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平成 18 年５月期 第３四半期財務・業績の概要（非連結） 
平成 18 年４月５日 

 

上場会社名  株式会社メディアクリエイト    （コード番号：2451 東証マザーズ） 

（ＵＲＬ http://www.m-create.co.jp/） 

問合せ先  代表者役職・氏名  代表取締役社長 加藤 博彦           ＴＥＬ： 055-929-8560 

責任者役職・氏名  専務取締役管理本部長 斉藤 哲明 

 

１．四半期財務情報の作成等に係る事項 

① 四半期財務諸表の作成基準             ： 中間財務諸表作成基準 

② 最近事業年度からの会計処理の方法の変更の有無   ： 無 

③ 会計監査人の関与                 ： 有 

四半期財務諸表については、東京証券取引所の「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」

に基づく意思表明のための手続きを受けております。 

 

２．平成 18 年５月期第３四半期財務・業績の概要（平成 17 年６月１日～平成 18 年２月 28 日） 

(1) 経営成績の進捗状況              （記載金額は百万円未満を切り捨てております） 
 

売 上 高 営 業 利 益 経 常 利 益 四半期（当期） 
純 利 益 

 百万円  ％  百万円   ％  百万円   ％  百万円   ％  

18 年５月期第３四半期 3,133   ― 109   ― 101    ― 47    ― 

17 年 5 月期第３四半期 ―  ―  ―  ― ―   ―      ―    ― 

（参考）17 年 5 月期 3,662  ― 184   ― 187    ― 100    ― 

 
 1 株当たり四半期

（当期）純利益 
潜在株式調整後 

1 株当たり四半期 
（当期）純利益 

  

      円   銭       円    銭    

18 年５月期第３四半期 9   72  ―  ―   

17 年 5 月期第３四半期 ―  ―  ―   ―   

（参考）17 年 5 月期 25  46  ―  ―   

(注) １ 期中平均株式数 18 年 5 月期第３四半期 4,919,267 株  17 年 5 月期 3,812,513 株 

     （注）平成 17 年８月４日に新株式の発行による増資 1,000,000 株を行っております。 

２ 売上高、営業利益等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５月期第３四半期については、四半期財務諸表を作成していないため、記載を省略して

おります。 

    ４  潜在株式調整後の１株当たり当期純利益については、潜在株式が存在しないため記載しておりま

せん。 
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［経営成績の進捗状況に関する定性的情報等］ 

 当第３四半期におけるわが国経済は、原油価格の高騰や国際経済情勢に不安要素が残るものの、好調な

企業収益を背景として、民間設備投資が堅調に推移し、また雇用情勢の改善に伴い個人消費も緩やかに増

加し回復基調が続いております。 

 この様な経済情勢の中、当社が属するサービス業界におきましては出店競争、価格競争など厳しさを増

す一方、業界再編成へ向けた動きも活発化しております。 

当社といたしましては、このような状況のもとで主力事業であるマルチメディア・ネットカフェ事業を

中心に積極的に設備投資を行ってまいりました。その結果、当第３四半期における売上高は下表のとおり

となっております。 

                                        (単位：千円) 

 当第３四半期会計期間 
（自 平成 17 年６月 1 日 
  至 平成 18 年２月 28 日） 

前事業年度 
（自 平成 16 年６月 1 日 
  至 平成 17 年５月 31 日） 

直営事業 1,827,576  1,905,774  

フランチャイズ事業 151,189  175,484  

マルチメディア･ 

ネットカフェ 

事業 小計 1,978,765  2,081,258  

カラオケ事業 896,333  1,235,469  

その他事業 258,411  345,661  

合計 3,133,510  3,662,389  

 

（マルチメディア・ネットカフェ事業） 

 マルチメディア・ネットカフェ事業は、直営事業の順調な推移により売上高は 1,978 百万円となりまし

た。 

 

① 直営事業 

 マルチメディア・ネットカフェ直営事業は、「充実したサービスの提供」と「明るく開放感のある競争力

のある店舗」を目指し、新規出店 3 店舗、大規模増床３店舗、改装８店舗を実施いたしました。 

 また、新規サービスとして「ダーツライブ」、「ネットゲーム」等の導入、さらにネット環境の充実を目

的に高機能のパソコンの導入等積極的に設備投資を行ってまいりました。 

 当第３四半期末の店舗数は 32 店舗（前期末 29 店舗）となり、売上高は 1,827 百万円となりました。 

 

② フランチャイズ事業 

 マルチメディア・ネットカフェフランチャイズ事業は、新たな加盟先などによる３店舗出店がありまし

たが、他業種との複合形態をとっておりました既存加盟先の４店舗が他業種の閉店に合わせ閉店となりま

した。 

当第３四半期末の店舗数は 21 店舗（前期末 22 店舗）となりました。しかしながら売上高は３店舗の出

店により 151 百万円となりました。 
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（カラオケ事業） 

 カラオケ事業は、飲食グランドメニュー改定に加え、フリードリンクサービスの充実、またお客様の利

用時間帯のニーズに合わせたサービスタイムの設定や繁忙期の営業時間の見直しなどお客様サービスの向

上に努めました。 

 また、新たな店舗イメージ戦略として「アメリカンポップ調」の明るく軽やかな店舗作りとし、１店舗

の全面改装を実施いたしました。今後、当期内に２店舗、来期早々に４店舗の全面改装を予定しておりま

す。同時にカラオケ機器の人気機種の導入を随時実施してまいりました。 

 当第３四半期末の店舗数は 16 店舗（前期末 18 店舗）となり、売上高は 896 百万円となりました。 

 

（その他事業） 

 自社保有ビルであります「WAO CUBE 京都」ビル内におきまして TSUTAYA、外食事業を各 1 店舗運

営しております。TSUTAYA の増収により売上高は 258 百万円となりました。 

 

以上の活動により、当第３四半期の売上高は 3,133 百万円、売上総利益は 505 百万円となりました。 

また、株式会社東京証券取引所マザーズへの株式上場に伴う管理コスト・支払手数料等が増加した結果、

営業利益は 109 百万円、公募増資に伴う新株発行費の発生により経常利益は 101 百万円、第３四半期純利

益 47 百万円を計上いたしました。 

 

(2) 財政状態の変動状況              （記載金額は百万円未満を切り捨てております） 
 

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  

18 年５月期第３四半期 2,346 1,058 45.1 205    48 

17 年 5 月期第３四半期 ―  ―  ―      ―  ―  

（参考）17 年 5 月期 1,865 392 21.1 93  83  

 

(3) キャッシュ・フローの状況           （記載金額は百万円未満を切り捨てております） 
 営業活動による

キャッシュ・フロー 
投資活動による 
キャッシュ・フロー 

財務活動による 
キャッシュ・フロー 

現金及び現金同
等物期末残高 

 百万円    百万円    百万円     百万円     

18 年５月期第３四半期 83  △287  478  438  

17 年 5 月期第３四半期         ―         ― ― ― 

（参考）17 年 5 月期 204  △377  253  165  

 

 

［財政状態の変動に関する定性的情報等］ 

 当第３四半期における現金及び現金同等物は、前事業年度末と比較して 273 百万円増加し、438 百万円

となりました。当第３四半期におけるキャッシュ・フローの状況は次のとおりであります。 
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（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 83 百万円となりました。 

これは主に、税引前第３四半期純利益 85 百万円、減価償却費 86 百万円に対して、法人税等の支払が 107

百万円あったことによるものです。 

 

（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

投資活動の結果使用した資金は 287 百万円となりました。 

これは主に、マルチメディア・ネットカフェ「ゆう遊空間」の新規出店３店舗、大規模増床３店舗、改

装８店舗に伴い、有形固定資産の取得による支出 234 百万円、差入敷金保証金の差入による支出 45 百万

円などがあったことによるものです。 

 

（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

財務活動の結果得られた資金は 478 百万円となりました。 
これは主に、平成17年８月５日に株式会社東京証券取引所マザーズに株式を上場し同時に公募増資を行

い613百万円の収入があったことによるものです。 

 

（注） 平成 17 年５月期第３四半期については四半期財務諸表を作成しておりませんので、比較を省略し

ております。 

 

３．平成 18 年５月期の業績予想（平成 17 年６月 1 日～平成 18 年５月 31 日） 

 

［業績予想に関する定性的情報等］ 

今後の見通しにつきましては、景気は回復基調にあるものの、原油価格の高騰や不透明な国際情勢など、

不安要因も存在しております。 

このような状況の中、当社は、引続き事業拡大のスピードアップとより一層の収益体質へ各種強化を図

るとともに、常にお客様への「快適な時間と空間」の提供に邁進してまいります。 

そのためマルチメディア・ネットカフェ直営事業におきましては、250～300 坪程度の大型店舗の新規出

店を進めると同時に、改装等設備投資を積極展開してまいります。また、新サービスの導入にも重点をお

き、利益重視の施策を図ってまいります。 

カラオケ事業におきましては、「アメリカンポップ調」の明るく軽やかなイメージの店舗へ全面改装、同

時にカラオケ機器の人気機種導入を随時実施してまいります。 

 
１株当たり年間配当額  

売上高 経常利益 当期純利益 
中間 期末  

 百万円  百万円  百万円  円  銭    円  銭    円  銭    

通   期 4,115  160   78  ―   3 00  3 00  

（参考） １株当たり予想当期純利益（通期） 15円21銭 
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 通期の業績予想につきましては、平成18年４月５日に発表いたしました「通期業績予想の修正に関

するお知らせ」、また１株当たり年間配当額につきましては、平成18年４月５日に発表いたしました「平

成18年５月期の配当予想及び株主優待制度の新設に関するお知らせ」のとおりであります。 

 

    
（注）上記の予想は、本資料の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が異なる可能性があります。 
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４．四半期財務諸表 

(1) 四半期貸借対照表 

  
当第３四半期会計期間末 

(平成18年２月28日) 

前事業年度の要約貸借対照表 

(平成17年５月31日) 

区分 
注記 
番号 

金額(千円) 
構成比 
(％) 

金額(千円) 
構成比 
(％) 

(資産の部)        

Ⅰ 流動資産        

１ 現金及び預金  438,705   165,007   

２ 売掛金  24,038   15,940   

３ たな卸資産  89,108   92,087   

４ 前払費用   96,758   91,676   

５ その他  29,123   39,714   

 貸倒引当金  △896   △828   

流動資産合計   676,838 28.8  403,597 21.6 

Ⅱ 固定資産        

１ 有形固定資産 ※1       

(1) 建物 ※2 932,815   801,243   

(2) 土地 ※2 302,326   302,326   

(3) その他  127,979   102,761   

有形固定資産合計  1,363,121   1,206,331   

２ 無形固定資産  9,430   9,971   

３ 投資その他の資産        

(1) 差入敷金保証金  222,330   180,247   

(2) その他  75,016   65,147   

投資その他の 
資産合計 

 297,347   245,394   

固定資産合計   1,669,899 71.2  1,461,698 78.4 

資産合計   2,346,738 100.0  1,865,296 100.0 
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当第３四半期会計期間末 

(平成18年２月28日) 

前事業年度の要約貸借対照表 

(平成17年５月31日) 

区分 
注記 
番号 

金額(千円) 
構成比 
(％) 

金額(千円) 
構成比 
(％) 

(負債の部)        

Ⅰ 流動負債        

１ 買掛金  35,100   37,486   

２ 短期借入金  100,000   50,000   

３ 一年以内返済予定 
長期借入金 

※2 400,660   409,744   

４ 未払金  168,284   154,006   

５ 賞与引当金  19,883   36,375   

６ 役員賞与引当金  3,748   －   

７ その他 ※3 29,983   87,848   

流動負債合計   757,659 32.3  775,460 41.6 

Ⅱ 固定負債        

１ 長期借入金 ※2 500,260   672,434   

２ 退職給付引当金  14,097   11,156   

３ その他  15,747   13,497   

固定負債合計   530,105 22.6  697,088 37.3 

負債合計   1,287,765 54.9  1,472,548 78.9 

(資本の部)        

Ⅰ 資本金   429,215 18.3  191,215 10.3 

Ⅱ 資本剰余金        

１ 資本準備金  465,865   78,265   

資本剰余金合計   465,865 19.9  78,265 4.2 

Ⅲ 利益剰余金        

１ 利益準備金  400   400   

２ 第３四半期(当期) 
未処分利益 

 163,536   122,867   

利益剰余金合計   163,936 6.9  123,267 6.6 

Ⅳ その他有価証券 
  評価差額金 

  △43 0.0  － － 

資本合計   1,058,973 45.1  392,747 21.1 

負債及び資本合計   2,346,738 100.0  1,865,296 100.0 
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(2) 四半期損益計算書 

  
当第３四半期会計期間 

(自 平成17年６月１日 
至 平成18年２月28日) 

前事業年度の 
要約損益計算書 

(自 平成16年６月１日 
至 平成17年５月31日) 

区分 
注記 
番号 

金額(千円) 
百分比 
(％) 

金額(千円) 
百分比 
(％) 

Ⅰ 売上高  3,133,510 100.0 3,662,389 100.0 

Ⅱ 売上原価  2,627,737 83.9 3,005,090 82.1 

売上総利益  505,773 16.1 657,299 17.9 

Ⅲ 販売費及び一般管理費  396,082 12.6 472,350 12.9 

営業利益  109,690 3.5 184,948 5.0 

Ⅳ 営業外収益 ※1 33,199 1.0 50,081 1.4 

Ⅴ 営業外費用 ※2 41,482 1.3 47,938 1.3 

   経常利益  101,408 3.2 187,092 5.1 

Ⅵ 特別利益  － － 1,442 0.0 

Ⅶ 特別損失 ※3 16,281 0.5 8,447 0.2 

税引前第３四半期 
(当期)純利益 

 85,126 2.7 180,087 4.9 

法人税、住民税及び 
事業税 

 37,303 1.2 80,028 2.2 

第３四半期(当期) 
純利益 

 47,822 1.5 100,059 2.7 

前期繰越利益  115,714 22,808  

第３四半期(当期) 
未処分利益 

 163,536 

 

122,867  

      

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 9

(3) 四半期キャッシュ・フロー計算書  

  

 
当第３四半期会計期間 

 
(自 平成17年６月１日 
至 平成18年２月28日) 

前事業年度の 
要約キャッシュ・フロー 

計算書 
(自 平成16年６月１日 
至 平成17年５月31日) 

区分 
注記 
番号 

金額(千円) 金額(千円) 

Ⅰ 営業活動によるキャッシュ・フロー    

１ 税引前第３四半期(当期)純利益  85,126  180,087  

２ 減価償却費  86,091  94,683  

３ 減損損失  10,044  －  

４ 貸倒引当金の増減額（減少：△）  68  △1,442  

５ 賞与引当金の増減額（減少：△）  △16,491  6,750  

６ 退職給付引当金の増減額（減少：△）  2,941  2,278  

７ 役員賞与引当金の増減額（減少：△）  3,748  －  

８ 受取利息  △2  △5  

９ 支払利息  15,378  23,713  

10 新株発行費  11,399  －  

11 固定資産除却損  6,237   5,271  

12 リース解約損  －  3,175  

13 売上債権の増減額（増加：△）  △8,098  50,329  

14 たな卸資産の増減額（増加：△）  2,978  △23,153  

15 仕入債務の増減額（減少：△）  △2,386  △1,158  

16 未払消費税等の増減額（減少：△）  5,958  △1,393  

17 役員賞与の支払額  △3,000  －  

18 その他  7,023  △6,383  

小計  207,016  332,750  

19 利息の受取額  0   4  

20 利息の支払額  △15,922  △23,679  

21 リース契約解除による支出  －  △3,175  

22 法人税等の支払額  △107,723  △101,171  

営業活動によるキャッシュ・フロー  83,370  204,728  

Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー     

１ 有形固定資産の取得による支出  △234,189  △282,077  

２ 有形固定資産の除却に係る支出  △3,484  △4,265  

３ 差入敷金保証金の差入による支出  △45,693  △73,831  

４ 差入敷金保証金の返還による収入  5,911  1,848  

５ 保険積立金の支出  △10,308  △14,472  

６ その他  △160  △4,362  

投資活動によるキャッシュ・フロー  △287,926  △377,159  
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当第３四半期会計期間 

 
(自 平成17年６月１日 
至 平成18年２月28日) 

前事業年度の 
要約キャッシュ・フロー 

計算書 
(自 平成16年６月１日 
至 平成17年５月31日) 

区分 
注記 
番号 

金額(千円) 金額(千円) 

Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー    

１ 短期借入金の純増減額（減少：△）  50,000  35,000  

２ 長期借入れによる収入  200,000  500,000  

３ 長期借入金の返済による支出  △381,258  △371,332  

４ 株式の発行による収入  613,665  94,010  

５ 配当金の支払額  △4,153  △3,742  

財務活動によるキャッシュ・フロー  478,253  253,935  

Ⅳ 現金及び現金同等物に係る換算差額  －  －  

Ⅴ 現金及び現金同等物の純増減額 
（減少：△） 

 273,698  81,504  

Ⅵ 現金及び現金同等物の期首残高  165,007  83,503  

Ⅶ 現金及び現金同等物の 
第３四半期末(期末)残高 

※1 438,705  165,007  
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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 

当第３四半期会計期間 

（自 平成17年６月１日 

  至 平成18年２年28日） 

前事業年度 

（自 平成16年６月１日 

   至 平成17年５月31日） 

 １ 資産の評価基準及び評価

方法 

 

(1) 有価証券 

その他有価証券 

時価のあるもの 

第３四半期末日の市場価格

等に基づく時価法 

  （評価差額は全部資本直入

法により処理し、売却原価

は移動平均法により算定） 

 

(2) たな卸資産 

① 商品 

    売価還元法による原価法 

 

② 原材料 

    最終仕入原価法 

 

③ 貯蔵品 

    移動平均法による原価法 

 

(1) 有価証券 

―― 

 

 

 

 

 

 

 

(2) たな卸資産 

① 商品 

同左 

    

② 原材料 

同左 

 

③ 貯蔵品 

同左 

 

２ 固定資産の減価償却の 

方法 

(1) 有形固定資産 

    建物（建物附属設備を除く） 

･･･定額法 

  上記以外の資産･･･定率法 

    なお、主な耐用年数は以下のと

おりであります。 

    建物              ３年～34年 

    工具、器具及び備品３年～８年 

 

(2) 無形固定資産 

     自社利用のソフトウェアに

ついては、社内における利用可

能期間（５年）に基づく定額法 

 

(1) 有形固定資産 

同左 

 

 

 

 

 

 

 

(2) 無形固定資産 

同左 
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項目 

当第３四半期会計期間 

（自 平成17年６月１日 

   至 平成18年２月28日） 

前事業年度 

（自 平成16年６月１日 

   至 平成17年５月31日） 

３ 繰延資産の処理方法 新株発行費 

   発生時に全額費用として処理

しております。 

 

（追加情報） 

   平成17年８月４日を払込期日

とする一般募集による新株式の

発行は、引受証券会社が引受価

額で買取引受を行い、これを引

受価額と異なる発行価格で一般

投資家に販売するスプレッド方

式によっております。 

   スプレッド方式では、発行価

格と引受価額との差額54,400千

円が事実上の引受手数料であ

り、引受価額と同一の発行価格

で一般投資家に販売する従来の

方式であれば新株発行費として

処理されていたものでありま

す。 

   このため、従来の方式によっ

た場合に比べ、新株発行費の額

と資本金及び資本準備金合計額

は、それぞれ54,400千円少なく

計上され、経常利益及び税引前

第３四半期純利益は同額多く計

上されております。 

 

新株発行費 

同左 
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項目 

当第３四半期会計期間 

（自 平成17年６月１日 

   至 平成18年２月28日） 

前事業年度 

（自 平成16年６月１日 

   至 平成17年５月31日） 

４ 引当金の計上基準 (1) 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

別に回収可能性を勘案し、回収

不能見込額を計上しておりま

す。 

 

(2) 賞与引当金 

従業員の賞与支給に充てる

ため、支給見込額に基づき計上

しております。 

 

(3) 退職給付引当金 

従業員の退職給付に備えるた

め、当期末における退職給付債

務の見込額に基づき、当第３四

半期会計期間末において発生し

ていると認められる額を計上し

ております。なお、退職給付債

務については簡便法により算定

しております。 

 

(4) 役員賞与引当金 

役員に対する賞与支給に充て

るため、支給見込額のうち第３

四半期会計期間負担分を計上し

ております。 

 （会計処理の変更） 

役員賞与については、従来は

利益処分により株主総会の決議

を経て、未処分利益の減少とし

て処理しておりましたが、「役員

賞与に関する会計基準」（企業会

計基準第４号 平成17年11月29

日）が公表され、「会社法」（平

成17年７月26日法律第86号）施

行日以後終了する事業年度に係

る中間会計期間から適用される

ことになったことに伴い、当中

間会計期間から発生時に費用と

して会計処理することとしまし

た。 

この結果、販売費及び一般管理

費が3,748千円増加し、営業利益、

経常利益及び税引前第３四半期

純利益が同額減少しております。 

 

(1) 貸倒引当金 

同左 

 

 

 

 

 

 

 

(2) 賞与引当金 

同左 

 

 

 

(3) 退職給付引当金 

従業員の退職給付に備える

ため、当期末における退職給付

債務の見込額に基づき計上し

ております。なお、退職給付債

務については簡便法により算

定しております。 

 

 

 

(4) 役員賞与引当金 

―― 
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項目 

当第３四半期会計期間 

（自 平成17年６月１日 

   至 平成18年２月28日） 

前事業年度 

（自 平成16年６月１日 

   至 平成17年５月31日） 

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 

６  ヘッジ会計の方法 (1) ヘッジ会計の方法 

繰延ヘッジ処理によってお

ります。また、金利スワップ取

引のうち特例処理の要件を満

たしているものについては、特

例処理によっております。 

 

(2) ヘッジ手段とヘッジ対象 

     ヘッジ手段･･･金利スワップ 

     ヘッジ対象･･･借入金の利息 

 

(3) ヘッジ方針 

デリバティブ取引に関して

は、ヘッジ対象とする借入金の

約定時に取締役会の承認に基

づき対象となる金利変動リス

クを一定の範囲内でヘッジし

ております。 

 

(4) ヘッジ有効性評価の方法 

ヘッジ対象のキャッシュ・フ

ロー変動の累計とヘッジ手段

のキャッシュ・フロー変動の累

計を半期ごとに比較し、両者の

変動額等を基礎にして、ヘッジ

有効性を評価しております。た

だし、特例処理によっている金

利スワップについては、有効性

の評価を省略しております。 
 

(1) ヘッジ会計の方法 

同左 

 

 

 

 

 

(2) ヘッジ手段とヘッジ対象 

同左 

 

 

(3) ヘッジ方針 

同左 

 

 

 

 

 

 

(4) ヘッジ有効性評価の方法 

同左 

７ 四半期キャッシュ・フロ

ー（キャッシュ・フロー）

計算書における資金の範

囲 

手許現金、随時引き出し可能な預

金及び容易に換金可能であり、か

つ、価値の変動について僅少なリス

クしか負わない取得日から３ヶ月

以内に償還期限の到来する短期投

資からなっております。 

 

同左 
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項目 

当第３四半期会計期間 

（自 平成17年６月１日 

   至 平成18年２月28日） 

前事業年度 

（自 平成16年６月１日 

   至 平成17年５月31日） 

８ その他四半期財務諸表

（財務諸表）作成のため

の基本となる重要な事項 

(1) 消費税等の会計処理 

税抜方式によっております。 

 

(2) 税金費用及び繰延税金資産・負

債の簡便な方法 

当第３四半期会計期間におけ

る税金費用については、簡便法に

より計算しているため、法人税等

調整額は｢法人税、住民税及び事

業税｣に含めて表示しておりま

す。 

なお、繰延税金資産及び繰延税

金負債は、中間財務諸表と同額で

あります。 

 

(1)  消費税等の会計処理 

同左 

 

(2)   － 

 

 

四半期財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更 

当第３四半期会計期間 
（自 平成17年６月１日 

至 平成18年２月28日） 

前事業年度 
（自 平成16年６月１日 

至 平成17年５月31日） 

(固定資産の減損に係る会計基準) 

当中間会計期間から、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。 

これにより税引前第３四半期純利益は10,044千

円減少しております。 

なお、減損損失累計額については、改正後の中間

財務諸表等規則に基づき各資産の金額から直接控

除しております。 

 

―― 

 

 

表示方法の変更 

当第３四半期会計期間 
（自 平成17年６月１日 

至 平成18年２月28日） 

前事業年度 
（自 平成16年６月１日 

至 平成17年５月31日） 

―― (キャッシュ・フロー計算書) 

  保険積立金の支出は金額的重要性が増したた

め、区分掲記することとしました。前期は投資活

動によるキャッシュ・フローの「その他」に10,067

千円含まれております。 

 

 



 16

注記事項 

(四半期貸借対照表関係) 

当第３四半期会計期間末 
(平成18年２月28日) 

前事業年度末 
(平成17年５月31日) 

※１ 有形固定資産の減価償却累計額 

            472,156千円 

 

※２ 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     249,855千円 

    土 地     302,326千円 

    合 計     552,182千円 

   担保付債務は次のとおりであります。 

    長期借入金   377,000千円 

    一年以内返済予定長期借入金 

            23,000千円 

    合 計     400,000千円 

 

※３ 消費税等の取扱い 

    「仮払消費税等」と「仮受消費税等」は、

相殺の上、流動負債の「その他」に含めて表

記しております。 

 

※１ 有形固定資産の減価償却累計額 

            398,232千円 

 

※２ 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     258,892千円 

    土 地     302,326千円 

    合 計     561,219千円 

   担保付債務は次のとおりであります。 

    長期借入金   400,000千円 

 

 

 

 
※３  

－ 
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(四半期損益計算書関係) 

当第３四半期会計期間 
（自 平成17年６月１日 

至 平成18年２月28日） 

前事業年度 
（自 平成16年６月１日 

至 平成17年５月31日） 

※１ 営業外収益の主要項目 

    設備等賃貸収入    17,154千円 

 
※２ 営業外費用の主要項目 

支払利息       15,378千円 

設備等賃貸費用    13,278千円 
新株発行費      11,399千円 

 

※３ 特別損失の内容 
    固定資産除却損     6,237千円 

減損損失       10,044千円 

 
※４ 減損損失 

   当第３四半期会計期間において、当社は以

下の資産グループについて減損損失を計上
しております。 

 
(1) 減損損失を認識した資産グループの概要 

用途 店舗 

種類 建物（建物付属設備を

含む）  

工具、器具及び備品 
リース資産 

場所 東海地区の１店舗 

金額 10,044千円 

  
(2) 減損損失の認識に至った経緯 

当該店舗につきましては、市場環境の激化

により当下期中の建物賃貸借契約満了をも

って閉店することとしました。 
その結果、想定していた収益が見込めなく

なったことにより、資産グループの帳簿価格

を回収可能価額まで減額し、当該減少額を減
損損失として特別損失に計上しております。 

  
(3) 減損損失の金額    （単位：千円） 

種類 金額 

建物 6,634 

工具、器具及び備品 531 

リース資産 2,878 

合計 10,044 
  

(4) 資産のグルーピングの方法 

    キャッシュ・フローを生み出す最小単位
として、店舗を基礎としてグルーピングをし

ております。 
   

(5) 回収可能価額の算定方法  

    資産グループの回収可能価額は使用価値
により測定しており、将来キャッシュ・フ

ローを3.7％で割引いて算定しております。 

 
５ 減価償却実施額 

    有形固定資産     82,280千円 

    無形固定資産      1,528千円 

 

※１ 営業外収益の主要項目 

    設備等賃貸収入    23,898千円 

 
※２ 営業外費用の主要項目 

支払利息       23,713千円 

設備等賃貸費用    20,351千円 
 

 

※３ 特別損失の内容 
    固定資産除却損     5,271千円 

リース解約損      3,175千円 

 

※４ 減損損失 

―― 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

５ 減価償却実施額 

    有形固定資産     90,548千円 

    無形固定資産      1,463千円 
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(四半期キャッシュ・フロー計算書関係) 

当第３四半期会計期間 
（自 平成17年６月１日 

至 平成18年２月28日） 

前事業年度 
（自 平成16年６月１日 

至 平成17年５月31日） 

※１ 現金及び現金同等物の第３四半期末残高と四

半期貸借対照表に掲記されている科目の金額

との関係 

 

     現金及び預金               438,705千円  

   現金及び現金同等物         438,705千円 

 

※１ 現金及び現金同等物の期末残高と貸借対照表

に掲記されている科目の金額との関係 

 

 

     現金及び預金               165,007千円 

   現金及び現金同等物         165,007千円 
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(リース取引関係) 

当第３四半期会計期間 
（自 平成17年６月１日 

至 平成18年２月28日） 

前事業年度 
（自 平成16年６月１日 

至 平成17年５月31日） 

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 借主側 
① リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相

当額、減損損失累計額相当額及び第３四半期末残
高相当額 

 取得価額 
相当額 

 

減価償却 
累計額 
相当額 

減損損失 
累計額 
相当額 

第3四半 
期末残高 
相当額 

 (千円) (千円) (千円) (千円) 

工具、
器具及
び備品 

1,014,229 460,836 2,350 551,041 

ソフト
ウェア 

39,472 26,465 － 13,006 

合計 1,053,701 487,302 2,350 564,047 
 
② 未経過リース料第３四半期末残高相当額等 
   未経過リース料第３四半期末残高相当額 

 １年以内 220,756千円  
 １年超 361,675千円  

 合計 582,431千円  
   リース資産減損勘定の残高  2,350千円 
 
③ 支払リース料、リース資産減損勘定の取崩額、減価償

却費相当額、支払利息相当額及び減損損失 
 支払リース料 177,145千円  
 リース資産減損勘

定の取崩額 
527千円 

 

 減価償却費相当額 164,522千円  
 支払利息相当額 14,858千円  
 減損損失 2,878千円  

 
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、残存価格を零とする
定額法によっております。 

 
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。 

 

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 借主側 
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) 

期末残高 
相当額 
(千円) 

工具、器
具及び備
品 

872,178 395,529 476,649 

ソフト 
ウェア 

41,481 22,407 19,074 

合計 913,660 417,937 495,723 
 

 
 
② 未経過リース料期末残高相当額 

 １年以内 189,170千円  
 １年超 324,404千円  

 合計 513,574千円  
 
 
 
③ 支払リース料、減価償却費相当額及び支払利息

相当額 
 支払リース料 184,774千円  
 減価償却費相当額 170,733千円  
 支払利息相当額 16,720千円  

 
 
 
 
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 

同左 

２ 貸主側 
    未経過リース料第３四半期末残高相当額 
        １年以内                   1,640千円 
        １年超                       ― 千円 
         合計                      1,640千円 
(注) 上記は、すべて転貸リース取引に係る貸主側の未経

過リース料第３四半期末残高相当額であります。 
なお、当該転貸リース取引は、おおむね同一の条

件で第三者にリースしておりますので、ほぼ同額の
残高が上記の借主側の未経過リース料第３四半期末
残高相当額に含まれております。 

 
３ オペレーティング･リース取引 
    未経過リース料 
        １年以内                   1,747千円 
        １年超                     4,804千円 
         合計                      6,552千円 
 

２ 貸主側 
    未経過リース料期末残高相当額 
        １年以内                    4,515千円 
        １年超                       906千円 
         合計                      5,422千円 
(注) 上記は、すべて転貸リース取引に係る貸主側の未

経過リース料期末残高相当額であります。 
なお、当該転貸リース取引は、おおむね同一の

条件で第三者にリースしておりますので、ほぼ同
額の残高が上記の借主側の未経過リース料期末残
高相当額に含まれております。 

 
３  

―― 
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(有価証券関係) 

その他有価証券で時価のあるもの 

 当第３四半期会計期間末 

（平成18年２月28日） 

前事業年度末 

（平成17年５月31日） 

区分 
取得原価 

(千円) 

四半期貸借

対照表計上

額(千円) 

差額 

（千円） 

取得原価 

(千円) 

貸借対照表

計上額 

(千円) 

差額 

（千円） 

株 式 499   427  △72  ―― ―― ―― 

合 計 499   427  △72  ―― ―― ―― 

 

 
(デリバティブ取引関係) 

当第３四半期会計期間末（平成18年２月28日）及び前事業年度末（平成17年５月31日）におい

て、該当事項はありません。 

なお、金利スワップ取引を行っておりますが、いずれもヘッジ会計を適用しておりますので、

注記の対象から除いております。 

 
 

(持分法損益等) 

当第３四半期会計期間（自 平成17年６月１日 至 平成18年２月28日）及び前事業年度（自 平

成16年６月１日 至 平成17年５月31日）において、当社には関連会社が存在しないため、該当事

項はありません。 

 
 

(１株当たり情報) 

当第３四半期会計期間 
（自 平成17年６月１日 

   至 平成18年２月28日） 

前事業年度 
（自 平成16年６月１日 
   至 平成17年５月31日） 

１株当たり純資産額         205円48銭 

１株当たり第３四半期純利益        9円72銭 

１株当たり純資産額         93円83銭 

１株当たり当期純利益        25円46銭 

 
なお、潜在株式調整後１株当たり第３四半期純利

益については、潜在株式が存在しないため記載して
おりません。 

 

 
なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益につ

いては、潜在株式が存在しないため記載しておりま
せん。 

 

(注) １株当たり第３四半期（当期）純利益の算定上の基礎 

項目 
当第３四半期会計期間 

（自 平成17年６月１日 
至 平成18年２月28日） 

前事業年度 
（自 平成16年６月１日 

至 平成17年５月31日） 

第３四半期（当期）純利益       (千円) 47,822  100,059  

普通株主に帰属しない金額       (千円) 
  （うち利益処分による取締役賞与金  （千円）） 

 －  
 3,000  

（3,000）  

普通株式に係る第３四半期（当期）純利益 (千円)  47,822  97,059  

普通株式の期中平均株式数            （株） 4,919,267   3,812,513   
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(重要な後発事象) 

当第３四半期会計期間 
（自 平成17年６月１日 

  至 平成18年２月28日） 

前事業年度 
（自 平成16年６月１日 

至 平成17年５月31日） 

－ 

 

 

 当社株式は平成17年８月５日に株式会社東京証券取

引所マザーズ市場に上場いたしました。これにあたり、

平成17年７月６日及び平成17年７月19日開催の取締役

会に基づき、下記の通り一般募集による新株発行を行い

ました。 

 

１ 募集方法     ブックビルディング方式によ

る一般募集 

２ 発行新株式数        1,000,000株 

３ 発行価格      １株につき680円 

４ 引受価額      １株につき625円60銭 

  この価額は、当社が引受人より一株当たりの新株式

払込金として受取った金額であります。なお、発行価

格と引受価額との差額の総額は引受人の手取金とな

ります。 

５ 発行価額      １株につき476円 

６ １株当たりの資本組入額  １株につき238円 

７ 払込金額の総額   625,600千円 

８ 発行価格の総額   476,000千円 

９ 資本組入額の総額  238,000千円 

10 払込期日      平成17年８月４日 

11 新株の配当起算日  平成17年６月１日 

12 資金の使途     設備資金 

 

 

 
５．販売実績 

「経営成績の進捗状況に関する定性的情報等」に記載しております。 


