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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11期 

第２四半期 
累計期間 

第12期 
第２四半期 
累計期間 

第11期 
第２四半期 
会計期間 

第12期 
第２四半期 
会計期間 

第11期 

会計期間 

自平成21年 
９月１日 

至平成22年 
２月28日 

自平成22年 
９月１日 

至平成23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22年 
12月１日 

至平成23年 
２月28日 

自平成21年 
９月１日 

至平成22年 
８月31日 

売上高（千円）  570,589  624,422  293,358  334,415  1,157,695

経常利益（千円）  140,746  131,824  58,697  82,709  239,241

四半期（当期）純利益（千円）  55,952  73,073  21,638  47,688  122,948

持分法を適用した場合の投資利益

（千円） 
 －  －  －  －  －

資本金（千円） － －  1,107,350  1,107,350  1,107,350

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

純資産額（千円） － －  1,946,016  2,071,993  2,002,309

総資産額（千円） － －  2,195,589  2,223,257  2,120,461

１株当たり純資産額（円） － －  37,584.30  39,894.29  38,597.22

１株当たり四半期（当期）純利益

金額（円） 
 1,084.68  1,416.34  419.40  924.32       2,383.23

潜在株式調整後１株当たり四半期

（当期）純利益金額（円） 
 1,058.80  1,403.53  411.28  909.42  2,331.67

１株当たり配当額（円）  －  －  －  －  900

自己資本比率（％） － －  88.3  92.6  93.9

営業活動による 

キャッシュ・フロー（千円） 
 68,599  139,173 － －  157,429

投資活動による 

キャッシュ・フロー（千円） 
 58,898  △113,481 － －  △117,651

財務活動による 

キャッシュ・フロー（千円） 
 △54,718  △46,048 － －  △55,274

現金及び現金同等物の四半期末

（期末）残高（千円） 
－ －  491,763  383,130  403,487

従業員数（人） － －  53  55       53
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 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について、当社は出前館事業の単一セグメントとしているため、基盤となる出

前館事業並びにその関連事業ごとに示すと、次のとおりであります。  

 （注）１．上記の金額には消費税等は含まれておりません。 

２．当第１四半期会計期間より、開示項目の見直しを行い、基盤となる出前館事業についてはその内訳を記載

し、また、広告代理事業及び駆けつけ館事業は関連事業としてまとめて記載しております。なお、これによ

る事業区分に与える影響はないため、前年同期比較を行っております。 

   

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23年２月28日現在

従業員数（人） 55  (38)

第２【事業の状況】

１【生産、受注及び販売の状況】

区分  

当第２四半期会計期間 
（自 平成22年12月１日 

至 平成23年２月28日） 前年同四半期比（％） 

（千円） 

出前館事業 

基本運営費  63,374  105.7

オーダー手数料  216,753  110.5

広告収入  18,572  98.3

その他  33,815  223.0

 小計  332,516  114.6

関連事業   1,899  59.4

合計  334,415  114.0

２【事業等のリスク】

３【経営上の重要な契約等】
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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、企業収益に一部持ち直しの動きが見られるものの、政府の経済対

策の一部終了や雇用情勢の冷え込み、円高基調の為替相場等、引続き先行き不透明な状況が続いております。 

外食業界においても、個人所得の低迷や雇用環境への不安による節約志向が継続しており、引続き厳しい環境が

続いております。 

このような経営環境の中、当社は本事業年度から取り組み始めた３ヵ年中期経営計画に則り、会員、加盟店、地

域の観点からオーダー数の拡大に注力するとともに、ネットスーパー店舗の新規獲得、オーダー数の向上に注力して

まいりました。 

基盤となる出前館事業におきましては、当第２四半期末における会員数は約380万人、加盟店舗数は10,213店とな

り順調に増加を続けています。オーダー数に関しては、年末年始の繁忙期にシステムを安定稼働させたことに加え

て、12月にiPhone専用アプリ「出前館」をリリースしたことや加盟店開拓の地域戦略を積極的に推進したことにより

約184万件となり前年同期164万件を大きく上回る結果となりました。 

出前館事業の売上内訳は、基本運営費が 千円（前年同期比5.7％増）、オーダー手数料が 千円（前

年同期比10.5％増）、広告収入が 千円（前年同期比1.7％減）及びその他が 千円（前年同期比123.0％

増）となりオーダー手数料を中心に大幅に売上を増加いたしました。 

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14.0％増）、経常利益は 千円（前

年同期比40.9％増）、四半期純利益は 千円（前年同期比120.4％増）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 千円の減少）で

あります。これは主として税引前四半期純利益 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 千円の減少）で

あります。これは無形固定資産の取得による支出 千円、また、有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】

63,374 216,753

18,572 33,815

334,415 82,709

47,688

10,670 383,130

91,649 72,254

82,079

70,738 33,303

68,781 1,882

10,240 27,903

10,240
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(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 

 当第２四半期会計期間において、前四半期会計期間末において計画中であった重要な設備の新設について重要な

変更があったものは、次のとおりです。なお、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。 

 出前館事業において導入を予定しておりましたソフトウェア資産については、計画の一部見直しを行ったことな

どにより、完成予定年月を平成23年５月から平成23年８月に延期しております。 

  

  

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23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23年２月28日） 

提出日現在発行数（株） 
（平成23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 

ＪＡＳＤＡＱ 

（スタンダード） 

当社は単元株制度を

採用しておりませ

ん。 

計  55,131  55,131 － － 
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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23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 
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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23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 
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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23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）１ 400

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 
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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。  
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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23年２月28日） 

新株予約権の数（個）  442

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）１ 442

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 
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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。  

  

（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】
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 該当事項はありません。  

  

  

  

（４）【ライツプランの内容】

（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12月１日～ 

平成23年２月28日 
 －  55,131  －  1,107,350  －  658,450
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（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、当社として期末

時点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。 

  

  

  

（６）【大株主の状況】

  平成23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   4,159  7.54

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   1,333  2.41

藤岡義久 大阪府大阪市中央区   989  1.79

野村證券株式会社 東京都中央区日本橋1-9-1  562  1.01

株式会社フォーシーズ 東京都港区南青山5-12-4  450  0.81

エイチ・エス・アシスト株式会社 東京都中央区銀座6-10-16  400  0.72

計 －  37,715  68.40

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  5.13
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①【発行済株式】 

  

  

②【自己株式等】 

  

  

【当該四半期累計期間における月別 高・ 低株価】 

 （注）当社は、大阪証券取引所ヘラクレスに上場しておりましたが、平成22年10月12日付で新たに開設された同

取引所ＪＡＳＤＡＱに統合されております。従って、それ以前は大阪証券取引所ヘラクレスであり、平成

22年10月12日以降は、大阪証券取引所ＪＡＳＤＡＱ（スタンダード）の株価であります。 

  

  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。 

退任役員 

（注）取締役谷田昌広氏は、会社法第２条第15号に定める社外取締役であります。  

（７）【議決権の状況】

  平成23年２月28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     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  － 

  平成23年２月28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（％） 

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22年 
９月 

10月 11月 12月 
平成23年 

１月 
２月 

高（円）  43,200  35,850  40,000  45,100  51,500  61,500

低（円）  32,100  32,450  33,650  37,900  42,250  47,000

３【役員の状況】

役名 職名 氏名 退任年月日 

取締役 － 谷田 昌広 平成23年３月11日 
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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12月１日から平成22年２月28日まで）及び前第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12月１日から平成23年２月28日まで）及び当第２四半期累計期間（平成22年９月１日から平成23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21年12月１日から平成

22年２月28日まで）及び前第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

表並びに当第２四半期会計期間（平成22年12月１日から平成23年２月28日まで）及び当第２四半期累計期間（平成22

年９月１日から平成23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。 

第５【経理の状況】
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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23年２月28日) 

前事業年度末に係る 
要約貸借対照表 

(平成22年８月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 883,130 903,487

売掛金 183,970 171,008

前払費用 6,222 4,992

繰延税金資産 23,552 27,847

未収収益 451 676

未収入金 5,656 2,844

その他 741 46

貸倒引当金 △10,465 △8,876

流動資産合計 1,093,261 1,102,026

固定資産   

有形固定資産   

建物 10,009 8,004

減価償却累計額 △3,569 △3,068

建物（純額） 6,439 4,935

工具、器具及び備品 107,899 103,937

減価償却累計額 △88,054 △82,255

工具、器具及び備品（純額） 19,845 21,681

土地 139 139

有形固定資産合計 26,424 26,756

無形固定資産   

ソフトウエア 250,218 214,036

ソフトウエア仮勘定 71,528 36,146

無形固定資産合計 321,746 250,183

投資その他の資産   

投資有価証券 726,275 658,418

破産更生債権等 176 445

長期前払費用 558 850

差入保証金 19,353 19,822

繰延税金資産 34,809 61,575

その他 828 828

貸倒引当金 △176 △445

投資その他の資産合計 781,825 741,494

固定資産合計 1,129,996 1,018,435

資産合計 2,223,257 2,120,461
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（単位：千円）

当第２四半期会計期間末 
(平成23年２月28日) 

前事業年度末に係る 
要約貸借対照表 

(平成22年８月31日) 

負債の部   

流動負債   

未払金 82,856 77,444

未払費用 1,797 2,086

未払法人税等 54,964 30,309

未払消費税等 8,210 4,077

前受金 228 371

預り金 3,177 2,975

前受収益 － 711

その他 29 175

流動負債合計 151,263 118,151

負債合計 151,263 118,151

純資産の部   

株主資本   

資本金 1,107,350 1,107,350

資本剰余金 658,450 658,450

利益剰余金 581,335 554,695

自己株式 △240,358 △240,358

株主資本合計 2,106,777 2,080,138

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △48,511 △88,791

評価・換算差額等合計 △48,511 △88,791

新株予約権 13,727 10,963

純資産合計 2,071,993 2,002,309

負債純資産合計 2,223,257 2,120,461
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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９月１日 
 至 平成22年２月28日) 

当第２四半期累計期間 
(自 平成22年９月１日 

 至 平成23年２月28日) 

売上高 570,589 624,422

売上原価 115,368 162,816

売上総利益 455,220 461,606

販売費及び一般管理費 ※1  318,424 ※  331,472

営業利益 136,796 130,133

営業外収益   

受取利息 3,597 871

雑収入 － 819

その他 390 －

営業外収益合計 3,987 1,691

営業外費用   

株式交付費 37 －

営業外費用合計 37 －

経常利益 140,746 131,824

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 －

システム障害対応費 ※3  19,173 －

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 1,710

特別損失合計 80,694 1,710

税引前四半期純利益 99,534 130,114

法人税、住民税及び事業税 41,100 53,557

法人税等調整額 2,482 3,483

法人税等合計 43,582 57,041

四半期純利益 55,952 73,073
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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12月１日 
 至 平成22年２月28日) 

当第２四半期会計期間 
(自 平成22年12月１日 

 至 平成23年２月28日) 

売上高 293,358 334,415

売上原価 73,129 84,662

売上総利益 220,229 249,753

販売費及び一般管理費 ※1  162,344 ※  167,598

営業利益 57,884 82,154

営業外収益   

受取利息 619 427

雑収入 － 127

その他 193 －

営業外収益合計 813 555

経常利益 58,697 82,709

特別損失   

システム障害対応費 ※2  19,173 －

特別損失合計 19,173 －

税引前四半期純利益 39,524 82,709

法人税、住民税及び事業税 19,525 35,444

法人税等調整額 △1,639 △422

法人税等合計 17,886 35,021

四半期純利益 21,638 47,688

－　18　－



（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９月１日 

 至 平成22年２月28日) 

当第２四半期累計期間 
(自 平成22年９月１日 

 至 平成23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 99,534 130,114

減価償却費 37,993 38,509

株式報酬費用 2,744 2,764

貸倒引当金の増減額（△は減少） △1,267 1,319

ポイント引当金の増減額（△は減少） △63,769 －

ソフトウエア臨時償却費 61,520 －

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 1,710

システム障害対応費 19,173 －

受取利息及び受取配当金 △3,597 △871

株式交付費 37 －

売上債権の増減額（△は増加） △23,583 △12,693

仕入債務の増減額（△は減少） △46,702 7,089

その他 5,646 △2,075

小計 87,732 165,866

利息及び配当金の受取額 50,950 1,096

システム障害対応費の支払額 △19,173 －

法人税等の支払額 △50,909 △27,789

営業活動によるキャッシュ・フロー 68,599 139,173

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 200,000 500,000

定期預金の預入による支出 △100,000 △500,000

有形固定資産の取得による支出 △541 △5,968

無形固定資産の取得による支出 △40,559 △105,835

その他 － △1,678

投資活動によるキャッシュ・フロー 58,898 △113,481

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 1,212 －

配当金の支払額 △55,931 △46,048

財務活動によるキャッシュ・フロー △54,718 △46,048

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 72,778 △20,356

現金及び現金同等物の期首残高 418,984 403,487

現金及び現金同等物の四半期末残高 ※  491,763 ※  383,130
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当第２四半期累計期間（自 平成22年９月１日 至 平成23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22年９月１日 至 平成23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】

  
当第２四半期累計期間 

（自 平成22年９月１日 
至 平成23年２月28日）  

会計処理基準に関する

事項の変更 

（資産除去債務に関する会計基準の適用） 

 第１四半期会計期間より、「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）を適用しています。 

 これにより、営業利益及び経常利益はそれぞれ 千円減少し、税引前四半期純利益は

千円減少しています。 

436

2,146

【表示方法の変更】

当第２四半期累計期間 
(自 平成22年９月１日  
 至  平成23年２月28日) 

  (四半期損益計算書) 

     前第２四半期累計期間において、営業外収益の「その他」に含めていた「雑収入」は、営業外収益総額の100

分の20を超えたため、当第２四半期累計期間では区分掲記することとしました。なお、前第２四半期累計期間の

営業外収益の「その他」に含まれる「雑収入」は 千円であります。 353

当第２四半期会計期間 
(自 平成22年12月１日  
 至  平成23年２月28日) 

  (四半期損益計算書) 

     前第２四半期会計期間において、営業外収益の「その他」に含めていた「雑収入」は、営業外収益総額の100

分の20を超えたため、当第２四半期会計期間では区分掲記することとしました。なお、前第２四半期会計期間の

営業外収益の「その他」に含まれる「雑収入」は 千円であります。 155

【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】
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【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23年２月28日） 

前事業年度末 
（平成22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21年９月１日 

至 平成22年２月28日） 

当第２四半期累計期間 
（自 平成22年９月１日 

至 平成23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。 

※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  

※ 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 57,042千円 

貸倒引当金繰入額 3,850  

役員報酬 21,504  

給与手当 90,384  

減価償却費 5,868  

旅費交通費 18,817  

求人費 2,261  

地代家賃 13,770  

支払手数料 22,224   

前第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） 

当第２四半期会計期間 
（自 平成22年12月１日 

至 平成23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。 

※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  

※ 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 30,489千円 

貸倒引当金繰入額 889  

役員報酬 12,702  

給与手当 44,138  

減価償却費 2,978  

旅費交通費 9,729  

求人費 872  

地代家賃 6,901  

支払手数料 10,251  
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当第２四半期会計期間末（平成23年２月28日）及び当第２四半期累計期間（自 平成22年９月１日 至 平成23

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21年９月１日 

至 平成22年２月28日） 

当第２四半期累計期間 
（自 平成22年９月１日 

至 平成23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  

※ 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23年２月28日現在） 

現金及び預金 883,130千円

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 383,130  

（株主資本等関係）

13,727

（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11月26日 

定時株主総会  
普通株式  46,433  900 平成22年８月31日 平成22年11月29日 利益剰余金 
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当第２四半期会計期間末（平成23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23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23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21年９月１日 至 平成22年２月28日） 

及び、前第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） 

  当社は関連会社がないため、該当事項はありません。 

  

 当第２四半期累計期間（自 平成22年９月１日 至 平成23年２月28日） 

及び、当第２四半期会計期間（自 平成22年12月１日 至 平成23年２月28日） 

  当社は関連会社がないため、該当事項はありません。 

  

当第２四半期会計期間（自 平成22年12月１日 至 平成23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  

  該当事項はありません。  

  

当社は、出前館事業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。  

  

  （追加情報） 

   第１四半期会計期間より、「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）及び「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。 

  

  

当第２四半期会計期間末（平成23年２月28日） 

 当社には賃貸等不動産がないため、該当事項はありません  

（金融商品関係）

（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）

127 1,094

（セグメント情報等）

【セグメント情報】

（賃貸等不動産関係）
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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23年２月28日） 

前事業年度末 
（平成22年８月31日） 

１株当たり純資産額 39,894.29円 １株当たり純資産額 38,597.22円

前第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） 

当第２四半期累計期間 
（自 平成22年９月１日 

至 平成23年２月28日） 

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

１株当たり四半期純利益金額 1,416.34円

潜在株式調整後１株当たり四半期

純利益金額 
1,403.53円

  
前第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） 

当第２四半期累計期間 
（自 平成22年９月１日 

至 平成23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）  55,952  73,073

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）  55,952  73,073

期中平均株式数（株）  51,584  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）  1,260  471

（うち新株予約権（株））  (1,260)  (471)

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 

 －  － 
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 （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22年12月１日 至 平成23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22年12月１日 至 平成23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21年12月１日 

至 平成22年２月28日） 

当第２四半期会計期間 
（自 平成22年12月１日 

至 平成23年２月28日） 

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

１株当たり四半期純利益金額 924.32円

潜在株式調整後１株当たり四半期

純利益金額 
909.42円

  
前第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） 

当第２四半期会計期間 
（自 平成22年12月１日 

至 平成23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）  21,638  47,688

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）  21,638  47,688

期中平均株式数（株）  51,593  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）  1,019  845

（うち新株予約権（株））  (1,019)  (845)

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）
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 該当事項はありません。 

  

  

２【その他】

－　26　－



 該当事項はありません。 

  

第二部【提出会社の保証会社等の情報】
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  独立監査人の四半期レビュー報告書   

平成22年４月13日

夢の街創造委員会株式会社 

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 増田 豊   印 

  
指定有限責任社員
業務執行社員 

  公認会計士 松村 豊   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」に掲げられている夢の街創造委員

会株式会社の平成21年９月１日から平成22年８月31日までの第11期事業年度の第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、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、夢の街創造委員会株式会社の平成22年２月28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されたものであり、その原本は四半期報告

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おりません。 



  

  

  

  

  

  

  

  

  独立監査人の四半期レビュー報告書   

平成23年４月12日

夢の街創造委員会株式会社 

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 松村 豊   印 

  
指定有限責任社員
業務執行社員 

  公認会計士 内田 聡   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」に掲げられている夢の街創造委員

会株式会社の平成22年９月１日から平成23年８月31日までの第12期事業年度の第２四半期会計期間（平成22年12月１日か

ら平成23年２月28日まで）及び第２四半期累計期間（平成22年９月１日から平成23年２月28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、夢の街創造委員会株式会社の平成23年２月28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されたものであり、その原本は四半期報告

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おりません。 
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