1

受取配当金 2 2

専売料収入 602 －

その他 112 68

営業外収益合計 719 71

営業外費用

支払利息 135 146

貸倒引当金繰入額 0 2

その他 35 54

営業外費用合計 171 204

経常損失（△） △128 △974

特別利益

固定資産売却益 2 5

貸倒引当金戻入額 20 15

賞与引当金戻入額 23 60

特別賞与戻入額 91 －

受取補償金 － 47

特別利益合計 138 128

特別損失

固定資産売却損 26 21

固定資産除却損 73 243

店舗関係整理損 37 46

減損損失 511 732

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 697

災害による損失 － 18

訴訟損失引当金繰入額 － 78

特別損失合計 648 1,839

税金等調整前四半期純損失（△） △639 △2,685

法人税、住民税及び事業税 236 242

法人税等調整額 △119 △546

法人税等合計 117 △304

少数株主損益調整前四半期純損失（△） － △2,381

少数株主利益 8 7

四半期純損失（△） △765 △2,389
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【第３四半期連結会計期間】
(単位：百万円)

前第３四半期連結会計期間
(自　平成22年３月１日
　至　平成22年５月31日)

当第３四半期連結会計期間
(自　平成23年３月１日
　至　平成23年５月31日)

売上高 21,250 18,792

売上原価 7,675 6,655

売上総利益 13,575 12,137

販売費及び一般管理費 ※1
 13,525

※1
 12,450

営業利益又は営業損失（△） 49 △313

営業外収益

受取利息 0 0

受取配当金 0 0

専売料収入 154 －

その他 24 25

営業外収益合計 179 26

営業外費用

支払利息 46 47

貸倒引当金繰入額 － 2

その他 10 21

営業外費用合計 57 71

経常利益又は経常損失（△） 171 △359

特別利益

貸倒引当金戻入額 4 1

賞与引当金戻入額 36 46

特別利益合計 40 48

特別損失

固定資産除却損 21 60

店舗関係整理損 20 19

固定資産売却損 － 20

減損損失 333 241

災害による損失 － 18

訴訟損失引当金繰入額 － 78

特別損失合計 375 438

税金等調整前四半期純損失（△） △163 △749

法人税、住民税及び事業税 88 75

法人税等調整額 27 △171

法人税等合計 115 △95

少数株主損益調整前四半期純損失（△） － △653

少数株主利益又は少数株主損失（△） 3 △0

四半期純損失（△） △282 △653
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(3)【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
（単位：百万円）

前第３四半期連結累計期間
(自　平成21年９月１日
　至　平成22年５月31日)

当第３四半期連結累計期間
(自　平成22年９月１日
　至　平成23年５月31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（△） △639 △2,685

減価償却費 2,530 2,367

減損損失 511 732

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 697

受取利息及び受取配当金 △5 △3

支払利息 135 146

固定資産除却損 73 243

有形固定資産売却損益（△は益） 23 16

売上債権の増減額（△は増加） △172 △5

たな卸資産の増減額（△は増加） 68 37

仕入債務の増減額（△は減少） △75 △242

未払消費税等の増減額（△は減少） △1 39

その他 △98 390

小計 2,349 1,734

利息及び配当金の受取額 5 3

利息の支払額 △129 △138

法人税等の支払額 △379 △348

法人税等の還付額 183 2

営業活動によるキャッシュ・フロー 2,028 1,254

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 △1,098 △2,752

敷金及び保証金の差入による支出 △74 △32

敷金及び保証金の回収による収入 159 571

貸付けによる支出 △9 △5

その他 △71 △106

投資活動によるキャッシュ・フロー △1,093 △2,325

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） 3,185 △835

長期借入れによる収入 2,180 2,095

長期借入金の返済による支出 △2,095 △2,018

自己株式の処分による収入 － 2,860

自己株式の取得による支出 △3,497 △0

配当金の支払額 △413 △394

少数株主への配当金の支払額 △0 △0

セール・アンド・リースバックによる収入 － 500

その他 △122 △284

財務活動によるキャッシュ・フロー △764 1,921

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 170 850

現金及び現金同等物の期首残高 7,101 7,241

現金及び現金同等物の四半期末残高 ※1
 7,271

※1
 8,092
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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３四半期連結累計期間
（自　平成22年９月１日　至　平成23年５月31日）

１．会計処理基準に関する事項の変更　

　

(1) 資産除去債務に関する会計基準の適用

　第１四半期連結会計期間より、「資産除去債務に関する会計基

準」（企業会計基準第18号　平成20年３月31日）及び「資産除去

債務に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第

21号　平成20年３月31日）を適用しております。

　 　これにより、当第３四半期連結累計期間の営業損失及び経常損

失は、それぞれ69百万円増加しており、税金等調整前四半期純損

失は767百万円増加しております。また、当会計基準等の適用開始

による資産除去債務の変動額は1,225百万円であります。　

　 (2) 「持分法に関する会計基準」及び「持分法適用関連会社の会

計処理に関する当面の取扱い」の適用

第１四半期連結会計期間より、「持分法に関する会計基準」

（企業会計基準第16号　平成20年３月10日公表分）及び「持分法

適用関連会社の会計処理に関する当面の取扱い」（実務対応報

告第24号　平成20年３月10日）を適用しております。

これによる当第３四半期連結累計期間の経常損失及び税金等

調整前四半期純損失に与える影響はありません。　

　 (3) 専売料収入の計上区分の変更

　従来、専売料収入については「営業外収益」に計上しておりま

したが、第１四半期連結会計期間より、「売上原価」から控除す

る方法に変更しております。

この変更は、平成22年９月１日に営業推進本部を設置し仕入を

含めた戦略の見直しを行うとともに、平成22年９月29日に新物流

センター用地を取得し将来的な卸売事業の強化を検討するなか、

重要性が一層高まると見込まれる専売料について、実態をより適

切に表示するために行ったものであります。

これにより、当第３四半期連結累計期間の営業損失が624百万

円減少しておりますが、経常損失及び税金等調整前四半期純損失

に与える影響はありません。

 

　

【表示方法の変更】

当第３四半期連結累計期間
（自　平成22年９月１日　至　平成23年５月31日）

 (四半期連結損益計算書）

　「連結財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第22号　平成20年12月26日）に基づく「財務諸表等の用語、様式及

び作成方法に関する規則等の一部を改正する内閣府令」（平成21年３月24日　内閣府令第５号）の適用により、当第３四

半期連結累計期間では、「少数株主損益調整前四半期純損失（△）」の科目で表示しております。

　

当第３四半期連結会計期間
（自　平成23年３月１日　至　平成23年５月31日）

 (四半期連結損益計算書）

　「連結財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第22号　平成20年12月26日）に基づく「財務諸表等の用語、様式及

び作成方法に関する規則等の一部を改正する内閣府令」（平成21年３月24日　内閣府令第５号）の適用により、当第３四

半期連結会計期間では、「少数株主損益調整前四半期純損失（△）」の科目で表示しております。
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【簡便な会計処理】

当第３四半期連結累計期間
（自　平成22年９月１日　至　平成23年５月31日）

(1）一般債権の貸倒見積高の算定方法

　当第３四半期連結会計期間末の貸倒実績率等が前連結会計年度末に算定したものと著しい変化がないと認められる

ため、前連結会計年度末の貸倒実績率を使用して貸倒見積高を算定しております。

(2）固定資産の減価償却費の算定方法

　定率法を採用している資産については、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する方法によってお

ります。

(3）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場合には、前連結会計年度末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。なお、前連結会計年度末以降に経営環境等、又は、一時差異等の発生状況に著しい

変化が認められた場合には、前連結会計年度末において使用した将来の業績予測やタックス・プランニングに当該著

しい変化の影響を加味したものを利用する方法によっております。
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【注記事項】

（四半期連結貸借対照表関係）

当第３四半期連結会計期間末
（平成23年５月31日）

前連結会計年度末
（平成22年８月31日）

※１　有形固定資産の減価償却累計額 29,515百万円

　

※２　担保資産

　担保に供されている資産で、企業集団の事業の運営におい

て重要なものであり、かつ、前連結会計年度の末日に比べて

著しい変動が認められるものは、次のとおりであります。　

建物及び構築物　　　　　　　　　　　 309百万円

土地　　　　　　　　　　　　　　　 2,234百万円

　

※１　有形固定資産の減価償却累計額 30,737百万円

　

※２　担保資産

　

　

　

　

建物及び構築物　　　　　　　　　　　 276百万円

土地　　　　　　　　　　　　　　　　 191百万円

　

　

　

（四半期連結損益計算書関係）

第３四半期連結累計期間

前第３四半期連結累計期間
（自　平成21年９月１日
至　平成22年５月31日）

当第３四半期連結累計期間
（自　平成22年９月１日
至　平成23年５月31日）

※１　販売費及び一般管理費

主な費目の内訳

※１　販売費及び一般管理費

主な費目の内訳

貸倒引当金繰入額 29百万円

従業員給料手当 18,824百万円

賞与引当金繰入額 124百万円

退職給付費用 195百万円

役員退職慰労引当金繰入額 244百万円

減価償却費 2,530百万円

水道光熱費 2,890百万円

地代家賃 7,014百万円

株主優待引当金繰入額 62百万円

貸倒引当金繰入額 51百万円

従業員給料手当 17,721百万円

賞与引当金繰入額 77百万円

退職給付費用 128百万円

役員退職慰労引当金繰入額 37百万円

減価償却費 2,348百万円

水道光熱費 2,883百万円

地代家賃 6,578百万円

株主優待引当金繰入額 65百万円

　

第３四半期連結会計期間

前第３四半期連結会計期間
（自　平成22年３月１日
至　平成22年５月31日）

当第３四半期連結会計期間
（自　平成23年３月１日
至　平成23年５月31日）

※１　販売費及び一般管理費

主な費目の内訳

※１　販売費及び一般管理費

主な費目の内訳

貸倒引当金繰入額 12百万円

従業員給料手当 6,151百万円

賞与引当金繰入額 91百万円

退職給付費用 123百万円

役員退職慰労引当金繰入額 9百万円

減価償却費 855百万円

水道光熱費 941百万円

地代家賃 2,329百万円

株主優待引当金繰入額 0百万円

貸倒引当金繰入額 14百万円

従業員給料手当 5,717百万円

賞与引当金繰入額 66百万円

退職給付費用 36百万円

役員退職慰労引当金繰入額 9百万円

減価償却費 767百万円

水道光熱費 865百万円

地代家賃 2,109百万円
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（四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係）

前第３四半期連結累計期間
（自　平成21年９月１日
至　平成22年５月31日）

当第３四半期連結累計期間
（自　平成22年９月１日
至　平成23年５月31日）

※１　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

※１　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

現金及び預金 7,318百万円

預入期間が３か月超の定期預金等 △47百万円

現金及び現金同等物 7,271百万円

現金及び預金 8,136百万円

預入期間が３か月超の定期預金等 △44百万円

現金及び現金同等物 8,092百万円

　

（株主資本等関係）

　　当第３四半期連結会計期間末（平成23年５月31日）及び当第３四半期連結累計期間（自　平成22年９月１日　

至　平成23年５月31日）

１　発行済株式に関する事項

株式の種類 当第３四半期連結会計期間末

普通株式（株） 21,198,962

　

２　自己株式に関する事項

株式の種類 当第３四半期連結会計期間末

普通株式（株） 1,114,274

　

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22年11月25日

定時株主総会
普通株式 193 11.00平成22年８月31日平成22年11月26日利益剰余金

平成23年４月14日

取締役会
普通株式 200 10.00平成23年２月28日平成23年５月20日利益剰余金

　

(2）基準日が当連結会計年度の開始の日から当四半期連結会計期間末までに属する配当のうち、配当の効力発

生日が当四半期連結会計期間の末日後となるもの

　該当事項はありません。

　

５　株主資本の著しい変動に関する事項

　当社は、平成23年２月８日を払込期日とする第三者割当による自己株式の処分をサントリービア＆スピリッ

ツ株式会社との間で実施いたしました。

　この結果、当第３四半期連結累計期間において資本剰余金が0百万円減少、利益剰余金が67百万円減少すると

ともに、自己株式が2,927百万円減少し、当第３四半期連結会計期間末において資本剰余金が9,908百万円、利益

剰余金が9,147百万円、自己株式が1,304百万円となり、株主資本合計は26,377百万円となっております。
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（セグメント情報等）

【事業の種類別セグメント情報】

前第３四半期連結会計期間（自　平成22年３月１日　至　平成22年５月31日）

　
飲食事業
(百万円)

卸売事業
(百万円)

不動産事
業
(百万円)

フラン
チャイズ
事業
(百万円)

その他事
業
(百万円)

計
(百万円)

消去又は
全社
(百万円)

連結
(百万円)

売上高 　 　 　 　 　 　 　 　

(1）外部顧客に対する売上

高
18,8301,103 221 94 1,00121,250 － 21,250

(2）セグメント間の内部売

上高又は振替高
4 2,908 183 － 325 3,421(3,421) －

計 18,8344,012 404 94 1,32724,672(3,421) 21,250

営業利益 275 44 86 78 32 519 (469) 49

　

前第３四半期連結累計期間（自　平成21年９月１日　至　平成22年５月31日）

　
飲食事業
(百万円)

卸売事業
(百万円)

不動産事
業
(百万円)

フラン
チャイズ
事業
(百万円)

その他事
業
(百万円)

計
(百万円)

消去又は
全社
(百万円)

連結
(百万円)

売上高 　 　 　 　 　 　 　 　

(1）外部顧客に対する売上

高
56,3163,222 631 281 2,92863,379 － 63,379

(2）セグメント間の内部売

上高又は振替高
19 8,806 556 － 995 10,377(10,377) －

計 56,33512,0281,188 281 3,92373,756(10,377) 63,379

営業利益又は営業損失(△) △3 98 213 234 115 657 (1,334) △677

　

（注）１　事業区分は、売上集計区分によっております。

２　各事業の主要な内容

事業区分 主要な内容

飲食事業

当社及び㈱イズ・プランニングが営む料理飲食業

㈱アルスが営む病院・事業用給食施設の運営

㈱壽司岩が営む料理飲食業及び外販等の事業

卸売事業 当社及び米川水産㈱が営む生鮮食品等の卸売業

不動産事業 当社及び㈱アサヒビジネスプロデュースの不動産賃貸・管理等の事業

フランチャイズ事業 当社のフランチャイズ加盟店からのロイヤリティ収入等の事業

その他事業
㈱ディ・エス物流の運送事業

新潟県佐渡海洋深層水㈱が営むミネラルウォーター等の飲料水の製造・販売

　

【所在地別セグメント情報】

前第３四半期連結会計期間（自　平成22年３月１日　至　平成22年５月31日）

　本邦以外の国または地域に所在する連結子会社及び重要な在外支店はないため、該当事項はありません。

　

前第３四半期連結累計期間（自　平成21年９月１日　至　平成22年５月31日）

　本邦以外の国または地域に所在する連結子会社及び重要な在外支店はないため、記該当事項はありません。
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【海外売上高】

前第３四半期連結会計期間（自　平成22年３月１日　至　平成22年５月31日）

　当社及び連結子会社において海外売上高がないため、該当事項はありません。

　

前第３四半期連結累計期間（自　平成21年９月１日　至　平成22年５月31日）

　当社及び連結子会社において海外売上高がないため、該当事項はありません。

　

【セグメント情報】

１．報告セグメントの概要

　当社グループの報告セグメントは、当社の構成単位のうち分離された財務情報が入手可能であり、取締役会

が、経営資源の配分の決定及び業績を評価するために、定期的に検討を行う対象となっているものでありま

す。

当社グループは、主として直営店による飲食店のチェーン展開を行っております。したがって、当社グルー

プは、「飲食事業」を中心として、これを直接的・間接的に支援する「卸売事業」、「不動産事業」、「フラ

ンチャイズ事業」を報告セグメントとしております。

飲食事業は、手作りの和食料理をメインとした大衆割烹「庄や」「日本海庄や」「やるき茶屋」、寿司業

態の「築地日本海」「築地寿司岩」の他、病院・事業用給食施設の運営等を行っております。

卸売事業は、当社物流センターを中心に食材を仕入れ、直営店及びフランチャイズ店に食材の供給等を

行っております。

不動産事業は、自社ビルテナントの不動産の賃貸・管理等を行っております。

　フランチャイズ事業は、フランチャイズ加盟店への運営支援・指導等を行っております。

　

２．報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報

当第３四半期連結累計期間（自　平成22年９月１日　至　平成23年５月31日）

（単位：百万円）　

 

報告セグメント

その他

（注）１
合計

調整額

（注）２

四半期連

結損益計

算書計上

額

（注）３

飲食事業 卸売事業
不動産事

業

フラン

チャイズ

事業

計

売上高　 　 　 　 　 　 　 　 　 　

　外部顧客への売上高 52,4493,110 633 28156,4742,87459,348 － 59,348

　セグメント間の内部売

上高又は振替高
19 8,705 566 － 9,2911,01410,306△10,306 －

計　 52,46811,8161,199 28165,7663,88869,655△10,30659,348

セグメント利益又は損失

（△）
△183 436 239 168 660 63 723△1,565△842

（注）１．「その他」の区分は、報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、運送事業、飲料水の製造・販売事業

等を含んでおります。

　　　２．セグメント利益又は損失の調整額△1,565百万円には、のれんの償却額△2百万円、各報告セグメントに配分してい

ない全社費用△1,573百万円が含まれております。全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない一般管理費であ

ります。

３．セグメント利益又は損失は、四半期連結損益計算書の営業損失と調整を行っております。

４．会計方針の変更

　　　　「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」１．（３）に記載のとおり第１四半期連結会

計期間より専売料収入の計上区分を変更しております。この変更に伴い、従来の方法によった場合に比べて、「飲

食事業」のセグメント損失が624百万円減少しております。
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当第３四半期連結会計期間（自　平成23年３月１日　至　平成23年５月31日）

（単位：百万円）　

 

報告セグメント

その他

（注）１
合計

調整額

（注）２

四半期連

結損益計

算書計上

額

（注）３

飲食事業 卸売事業
不動産事

業

フラン

チャイズ

事業

計

売上高　 　 　 　 　 　 　 　 　 　

　外部顧客への売上高 16,5481,200 213 92 18,05673518,792 － 18,792

　セグメント間の内部売

上高又は振替高
5 2,442 184 － 2,632 377 3,010△3,010 －

計　 16,5543,643 398 92 20,6891,11321,802△3,01018,792

セグメント利益又は損失

（△）
△128 134 83 57 146 20 167 △481 △313

（注）１．「その他」の区分は、報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、運送事業、飲料水の製造・販売事業

等を含んでおります。

　　　２．セグメント利益又は損失の調整額△481百万円には、のれんの償却額△0百万円、各報告セグメントに配分していな

い全社費用△483百万円が含まれております。全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない一般管理費でありま

す。

３．セグメント利益又は損失は、四半期連結損益計算書の営業損失と調整を行っております。

４．会計方針の変更

　　　　「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」１．（３）に記載のとおり第１四半期連結会

計期間より専売料収入の計上区分を変更しております。この変更に伴い、従来の方法によった場合に比べて、「飲

食事業」のセグメント損失が206百万円減少しております。

　　

３．報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報

（固定資産に係る重要な減損損失）

「飲食事業」セグメントにおいて、店舗資産及びのれんの減損損失を計上しております。なお、当該減損

損失の計上額は、当第３四半期連結会計期間において219百万円であります。

「不動産事業」セグメントにおいて、所有不動産の減損損失を計上しております。なお、当該減損損失の

計上額は、当第３四半期連結会計期間において22百万円であります。

　

(追加情報)

　第１四半期連結会計期間より「セグメント情報等の開示に関する会計基準」（企業会計基準第17号　平成21年

３月27日）および「セグメント情報等の開示に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第20号　平

成20年３月21日）を適用しております。
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（金融商品関係）

　金融商品の四半期連結貸借対照表計上額その他の金額は、前連結会計年度の末日と比較して著しい変動はありま

せん。

　

（有価証券関係）

　有価証券の四半期連結貸借対照表計上額その他の金額は、前連結会計年度の末日と比較して著しい変動はありま

せん。

　

（デリバティブ取引関係）

　当社グループ（当社及び連結子会社）はデリバティブ取引を行っていないため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。

　

（資産除去債務関係）

　該当事項はありません。

　

（賃貸等不動産関係）

　該当事項はありません。

　

EDINET提出書類

株式会社大庄(E03223)

四半期報告書

23/28



（１株当たり情報）

１　１株当たり純資産額

当第３四半期連結会計期間末
（平成23年５月31日）

前連結会計年度末
（平成22年８月31日）

1,294.14円 1,473.44円

　

２　１株当たり四半期純損失金額

    第３四半期連結累計期間

前第３四半期連結累計期間
（自　平成21年９月１日
至　平成22年５月31日）

当第３四半期連結累計期間
（自　平成22年９月１日
至　平成23年５月31日）

１株当たり四半期純損失(△) △38.41円 １株当たり四半期純損失(△) △128.32円

　潜在株式調整後１株当たり四半期純利益については、１株

当たり四半期純損失であり、また、潜在株式が存在しないた

め記載しておりません。

　潜在株式調整後１株当たり四半期純利益については、１株

当たり四半期純損失であり、また、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

項目
前第３四半期連結累計期間
（自　平成21年９月１日
至　平成22年５月31日）

当第３四半期連結累計期間
（自　平成22年９月１日
至　平成23年５月31日）

四半期連結損益計算書上の四半期純損失(△)（百万円） △765 △2,389

普通株式に係る四半期純損失(△)（百万円） △765 △2,389

普通株主に帰属しない金額（百万円） － －

普通株式の期中平均株式数（千株） 19,924 18,619

　

第３四半期連結会計期間

前第３四半期連結会計期間
（自　平成22年３月１日
至　平成22年５月31日）

当第３四半期連結会計期間
（自　平成23年３月１日
至　平成23年５月31日）

１株当たり四半期純損失(△) △15.25円 １株当たり四半期純損失(△) △32.52円

　潜在株式調整後１株当たり四半期純利益については、１株

当たり四半期純損失であり、また、潜在株式が存在しないた

め記載しておりません。

　潜在株式調整後１株当たり四半期純利益については、１株

当たり四半期純損失であり、また、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

項目
前第３四半期連結会計期間
（自　平成22年３月１日
至　平成22年５月31日）

当第３四半期連結会計期間
（自　平成23年３月１日
至　平成23年５月31日）

四半期連結損益計算書上の四半期純損失(△)（百万円） △282 △653

普通株式に係る四半期純損失(△)（百万円） △282 △653

普通株主に帰属しない金額（百万円） － －

普通株式の期中平均株式数（千株） 18,543 20,084
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（重要な後発事象）

　該当事項はありません。

　

（リース取引関係）

　前連結会計年度末に比べてリース取引残高に著しい変動は認められません。　

　

２【その他】

（１）中間配当について

　第40期（平成22年９月１日から平成23年８月31日まで）中間配当については、平成23年４月14日開催の取締役会

において、平成23年２月28日の最終の株主名簿に記載又は記録された株主に対し、次のとおり中間配当を行うこと

を決議いたしました。

①　配当の総額　　　　　　　　　　　　　　　　　　 200百万円

②　１株当たりの金額　　　　　　　　　　　　　　　　10円00銭

③　支払請求権の効力発生日および支払開始日　平成23年５月20日

　

（２）訴訟

　当社及び当社役員４名は、当社元従業員が平成19年８月に自宅で心臓突然死により死亡したことに関し、遺族よ

り、損害賠償金100百万円と遅延損害金の支払いを求める訴訟を提起され、平成22年５月に京都地方裁判所より、損

害賠償金78百万円及び遅延損害金の支払いを命ずる判決が下され、また、平成23年５月に大阪高等裁判所より、当社

らの控訴を棄却する判決が下されました。

　当社としては、大阪高等裁判所の判決において示された安全配慮義務違反、業務の起因性並びに役員の責任に関す

る証拠採用、及び法律の解釈は適正なものとは考えられず、平成23年６月８日付で最高裁判所に上告及び上告受理

申し立てをしております。
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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。

　

EDINET提出書類

株式会社大庄(E03223)

四半期報告書

26/28



　 独立監査人の四半期レビュー報告書 　

　

平成22年７月14日

株式会社　　大　　　　　庄

取　締　役　会　　御　中

　

新日本有限責任監査法人

　

　
指定有限責任社員
業務執行社員

　 公認会計士 園　マ　リ　　　　印

　

　　

　
指定有限責任社員
業務執行社員

　 公認会計士 中村　裕輔　　　　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

式会社大庄の平成21年９月１日から平成22年８月31日までの連結会計年度の第３四半期連結会計期間

（平成22年３月１日から平成22年５月31日まで）及び第３四半期連結累計期間（平成21年９月１日から

平成22年５月31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、株式会社大庄及び連結子会社の平成

22年５月31日現在の財政状態、同日をもって終了する第３四半期連結会計期間及び第３四半期連結累計

期間の経営成績並びに第３四半期連結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　四半期連結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23年７月14日

株式会社　　大　　　　　庄

取　締　役　会　　御　中

　

新日本有限責任監査法人

　

　
指定有限責任社員
業務執行社員

　 公認会計士 園　マ　リ　　　　印

　　

　
指定有限責任社員
業務執行社員

　 公認会計士 中村　裕輔　　　　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

式会社大庄の平成22年９月１日から平成23年８月31日までの連結会計年度の第３四半期連結会計期間

（平成23年３月１日から平成23年５月31日まで）及び第３四半期連結累計期間（平成22年９月１日から

平成23年５月31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、株式会社大庄及び連結子会社の平成

23年５月31日現在の財政状態、同日をもって終了する第３四半期連結会計期間及び第３四半期連結累計

期間の経営成績並びに第３四半期連結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

１．「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」に記載されているとおり、

会社は第１四半期連結会計期間より、「資産除去債務に関する会計基準」及び「資産除去債務に関

する会計基準の適用指針」を適用している。

２．「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」に記載されているとおり、

会社は、従来、専売料収入については「営業外収益」に計上していたが、第１四半期連結会計期間よ

り、「売上原価」から控除する方法に変更している。

　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いません。
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