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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 ： 無 

 

２．平成19年２月期第１四半期財務･業績の概況（平成18年３月１日～平成18年５月31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19年２月期第１四半期 958 － 120 － 116 － 60 － 

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

（参考）平成18年２月期 1,729  197  189  99  

 

 
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19年２月期第１四半期 704 61 628 13

平成18年２月期第１四半期 572 19 553 37

（参考）平成18年２月期 1,265 93 1,186 39

 (注)１．期中平均株式数 19年２月期第１四半期 86,544株 18年２月期第１四半期 77,544株 

 18年２月期 78,240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18年２月期は、決算期変更により６ヶ月決算となっておりますので、当第１四半期に対応する前年同四半期

との比較は行っておりません。なお、平成18年２月期第１四半期は平成17年９月～11月、平成19年２月期第１四

半期は平成18年３月～５月となっております。 

５．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1四半期におけるわが国経済は、原油価格の高騰による企業収益の圧迫、金利情勢の変化等引き続

き景気の先行き不透明感が残るものの、企業収益の改善と設備投資の増加を背景に、雇用情勢の回復から

個人消費にも明るさが見え始め緩やかな回復基調となりました。 

一方外食産業におきましては、顧客の消費傾向は改善基調にあるものの、市場規模の長期にわたる縮小

傾向は続いており、加えて新規出店による競争激化や天候不順などにより既存店売上高が低迷する厳しい

経営環境が続いております。 

このような状況の下、当社は主力業態であります「天地旬鮮 八吉」、「五大陸」が底堅い推移を見せ既存店

の売上高も引き続き横ばいで推移しております。 

以上の結果、当第１四半期（平成18年３月１日～平成18年５月31日）の業績は、売上高958百万円、経常利

益116百万円、第１四半期純利益60百万円となりました。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、順調に推移し926百万円となりました。 

商品卸売事業、その他の事業といたしましては、「ライセンス販売」に伴い順調に推移し、商品卸売事業は

11百万円、その他事業は20百万円となりました。 

（注） 平成18年２月期は、決算期変更により６ヶ月決算となっておりますので、当第１四半期に対応する前年同四

半期との比較は行っておりません。 

－  － 
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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 純 資 産 自 己 資 本 比 率 １株当たり純資産 

 百万円 百万円 ％ 円 銭

平成19年２月期第１四半期 4,185 2,768 66.1  31,988 16

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

（参考）平成18年２月期 4,222 2,707 64.1  31,283 56

(注)１．期末発行済株式総数 19年２月期第１四半期 86,544株 18年２月期第１四半期 77,544株 

 18年２月期 86,544株 

２．期末自己株式数 19年２月期第１四半期 －株 18年２月期第１四半期      －株 

 18年２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4,185百万円、負債の部は1,416百万円、純資産の部は2,768百万円

となりました。 

資産の部につきましては、新規出店に関する敷金保証金の差入れ等により、投資その他の資産が617百

万円になりました。一方、借入金の返済等により現金及び預金が1,994百万円になりました。以上の結果

4,185百万円になりました。 

負債の部につきましては、借入金等の返済により1,416百万円になりました。 

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2,768百万円になり、自己資本比率が66.1％

になりました。 

（注） 平成18年２月期は、決算期変更により６ヶ月決算となっておりますので、当第１四半期に対応する前年同四半

期との比較は行っておりません。 

 

３.平成19年２月期の業績予想 （平成18年３月１日～平成19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 

中 間 期 末  
 百万円 百万円 百万円 円 銭 円 銭 円 銭

中 間 期 
通   期 

2,136 
4,592 

272 
573 

144 
303 

0  0 
――― 

――― 
0  0 

―――
0  0

（参考）１株当たり予想当期純利益（通期） 3,431円42銭 

 

【当期の業績予想に関する定性的情報等】 

当第１四半期は概ね計画通りの推移となっておりますので、現時点での業績予想につきましては、平

成18年４月10日に公表いたしました業績予想に変更はありません。 

 

（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17年11月30日） 

当第１四半期会計期間末 
（平成18年５月31日） 

前事業年度 
要約貸借対照表 

（平成18年２月28日） 

区分 
注記 

番号 
金額 

構成比 

（％） 
金額 

構成比 

（％） 
金額 

構成比 

（％） 

（資産の部）   

Ⅰ 流動資産   

 １. 現金及び預金  513,597 1,994,662 2,087,003 

 ２. 売掛金  51,748 65,191 47,608 

 ３. たな卸資産  73,272 52,817 65,890 

 ４. その他  60,476 72,261 77,438 

 流動資産合計  699,093 27.0 2,184,932 52.2 2,277,941 54.0

Ⅱ 固定資産   

 (1)有形固定資産 ※２  

 １. 建物 ※１ 654,007 703,094 733,137 

 ２. 土地 ※１ 555,497 555,497 555,497 

 ３. その他 ※１ 188,923 117,971 129,348 

  有形固定資産合計  1,398,427 53.9 1,376,563 32.9 1,417,983 33.6

 (2)無形固定資産   

  無形固定資産合計  2,279 0.1 6,210 0.1 3,011 0.0

 (3)投資その他の資産   

 １. 敷金保証金 ※１ 447,816 549,042 476,483 

 ２. その他  44,785 68,577 46,638 

  投資その他の資産合計  492,602 19.0 617,619 14.8 523,121 12.4

 固定資産合計  1,893,309 73.0 2,000,393 47.8 1,944,116 46.0

2,592,402 100.0 4,185,325 100.0 4,222,058 100.0
 

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17年11月30日） 

当第１四半期会計期間末 
（平成18年５月31日） 

前事業年度 
要約貸借対照表 

（平成18年２月28日） 

区分 
注記 

番号 
金額 

構成比 

（％） 
金額 

構成比 

（％） 
金額 

構成比 

（％） 

（負債の部）   

Ⅰ 流動負債   

 １. 買掛金  83,028 75,340 76,381 

 
２. １年内返済予定 

長期借入金 
※１ 198,931 210,372 213,375 

 ３. 未払金  197,605 77,270 86,456 

 ４. その他 ※３ 107,889 145,925 173,889 

 流動負債合計  587,455 22.7 508,908 12.2 550,103 13.0

Ⅱ 固定負債   

 １. 長期借入金 ※１ 843,107 822,046 874,815 

 ２. 長期未払金  72,002 49,330 60,273 

 ３. その他  29,461 36,656 29,461 

 固定負債合計  944,571 36.4 908,033 21.7 964,550 22.9

 負債合計  1,532,026 59.1 1,416,942 33.9 1,514,653 35.9

    

（資本の部）   

Ⅰ 資本金  364,385 14.1 － － 1,160,561 27.5

Ⅱ 資本剰余金   

 １. 資本準備金  423,575 － － 1,219,751 

  資本剰余金合計  423,575 16.3 － － 1,219,751 28.9

Ⅲ 利益剰余金   

 １. 利益準備金  370 － － 370 

 
２. 第１四半期(当期)未処

分利益 
 272,046 － － 326,722 

  利益剰余金合計  272,416 10.5 － － 327,092 7.7

 資本合計  1,060,376 40.9 － － 2,707,404 64.1

 
負債資本合計 

 2,592,402 100.0 － － 4,222,058 100.0

（純資産の部）   

Ⅰ 株主資本   

 １. 資本金  － － 1,160,561 27.7 － －

 ２. 資本剰余金  － － － －

  (1)資本準備金  － － 1,219,751 － －

 資本剰余金合計  1,219,751 29.1  

 ３. 利益剰余金  － － － －

  (1)利益準備金  － － 370 － －

  (2)その他利益剰余金  － － － －

  繰越利益剰余金  － － 387,701 － －

 利益剰余金合計  388,071 9.3  

 株主資本合計  － － 2,768,383 － －

 純資産合計  － － 2,768,383 66.1 － －

 
負債・純資産合計 

 － － 4,185,325 100.0 － －

 (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17年９月１日 
至 平成17年11月30日）

当第１四半期会計期間 
（自 平成18年３月１日 

至 平成18年５月31日）

前事業年度 
要約損益計算書 

（自 平成17年９月１日 
至 平成18年２月28日）

区分 
注記 

番号 
金額 

百分比 

（％） 
金額 

百分比 

（％） 
金額 

百分比 

（％） 

Ⅰ 売上高  800,341 100.0 958,748 100.0 1,729,422 100.0

Ⅱ 売上原価  216,850 27.1 265,850 27.7 473,258 27.4

 売上総利益  583,490 72.9 692,897 72.3 1,256,163 72.6

Ⅲ 販売費及び一般管理費  503,925 63.0 572,135 59.7 1,058,755 61.2

 営業利益  79,565 9.9 120,762 12.6 197,408 11.4

Ⅳ 営業外収益 ※１ 8,139 1.0 298 0.0 15,633 0.9

Ⅴ 営業外費用 ※２ 6,700 0.8 4,791 0.5 23,823 1.4

 経常利益  81,004 10.1 116,269 12.1 189,218 10.9

Ⅵ 特別利益  － － － － 2,329 0.1

Ⅶ 特別損失  55 0.0 227 0.0 97 0.0

 
税引前第１四半期(当期) 

純利益 
 80,948 10.1 116,041 12.1 191,450 11.0

 法人税、住民税及び事業税  27,756 3.5 50,590 5.3 89,335 5.2

 法人税等調整額  8,822 1.1 4,471 0.4 3,068 0.1

 第１四半期(当期)純利益  44,369 5.5 60,979 6.4 99,046 5.7

 前期繰越利益  227,676 326,722 227,676 

272,046 387,701 326,722  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17年９月１日 
至 平成17年11月30日）

当第１四半期会計期間 
（自 平成18年３月１日 
至 平成18年５月31日）

前事業年度 
（自 平成17年９月１日 
至 平成18年２月28日）

１．有価証券の評価基

準及び評価方法 

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。 

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。 

子会社株式及び関連会社株

式 

同左 

 

 

同左 

 

子会社株式及び関連会社株

式 

同左 

 

 

同左 

 

２．デリバティブ等の

評価基準及び評価

方法 

デリバティブ 

時価法を採用しておりま

す。 

デリバティブ 

同左 

デリバティブ 

同左 

３．たな卸資産の評価

基準及び評価方法 

商品及び貯蔵品 

①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。

②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。 

商品及び貯蔵品 

①店舗在庫 

同左 

 

②倉庫在庫 

同左 

商品及び貯蔵品 

①店舗在庫 

同左 

 

②倉庫在庫 

同左 

 

（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、当事業

年度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、これによる当事業

年度の損益に与える影響は

軽微であります。 

 

－  － 
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項目 
前第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）

当第１四半期会計期間 
（自 平成18年３月１日 
至 平成18年５月31日）

前事業年度 
（自 平成17年９月１日 
至 平成18年２月28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 

４．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      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 

５．繰延資産の処理方

法  

新株発行費 

支払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 

６．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 

７．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 

８．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。 

消費税等の会計処理 

同左 

消費税等の会計処理 

同左 

 

－  － 
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会計処理方法の変更 

前第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） 

当第１四半期会計期間 
（自 平成18年３月１日 
至 平成18年５月31日） 

前事業年度 
（自 平成17年９月１日 
至 平成18年２月28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。 

貸借対照表の純資産の部の表示に関

する会計基準 

 当第１四半期より、「貸借対照表

の純資産の部の表示に関する会計基

準」（企業会計基準第５号 平成17

年12月９日）及び「貸借対照表の純

資産の部の表示に関する会計基準等

の適用指針」（企業会計基準適用指

針第８号 平成17年12月９日）を適

用しております。 

従来の資本の部の合計に相当する金

額は2,768,383千円であります。 

固定資産の減損に係る会計基準 

当事業年度より、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。

 

－  － 
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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17年11月30日） 

当第１四半期会計期間末 

（平成18年５月31日） 

前事業年度末 

（平成18年２月28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 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 32,507千円

工具器具及び備品 248 

土地 555,497 

敷金保証金 41,628 

 計 629,882 

 (上記に対応する債務) 

１年内返済予定長

期借入金 
116,600 

長期借入金 620,352 

 計 736,952 
 

※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 32,919千円

工具器具及び備品 265 

土地 555,497 

敷金保証金 41,628 

 計 630,310 

 (上記に対応する債務) 

１年内返済予定長

期借入金 
119,603 

長期借入金 649,583 

 計 769,187 
 

※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 

471,152千円

※２ 有形固定資産減価償却累計額 

429,826千円

※３ 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。 

※３ 消費税等の表示 

同左 

※３ 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17年９月１日 
至 平成17年11月30日） 

当第１四半期会計期間 
（自 平成18年３月１日 
至 平成18年５月31日） 

前事業年度 
（自 平成17年９月１日 
至 平成18年２月28日） 

※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 

 

※１ 営業外収益のうち主要なもの 

協賛金収入    13,333千円

※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     4,759千円

 

※２ 営業外費用のうち主要なもの 

支払利息     11,362千円

新株発行費    12,172千円

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   42,354千円

無形固定資産      62千円

３ 減価償却実施額 

有形固定資産      86,700千円

無形固定資産         118千円

 

－  － 
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（リース取引関係） 

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

当第１四半期会計期間 
（自 平成18年３月１日 
至 平成18年５月31日） 

前事業年度 
（自 平成17年９月１日 
至 平成18年２月28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） 

（千円）

減価償却
累計額相
当額 

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）

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 21,018 21,390

工具器
具及び
備品 

199,885 91,118 108,767

その他 5,332 1,712 3,620

合計 247,626 113,848 133,777

  

 

 
取得価額
相当額 
（千円） 

（千円）

減価償却
累計額相
当額 

 （千円）

事業年度
末残高相
当額 

機械及
び装置

42,408 18,906 23,501

工具器
具及び
備品 

203,685 84,725 118,960

その他 5,332 1,445 3,886

合計 251,426 105,077 146,349

  
（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 39,872 千円 

１年超 75,261 千円 

合計 115,134 千円 
  

 
１年内 42,272 千円

１年超 95,684 千円

合計 137,957 千円
  

 
１年内 45,404 千円

１年超 105,112 千円

合計 150,516 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 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 15,718

減価償却費相当額 14,209

支払利息相当額 1,470
 

 
支払リース料 26,267千円

減価償却費相当額 23,536千円

支払利息相当額 2,779千円
 

（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17年11月30日） 

当第１四半期会計期間末 
（平成18年５月31日） 

前事業年度末 
（平成18年２月28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）その他有価証券    

非上場株式 4,425 4,425 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17年９月１日 
至 平成17年11月30日） 

当第１四半期会計期間 
（自 平成18年３月１日 
至 平成18年５月31日） 

前事業年度 
（自 平成17年９月１日 
至 平成18年２月28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 
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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17年11月30日） 

当第１四半期会計期間末
（平成18年５月31日） 

前事業年度末 
（平成18年２月28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 5,250 461 △4,788 5,250 925 △4,324 5,250 800 △4,449

 （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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（ストックオプション等関係） 

１．ストックオプションの内容、規模及びその変動状況 

（１）ストックオプションの内容 

 第１回新株予約権 第２回新株予約権 第３回新株予約権 第４回新株予約権 

株主総会決議年月日 平成16年８月26日 平成16年８月26日 平成16年８月26日 平成17年11月29日 

付与対象者の区分及び数 当社取締役５名 

当社従業員24名 

当社取引先２名 

当社子会社取締役１名 

当社子会社従業員１名 

当社取締役１名 

当社従業員85名 

当社子会社取締役１名 

当社子会社従業員１名 

当社従業員87名 

ストックオプションの数（注） 普通株式9,572株 普通株式256株 普通株式972株 普通株式636株 

付与日 平成16年８月26日 平成16年８月26日 平成17年８月15日 平成18年４月21日 

権利行使期間 自平成18年８月27日 

至平成26年８月26日 

自平成18年８月27日 

至平成26年８月26日 

自平成18年８月27日 

至平成26年８月26日 

自平成19年11月30日 

至平成27年11月29日 

権利行使条件 (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

おいても、当社の取締

役及び従業員の地位に

あることを要するもの

とします。また、新株

予約権者のうち、当社

の取引先については、

権利行使時において

も、当社と取引関係を

有するものとします。 

(2）新株予約権者が死

亡した場合は、相続を

認めないものとしま

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、別途当社と新株

予約権者との間で締結

する「新株予約権割当

契約」に定められてお

ります。 

 

 

 

同左 

 

 

同左 

(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

おいても、当社または

当社子会社の取締役、

監査役、従業員及び従

業員に準ずる地位にあ

ることを要す。 

(2）新株予約権者が死

亡した場合は、相続を

認めないものとする。 

(3）その他の権利行使

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、別途

当社と新株予約権者と

の間で締結する「新株

予約権割当契約」にお

いて定められている。 

 

（注）平成17年10月20日の分割後の株式数に換算して記載しております。 

権利確定条件は付与されておりません。また対象勤務期間の定めはありません。 
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（２）ストックオプションの規模及びその変動状況 

   当事業年度（平成19年２月期）において存在したストックオプションを対象とし、ストックオプション 

については、株式数に換算して記載しております。 

 ①ストックオプションの数 

 第１回新株予約権 第２回新株予約権 第３回新株予約権 第４回新株予約権 

株主総会決議年月日 平成16年８月26日 平成16年８月26日 平成16年８月26日 平成17年11月29日 

前事業年度末 9,532株 256株 916株 ―

権利行使 ― ― ― ―

消却・消滅 ― ― 24株 ―

未行使残 9,532株 256株 892株 636株

②単価情報 

 第１回新株予約権 第２回新株予約権 第３回新株予約権 第４回新株予約権 

株主総会決議年月日 平成16年８月26日 平成16年８月26日 平成16年８月26日 平成17年11月29日 

権利行使価格    (円) 2,500円 2,500円 2,500円 179,864円

行使時平均株価 （円） ― ― ― ―

（注）権利行使価格は権利行使期間が到来していない為、記載しておりません。 
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（１株当たり情報） 

前第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） 

当第１四半期会計期間 
（自 平成18年３月１日 
至 平成18年５月31日） 

前事業年度 
（自 平成17年９月１日 
至 平成18年２月28日） 

 

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 31,988.16円

１株当たり第１四半期
純利益金額 

704.61円

潜在株式調整後１株当
たり第１四半期純利益
金額 

628.13円

  

 

１株当たり純資産額 31,283.56円

１株当たり当期純利益
金額 

1,265.93円

潜在株式調整後１株当
たり当期純利益金額 

1,186.39円

  

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。 

 

 

 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。 

１株当たり純資産額 13,102.32円

１株当たり当期純利益
金額 

2,224.99円

潜在株式調整後１株当
たり当期純利益金額 

1,959.76円

 

  

－  － 
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（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17年９月１日 
至 平成17年11月30日）

当第１四半期会計期間 
（自 平成18年３月１日 
至 平成18年５月31日）

前事業年度 
（自 平成17年９月１日 
至 平成18年２月28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 44,369 60,979 99,046 

普通株主に帰属しない金額 － － － 

普通株式に係る第１四半期

（当期）純利益 
44,369 60,979 99,046 

期中平均株式数（株） 77,544 86,544 78,240 

    

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 
－ － － 

普通株式増加数（株） 2,637 10,537 5,245 

（うち新株予約権）    (2,637)    (10,537)         (5,245)

希薄化効果を有しないため、

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 

  

新株予約権１種類 

（新株予約権の数636個）

 

－  － 
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（重要な後発事象） 

前第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） 

当第１四半期会計期間 
（自 平成18年３月１日 
至 平成18年５月31日） 

前事業年度 
（自 平成17年９月１日 
至 平成18年２月28日） 

  平成18年４月21日開催の取締役会

において、商法第280条ノ20及び第

280条ノ21並びに平成17年11月29日

開催の第11回定時株主総会に基づ

き、当社の従業員に対しストックオ

プションとして無償で新株予約権を

発行することを決議いたしました。

１．新株予約権の発行の日 

平成18年４月21日 

２．新株予約権の発行数 

636個 

３．新株予約権の目的たる株式の種

類および数 

636株 

４．新株予約権の発行価額 

無償とする。 

５．新株予約権の行使に際して払込

をすべき金額 

１株当たり 179,864円 

（注）１株当たりの払込金額は、新

株予約権発行の日（平成18年

４月21日）が属する月の前月

の各日の名古屋証券取引所に

おける当社普通株式の最終価

格（以下、最終価格という）

の平均値（１円未満の端数は

切り上げ）が新株予約権の発

行日の最終価格を上回りまし

たので、最終価格の平均値と

致しました。 

６．新株予約権の行使により発行ま

たは移転される株式の総額 

114,393,504円 

７．新株予約権を発行することがで

きる期間 

平成19年11月30日から平成27年

11月29日まで 

８．新株予約権の行使により発行す

る新株の発行価額中資本に組み

入れる額 

１株当たり 89,932円 

９．新株予約権の割当を受ける者及

び発行数 

割当対象者の

区分 
人数 

新株予約権

の発行数 

当社従業員 87人 636個

合計 87人 636個
 

 

－  － 
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