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 （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、消費税等は含んでおりません。 

３．持分法を適用した場合の投資利益については関連会社が存在しないため、記載しておりません。  

  

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10期 

第２四半期 
累計期間 

第11期 
第２四半期 
累計期間 

第10期 
第２四半期 
会計期間 

第11期 
第２四半期 
会計期間 

第10期 

会計期間 

自平成20年 
９月１日 

至平成21年 
２月28日 

自平成21年 
９月１日 

至平成22年 
２月28日 

自平成20年 
12月１日 

至平成21年 
２月28日 

自平成21年 
12月１日 

至平成22年 
２月28日 

自平成20年 
９月１日 

至平成21年 
８月31日 

売上高（千円）  531,496  570,589  281,700  293,358  1,074,027

経常利益（千円）  124,725  140,746  76,525  58,697  227,831

四半期（当期）純利益（千円）  70,012  55,952  42,091  21,638  128,148

持分法を適用した場合の投資利益

（千円） 
 －  －  －  －  －

資本金（千円） － －  1,095,775  1,107,350  1,106,725

発行済株式総数（株） － －       54,504       55,131  55,101

純資産額（千円） － －  1,994,572  1,946,016  1,934,095

総資産額（千円） － －  2,203,919  2,195,589  2,203,038

１株当たり純資産額（円） － －  36,961.17  37,584.30  37,428.22

１株当たり四半期（当期）純利益

金額（円） 
 1,293.05  1,084.68  780.00  419.40       2,373.12

潜在株式調整後１株当たり四半期

（当期）純利益金額（円） 
 1,238.62  1,058.80  749.93  411.28  2,277.19

１株当たり配当額（円）  －  －  －  －  1,100

自己資本比率（％） － －  90.4  88.3  87.6

営業活動による 

キャッシュ・フロー（千円） 
 84,931  68,599 － －  216,163

投資活動による 

キャッシュ・フロー（千円） 
 △434,852  58,898 － －  △575,704

財務活動による 

キャッシュ・フロー（千円） 
 △76,723  △54,718 － －  △265,698

現金及び現金同等物の四半期末

（期末）残高（千円） 
－ －  617,578  491,763  418,984

従業員数（人） － －  45  53       47



 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。  

  

  

 当第２四半期会計期間において、重要な関係会社の異動はありません。 

  

  

提出会社の状況 

 （注） 従業員数欄の（外書）は、臨時従業員の当四半期会計期間における平均雇用人員であります。臨時従業員には

パートタイマー、アルバイトを含み、派遣社員を除いております。 

  

  

  

(1）生産実績 

 該当事項はありません。 

  

(2）受注状況 

 該当事項はありません。 

  

(3）販売実績 

 当第２四半期会計期間の販売実績を事業の部門別に示すと、次のとおりであります。 

 （注） 上記の金額には消費税等は含まれておりません。 

  

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。  

   

 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。  

  

２【事業の内容】

３【関係会社の状況】

４【従業員の状況】

  平成22年２月28日現在

従業員数（人） 53  (30)

第２【事業の状況】

１【生産、受注及び販売の状況】

事業部門別 
当第２四半期会計期間 

（自 平成21年12月１日 
至 平成22年２月28日） 

前年同四半期比（％） 

出前館事業 （千円）  290,158  105.1

広告代理事業 （千円）  750  31.6

駆けつけ館事業 （千円）  2,450  76.8

合計 （千円）  293,358  104.1

２【事業等のリスク】

３【経営上の重要な契約等】



  

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、政府の経済対策等により一部で持ち直しの動きが見られるもの

の、企業業績の悪化は続いており、これに伴う雇用不安や所得減少から、個人消費の復調水準は低いまま推移し、依

然として厳しい状況が続いております。 

このような環境の中、当社は一部では外食市場の環境悪化の影響を受けたものの、主力の出前館事業におきまし

て、平成21年12月に「出前館」サイトの更新を実施し、Ｔポイントの付与・利用、各種並べ替え機能の装備等の様々

なユーザビリティ向上を図りオーダー数の増加に取り組みました。 

また、同年同月にサイト更新に伴うシステム障害により、一部時間帯でサイト停止が発生したものの、影響は一

時的なものであり、オーダー数は四半期会計期間での過去 高記録を更新しております。 

以上の結果、当第２四半期会計期間の売上高は 千円（前年同期比4.1％増）、経常利益は 千円（前

年同期比23.3％減）、四半期純利益は 千円（前年同期比48.6％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（以下「資金」という）は、税引前四半期純利益等により、

直前四半期末に比べ 千円増加し、 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ける営業活動による資金の増加は、 千円（前年同四半期は 千円の増加）で

あります。これは主として税引前四半期純利益 千円及び仕入債務の増加額 千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） 

 当第２四半期会計期間における投資活動による資金の減少は、 千円（前年同四半期は 千円の増加）

であります。これは無形固定資産の取得による支出 千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） 

 当第２四半期会計期間における財務活動による資金の減少は、 千円（前年同四半期は 千円の減少）で

あります。これは配当金の支払いによる支出 千円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、当社が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。  

  

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】

293,358 58,697

21,638

11,047 491,763

72,254 79,294

39,524 32,947

33,303 374,160

33,303

27,903 1,613

27,903



(1）主要な設備の状況 

 当第２四半期会計期間において、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 

 該当事項はありません。 

  

①【株式の総数】 

  

②【発行済株式】 

 （注） 「提出日現在発行数」欄には、平成22年４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権利行使に

より発行された株式数は含まれておりません。 

第３【設備の状況】

第４【提出会社の状況】

１【株式等の状況】

（１）【株式の総数等】

種類 発行可能株式総数（株） 

普通株式  180,000

計  180,000

種類 
第２四半期会計期間末
現在発行数（株） 
（平成22年２月28日） 

提出日現在発行数（株） 
（平成22年４月13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  55,131  55,131
大阪証券取引所 

（ヘラクレス） 

当社は単元株制度を

採用しておりませ

ん。 

計  55,131  55,131 － － 



  

旧商法第280条ノ20及び旧商法第280条ノ21の規定に基づく新株予約権 

平成16年10月４日開催臨時株主総会特別決議（平成16年10月19日開催取締役会決議） 

 （注）１．当社が株式の分割または併合を行う場合、次の算式により目的となる株式の数を調整するものとします。た

だし、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的となる株式の数に

ついて行われ、調整の結果生じる１株未満の端株については、これを切り捨てるものとします。 

調整後株式数＝調整前株式数×分割または併合の比率 

また、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、当社が他社と株式交換

を行い完全親会社となる場合または当社が新設分割もしくは吸収分割を行う場合、当社は必要と認める株式

数の調整を行うことができるものとします。 

２．本新株予約権発行後下記の各事由が生じたときは、下記の各算式により調整された１株当たりの払込み金額

（以下、「行使価額」という。）に各新株予約権の目的たる株式の数を乗じた額とします。なお、調整後の

行使価額は１円未満の端数を切り上げるものとします。 

① 当社が株式分割または株式併合を行う場合 

② 当社が時価を下回る価額で新株を発行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

処分価額と読み替えるものとします。） 

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みません。 

３．新株予約権の行使の条件 

① 新株予約権の割当を受けた者が死亡した場合、相続人による本新株予約権の相続は認めないものとしま

す。 

② 新株予約権の割当を受けた者が権利行使時においても当社または当社子会社の取締役、監査役、執行役員

及び使用人の地位にあることを条件とします。 

③ その他の条件については、株主総会決議及び取締役会決議に基づき、当社と新株予約権者との間で締結し

た「新株予約権割当契約」に定めるところによります。 

４．当社は、平成19年７月13日開催の取締役会決議に基づき、平成19年９月１日付で１株を３株とする株式分割

を行っております。これにより「新株予約権の目的となる株式の数」、「新株予約権の行使時の払込金額」

及び「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」が調整されておりま

す。 

  

（２）【新株予約権等の状況】

  
第２四半期会計期間末現在 

（平成22年２月28日） 

新株予約権の数（個）  824

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） （注）１ 2,472

新株予約権の行使時の払込金額（円） （注）２ 100,002

新株予約権の行使期間 
自 平成18年10月４日 

至 平成26年10月３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     

33,334

16,667

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 新株予約権を譲渡するには取締役会の承認を要する。 

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 － 

調整後行使価額 ＝ 調整前行使価額 × 
１   

分割・併合の比率   

        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 

行使価額 
＝ 

調整前 

行使価額 
× 

調整前行使価額 

既発行株式数＋新規発行株式数 



平成17年８月15日開催臨時株主総会特別決議 

（平成17年８月15日開催取締役会決議、平成18年２月17日開催取締役会決議） 

 （注）１． 当社が株式の分割または併合を行う場合、次の算式により目的となる株式の数を調整するものとします。

ただし、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的となる株式の数

について行われ、調整の結果生じる１株未満の端株については、これを切り捨てるものとします。 

調整後株式数＝調整前株式数×分割または併合の比率 

また、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、当社が他社と株式交換

を行い完全親会社となる場合または当社が新設分割もしくは吸収分割を行う場合、当社は必要と認める株式

数の調整を行うことができるものとします。     

２．本新株予約権発行後下記の各事由が生じたときは、下記の各算式により調整された１株当たりの払込み金額

（以下、「行使価額」という。）に各新株予約権の目的たる株式の数を乗じた額とします。なお、調整後の

行使価額は１円未満の端数を切り上げるものとします。 

① 当社が株式分割または株式併合を行う場合 

② 当社が時価を下回る価額で新株を発行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

処分価額と読み替えるものとします。） 

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みません。 

３．新株予約権の行使の条件 

① 新株予約権の割当を受けた者が死亡した場合、相続人による本新株予約権の相続は認めないものとしま

す。 

② その他の条件については、当社と新株予約権者との間で締結した「新株予約権割当契約」に定めるところ

によります。 

４．当社は、平成19年７月13日開催の取締役会決議に基づき、平成19年９月１日付で１株を３株とする株式分割

を行っております。これにより「新株予約権の目的となる株式の数」、「新株予約権の行使時の払込金額」

及び「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」が調整されておりま

す。 

  

  
第２四半期会計期間末現在 

（平成22年２月28日） 

新株予約権の数（個）  400

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） （注）１ 1,200

新株予約権の行使時の払込金額（円） （注）２ 125,001

新株予約権の行使期間 
自 平成17年８月16日 

至 平成27年８月15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    

41,667

20,834

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 譲渡については取締役会の承認を要する。 

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 － 

調整後行使価額 ＝ 調整前行使価額 × 
１   

分割・併合の比率   

        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 

行使価額 
＝ 

調整前 

行使価額 
× 

調整前行使価額 

既発行株式数＋新規発行株式数 



会社法第236条、第238条及び第240条の規定に基づく新株予約権 

平成20年11月26日開催定時株主総会決議（平成20年12月12日開催取締役会決議）  

 （注）１．当社が株式の分割または併合を行う場合、次の算式により目的となる株式の数を調整するものとします。た

だし、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的となる株式の数に

ついて行われ、調整の結果生じる１株未満の端株については、これを切り捨てるものとします。 

調整後株式数＝調整前株式数×分割または併合の比率 

また、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、当社が他社と株式交換

を行い完全親会社となる場合または当社が新設分割もしくは吸収分割を行う場合、当社は必要と認める株式

数の調整を行うことができるものとします。 

２．本新株予約権発行後下記の各事由が生じたときは、下記の各算式により調整された１株当たりの払込み金額

（以下、「行使価額」という。）に各新株予約権の目的たる株式の数を乗じた額とします。なお、調整後の

行使価額は１円未満の端数を切り上げるものとします。 

① 当社が株式分割または株式併合を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整の結果生じる１円

未満の端数は切り上げるものとします。調整後行使価額は、株式分割の場合は株式分割の割当基準日の翌

日以降、株式併合の場合は株式併合の効力発生日の翌日以降にそれぞれ適用されるものとします。 

② 当社が時価を下回る価額で、自己株式を処分する場合または新株を発行する場合は、次の算式により行使

価額を調整し、調整の結果生じる１円未満の端数は切り上げるものとします。 

上記の算式において、「既発行株式数」とは、当社の発行済株式総数から当社が保有する自己株式の数を

控除した数とし、また、株式の新規発行を行う場合には「処分する自己株式数」を「新規発行株式数」と

読み替えるものとします。 

③ 当社が合併または会社分割を行う等、行使価額の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたとき、当社

は取締役会の決議をもって、合併または会社分割の条件等を勘案のうえ、合理的と認める行使価額の調整

を行うものとします。 

  
第２四半期会計期間末現在 

（平成22年２月28日） 

新株予約権の数（個）  428

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） （注）１ 428

新株予約権の行使時の払込金額（円） （注）２ 69,435

新株予約権の行使期間 
自 平成22年12月13日 

至 平成24年12月12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    

69,435

34,718

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 譲渡については取締役会の承認を要する。 

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）４ 

調整後行使価額 ＝ 調整前行使価額 × 
１   

分割・併合の比率   

        既発行 

株式数 
＋ 

処分する 

自己株式数 
× １株当たり払込金額 

調整後 

行使価額 
＝ 

調整前 

行使価額 
× 

１株当たりの時価 

既発行株式数＋処分する自己株式数 



３．新株予約権の行使の条件 

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当社、当社子会社又

は当社関連会社の取締役、監査役または使用人のいずれかの地位を有していることを要します。ただし、

定年または会社都合による退職、その他取締役会が正当な理由があると認めた場合はこの限りではないも

のとします。 

②  各新株予約権は、１個につきその全部を行使することを要し、一部行使はできないものとします。 

③ その他の条件については、取締役会決議に基づき、当社と新株予約権者との間で締結した「新株予約権割

当契約」に定めるところによります。 

４．組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 

 当社は、会社法第236条第１項第８号イからホまでに掲げる行為(以下「組織再編成行為」という。)をす

る場合において、以下の条件に基づき、会社法第236条第１項第８号イからホまでに定める株式会社(以下

「組織再編成対象会社」という。)の新株予約権を交付することとします。ただし、以下の条件に従って組

織再編成対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計

画、株式交換契約または株式移転計画において定めることを条件とします。 

① 交付する組織再編成対象会社の新株予約権の数 

新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付します。 

② 新株予約権の目的である組織再編成対象会社の株式の種類 

組織再編成対象会社の普通株式とします。 

③ 新株予約権の目的である組織再編成対象会社の株式の数 

組織再編成行為の条件等を勘案のうえ、新株予約権の目的となる株式の種類及び数に準じて決定します。

④ 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額 

交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、新株予約権の行使に際して払い込むべ

き金額（新株予約権の行使に際して出資される財産の価額）」に従って定める調整後行使価額に、上記③

に従って決定される当該各新株予約権の目的である組織再編成対象会社の株式の数を乗じて得られる金額

とします。 

⑤ 新株予約権を行使することができる期間 

新株予約権の行使期間の開始日または組織再編成行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、新株予約

権の行使期間の満了日までとします。 

⑥ 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項 

新株予約権の行使により株券を発行する場合の当該株券の発行価格のうちの資本組入額に準じて決定しま

す。 

⑦ 譲渡による新株予約権の取得の制限 

譲渡による新株予約権の取得については、組織再編成対象会社の取締役会の承認を要します。  

  



  

平成20年11月26日開催取締役会決議（平成21年12月11日開催定時株主総会決議）  

 （注）１．当社が株式の分割または併合を行う場合、次の算式により目的となる株式の数を調整するものとします。た

だし、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的となる株式の数に

ついて行われ、調整の結果生じる１株未満の端株については、これを切り捨てるものとします。  

調整後株式数＝調整前株式数×分割または併合の比率 

また、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、当社が他社と株式交換

を行い完全親会社となる場合または当社が新設分割もしくは吸収分割を行う場合、当社は必要と認める株式

数の調整を行うことができるものとします。 

    ２．本新株予約権発行後下記の各事由が生じたときは、下記の各算式により調整された１株当たりの払込み金額

（以下、「行使価額」という。）に各新株予約権の目的たる株式の数を乗じた額とします。なお、調整後の

行使価額は１円未満の端数を切り上げるものとします。 

    ① 当社が株式分割または株式併合を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整の結果生じる１円未

満の端数は切り上げるものとします。 

調整後行使価額は、株式分割の場合は株式分割の割当基準日の翌日以降、株式併合の場合は株式併合の効力

発生日の翌日以降にそれぞれ適用されるものとします。  

    ② 当社が時価を下回る価額で、自己株式を処分する場合または新株を発行する場合は、次の算式により行使価

額を調整し、調整の結果生じる１円未満の端数は切り上げるものとします。 

      上記の算式において、「既発行株式数」とは、当社の発行済株式総数から当社が保有する自己株式の数を控

除した数とし、また、株式の新規発行を行う場合には「処分する自己株式数」を「新規発行株式数」と読み

替えるものとします。  

    ③ 当社が合併または会社分割を行う等、行使価額の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたとき、当社は

取締役会の決議をもって、合併または会社分割の条件等を勘案のうえ、合理的と認める行使価額の調整を行

うものとします。  

  
第２四半期会計期間末現在 

（平成22年２月28日） 

新株予約権の数（個）  551

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） （注）１ 551

新株予約権の行使時の払込金額（円） （注）２ 53,419

新株予約権の行使期間 
自 平成24年1月5日 

至 平成26年1月4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    

53,419

26,710

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 譲渡については取締役会の承認を要する。 

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）４ 

調整後行使価額 ＝ 調整前行使価額 × 
１   

分割・併合の比率   

        既発行 

株式数 
＋ 

処分する 

自己株式数 
× １株当たり払込金額 

調整後 

行使価額 
＝ 

調整前 

行使価額 
× 

１株当たりの時価 

既発行株式数＋処分する自己株式数 



３．新株予約権の行使の条件 

① 新株予約権の割当てを受けた者（以下「新株予約権者」という。）は、権利行使時において当社、当社子

会社または当社関連会社の取締役、監査役または使用人のいずれかの地位を有していることを要します。

ただし、定年または会社都合による退職、その他取締役会が正当な理由があると認めた場合はこの限りで

はありません。 

② 各新株予約権は、１個につきその全部を行使することを要し、一部行使はできないものとします。 

③ その他の条件については、取締役会決議に基づき、当社と新株予約権者との間で締結した「新株予約権割

当契約」に定めるところによります。  

    ４．組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 

      当社は、会社法第236条第１項第８号イからホまでに掲げる行為(以下「組織再編成行為」という。)をする

場合において、以下の条件に基づき、会社法第236条第１項第８号イからホまでに定める株式会社(以下「組

織再編成対象会社」という。)の新株予約権を交付することとします。ただし、以下の条件に従って組織再

編成対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、

株式交換契約または株式移転計画において定めることを条件とします。     

① 交付する組織再編成対象会社の新株予約権の数 

  新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付します。 

② 新株予約権の目的である組織再編成対象会社の株式の種類 

  組織再編成対象会社の普通株式とします。 

③ 新株予約権の目的である組織再編成対象会社の株式の数 

  組織再編行為の条件等を勘案のうえ、上記新株予約権の目的である株式の種類及び新株予約権の目的であ

る株式の数に準じて決定します。 

④ 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額 

  交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、新株予約権の行使に際して払い込むべ

き金額（新株予約権の行使に際して出資される財産の価額）」に従って定める調整後行使価額に、上記③

に従って決定される当該各新株予約権の目的である組織再編成対象会社の株式の数を乗じて得られる金額

とします。 

⑤ 新株予約権を行使することができる期間 

  新株予約権の行使期間の開始日または組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、新株予約権

の行使期間の満了日までとします。 

⑥ 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項 

  新株予約権の行使により株券を発行する場合の当該株券の発行価格のうちの資本組入額に準じて決定しま

す。 

⑦ 譲渡による新株予約権の取得の制限 

  譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の承認を要します。 

  



 該当事項はありません。  

  

  

  

  

（注）１．上記のほか、自己株式が3,538株あります。 

２．フォルティス・アセットマネジメント株式会社から、平成21年５月８日付の大量保有報告書の写しの送付があ

り、平成21年４月30日現在で以下のとおり株式を保有している旨の報告を受けておりますが、当社として当第

２四半期会計期間末における実質所有株式数の確認ができませんので、上記大株主の状況には含めておりませ

ん。 

  

  

（３）【ライツプランの内容】

（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12月１日～ 

平成22年２月28日 
 －  55,131  －  1,107,350  －  658,450

（５）【大株主の状況】

  平成22年２月28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(％) 

カルチュア・コンビニエンス・クラ

ブ株式会社  
大阪府大阪市北区梅田2-5-25   16,500  29.92

ヤフー株式会社 東京都港区赤坂9-7-1   5,100  9.25

中村利江 大阪府大阪市中央区   4,808  8.72

日本マスタートラスト信託銀行株式

会社（信託口） 
東京都港区浜松町2-11-3   4,019  7.28

株式会社光通信 東京都豊島区南池袋1-16-15   3,414  6.19

日本トラスティ・サービス信託銀行

株式会社（信託口） 
東京都中央区晴海1-8-11   1,732  3.14

日興シティ信託銀行株式会社（投信

口） 
東京都品川区東品川2-3-14   1,200  2.17

藤岡義久 大阪府大阪市中央区   539  0.97

モルガンスタンレーアンドカンパニ

ーインターナショナルピーエルシー 

常任代理人 モルガン・スタンレー

証券株式会社  

東京都渋谷区恵比寿4-20-3  505  0.91

野村證券株式会社 東京都中央区日本橋1-9-1  460  0.83

計 －  38,277  69.42

氏名又は名称 住所 
保有株券等の数 

（株） 
株券等保有割合 

（％） 

フォルティス・アセ

ットマネジメント株

式会社 

東京都港区東新橋１－９－２ 株式    2,832  5.18



①【発行済株式】 

平成22年２月28日現在

  

  

②【自己株式等】 

平成22年２月28日現在

  

  

【当該四半期累計期間における月別 高・ 低株価】 

 （注） 高・ 低株価は、大阪証券取引所ヘラクレスにおけるものであります。 

  

 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。  

  

  

（６）【議決権の状況】

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     3,538  －  － 

 完全議決権株式（その他） 普通株式      51,593    51,593  － 

 発行済株式総数           55,131  －  － 

 総株主の議決権  －    51,593  － 

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（％） 

夢の街創造委員

会株式会社 

大阪市中央区北

久宝寺町4-4-2 
 3,538  －  3,538    6.41

計 －  3,538  －  3,538  6.41

２【株価の推移】

月別 
平成21年 
９月 

10月 11月 12月 
平成22年 

１月 
２月 

高（円）  71,000  65,100  60,500  53,500  53,500  51,900

低（円）  58,600  56,800  45,500  48,500  48,100  46,600

３【役員の状況】



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20年12月１日から平成21年２月28日まで）及び前第２四半期累計期間（平成20

年９月１日から平成21年２月28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

21年12月１日から平成22年２月28日まで）及び当第２四半期累計期間（平成21年９月１日から平成22年２月28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20年12月１日から平成

21年２月28日まで）及び前第２四半期累計期間（平成20年９月１日から平成21年２月28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21年12月１日から平成22年２月28日まで）及び当第２四半期累計期間（平成21

年９月１日から平成22年２月28日まで）に係る四半期財務諸表について、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。 

  

３．四半期連結財務諸表について 

 当社は子会社はありませんので、四半期連結財務諸表を作成しておりません。 

第５【経理の状況】



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２月28日) 

前事業年度末に係る 
要約貸借対照表 

(平成21年８月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 991,763 818,984

売掛金 171,843 146,724

前払費用 5,926 5,816

繰延税金資産 31,012 33,106

未収収益 540 47,893

未収入金 － 10,500

その他 4,392 46

貸倒引当金 △7,311 △7,043

流動資産合計 1,198,167 1,056,028

固定資産   

有形固定資産   

建物 8,004 8,004

減価償却累計額 △2,679 △2,290

建物（純額） 5,324 5,714

工具、器具及び備品 95,487 94,945

減価償却累計額 △74,157 △68,121

工具、器具及び備品（純額） 21,329 26,823

土地 139 139

有形固定資産合計 26,793 32,676

無形固定資産   

ソフトウエア 201,768 163,260

その他 12,336 2,560

無形固定資産合計 214,104 165,821

投資その他の資産   

投資有価証券 683,243 668,600

長期預金 － 200,000

破産更生債権等 445 1,981

長期前払費用 1,142 1,434

差入保証金 19,822 19,822

繰延税金資産 51,486 57,826

その他 828 828

貸倒引当金 △445 △1,981

投資その他の資産合計 756,523 948,512

固定資産合計 997,421 1,147,010

資産合計 2,195,589 2,203,038



（単位：千円）

当第２四半期会計期間末 
(平成22年２月28日) 

前事業年度末に係る 
要約貸借対照表 

(平成21年８月31日) 

負債の部   

流動負債   

未払金 203,384 148,485

未払費用 1,400 1,329

未払法人税等 33,657 43,345

未払消費税等 3,726 8,368

前受金 291 258

預り金 5,828 2,727

前受収益 912 533

ポイント引当金 － 63,769

その他 371 124

流動負債合計 249,573 268,942

負債合計 249,573 268,942

純資産の部   

株主資本   

資本金 1,107,350 1,106,725

資本剰余金 658,450 657,825

利益剰余金 487,700 488,466

自己株式 △240,358 △240,358

株主資本合計 2,013,142 2,012,659

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △74,055 △82,747

評価・換算差額等合計 △74,055 △82,747

新株予約権 6,929 4,184

純資産合計 1,946,016 1,934,095

負債純資産合計 2,195,589 2,203,038



（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20年９月１日 

 至 平成21年２月28日) 

当第２四半期累計期間 
(自 平成21年９月１日 

 至 平成22年２月28日) 

売上高 531,496 570,589

売上原価 82,323 115,368

売上総利益 449,173 455,220

販売費及び一般管理費 ※1  351,670 ※1  318,424

営業利益 97,502 136,796

営業外収益   

受取利息 27,033 3,597

その他 568 390

営業外収益合計 27,602 3,987

営業外費用   

株式交付費 71 37

自己株式取得費用 302 －

その他 5 －

営業外費用合計 379 37

経常利益 124,725 140,746

特別利益   

ポイント引当金戻入額 － 39,482

特別利益合計 － 39,482

特別損失   

ソフトウエア臨時償却費 － ※2  61,520

会員権評価損 2,578 －

システム障害対応費 － ※3  19,173

特別損失合計 2,578 80,694

税引前四半期純利益 122,147 99,534

法人税、住民税及び事業税 63,573 41,100

法人税等調整額 △11,438 2,482

法人税等合計 52,134 43,582

四半期純利益 70,012 55,952



【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20年12月１日 

 至 平成21年２月28日) 

当第２四半期会計期間 
(自 平成21年12月１日 

 至 平成22年２月28日) 

売上高 281,700 293,358

売上原価 42,393 73,129

売上総利益 239,306 220,229

販売費及び一般管理費 ※1  177,593 ※1  162,344

営業利益 61,713 57,884

営業外収益   

受取利息 14,727 619

その他 124 193

営業外収益合計 14,851 813

営業外費用   

株式交付費 37 －

その他 2 －

営業外費用合計 40 －

経常利益 76,525 58,697

特別損失   

会員権評価損 2,578 －

システム障害対応費 － ※2  19,173

特別損失合計 2,578 19,173

税引前四半期純利益 73,947 39,524

法人税、住民税及び事業税 41,024 19,525

法人税等調整額 △9,169 △1,639

法人税等合計 31,855 17,886

四半期純利益 42,091 21,638



（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20年９月１日 

 至 平成21年２月28日) 

当第２四半期累計期間 
(自 平成21年９月１日 

 至 平成22年２月28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 122,147 99,534

減価償却費 29,388 37,993

会員権評価損 2,578 －

株式報酬費用 1,565 2,744

貸倒引当金の増減額（△は減少） 1,894 △1,267

ポイント引当金の増減額（△は減少） 31,534 △63,769

ソフトウエア臨時償却費 － 61,520

システム障害対応費 － 19,173

受取利息及び受取配当金 △27,033 △3,597

株式交付費 71 37

自己株式取得費用 302 －

売上債権の増減額（△は増加） △8,562 △23,583

仕入債務の増減額（△は減少） 5,484 △46,702

その他 1,362 5,646

小計 160,734 87,732

利息及び配当金の受取額 7,752 50,950

システム障害対応費の支払額 － △19,173

法人税等の支払額 △83,554 △50,909

営業活動によるキャッシュ・フロー 84,931 68,599

投資活動によるキャッシュ・フロー   

定期預金の払戻による収入 500,000 200,000

定期預金の預入による支出 △100,000 △100,000

有形固定資産の取得による支出 △1,083 △541

無形固定資産の取得による支出 △34,019 △40,559

投資有価証券の取得による支出 △800,000 －

その他 250 －

投資活動によるキャッシュ・フロー △434,852 58,898

財務活動によるキャッシュ・フロー   

株式の発行による収入 7,179 1,212

配当金の支払額 △48,604 △55,931

自己株式の取得による支出 △35,298 －

財務活動によるキャッシュ・フロー △76,723 △54,718

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △426,644 72,778

現金及び現金同等物の期首残高 1,044,222 418,984

現金及び現金同等物の四半期末残高 ※  617,578 ※  491,763



当第２四半期累計期間（自 平成21年９月１日 至 平成22年２月28日） 

該当事項はありません。  

  

当第２四半期累計期間（自 平成21年９月１日 至 平成22年２月28日） 

該当事項はありません。 

  

当第２四半期累計期間（自 平成21年９月１日 至 平成22年２月28日） 

該当事項はありません。 

  

【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】

【簡便な会計処理】

【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】

【追加情報】

当第２四半期累計期間 
（自 平成21年９月１日 
至 平成22年２月28日） 

（システム障害に係る損失補てん交渉について） 

 当第２四半期会計期間において出前館システム更新の不具合が発生したことによる損失を四半期損益計算書の特別損

失に計上しております。なお、当社は、出前館システム更新の開発委託先との間で、更新処理に伴うシステム障害に関

し、損失賠償を含む解決に向けた協議を行うことに合意し、協議を開始しております。  



  

  

  

【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２月28日） 

前事業年度末 
（平成21年８月31日） 

― ―  

（四半期損益計算書関係）

前第２四半期累計期間 
（自 平成20年９月１日 
至 平成21年２月28日） 

当第２四半期累計期間 
（自 平成21年９月１日 

至 平成22年２月28日） 

※１．販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額は

次のとおりであります。 

― 

  

  

― 

広告宣伝費 40,855千円 

ポイント引当金繰入額 62,134  

貸倒引当金繰入額 3,034  

役員報酬 20,703  

給与手当 96,440  

減価償却費 4,448  

旅費交通費 13,901  

求人費 13,867  

地代家賃 12,482  

支払手数料 22,506  

※１．販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額は

次のとおりであります。 

  

※２．ソフトウエア臨時償却費は、出前館システム更新に

伴い旧システムの耐用年数を見直したことによるソ

フトウエア資産の臨時償却費であります。 

※３．システム障害対応費は、出前館システム更新の不具

合の解消に費やした臨時費用であります。  

広告宣伝費 40,821千円 

貸倒引当金繰入額 2,014  

役員報酬 27,105  

給与手当 94,566  

減価償却費 6,499  

旅費交通費 15,687  

求人費 11,227  

地代家賃 12,566  

支払手数料 22,800  

前第２四半期会計期間 
（自 平成20年12月１日 
至 平成21年２月28日） 

当第２四半期会計期間 
（自 平成21年12月１日 

至 平成22年２月28日） 

※１．販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額は

次のとおりであります。 

― 

広告宣伝費 22,908千円 

ポイント引当金繰入額 28,390  

貸倒引当金繰入額 708  

役員報酬 12,303  

給与手当 51,648  

減価償却費 2,310  

旅費交通費 7,018  

求人費 5,638  

地代家賃 6,184  

支払手数料 12,178  

※１．販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額は

次のとおりであります。 

  

※２．システム障害対応費は、出前館システム更新の不具

合の解消に費やした臨時費用であります。 

広告宣伝費 18,567千円 

貸倒引当金繰入額 1,098  

役員報酬 14,802  

給与手当 45,638  

減価償却費 3,121  

旅費交通費 7,639  

求人費 3,944  

地代家賃 6,382  

支払手数料 11,115  



  

当第２四半期会計期間末（平成22年２月28日）及び当第２四半期累計期間（自 平成21年９月１日 至 平成22

年２月28日） 

１．発行済株式の種類及び総数 

 普通株式         55,131株  

  

２．自己株式の種類及び株式数 

 普通株式          3,538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    千円  

  

４．配当に関する事項 

 配当金支払額  

  

  

（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20年９月１日 
至 平成21年２月28日） 

当第２四半期累計期間 
（自 平成21年９月１日 

至 平成22年２月28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２月28日現在） 

現金及び預金 717,578千円

預入期間が３か月を超える定期預金  △100,000  

現金及び現金同等物 617,578  

※ 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２月28日現在） 

現金及び預金 991,763千円

預入期間が３か月を超える定期預金  △500,000  

現金及び現金同等物 491,763  

（株主資本等関係）

6,929

（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11月27日 

定時株主総会  
普通株式  56,719  1,100 平成21年８月31日 平成21年11月30日 利益剰余金 



当第２四半期会計期間末（平成22年２月28日） 

該当事項はありません。 

  

  

 当第２四半期会計期間末（平成22年２月28日） 

  当社は、デリバティブ取引を行っておりませんので、該当事項はありません。  

  

 前第２四半期累計期間（自 平成20年９月１日 至 平成21年２月28日） 

及び、前第２四半期会計期間（自 平成20年12月１日 至 平成21年２月28日） 

  該当事項はありません。 

  

 当第２四半期累計期間（自 平成21年９月１日 至 平成22年２月28日） 

及び、当第２四半期会計期間（自 平成21年12月１日 至 平成22年２月28日） 

  該当事項はありません。 

  

当第２四半期会計期間（自 平成21年12月１日 至 平成22年２月28日） 

１．ストック・オプションに係る当第２四半期会計期間における費用計上及び科目名 

売上原価   千円       販売費及び一般管理費     千円 

  

２．当第２四半期会計期間に付与したストック・オプションの内容  

  

（有価証券関係）

（デリバティブ取引関係）

（持分法損益等）

（ストック・オプション等関係）

221 1,707

  第７回新株予約権 

 付与対象者の区分及び人数  当社取締役 ３名、監査役 １名、当社従業員 47名 

 株式の種類別のストック・オプションの付与数  普通株式 551株 

 付与日  平成22年１月４日 

 権利確定条件 

 新株予約権の割当を受けたものは、権利行使時にお

いて当社、当社子会社又は当社関連会社の取締役、

監査役または使用人のいずれかの地位を有している

ことを要する。 

 対象勤務期間  自 平成22年１月５日 至 平成24年１月４日 

 権利行使期間  自 平成24年１月５日 至 平成26年１月４日 

 権利行使価格（円）  53,419

 付与日における公正な評価単価（円）  16,407



１．１株当たり純資産額 

  

２．１株当たり四半期純利益金額等 

 （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。 

  

（１株当たり情報）

当第２四半期会計期間末 
（平成22年２月28日） 

前事業年度末 
（平成21年８月31日） 

１株当たり純資産額 37,584.30円 １株当たり純資産額 37,428.22円

前第２四半期累計期間 
（自 平成20年９月１日 
至 平成21年２月28日） 

当第２四半期累計期間 
（自 平成21年９月１日 

至 平成22年２月28日） 

１株当たり四半期純利益金額 1,293.05円

潜在株式調整後１株当たり四半期

純利益金額 
1,238.62円

１株当たり四半期純利益金額 1,084.68円

潜在株式調整後１株当たり四半期

純利益金額 
1,058.80円

  
前第２四半期累計期間 

（自 平成20年９月１日 
至 平成21年２月28日） 

当第２四半期累計期間 
（自 平成21年９月１日 

至 平成22年２月28日） 

１株当たり四半期純利益金額     

四半期純利益（千円）  70,012  55,952

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）  70,012  55,952

期中平均株式数（株）  54,145  51,584

      

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）  2,379  1,260

（うち新株予約権（株））  (2,379)  (1,260)

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 

 －  － 



 （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２四半期会計期間（自 平成21年12月１日 至 平成22年２月28日） 

  該当事項はありません。 

  

  

 当第２四半期会計期間（自 平成21年12月１日 至 平成22年２月28日） 

 該当事項はありません。 

  

前第２四半期会計期間 
（自 平成20年12月１日 
至 平成21年２月28日） 

当第２四半期会計期間 
（自 平成21年12月１日 

至 平成22年２月28日） 

１株当たり四半期純利益金額 780.00円

潜在株式調整後１株当たり四半期

純利益金額 
749.93円

１株当たり四半期純利益金額 419.40円

潜在株式調整後１株当たり四半期

純利益金額 
411.28円

  
前第２四半期会計期間 

（自 平成20年12月１日 
至 平成21年２月28日） 

当第２四半期会計期間 
（自 平成21年12月１日 

至 平成22年２月28日） 

１株当たり四半期純利益金額     

四半期純利益（千円）  42,091  21,638

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）  42,091  21,638

期中平均株式数（株）  53,964  51,593

      

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）  2,163  1,019

（うち新株予約権（株））  (2,163)  (1,019)

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）

（リース取引関係）



 該当事項はありません。 

  

  

２【その他】



 該当事項はありません。 
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