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１．四半期財務諸表の作成等に係る事項 

①会計処理の方法における簡便な方法の採用の有無 ： 無 

②最近会計年度からの会計処理の方法の変更の有無 ： 有 

 

２．平成18年２月期第１四半期財務･業績の概況（平成17年９月１日～平成17年11月30日） 

（1）経営成績の進捗状況 (注)記載金額は百万円未満を切捨てて表示しております。 

 売 上 高 営 業 利 益 経 常 利 益 
第１四半期（当期） 

純 利 益 

 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

平成18年２月期第１四半期 800 44.3 79 97.4 81 159.0 44 212.4 

平成17年８月期第１四半期 554 － 40 － 31 － 14 － 

（参考）平成17年８月期 2,744  323  303  159  

 

 
１株当たり第１四半期

（ 当 期 ） 純 利 益
潜在株式調整後１株当たり

第１四半期（当期）純利益

 円 銭 円 銭

平成18年２月期第１四半期 572 19 553 37

平成17年８月期第１四半期 859 44 － －

（参考）平成17年８月期 8,899 98 7,838 83

 (注)１．期中平均株式数 18年２月期第１四半期 77,544株 17年８月期第１四半期 16,526株 

 17年８月期 17,899株 

２．売上高、営業利益、経常利益、四半期純利益におけるパーセント表示は、対前年同四半期増減率を示しており

ます。 

３．平成17年10月20日付で１株を４株に株式分割しておりますが、平成18年２月期第１四半期の期中平均株式数及

び１株当たり第１四半期純利益は、株式分割が期首に行われたものとして算出しております。 

４．当第１四半期の財務諸表については、株式会社名古屋証券取引所の「上場有価証券の発行者の会社情報の

適時開示等に関する規則の取扱い」の別添に定められている「四半期財務諸表に対する意見表明に係る基

準」に基づく監査法人トーマツの四半期財務諸表に対する手続きを受けております。 

 

【経営成績の進捗状況に関する定性的情報等】 

当第１四半期（平成17年９月１日～平成17年11月30日）の業績は、売上高800百万円、経常利益81百万円、

第１四半期純利益44百万円となりました。主な事業の概要は、以下のとおりです。 

飲食事業につきましては、当第１四半期において新規出店はございませんでしたが、前事業年度中に出店

した店舗が売上に大きく貢献いたしました他、既存店の売上高も前年同期を上回る好調を見せました。その

結果、飲食事業の売上高は767百万円（前年同期比142.9%）となりました。 

その他の事業といたしましては、前事業年度より開始いたしました「ライセンス販売」をはじめ、各事業ともに

順調に推移し、32百万円（前年同期比185.6%）となりました。 

 

 

－  － 
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（2）財政状態の変動状況 (注)記載金額は百万円未満を切捨てて表示しております。 

 総 資 産 株 主 資 本 株 主 資 本 比 率 １株当たり株主資本

 百万円 百万円 ％ 円 銭

平成18年２月期第１四半期 2,592 1,060 40.9  13,674 51

平成17年８月期第１四半期 1,833 170 9.3  10,299 44

（参考）平成17年８月期 2,598 1,016 39.1  52,409 27

(注)１．期末発行済株式総数 18年２月期第１四半期 77,544株 17年８月期第１四半期 16,526株 

 17年８月期 19,386株 

２．期末自己株式数 18年２月期第１四半期 －株 17年８月期第１四半期      －株 

 17年８月期 －株 

 

【財政状態の変動状況に関する定性的情報等】 

当第１四半期末における資産の部は2,592百万円、負債の部は1,532百万円、資本の部は1,060百万円と

なりました。 

資産の部につきましては、新規出店に関する建物や工具器具及び備品の購入により、有形固定資産が

150百万円増加した一方、借入金の返済及び法人税等の支払などにより、現金及び預金が208百万円減少

したこと等の結果、前事業年度と比べて6百万円減少いたしました。 

負債の部につきましては、借入金の返済等により前事業年度末に比べて50百万円減少いたしました。 

資本の部につきましては、第1四半期純利益の増加により前事業年度末に比べて44百万円増加し、株主

資本比率が40.9％になりました。 

 

３.平成18年２月期の業績予想 （平成17年９月１日～平成18年２月28日） 
１株当たり年間配当金 

売 上 高 経 常 利 益 当 期 純 利 益 
期末  

百万円 百万円 百万円 円 銭 円 銭
通 期 

1,799 190 100  0 00  0 00 

（参考）１株当たり予想当期純利益（通期） 1,301円76 銭 

※ 当社は平成17年11月29日開催の第11回定時株主総会において、定款の一部を変更し、決算期の変更を行

ったため、平成18年２月期は６ヶ月の変則決算となります。 

 

【当期の業績予想に関する定性的情報等】 

当第１四半期におけるわが国の経済は、企業収益の改善を背景に設備投資の増加や個人消費も底堅く

推移するなど、景気は回復を続けました。その一方で、原油価格の高騰や素材価格の高止まりによる企

業収益圧迫が、わが国経済の先行のリスク要因になっております。そのような経済状況の中にありまし

て、外食産業におきましては既存店売上高前年対比率が下げ止まりを見せております。 

このような状況の下、当社は引き続き既存店売上高を維持し、また主力業態であります「天地旬鮮 八

吉」の新規出店も継続的に行っていく予定であります。以上の結果、当期の業績は売上高1,799百万円、

経常利益190百万円、当期純利益100百万円を予想しております。 

 

（注）上記の予想は本資料の発表日現在における将来の見通し、計画のもととなる前提、予測を含んで記載し

ております。実際の業績は、今後様々な要因によって上記予想とは大きく異なる結果となる可能性があります。 

－  － 
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第１四半期財務諸表 
(1) 第１四半期貸借対照表 （単位：千円） 

  
前第１四半期会計期間末
（平成16年11月30日）

当第１四半期会計期間末
（平成17年11月30日） 

対前四半期比較増減 
（△は減） 

前事業年度 
要約貸借対照表 

（平成17年８月31日）

区分 
注記 

番号 
金額 

構成比 

（％） 
金額 

構成比 

（％） 
金額 

増減率 

（％） 
金額 

構成比

（％）

（資産の部）    

Ⅰ 流動資産    

 １. 現金及び預金  257,099 513,597 256,497  722,277

 ２. 売掛金  26,012 51,748 25,735  42,407

 ３. たな卸資産  33,537 73,272 39,734  47,899

 ４. その他  64,871 60,476 △4,395  63,751

 流動資産合計  381,520 20.8 699,093 27.0 317,573 83.2 876,335 33.7

Ⅱ 固定資産    

 (1)有形固定資産 ※２   

 １. 建物 ※１ 415,665 654,007 238,342  606,682

 ２. 土地 ※１ 555,497 555,497 －  555,497

 ３. その他 ※１ 62,651 188,923 126,271  85,479

  有形固定資産合計  1,033,813 56.4 1,398,427 53.9 364,614 35.3 1,247,659 48.0

 (2)無形固定資産    

  無形固定資産合計  2,253 0.1 2,279 0.1 25 1.1 2,338 0.1

 (3)投資その他の資産    

 １. 敷金保証金 ※１ 374,827 447,816 72,988  430,677

 ２. その他  40,803 44,785 3,982  41,578

  
投資その他の資産合

計 
 415,630 22.7 492,602 19.0 76,971 18.5 472,255 18.2

 固定資産合計  1,451,697 79.2 1,893,309 73.0 441,611 30.4 1,722,253 66.3

1,833,218 100.0 2,592,402 100.0 759,184 41.4 2,598,589 100.0 資産合計  
        

－  － 
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（単位：千円） 

  
前第１四半期会計期間末
（平成16年11月30日）

当第１四半期会計期間末
（平成17年11月30日）

対前四半期比較増減 
（△は減） 

前事業年度 
要約貸借対照表 

（平成17年８月31日）

区分 
注記

番号
金額 

構成比

（％）
金額 

構成比

（％）
金額 

増減率 

（％） 
金額 

構成比

（％）

（負債の部）     

Ⅰ 流動負債     

 １. 買掛金  57,522 83,028 25,506  86,435 

 ２. 短期借入金 ※１ 117,900 － △117,900  － 

 
３. １年内返済予定 

長期借入金 
※１ 208,629 198,931 △9,697  204,413 

 ４. 未払金  96,625 197,605 100,979  97,805 

 ５. その他 ※４ 71,201 107,889 36,687  192,098 

 流動負債合計  551,879 30.1 587,455 22.7 35,575 6.4 580,752 22.3

Ⅱ 固定負債     

 １. 長期借入金 ※１ 952,743 843,107 △109,635  890,996 

 ２. 長期未払金  135,325 72,002 △63,322  86,173 

 ３. その他  23,061 29,461 6,400  24,661 

 固定負債合計  1,111,130 60.6 944,571 36.4 △166,558 △15.0 1,001,830 38.6

 負債合計  1,663,009 90.7 1,532,026 59.1 △130,982 △7.9 1,582,583 60.9

      

 （資本の部）     

Ⅰ 資本金  85,260 4.7 364,385 14.1 279,125 327.4 364,385 14.0

Ⅱ 新株式申込証拠金 ※３ 2,000 0.1 － － △2,000 － － －

Ⅲ 資本剰余金     

 １. 資本準備金  － 423,575 423,575  423,575 

  資本剰余金合計  － － 423,575 16.3 423,575 － 423,575 16.3

Ⅳ 利益剰余金     

 １. 利益準備金  370 370 － － 370 

 
２. 第１四半期(当期) 

未処分利益 
 82,578 272,046 189,467  227,676 

  利益剰余金合計  82,948 4.5 272,416 10.5 189,467 228.4 228,046 8.8

 資本合計  170,208 9.3 1,060,376 40.9 890,167 523.0 1,016,006 39.1

1,833,218 100.0 2,592,402 100.0 759,184 41.4 2,598,589 100.0 負債資本合計  
        

 (注)記載金額は千円単位未満を切捨てて表示しております。 

－  － 
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(2) 第１四半期損益計算書 

（単位：千円） 

  
前第１四半期会計期間

（自 平成16年９月１日

至 平成16年11月30日）

当第１四半期会計期間

（自 平成17年９月１日

至 平成17年11月30日）

対前四半期比較増減 
（△は減） 

前事業年度 
要約損益計算書 

（自 平成16年９月１日

至 平成17年８月31日）

区分 
注記 

番号 
金額 

百分比

（％）
金額 

百分比

（％）
金額 

増減率 

（％） 
金額 

百分比

（％）

Ⅰ 売上高  554,619 100.0 800,341 100.0 245,721 44.3 2,744,561 100.0

Ⅱ 売上原価  145,448 26.2 216,850 27.1 71,402 49.1 722,997 26.3

 売上総利益  409,171 73.8 583,490 72.9 174,319 42.6 2,021,563 73.7

Ⅲ 販売費及び一般管理費  368,861 66.5 503,925 63.0 135,063 36.6 1,697,683 61.9

 営業利益  40,309 7.3 79,565 9.9 39,255 97.4 323,879 11.8

Ⅳ 営業外収益 ※１ 4,984 0.9 8,139 1.0 3,155 63.3 34,261 1.3

Ⅴ 営業外費用 ※２ 14,019 2.5 6,700 0.8 △7,318 △52.2 54,355 2.0

 経常利益  31,274 5.7 81,004 10.1 49,730 159.0 303,785 11.1

Ⅵ 特別損失  2,150 0.4 55 0.0 △2,095 △97.4 2,375 0.1

 
税引前第１四半期(当

期)純利益 
 29,123 5.3 80,948 10.1 51,825 178.0 301,410 11.0

 
法人税、住民税及び事

業税 
 9,165 1.7 27,756 3.5 18,590 202.8 145,480 5.3

 法人税等調整額  5,754 1.0 8,822 1.1 3,068 53.3 △3,370 △0.1

 
第１四半期(当期)純利

益 
 14,203 2.6 44,369 5.5 30,166 212.4 159,300 5.8

 前期繰越利益  68,375 227,676 159,300 233.0 68,375

82,578 272,046 189,467 229.4 227,676 第１四半期(当期)未処

分利益 
 

        

 (注)記載金額は千円単位未満を切捨てて表示しております。 

－  － 
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第１四半期財務諸表作成のための基本となる重要な事項 

項目 
前第１四半期会計期間 

（自 平成16年９月１日 
至 平成16年11月30日）

当第１四半期会計期間 
（自 平成17年９月１日 
至 平成17年11月30日）

前事業年度 
（自 平成16年９月１日 
至 平成17年８月31日）

１．資産の評価基準及

び評価方法 

（1）有価証券 

子会社株式及び関連会社

株式 

移動平均法による原価

法を採用しております。 

（1）有価証券 

子会社株式及び関連会社

株式 

同左 

 

その他有価証券 

時価のないもの 

 移動平均法による原価

法を採用しております。 

（1）有価証券 

子会社株式及び関連会社

株式 

同左 

 （2）デリバティブ 

時価法 

（2）デリバティブ 

同左 

（2）デリバティブ 

同左 

 （3）たな卸資産 

商品及び貯蔵品 

最終仕入原価法による

原価法を採用しておりま

す。 

（3）たな卸資産 

商品及び貯蔵品 

店舗在庫 

最終仕入原価法による原

価法を採用しております。

倉庫在庫 

総平均法による原価法を

採用しております。 

（会計処理方法の変更） 

従来たな卸資産の評価基

準及び評価方法は、最終仕

入原価法によっておりまし

たが、たな卸資産のうち倉

庫在庫については、当第1

四半期から総平均法による

原価法に変更いたしまし

た。 

この変更は、新規出店に

よる店舗の増加、ライセン

ス販売の増加等により、回

転期間が長い倉庫在庫が増

加し、今後もその傾向が継

続すると見込まれることか

ら、期間損益計算の一層の

適正化を図るために当期よ

り倉庫在庫の受払管理を強

化したことによるものであ

ります。 

なお、従来の方法によっ

た場合に比べて当第1四半

期の売上原価は8,814千円

増加し、経常利益及び税引

前第1四半期純利益はそれ

ぞれ8,814千円減少してお

ります。 

（3）たな卸資産 

商品及び貯蔵品 

最終仕入原価法による

原価法を採用しておりま

す。 

 

－  － 
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項目 
前第１四半期会計期間 

（自 平成16年９月１日 
至 平成16年11月30日）

当第１四半期会計期間 
（自 平成17年９月１日 
至 平成17年11月30日）

前事業年度 
（自 平成16年９月１日 
至 平成17年８月31日）

（1）有形固定資産 

定率法(ただし、平成10

年４月１日以降に取得し

た建物(附属設備を除く)

については定額法)を採用

しております。 

（1）有形固定資産 

同左 

（1）有形固定資産 

同左 

２．固定資産の減価償

却の方法 

なお、主な耐用年数は

以下のとおりでありま

す。 

建物        10～27年

車両運搬具    ２～６年

工具器具及び備品 ３～８年

なお、主な耐用年数は

以下のとおりでありま

す。 

建物       ３～27年

機械及び装置       ７年

車両運搬具    ２～６年

工具器具及び備品 ３～８年

 

 （2）無形固定資産 

定額法を採用しており

ます。 

なお、自社利用のソフ

トウェアの耐用年数は、

社内における利用可能期

間(５年)に基づくもので

あります。 

（2）無形固定資産 

同左 

（2）無形固定資産 

同左 

 （3）長期前払費用 

定額法を採用しており

ます。 

（3）長期前払費用 

同左 

（3）長期前払費用 

同左 

３．繰延資産の処理方

法  

新株発行費 

支出時に全額費用処理し

ております。 

新株発行費 

同左 

新株発行費 

同左 

４．引当金の計上基準 貸倒引当金 

債権の貸倒による損失に

備えるため、一般債権につ

いては貸倒実績率により、

貸倒懸念債権等特定の債権

については個別に回収可能

性を検討し、回収不能見込

額を計上しております。 

貸倒引当金 

同左 

貸倒引当金 

同左 

５．リース取引の処理

方法 

リース物件の所有権が借

主に移転すると認められる

もの以外のファイナンス・

リース取引については、通

常の賃貸借取引に係る方法

に準じた会計処理によって

おります。 

同左 同左 

６．その他第１四半期

財務諸表作成のた

めの基本となる重

要な事項 

消費税等の会計処理 

税抜方式によっておりま

す。 

同左 同左 

 

－  － 
 
 

7



会計処理方法の変更 

前第１四半期会計期間 
（自 平成16年９月１日 
至 平成16年11月30日） 

当第１四半期会計期間 
（自 平成17年９月１日 
至 平成17年11月30日） 

前事業年度 
（自 平成16年９月１日 
至 平成17年８月31日） 

 固定資産の減損に係る会計基準 

 当第１四半期より、固定資産の減

損に係る会計基準（「固定資産の減

損に係る会計基準の設定に関する意

見書」（企業会計審議会 平成14年

８月９日））及び「固定資産の減損

に係る会計基準の適用指針」（企業

会計基準適用指針第６号 平成15年

10月31日）を適用しております。こ

れによる損益への影響はありませ

ん。 

 

 

 

追加情報 

前第１四半期会計期間 
（自 平成16年９月１日 
至 平成16年11月30日） 

当第１四半期会計期間 
（自 平成17年９月１日 
至 平成17年11月30日） 

前事業年度 
（自 平成16年９月１日 
至 平成17年８月31日） 

法人事業税における外形標準課税部

分の損益計算書上の表示方法 

実務対応報告12号「法人事業税に

おける外形標準課税部分の損益計算

書上の表示についての実務上の取扱

い」(企業会計基準委員会 平成16

年２月13日)が公表されたことに伴

い、当四半期会計期間から同実務対

応報告に基づき、法人事業税の付加

価値割と資本割の合計金額1,236千

円を「販売費及び一般管理費」に計

上しております。 

 法人事業税における外形標準課税部

分の損益計算書上の表示方法 

実務対応報告12号「法人事業税に

おける外形標準課税部分の損益計算

書上の表示についての実務上の取扱

い」(企業会計基準委員会 平成16

年２月13日)が公表されたことに伴

い、当期から同実務対応報告に基づ

き、法人事業税の付加価値割と資本

割の合計金額8,262千円を「販売費

及び一般管理費」に計上しておりま

す。 

 

－  － 
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注記事項 

（第１四半期貸借対照表関係） 

前第１四半期会計期間末 

（平成16年11月30日） 

当第１四半期会計期間末 

（平成17年11月30日） 

前事業年度末 

（平成17年８月31日） 

※１ 担保資産及び担保付債務 

担保に供している資産は次のと

おりであります。 

建物 35,334 千円

工具器具及び備品 382  

土地 555,497  

敷金保証金 65,601  

 計 656,815 

 (上記に対応する債務) 

短期借入金 11,900 千円

１年内返済予定長

期借入金 
140,600 

 

長期借入金 802,841  

 計 955,341 
 

※１ 担保資産及び担保付債務 

担保に供している資産は次のと

おりであります。 

建物 33,360千円

工具器具及び備品 285 

土地 555,497 

敷金保証金 41,628 

 計 630,771 

 (上記に対応する債務) 

１年内返済予定長

期借入金 
125,559 

長期借入金 677,337 

 計 802,897 
 

※１ 担保資産及び担保付債務 

担保に供している資産は次のと

おりであります。 

建物 33,801千円

工具器具及び備品 306 

土地 555,497 

敷金保証金 41,628 

 計 631,233 

 (上記に対応する債務) 

１年内返済予定長

期借入金 
131,041 

長期借入金 706,788 

 計 837,829 
 

※２ 有形固定資産減価償却累計額 

247,560千円 

※２ 有形固定資産減価償却累計額 

379,310千円

※２ 有形固定資産減価償却累計額 

344,393千円

※３ 新株式申込証拠金 

新株式申込証拠金は平成16年12

月３日を払込期日及び資本増加日

とする新株式610株の発行のうち

20株に関するものであり、うち、

1,000千円を資本金に、1,000千円

を資本準備金に繰り入れておりま

す。 

※３ 新株式申込証拠金 

 

※３ 新株式申込証拠金 

 

※４ 消費税等の表示 

仮受消費税等と仮払消費税等を

相殺したうえで、流動負債の｢そ

の他｣に含めて表示しておりま

す。 

※４ 消費税等の表示 

同左 

※４ 消費税等の表示 

同左 

 

（第１四半期損益計算書関係） 

前第１四半期会計期間 
（自 平成16年９月１日 
至 平成16年11月30日） 

当第１四半期会計期間 
（自 平成17年９月１日 
至 平成17年11月30日） 

前事業年度 
（自 平成16年９月１日 
至 平成17年８月31日） 

※１ 営業外収益のうち主要なもの 

協賛金収入     4,497千円 

※１ 営業外収益のうち主要なもの 

協賛金収入        7,142千円

※１ 営業外収益のうち主要なもの 

協賛金収入    31,734千円

※２ 営業外費用のうち主要なもの 

支払利息      7,021千円 

公開関連費用    6,400千円 

※２ 営業外費用のうち主要なもの 

支払利息      6,041千円

新株発行費       550千円

※２ 営業外費用のうち主要なもの 

支払利息     27,424千円

公開関連費用   10,311千円

新株発行費    15,089千円

３ 減価償却実施額 

有形固定資産   20,788千円 

無形固定資産      46千円 

３ 減価償却実施額 

有形固定資産   35,969千円

無形固定資産      58千円

３ 減価償却実施額 

有形固定資産     117,772千円

無形固定資産         211千円

 

－  － 
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（リース取引関係） 

前第１四半期会計期間 
（自 平成16年９月１日 
至 平成16年11月30日） 

当第１四半期会計期間 
（自 平成17年９月１日 
至 平成17年11月30日） 

前事業年度 
（自 平成16年９月１日 
至 平成17年８月31日） 

１．リース物件の所有権が借主に移

転すると認められるもの以外の

ファイナンス・リース取引 

１．リース物件の所有権が借主に移

転すると認められるもの以外の

ファイナンス・リース取引 

１．リース物件の所有権が借主に移

転すると認められるもの以外の

ファイナンス・リース取引 

（1）リース物件の取得価額相当額、

減価償却累計額相当額及び第１

四半期会計期間末残高相当額 

（1）リース物件の取得価額相当額、

減価償却累計額相当額及び第１

四半期会計期間末残高相当額 

（1）リース物件の取得価額相当額、

減価償却累計額相当額及び期末

残高相当額 
 

 
取得価額
相当額 
（千円） 

減価償却
累計額相
当額 

（千円） 
（千円） 

第１四半
期会計期
間末残高
相当額 

機械及
び装置 

48,828 12,412 36,415 

工具器
具及び
備品 

130,382 80,567 49,814 

その他 3,438 399 3,039 

合計 182,648 93,379 89,269 

  

 

 
取得価額
相当額 
（千円）

減価償却
累計額相
当額 

（千円）

第１四半
期会計期
間末残高
相当額
（千円）

機械及
び装置

42,408 16,794 25,613

工具器
具及び
備品 

166,713 84,277 82,435

その他 4,128 1,179 2,949

合計 213,250 102,251 110,998

  

 

 
取得価額
相当額 
（千円） 

減価償却
累計額相
当額 

（千円） （千円）

事業年度
末残高相
当額 

機械及
び装置

42,408 14,682 27,725

工具器
具及び
備品 

161,390 85,868 75,522

その他 4,128 972 3,155

合計 207,927 101,523 106,403

  
（2）未経過リース料第１四半期会計

期間末残高相当額 

（2）未経過リース料第１四半期会計

期間末残高相当額 

（2）未経過リース料期末残高相当額 

 
１年内 34,772 千円 

１年超 58,666 千円 

合計 93,438 千円 
  

 
１年内 39,872 千円

１年超 75,261 千円

合計 115,134 千円
  

 
１年内 39,242 千円

１年超 71,239 千円

合計 110,481 千円
  

（3）支払リース料、減価償却費相当

額及び支払利息相当額 

（3）支払リース料、減価償却費相当

額及び支払利息相当額 

（3）支払リース料、減価償却費相当

額及び支払利息相当額 
 

支払リース料 10,541千円

減価償却費相当額 9,294千円

支払利息相当額 1,230千円
  

 
支払リース料 12,034千円

減価償却費相当額 10,764千円

支払利息相当額 1,328千円
 

 
支払リース料 45,213千円

減価償却費相当額 40,332千円

支払利息相当額 5,262千円
 

（4）減価償却費相当額の算定方法 

リース期間を耐用年数とし、

残存価額を零とする定額法によ

っております。 

（4）減価償却費相当額の算定方法 

同左 

（4）減価償却費相当額の算定方法 

同左 

（5）利息相当額の算定方法 

リース料総額とリース物件の

取得価額相当額との差額を利息

相当額とし、各期への配分方法

については、利息法によってお

ります。 

(5)利息相当額の算定方法 

同左 

(5)利息相当額の算定方法 

同左 

 

－  － 
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（有価証券関係） 

有価証券 

時価のない主な有価証券の内容 

前第１四半期会計期間末 
（平成16年11月30日） 

当第１四半期会計期間末 
（平成17年11月30日） 

前事業年度末 
（平成17年８月31日） 

 
第１四半期貸借対照表計上額

（千円） 
第１四半期貸借対照表計上額

（千円） 
貸借対照表計上額 

（千円） 

（1）子会社株式    

非上場株式 10,000 10,000 10,000 

（2）その他有価証券    

非上場株式 - 4,425 - 

－  － 
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（デリバティブ取引関係） 

１．取引の状況に関する事項 

前第１四半期会計期間 
（自 平成16年９月１日 
至 平成16年11月30日） 

当第１四半期会計期間 
（自 平成17年９月１日 
至 平成17年11月30日） 

前事業年度 
（自 平成16年９月１日 
至 平成17年８月31日） 

（1）取引の内容 

当社の利用しているデリバティブ

取引は、金利キャップ取引でありま

す。 

（2）取引に対する取組方針 

当社のデリバティブ取引は、将来

の市場金利の変動によるリスク回避

を目的としており、投機的な取引は

行わない方針であります。 

（3）取引の利用目的 

借入金利の将来の金利市場におけ

る利率上昇による変動リスクを回避

する目的で利用しております。 

（4）取引に係るリスクの内容 

金利キャップ取引は市場金利の変

動によるリスクを有しております。 

なお、取引相手先は信用度の高い

国内の金融機関であるため、相手先

の契約不履行による信用リスクはほ

とんどないと認識しております。 

（5）取引に係るリスク管理体制 

デリバティブ取引に関する権限規

程及び内部規程に基づきリスク管理

を行っております。 

（6）取引の時価等に関する事項につい

ての補足説明 

取引の時価等に関する事項につい

ての契約額等は、あくまでもデリバ

ティブ取引における名目的な契約額

であり、当該金額自体がデリバティ

ブ取引のリスクの大きさを示すもの

ではありません。 

同左 同左 

 

２．取引の時価等に関する事項 

デリバティブ取引の契約額等、時価及び評価損益 

  
前第１四半期会計期間末 
（平成16年11月30日） 

当第１四半期会計期間末 
（平成17年11月30日） 

前事業年度末 
（平成17年８月31日） 

対象物の種類 取引の種類 
契約額等 
（千円） 

時価 
（千円）

評価損益
（千円）

契約額等
（千円）

時価 
（千円）

評価損益
（千円）

契約額等 
（千円） 

時価 
（千円）

評価損益
（千円）

金利 キャップ取引 5,250 918 △4,331 5,250 461 △4,788 5,250 378 △4,871

 （注） 時価の算定方法 

取引先金融機関から提示された価格に基づいて算定しております。 

－  － 
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（１株当たり情報） 

前第１四半期会計期間 
（自 平成16年９月１日 
至 平成16年11月30日） 

当第１四半期会計期間 
（自 平成17年９月１日 
至 平成17年11月30日） 

前事業年度 
（自 平成16年９月１日 
至 平成17年８月31日） 

 

１株当たり純資産額 10,299.44円 

１株当たり第１四半期
純利益金額 

859.44円 

  

 

１株当たり純資産額 13,674.51円

１株当たり第１四半期
純利益金額 

572.19円

潜在株式調整後１株当
たり第１四半期純利益
金額 

553.37円

  

 

１株当たり純資産額 52,409.27円

１株当たり当期純利益
金額 

8,899.98円

潜在株式調整後１株当
たり当期純利益金額 

7,838.83円

  

なお、潜在株式調整後１株当た

り第１四半期純利益金額について

は、新株予約権の残高があります

が、当社株式は非上場かつ非登録

であり、期中平均株価が把握でき

ないため記載しておりません。 

当社は、平成17年10月20日をもっ

て普通株式１株に対して普通株式

４株の割合で株式分割を行いまし

た。 

 なお、当該株式分割が前期首に

行われたと仮定した場合の前第１

四半期会計期間及び前事業年度に

おける１株当たり情報については

以下のとおりとなります。 

前第１四半期会計期間 前事業年度 

１株当たり純資産 １株当たり純資産

2,574.86円 13,102.32円 

１株当たり当期純

利益金額 

１株当たり当期純

利益金額 

214.86円 2,224.99円 

潜在株式調整後１

株当たり当期純利

益金額 

潜在株式調整後１

株当たり当期純利

益金額 

－ 1,959.76円 

なお、潜在株

式調整後１株当

たり第１四半期

純利益金額につ

いては、新株予

約権の残高があ

りますが、当社

株式は非上場か

つ 非 登 録 で あ

り、期中平均株

価が把握できな

いため記載して

おりません。 

 

 

 

  

－  － 
 
 

13



（注）１株当たり第１四半期（当期）純利益金額及び潜在株式調整後１株当たり第１四半期（当期）純利益金額の

算定上の基礎は、以下のとおりであります。 

（単位：千円） 

 
前第１四半期会計期間 

（自 平成16年９月１日 
至 平成16年11月30日）

当第１四半期会計期間 
（自 平成17年９月１日 
至 平成17年11月30日） 

前事業年度 
（自 平成16年９月１日 
至 平成17年８月31日）

１株当たり第１四半期(当期)

純利益金額 
   

第１四半期（当期）純利益 14,203 44,369 159,300 

普通株主に帰属しない金額 － － － 

（うち利益処分による役員

賞与金） 
－ － － 

普通株式に係る第１四半期

（当期）純利益 
14,203 44,369 159,300 

期中平均株式数（株） 16,526 77,544 17,899 

    

潜在株式調整後１株当たり第１

四半期（当期）純利益金額 
   

第１四半期（当期）純利益調

整額 
－ － － 

（うち支払利息（税額相当額

控除後）） 
－ － － 

（うち事務手数料（税額相当

額控除後）） 
－ － － 

普通株式増加数（株） － 2,637 2,423 

（うち転換社債） － － － 

（うち新株予約権） －    (2,637)         (2,423)

希薄化効果がないため、潜在株

式調整後１株当たり第１四半期

（当期）純利益の算定に含めな

かった潜在株式の概要 

   

－  － 
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（重要な後発事象） 

前第１四半期会計期間 
（自 平成16年９月１日 
至 平成16年11月30日） 

当第１四半期会計期間 
（自 平成17年９月１日 
至 平成17年11月30日） 

前事業年度 
（自 平成16年９月１日 
至 平成17年８月31日） 

  株式の分割 

当社は、平成17年８月15日開催の

取締役会決議に基づき、下記のとお

り株式分割をいたしました。 

１．分割の方法 

 平成17年８月31日最終の株主名簿

及び実質株主名簿に記載された株主

の所有株式数を１株につき４株の割

合をもって分割 

２．分割により増加する株式の種類

及び株式数 

普通株式      58,158株 

３．株式分割日 

平成17年10月20日 

４．配当起算日 

  平成17年９月１日 

当該株式分割が前期首に行われた

と仮定した場合の前事業年度におけ

る１株当たりの情報及び当期首に行

われたと仮定した場合の当事業年度

における１株当たり情報は、それぞ

れ以下のとおりとなります。 

前事業年度 当事業年度 

１株当たり純資産１株当たり純資産

2,329.75円 13,102.32円 

１株当たり当期

純利益金額 

１株当たり当期

純利益金額 

1,003.62円 2,224.99円 

潜在株式調整後

１株当たり当期

純利益金額 

潜在株式調整後

１株当たり当期

純利益金額 

－ 1,959.76円 

なお、潜在株

式調整後１株当

たり当期純利益

金額について

は、新株予約権

の残高がありま

すが、当社株式

は非上場かつ非

登録であり、期

中平均株価が把

握できないため

記載しておりま

せん。 

 

 

  

－  － 
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前第１四半期会計期間 
（自 平成16年９月１日 
至 平成16年11月30日） 

当第１四半期会計期間 
（自 平成17年９月１日 
至 平成17年11月30日） 

前事業年度 
（自 平成16年９月１日 
至 平成17年８月31日） 

  新株予約権発行の決議 

当社は、平成17年11月14日開催の

取締役会決議、及び平成17年11月29

日開催の定時株主総会決議におい

て、商法280条ノ20及び280条ノ21の

規定に基づき以下の要領により新株

予約権を発行する決議をいたしまし

た。 

〔新株予約権の要領〕 

（1）新株予約権の割当を受ける者 

当社又は当社の子会社の取締

役、監査役、従業員及び従業員

に準ずるもの 

（2）各新株予約権の目的となる株

式の種類及び数 

当社普通株式800株を上限 

（3）新株予約権の総数 

800個（新株予約権の１個当た

りの目的たる株式の数１株）を

上限 

（4）新株予約権の発行価額 

無償 

（5）各新株予約権行使時に払込み

をすべき金額 

新株予約権発行の日が属する

月の前月の各日（取引の成立し

ない日を除く）の株式会社名古

屋証券取引所における当社普通

株式の最終価格の平均値（１円

未満の端数は切り上げ）、又は

発行日の最終価格（当日に最終

価格がない場合は、それに先立

つ直近日の最終価格）のいずれ

か高い金額 

（6）新株予約権の権利行使期間 

平成19年11月30日から平成27

年11月29日まで 

 

－  － 
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