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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。 

４．第12期の１株当たり配当額には、出前館事業における加盟店が10,000店舗を突破した事による記念配当230

円を含んでおります。 

  

 当第１四半期累計期間において、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。また主要な関係会社

における異動もありません。 

  

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12期 

第１四半期 
累計期間 

第13期 
第１四半期 
累計期間 

第12期 

会計期間 

自平成22年 
９月１日 

至平成22年 
11月30日 

自平成23年 
９月１日 

至平成23年 
11月30日 

自平成22年 
９月１日 

至平成23年 
８月31日 

売上高（千円）  290,006  314,697  1,259,476

経常利益（千円）  49,114  49,745  260,078

四半期（当期）純利益（千円）  25,384  27,168  145,947

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）  2,000,650  2,074,975  2,113,971

総資産額（千円）  2,150,868  2,202,408  2,305,194

１株当たり四半期（当期）純利益

金額（円） 
 492.02  526.58       2,828.83

潜在株式調整後１株当たり四半期

（当期）純利益金額（円） 
 490.57  522.28  2,801.51

１株当たり配当額（円）  －  －  1,150

自己資本比率（％）  92.4  93.5  91.0

２【事業の内容】



 当第１四半期累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１四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。   

  

文中の将来に関する事項は、当四半期会計期間の末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１四半期累計期間におけるわが国経済は、欧州の政府債務危機などを背景とした海外景気の下振れ懸念、雇用

情勢の低迷や円高の継続などにより本格的な回復基調までは及ばず、個人消費は引き続き厳しい状況で推移しており

ます。 

 このような環境の中、当社は前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、地域、会員、加盟店の観

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獲得、オーダー数の向上に注力してまいりしま

した。具体的には中部営業所の設立、レストランチェーン「フレンドリー」が加盟するなどオーダー数拡大へ向けた

施策を積極的に行いました。これらの施策の実施により、オーダー数、加盟店数、会員数が増加しております。 

 基盤となる出前館事業におきましては、当第１四半期会計期間末における会員数は約430万人、加盟店舗数は

10,841店舗を突破いたしました。オーダー数に関しましては約171万件と前年同期に比べ増加しております。 

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

比 ％増）、広告収入 千円（前年同期比 ％増）、その他 千円（前年同期比 ％増）となりまし

た。 

なお、上述のネットスーパー関連の売上は「その他」に計上しております。 

 以上の結果、当第１四半期累計期間の売上高は 千円（前年同期比 ％増）、経常利益は 千円（前年

同期比 ％増）、四半期純利益は 千円（前年同期比 ％増）となりました。 

 またセグメントの業績は、当社は出前館事業の単一セグメントである為、記載をしておりません。 

  

(2)事業上及び財務上の対処すべき課題 

 当第１四半期累計期間において、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。 

  

(3)研究開発活動 

 該当事項はありません。  

  

第２【事業の状況】

１【事業等のリスク】

２【経営上の重要な契約等】

３【財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】

66,066 6.6 193,559

7.3 19,398 9.5 35,654 28.1

314,697 8.5 49,745

1.3 27,168 7.0



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24年１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。 

   

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。  

  

  

第３【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１四半期会計期間末
現在発行数（株） 
（平成23年11月30日） 

提出日現在発行数（株） 
（平成24年１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） 

当社は単元株制度は採

用しておりません。 

計  55,131  55,131 － － 

（２）【新株予約権等の状況】

（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】

（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23年９月１日～ 

平成23年11月30日  
 －  55,131  －  1,107,350  －  658,450



当四半期会計期間は第１四半期会計期間であるため、記載事項はありません。 

  

  当第１四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８月31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】 

  

②【自己株式等】 

  

  

該当事項はありません。 

  

（６）【大株主の状況】

（７）【議決権の状況】

  平成23年11月30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11月30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    6.42

計 －  3,538  －  3,538  6.42

２【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）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、当第１四半期会計期間（平成23年９月１日から平成

23年11月30日まで）及び当第１四半期累計期間（平成23年９月１日から平成23年11月30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４【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）

前事業年度 
(平成23年８月31日) 

当第１四半期会計期間 
(平成23年11月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 792,090 683,454 

売掛金 148,110 133,517 

前払費用 4,713 8,813 

未収収益 13,688 62 

未収入金 65,223 62,282 

繰延税金資産 19,597 14,114 

その他 1,241 769 

貸倒引当金 △12,758 △10,113 

流動資産合計 1,031,907 892,900 

固定資産   

有形固定資産   

建物 10,009 10,009 

減価償却累計額 △4,090 △4,307 

建物（純額） 5,918 5,701 

工具、器具及び備品 108,187 109,114 

減価償却累計額 △94,175 △96,095 

工具、器具及び備品（純額） 14,012 13,018 

土地 139 139 

有形固定資産合計 20,070 18,859 

無形固定資産   

ソフトウエア 340,820 329,003 

ソフトウエア仮勘定 162,920 219,636 

無形固定資産合計 503,741 548,640 

投資その他の資産   

投資有価証券 671,650 659,409 

破産更生債権等 497 531 

長期前払費用 347 266 

差入保証金 19,450 19,291 

繰延税金資産 57,199 62,213 

その他 828 828 

貸倒引当金 △497 △531 

投資その他の資産合計 749,474 742,008 

固定資産合計 1,273,286 1,309,508 

資産合計 2,305,194 2,202,408 



（単位：千円）

前事業年度 
(平成23年８月31日) 

当第１四半期会計期間 
(平成23年11月30日) 

負債の部   

流動負債   

未払金 112,497 93,810 

未払費用 2,104 2,244 

未払法人税等 67,053 15,625 

未払消費税等 5,530 6,818 

前受金 291 270 

預り金 3,676 3,652 

前受収益 － 2,061 

賞与引当金 － 2,728 

その他 66 221 

流動負債合計 191,222 127,432 

負債合計 191,222 127,432 

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 654,209 622,046 

自己株式 △240,358 △240,358 

株主資本合計 2,179,652 2,147,488 

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △80,937 △88,203 

評価・換算差額等合計 △80,937 △88,203 

新株予約権 15,257 15,690 

純資産合計 2,113,971 2,074,975 

負債純資産合計 2,305,194 2,202,408 



（２）【四半期損益計算書】 
【第１四半期累計期間】 

（単位：千円）

前第１四半期累計期間 
(自 平成22年９月１日 
 至 平成22年11月30日) 

当第１四半期累計期間 
(自 平成23年９月１日 
 至 平成23年11月30日) 

売上高 290,006 314,697 

売上原価 78,153 80,960 

売上総利益 211,852 233,737 

販売費及び一般管理費 163,874 185,359 

営業利益 47,978 48,377 

営業外収益   

受取利息 444 921 

雑収入 691 447 

営業外収益合計 1,135 1,368 

経常利益 49,114 49,745 

特別利益   

新株予約権戻入益 － 241 

特別利益合計 － 241 

特別損失   

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 1,710 － 

税引前四半期純利益 47,404 49,987 

法人税、住民税及び事業税 18,113 17,375 

法人税等調整額 3,906 5,443 

法人税等合計 22,019 22,819 

四半期純利益 25,384 27,168 



当第１四半期累計期間（自 平成23年９月１日 至 平成23年11月30日） 

該当事項はありません。 

  

当第１四半期累計期間（自 平成23年９月１日 至 平成23年11月30日） 

該当事項はありません。 

  

【会計方針の変更等】

【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１四半期会計期間の期首以後に行われる会計上の変更及び過去の誤謬の訂正より、「会計上の変更及び誤謬

の訂正に関する会計基準」（企業会計基準第24号 平成21年12月４日）及び「会計上の変更及び誤謬の訂正に関す

る会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第24号 平成21年12月４日）を適用しております。 

  

【追加情報】



  

  

 当第１四半期累計期間に係る四半期キャッシュ・フロー計算書及び前第１四半期累計期間に係る四半期キャッ

シュ・フロー計算書は作成しておりません。なお、第１四半期累計期間に係る減価償却費（無形固定資産に係る

償却費を含む。）は、次のとおりであります。 

  

Ⅰ 前第１四半期累計期間（自 平成22年９月１日 至 平成22年11月30日） 

 配当金支払額  

  

Ⅱ 当第１四半期累計期間（自 平成23年９月１日 至 平成23年11月30日） 

 配当金支払額  

（注）一株当たり配当金には、記念配当230円が含まれております。  

  

 当社には関連会社がないため、該当事項はありません。 

  

【注記事項】

（四半期貸借対照表関係）

前事業年度 
（平成23年８月31日） 

当第１四半期会計期間 
（平成23年11月30日） 

―  ―  

（四半期損益計算書関係）

前第１四半期累計期間 
（自 平成22年９月１日 

至 平成22年11月30日） 

当第１四半期累計期間 
（自 平成23年９月１日 

至 平成23年11月30日） 

－ － 

（四半期キャッシュ・フロー計算書関係）

  

前第１四半期累計額 

(自 平成22年９月１日 

  至 平成22年11月30日)  

当第１四半期累計額 

(自 平成23年９月１日 

  至 平成23年11月30日)   

 減価償却費 千円  17,972 千円 25,579

（株主資本等関係）

（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 

（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23年11月25日 

定時株主総会  
普通株式  59,331  1,150 平成23年８月31日 平成23年11月28日 利益剰余金 

（持分法損益等）



 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。 

  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

１株当たり四半期純利益金額及び算定上の基礎、潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額及び算定上の基礎

は、以下のとおりであります。 

  

 該当事項はありません。 

  

（セグメント情報等）

【セグメント情報】

（１株当たり情報）

  
前第１四半期累計期間 

（自 平成22年９月１日 
至 平成22年11月30日） 

当第１四半期累計期間 
（自 平成23年９月１日 

至 平成23年11月30日） 

(1）１株当たり四半期純利益金額 円 銭 492 02  円 銭 526 58

（算定上の基礎）     

四半期純利益金額（千円）  25,384                                      27,168

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金額（千円）  25,384  27,168

普通株式の期中平均株式数（株）  51,593  51,593

(2）潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額 円 銭 490 57 円 銭 522 28

（算定上の基礎）     

四半期純利益調整額（千円）  －  －

普通株式増加数（株）  152  425

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）



 該当事項はありません。  

  

２【その他】



 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】



  

  

  

  

  

  

  

  独立監査人の四半期レビュー報告書   

平成24年１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 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23年９月１日から平成24年８月31日までの第13期事業年度の第１四半期会計期間（平成23年９月１日か

ら平成23年11月30日まで）及び第１四半期累計期間（平成23年９月１日から平成23年11月30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注記について四半期レビューを行った。 

  

四半期財務諸表に対する経営者の責任 

 経営者の責任は、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四半期財務諸表を

作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない四半期財務諸表を作成し適正に

表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。 

  

監査人の責任 

 当監査法人の責任は、当監査法人が実施した四半期レビューに基づいて、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。 

 四半期レビューにおいては、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が実施される。四半期レビュー手続は、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て限定された手続である。 

 当監査法人は、結論の表明の基礎となる証拠を入手したと判断している。 

  

監査人の結論 

 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11月30日現在の財政状態及び同日をもっ

て終了する第１四半期累計期間の経営成績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。 

  

利害関係 

 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。 



  

  

【表紙】

【提出書類】 確認書 

【根拠条文】 金融商品取引法第24条の４の８第１項 

【提出先】 近畿財務局長 

【提出日】 平成24年１月13日 

【会社名】 夢の街創造委員会株式会社 

【英訳名】 YUME NO MACHI SOUZOU IINKAI CO.,LTD. 

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 葭田 徹 

【最高財務責任者の役職氏名】 該当事項はありません。 

【本店の所在の場所】 大阪市中央区北久宝寺町四丁目４番２号 

【縦覧に供する場所】 株式会社大阪証券取引所 

（大阪市中央区北浜一丁目８番16号） 



 当社代表取締役葭田徹は、当社の第13期第１四半期（自平成23年９月１日 至平成23年11月30日）の四半期報告書

の記載内容が金融商品取引法令に基づき適正に記載されていることを確認しました。 

  

 特記すべき事項はありません。 

  

１【四半期報告書の記載内容の適正性に関する事項】

２【特記事項】


