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1.  平成22年9月期第2四半期の連結業績（平成21年10月1日～平成22年3月31日） 

 

(2) 連結財政状態 

  

(1) 連結経営成績（累計） （％表示は対前年同四半期増減率）

売上高 営業利益 経常利益 四半期純利益
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

22年9月期第2四半期 2,417 △10.5 494 △15.5 499 △14.7 201 △38.7

21年9月期第2四半期 2,700 ― 584 ― 586 ― 329 ―

1株当たり四半期純利益
潜在株式調整後1株当たり四半期

純利益
円 銭 円 銭

22年9月期第2四半期 2,430.53 2,356.14
21年9月期第2四半期 3,960.94 3,842.02

総資産 純資産 自己資本比率 1株当たり純資産
百万円 百万円 ％ 円 銭

22年9月期第2四半期 2,095 1,312 62.4 15,751.21
21年9月期 1,660 1,106 66.6 13,320.68

（参考） 自己資本   22年9月期第2四半期  1,308百万円 21年9月期  1,106百万円

2.  配当の状況 

（注）配当予想の当四半期における修正の有無  無  
 

1株当たり配当金

第1四半期末 第2四半期末 第3四半期末 期末 合計
円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭

21年9月期 ― 0.00 ― 0.00 0.00

22年9月期 ― 0.00

22年9月期 
（予想）

― 0.00 0.00

3.  平成22年9月期の連結業績予想（平成21年10月1日～平成22年9月30日） 
（％表示は対前期増減率）

（注）連結業績予想数値の当四半期における修正の有無  無  
 

売上高 営業利益 経常利益 当期純利益
1株当たり当期

純利益
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 円 銭

通期 3,300 △8.3 45 △68.3 38 △76.5 5 △78.8 60.21



4.  その他 

(1) 期中における重要な子会社の異動（連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動）  無  

(2) 簡便な会計処理及び四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用  有  
(注）詳細は、4ページ【定性的情報・財務諸表等】4.その他をご覧ください。 

(3) 四半期連結財務諸表作成に係る会計処理の原則・手続、表示方法等の変更（四半期連結財務諸表作成のための基本となる重
要な事項等の変更に記載されるもの） 

(4) 発行済株式数（普通株式） 

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 

上記の予想は本資料発表日現在において入手可能な情報に基づき作成したものであり、実際の業績は今後の様々な要因によって予想数値と異なる場合
があります。 

新規 ―社 （社名 ） 除外 ―社 （社名 ）

① 会計基準等の改正に伴う変更 無

② ①以外の変更 無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 22年9月期第2四半期 83,920株 21年9月期  83,920株

② 期末自己株式数 22年9月期第2四半期  875株 21年9月期  875株

③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 22年9月期第2四半期 83,045株 21年9月期第2四半期 83,063株



  当第２四半期連結累計期間におけるわが国経済は、一昨年からの世界的な金融危機が深刻化したことによる国内景

気の悪化が続いておりました。一部では海外経済の改善による影響や国内緊急経済対策の効果により下落傾向に持ち

直しが見られたものの、依然として国内需要が低迷していることによるデフレ基調は継続し、個人消費も回復が遅れ

ております。  

  このような厳しい経済環境下において当社は、既存のふぐ料理において食材・サービス・店舗空間にこだわり、

当社独自の基準を厳守することにより高水準の食の価値の提供に努めてまいりました。 

   また、第１四半期連結累計期間に開店したふぐ以外の食材を利用した「おいしい寿司と活魚料理 魚の飯」店を

軌道にのせてきております。 

  さらに、子会社であります有限会社新宿活魚は、生産地とのつながりを強固なものにして、当グループ外への販

売も手掛けつつあります。 加えて、ふぐの宅配事業においても、メディアに取り上げられるなど、認知度を高め、

確実に実績を伸ばしてきております。 

  このような、試みを支えるものして「とらふぐ亭フォーラム」を２月９日に開催して生産者・消費者・株主とが

一体となって「とらふぐ」という食文化の伝播や定着を図ってきております。 

 以上の活動の結果、当第２四半期連結累計期間の売上高は24億17百万円（前年同期比10.5%減）、営業利益4億94

百万円（同15.5%減）、経常利益4億99百万円（同14.7%減）となり、四半期純利益につきましては2億1百万円（同

38.7%減）を計上することとなりました。 

 なお、当社グループにおいては通常の営業の形態として、第１四半期及び第２四半期におけるふぐの需要が大き

いため、その結果、第１四半期及び第２四半期と第３四半期及び第４四半期の業績に著しい季節的変動がありま

す。 

  

  (１)資産、負債及び純資産の状況  

（流動資産） 

 当第２四半期末の流動資産は、前連結会計年度末に比べて5億76百万円増加し、12億4百万円となりました。これは

主に、現金及び預金が5億26百万円増加したことによるものであります。 

（固定資産） 

 当第２四半期末の固定資産は、前連結会計年度末に比べて1億41百万円減少し、8億90百万円となりました。これは

主に、減価償却費39百万円、減損損失97百万円を計上したことによるものであります。 

（流動負債） 

 当第２四半期末の流動負債は、前連結会計年度末に比べて2億37百万円増加し、6億7百万円となりました。これは

主に、買掛金が47百万円、未払法人税等が1億95百万円増加したことによるものであります。 

（固定負債） 

 当第２四半期末の固定負債は、前連結会計年度末に比べて9百万円減少し、1億74百万円となりました。これは主

に、社債が8百万円減少したことによるものであります。 

（純資産） 

 当第２四半期末の純資産は、前連結会計年度末に比べて2億6百万円増加し、13億12百万円となりました。これは主

に、四半期純利益2億1百万円を計上したことによるものであります。 

 以上の結果、自己資本比率は62.4%となりました。 

    (２)キャッシュ・フローの状況 

 当第２四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、前連結会計年度末に比

べ5億25百万円増加し、8億97百万円となりました。 

 当第２四半期連結累計期間におけるキャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。 

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

  営業活動の結果得られた資金は5億72百万円（前年同期比1億49百万円の収入減）となりました。主な要因は、税

金等調整前四半期純利益4億8百万円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） 

 投資活動の結果得られた資金は2百万円（前年同期は1百万円の使用）となりました。主な要因は、長期前払費用

の取得による支出4百万円の一方、固定資産の売却による収入7百万円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） 

 財務活動により使用した資金は49百万円（前年同期比67百万円の支出減）となりました。主な要因は、長期借入

金の返済による支出41百万円によるものであります。 

定性的情報・財務諸表等

１．連結経営成績に関する定性的情報

２．連結財政状態に関する定性的情報
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 わが国の経済環境が回復の兆しをみせつつある中、外食産業においても底打ち感が見えてまいりました。当社は、

引き続き独自の店舗運営基準を厳守することによって質の高いサービスを提供してまいります。 

 このため、平成22年通期の業績予想につきましては、前回（平成22年2月10日発表「平成22年9月期第１四半期決算

短信」に記載しております。）の業績予想から変更はありません。  

  

該当事項はありません。 

  

①簡便な会計処理 

・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。 

②四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理 

 該当事項はありません。 

  

該当事項はありません。 

３．連結業績予想に関する定性的情報

４．その他

（１）期中における重要な子会社の異動（連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動）

（２）簡便な会計処理及び四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用

（３）四半期連結財務諸表作成に係る会計処理の原則・手続、表示方法等の変更
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５．四半期連結財務諸表 
（１）四半期連結貸借対照表 

（単位：千円）

当第２四半期連結会計期間末
(平成22年３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21年９月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 990,333 463,409

売掛金 91,430 37,979

原材料 17,641 13,894

その他 105,446 112,871

流動資産合計 1,204,851 628,154

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 280,536 395,687

その他（純額） 175,314 186,432

有形固定資産合計 455,851 582,120

無形固定資産   

ソフトウエア 1,527 2,100

無形固定資産合計 1,527 2,100

投資その他の資産   

敷金及び保証金 389,509 395,616

その他 44,992 53,924

貸倒引当金 △1,127 △1,127

投資その他の資産合計 433,374 448,413

固定資産合計 890,753 1,032,633

資産合計 2,095,605 1,660,788

負債の部   

流動負債   

買掛金 88,487 40,992

1年内返済予定の長期借入金 50,469 83,802

1年内償還予定の社債 16,000 16,000

未払法人税等 214,626 18,663

賞与引当金 1,883 13,177

その他 236,396 197,462

流動負債合計 607,863 370,097

固定負債   

社債 69,500 77,500

長期借入金 68,128 76,696

負ののれん 17,162 19,737

その他 20,157 10,541

固定負債合計 174,948 184,474

負債合計 782,812 554,572
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（単位：千円）

当第２四半期連結会計期間末
(平成22年３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21年９月30日) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 465,815 465,815

資本剰余金 367,815 367,815

利益剰余金 504,768 302,925

自己株式 △30,339 △30,339

株主資本合計 1,308,058 1,106,215

新株予約権 4,733 －

純資産合計 1,312,792 1,106,215

負債純資産合計 2,095,605 1,660,788
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（２）四半期連結損益計算書 
（第２四半期連結累計期間） 

（単位：千円）

前第２四半期連結累計期間 
(自 平成20年10月１日 
 至 平成21年３月31日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成21年10月１日 
 至 平成22年３月31日) 

売上高 2,700,936 2,417,825

売上原価 769,108 646,452

売上総利益 1,931,827 1,771,372

販売費及び一般管理費   

給料及び手当 289,540 291,893

雑給 218,407 204,139

賞与引当金繰入額 3,026 1,883

広告宣伝費 23,586 25,414

販売促進費 12,045 8,496

減価償却費 79,176 39,056

不動産賃借料 255,811 249,273

その他 465,646 457,125

販売費及び一般管理費合計 1,347,240 1,277,281

営業利益 584,586 494,091

営業外収益   

受取利息 237 120

負ののれん償却額 3,561 2,574

その他 4,866 6,099

営業外収益合計 8,665 8,794

営業外費用   

支払利息 3,592 1,747

支払手数料 2,782 －

その他 769 1,414

営業外費用合計 7,144 3,162

経常利益 586,108 499,722

特別利益   

国庫補助金 － 4,239

固定資産売却益 － 6,244

特別利益合計 － 10,484

特別損失   

固定資産除却損 2,214 174

減損損失 19,353 97,691

固定資産圧縮損 － 3,506

特別損失合計 21,568 101,372

税金等調整前四半期純利益 564,540 408,835

法人税、住民税及び事業税 235,532 207,786

法人税等調整額 － △793

法人税等合計 235,532 206,992

四半期純利益 329,007 201,843
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（第２四半期連結会計期間） 

（単位：千円）

前第２四半期連結会計期間 
(自 平成21年１月１日 
 至 平成21年３月31日) 

当第２四半期連結会計期間 
(自 平成22年１月１日 
 至 平成22年３月31日) 

売上高 1,232,476 1,200,454

売上原価 317,452 350,505

売上総利益 915,024 849,949

販売費及び一般管理費   

給料及び手当 142,553 142,157

雑給 99,418 96,558

賞与引当金繰入額 3,026 1,883

広告宣伝費 8,458 10,150

販売促進費 3,999 2,905

減価償却費 40,201 16,858

不動産賃借料 127,402 123,739

その他 210,471 217,015

販売費及び一般管理費合計 635,532 611,267

営業利益 279,491 238,681

営業外収益   

受取利息 139 108

協賛金収入 － 988

負ののれん償却額 1,780 1,287

その他 3,970 463

営業外収益合計 5,890 2,847

営業外費用   

支払利息 1,587 819

支払手数料 2,571 －

その他 184 448

営業外費用合計 4,343 1,268

経常利益 281,037 240,260

特別利益   

国庫補助金 － 4,239

固定資産売却益 － 6,244

特別利益合計 － 10,484

特別損失   

固定資産除却損 2,103 63

減損損失 － 6,484

固定資産圧縮損 － 3,506

特別損失合計 2,103 10,054

税金等調整前四半期純利益 278,934 240,691

法人税、住民税及び事業税 136,348 132,840

法人税等調整額 － △793

法人税等合計 136,348 132,046

四半期純利益 142,585 108,644
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（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

（単位：千円）

前第２四半期連結累計期間 
(自 平成20年10月１日 
 至 平成21年３月31日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成21年10月１日 
 至 平成22年３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利益 564,540 408,835

減価償却費 79,176 39,056

減損損失 19,353 97,691

負ののれん償却額 △3,561 △2,574

賞与引当金の増減額（△は減少） △10,986 △11,294

受取利息及び受取配当金 △237 △120

支払利息 3,592 1,747

固定資産除却損 2,214 174

固定資産売却損益（△は益） － △6,244

売上債権の増減額（△は増加） △23,190 △53,450

たな卸資産の増減額（△は増加） 10,553 △3,747

仕入債務の増減額（△は減少） △5,383 47,495

その他 333 67,921

小計 636,405 585,490

利息及び配当金の受取額 237 120

利息の支払額 △3,493 △1,766

法人税等の還付額 92,947 1,954

法人税等の支払額 △3,539 △12,998

営業活動によるキャッシュ・フロー 722,558 572,800

投資活動によるキャッシュ・フロー   

定期預金の預入による支出 △8,130 △6,609

定期預金の払戻による収入 15,030 5,409

有形固定資産の取得による支出 △1,945 △3,484

有形固定資産の売却による収入 － 7,000

貸付金の回収による収入 1,337 －

長期前払費用の取得による支出 △4,508 △4,758

その他 △2,818 5,268

投資活動によるキャッシュ・フロー △1,034 2,825

財務活動によるキャッシュ・フロー   

長期借入金の返済による支出 △103,981 △41,901

社債の償還による支出 △8,000 △8,000

株式の発行による収入 330 －

自己株式の取得による支出 △5,360 －

財務活動によるキャッシュ・フロー △117,011 △49,901

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 604,512 525,724

現金及び現金同等物の期首残高 164,317 371,425

現金及び現金同等物の四半期末残高 768,829 897,149
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 該当事項はありません。 

  

 前第２四半期連結累計期間（自 平成20年10月１日 至 平成21年３月31日）及び当第２四半期連結累計期間

（自 平成21年10月１日 至 平成22年３月31日） 

 当連結グループは、直営店舗である「泳ぎとらふぐ料理専門店 とらふぐ亭」の運営を主たる業務とする単一 

事業を行っており、当該事業以外に事業の種類がないため、該当事項はありません。 

  

 前第２四半期連結累計期間（自 平成20年10月１日 至 平成21年３月31日）及び当第２四半期連結累計期間

（自 平成21年10月１日 至 平成22年３月31日） 

 本邦以外の国又は地域に所在する連結子会社及び在外支店がないため、該当事項はありません。 

  

 前第２四半期連結累計期間（自 平成20年10月１日 至 平成21年３月31日）及び当第２四半期連結累計期間

（自 平成21年10月１日 至 平成22年３月31日） 

 海外売上高がないため、該当事項はありません。 

  

 該当事項はありません。 

  

 該当事項はありません。  

  

  

（４）継続企業の前提に関する注記

（５）セグメント情報

〔事業の種類別セグメント情報〕

〔所在地別セグメント情報〕

〔海外売上高〕

（６）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記

６．その他の情報
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