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平成 19 年５月期 第１四半期財務・業績の概要（非連結） 
平成 18 年 10 月６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   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」

に基づく意見表明のための手続きを受けております。 

 

２．平成 19 年５月期 第１四半期財務・業績の概要（平成 18 年６月１日～平成 18 年８月 31 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   ％  

19 年５月期第１四半期 1,081   2.3 1 △91.5 2   △71.5 △4    ― 

18 年 5 月期第１四半期 1,057  ―  20    ― 7    ― 1    ― 

（参考）18 年 5 月期 4,161 13.6 139 △24.6 132  △29.4 7  △92.4 

 
 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    

19 年５月期第１四半期 △0   84  ―  ―   

18 年 5 月期第１四半期  0  30 ―   ―   

（参考）18 年 5 月期 1  52  ―  ―   

(注) １ 期中平均株式数 18 年 5 月期第 1 四半期 4,458,047 株 19 年 5 月期第１四半期 5,152,900 株   

18 年 5 月期 4,978,206 株 

  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 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１四半期におけるわが国経済は、原油価格の高騰や金利上昇の懸念等による先行き不透明感がある

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で推移いたしました。 

 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、引続き主力事業であるマルチメディア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１四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) 

 前第１四半期会計期間 
（自 平成17年６月 1 日 
  至 平成17年８月31日） 

当第１四半期会計期間 
（自 平成18年６月 1 日 
  至 平成18年８月31日） 

前事業年度 
（自 平成17年６月 1 日 
  至 平成18年５月31日） 

直営事業 602,141 700,266  2,448,182  

フランチャイズ事業 52,230 23,269  192,119  
マルチメディア 

カフェ事業 
小計 654,371 723,535  2,640,301  

カラオケ事業 317,339 275,392  1,175,449  

その他事業 85,755 82,542  345,465  

合計 1,057,466 1,081,471  4,161,216  

 

（マルチメディアカフェ事業） 

 マルチメディアカフェ事業は、直営事業の５店舗（前事業年度第２四半期以降の新規出店数）の増加に

より売上高は 723 百万円（前年同期比 110.6％）となりました。 

 

① 直営事業 

 マルチメディアカフェ直営事業は、「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、当第１四半期に新規出店２店舗、フランチャイズから営業譲受１店舗、合計３店舗を出店

いたしました。 

また、既存店（17 年 5 月期までに出店した店舗）売上高は、新規アイテム導入や既存設備の充実に努め、

同時に改装や増床効果により前年同期比 100.4％で推移しました。 

 当第１四半期末の店舗数は 36 店舗（前事業年度末 33 店舗）となり、売上高は 700 百万円（前年同期比

116.3％）となりました。 

 

② フランチャイズ事業 

 マルチメディアカフェフランチャイズ事業は、閉店及び直営化がそれぞれ１店舗あり合計２店舗減少い

たしました。 

当第１四半期末の店舗数は 17 店舗（前事業年度末 19 店舗）となりました。売上高は 23 百万円（前事

業年度は新規出店が１店舗あったことにより前年同期比 44.6％）となりました。 
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（カラオケ事業） 

 カラオケ事業は、アルコール飲料提供の工夫をはじめ、全店フリードリンクサービスを導入し、またリ

ピーター獲得へ向けたお客様サービスの向上に努めました。しかしながら、既存店売上高は客数の減少に

より前年同期比 93.3％で推移いたしました。 

 当第１四半期末の店舗数は 16 店舗（前事業年度末 16 店舗）となり、売上高は 275 百万円（前事業年度

に契約期間満了により退店が 2 店舗あったことにより前年同期比 86.8％）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。売上高は 82 百万円（前年同期比 96.3％）となりました。 

 

以上の活動により、当第１四半期の売上高は 1,081 百万円（前年同期比 102.3％）となりました。 

しかしながら、新規出店、改装、設備への投資や各種販売促進策の実施により諸経費が増加する結果とな

り、営業利益は１百万円（前年同期比 8.5％）、経常利益は２百万円（前年同期比 28.5％）となりました。 

  

 また、カラオケ機器の人気機種への入換を随時実施したことに伴い不要となりましたカラオケ機器等の

リース解約を行い特別損失 30 百万円を計上いたしました。同時に福利厚生を目的としておりました生命

保険、損害保険の一部をより充実した保険に契約変更をしたことに伴い 25 百万円を特別利益に計上いた

しました。 

以上の結果により、第１四半期純損失 4 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 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  

19 年５月期第１四半期 2,306 997 43.3 193    67 

18 年５月期第１四半期         2,636  1,012 38.4     196    46 

（参考）18 年 5 月期 2,408 1,017 42.2   197    45 

 

(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     

19 年５月期第１四半期 △19           △76  △79  174  

18 年５月期第１四半期         △71 △132 717   678   

（参考）18 年 5 月期 184  △472  472  350  
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［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 175 百万円減少し、174 百万円

となりました。当第１四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。 

 

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

営業活動の結果使用した資金は 19 百万円となりました。 

これは主に、減価償却費 30 百万円に対して、税引前第１四半期純損失 4 百万円、法人税等の支払が 12

百万円、賞与引当金の減少額 17 百万円などが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 76 百万円となりました。 

これは主に、マルチメディアカフェ「ゆう遊空間」の新規出店 2 店舗、フランチャイズからの営業譲受

1 店舗により、有形固定資産の取得による支出 53 百万円、差入敷金保証金の差入による支出 17 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） 

財務活動の結果使用した資金は 79 百万円となりました。 
これは主に、新たな長期借入れによる収入200百万円に対し、長期借入金の返済が277百万円、配当金の

支払が12百万円などがあったことによるものです。 

 

３．平成 19 年５月期の業績予想（平成 18 年６月 1 日～平成 19 年５月 31 日） 

 

 
売上高 経常利益 当期純利益 

 百万円  百万円  百万円  

中 間 期 2,294  46  1 

通   期 4,782 164 76 

（参考） １株当たり予想当期純利益（通期）  14円89銭 
 

 業績予想につきましては、平成 18 年７月 14 日に発表いたしました「平成 18 年５月期 決算短信

（非連結）」のとおりであります。 

 

［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、金利・国際情勢の不安

定など、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。 
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そのためマルチメディア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。 

 
（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。 

 

４．配当状況 

・現金配当 １株当たり配当金（円） 

 中間期末 期末 年間 

18年 5月期  －  ３  ３  

19年 5月期（実績） －  －  －  

19年 5月期（予想） －  ３  ３  
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５．四半期財務諸表 

(1) 四半期貸借対照表                       

  
前第１四半期会計期間末 

（平成17年８月31日） 

当第１四半期会計期間末 

（平成18年８月31日） 

前事業年度の要約貸借対照表 

（平成18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
（％） 

金額（千円） 構成比
（％） 

(資産の部)           

Ⅰ 流動資産           

１ 現金及び預金  678,209   176,679   352,469   

２ 売掛金  40,956   22,593   20,418   

３ たな卸資産  91,989   95,952   90,906   

４ 前払費用  107,469   116,853   113,673   

５ その他  100,849   79,396   45,457   

 貸倒引当金    △1,389   △3,541   △2,091   

 流動資産合計     1,018,085 38.6  487,933 21.2  620,834 25.8 

Ⅱ 固定資産           

１ 有形固定資産   ※１          

（１）建物   ※２ 921,327   1,002,334   918,759   

（２）土地  ※２ 302,326   302,326   302,326   

（３）その他  117,408   121,975   183,111   

 有形固定資産合計   1,341,063  50.9 1,426,636  61.8 1,404,197   58.3 

２ 無形固定資産  9,484  0.4 8,944  0.4 8,750  0.4 

３ 投資その他の資産           

（１）差入敷金保証金  217,688   289,739   243,996   

（２）その他  50,016   93,613   130,888   

 投資その他の    
資産合計    267,704  10.1 383,352  16.6 374,885  15.5 

 固定資産合計     1,618,252 61.4  1,818,934 78.8  1,787,833 74.2 

   資産合計   2,636,338 100.0  2,306,867 100.0  2,408,667 100.0 
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前第１四半期会計期間末 

（平成17年８月31日） 

当第１四半期会計期間末 

（平成18年８月31日） 

前事業年度の要約貸借対照表 

（平成18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
（％） 

金額（千円） 
構成比
（％） 

(負債の部)                     

Ⅰ 流動負債           

１ 買掛金  64,583   56,399   40,441   

２ 短期借入金  100,000   100,000   90,000   

３ 一年以内返済予定 
  長期借入金  ※２ 467,732   412,904   402,178   

４ 未払金  243,391   196,319   180,390   

５ 賞与引当金  20,510   19,109   36,200   

６  その他 ※３ 30,142   50,357   75,842   

 流動負債合計     926,359 35.1  835,089 36.2  825,052 34.3 

Ⅱ 固定負債           

１ 長期借入金   ※２ 671,620   414,831   503,102   

２ 退職給付引当金  12,449   16,355   14,839   

３ その他  13,396   42,649   48,251   

 固定負債合計     697,466 26.5  473,835 20.5  566,192 23.5 

負債合計   1,623,825 61.6  1,308,924 56.7  1,391,244 57.8 

（資本の部）           

Ⅰ 資本金   429,215 16.3  － －  － － 

Ⅱ 資本剰余金            

１ 資本準備金    465,865   －   －    

資本剰余金合計   465,865 17.7  － －  － － 

Ⅲ 利益剰余金           

１ 利益準備金  400   －   －   

２ 第１四半期 
未処分利益  117,032   －   －   

   利益剰余金合計   117,432 4.4  － －  － － 

  資本合計   1,012,512 38.4  － －  － － 

   負債及び資本合計   2,636,338 100.0  － －  － － 
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前第１四半期会計期間末 

（平成17年８月31日） 

当第１四半期会計期間末 

（平成18年８月31日） 

前事業年度の要約貸借対照表 

（平成18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
（％） 

金額（千円） 
構成比
（％） 

（純資産の部）           

Ⅰ 株主資本           

１ 資本金   － －  429,215 18.6  429,215 17.8 

 ２ 資本剰余金           

(１) 資本準備金  －   465,865   465,865   

資本剰余金合計   － －  465,865 20.2  465,865 19.3 

 ３ 利益剰余金           

(１) 利益準備金  －   400   400   

(２) その他利益 
剰余金           

繰越利益剰余金  －   103,513   123,300   

利益剰余金合計   － －  103,913 4.5  123,700 5.1 

 ４ 自己株式   － －  △368 △0.0  △368 △0.0 

     株主資本合計   － －  998,625 43.3  1,018,412 42.2 

Ⅱ 評価・換算差額等           

１ その他有価証券 
評価差額金   －   △45 △0.0  △107   △0.0 

 ２ 繰延ヘッジ損益   －   △636 △0.0  △882   △0.0 

   評価・換算差額等 
合計   － －  △682 △0.0  △989 △0.0 

       純資産合計   － －  997,942 43.3  1,017,422 42.2 

    負債純資産合計   － －  2,306,867 100.0  2,408,667 100.0 
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(2)四半期損益計算書 

  

前第１四半期会計期間 

(自 平成17年６月１日 

 至 平成17年８月31日) 

当第１四半期会計期間 

(自 平成18年６月１日 

   至 平成18年８月31日） 

前事業年度の要約損益計算書 

(自 平成17年６月１日 

   至 平成18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 
(％) 

金額(千円) 
百分比 
(％) 

Ⅰ 売上高   1,057,466 100.0  1,081,471 100.0  4,161,216 100.0 

Ⅱ 売上原価   891,953 84.3  952,570 88.1  3,507,315 84.3 

  売上総利益    165,513 15.7  128,900 11.9  653,901 15.7 

Ⅲ 販売費及び 
一般管理費   145,025 13.8  127,166 11.7  514,495 12.3 

  営業利益    20,487 1.9  1,734 0.2  139,405 3.4 

Ⅳ 営業外収益 ※１  9,603 0.9  9,721 0.9  43,289 1.0 

Ⅴ 営業外費用 ※２  22,271 2.1  9,229 0.9  50,581 1.2 

経常利益   7,819 0.7  2,226 0.2  132,113 3.2 

Ⅵ 特別利益 ※３  － －  25,249 2.3  － － 

※４ 
Ⅶ 特別損失 

※５ 
 3,118 0.3  32,036 2.9  111,255 2.7 

税引前第１四半期 
（当期）純利益 
又は税引前第１四 
半期純損失（△） 

  4,700 0.4  △4,560 △0.4  20,857 0.5 

法人税、住民税及び
事業税  3,382  0.3 △232  △0.0 13,271  0.3 

第１四半期（当期）
純利益 
又は第１四半期 
純損失（△） 

  1,318 0.1  △4,328 △0.4  7,585 0.2 

前期繰越利益   115,714   － －  － － 

第１四半期 
未処分利益   117,032   － －  － － 

           

 
 



 10

(3) 四半期株主資本等変動計算書 
当第１四半期会計期間（自 平成18年６月１日 至 平成18年８月31日） 

（単位：千円） 

株主資本 

利益剰余金 

資本剰余金 その他利益 

剰余金 
    

資本金 

資本準備金 

利益準備金 
繰越利益 

剰余金 

利益剰余金 

合計 

自己株式 株主資本合計 

平成18年５月31日

残高 
429,215 465,865 400 123,300 123,700 △368 1,018,412 

当四半期中の変動額        

剰余金の配当    △15,458 △15,458  △15,458 

第１四半期 
純損失 

   △4,328 △4,328  △4,328 

株主資本以外の項目の

当四半期中の変動
額（純額） 

       

当四半期中の 

変動額合計 
   △19,787 △19,787  △19,787 

平成18年８月31日

残高 
429,215 465,865 400 103,513 103,913 △368 998,625 

 

評価・換算差額等 

 その他 

有価証券 

評価差額金 

繰延ヘッジ 

損益 

評価・換算 

差額等合計 

純資産合計 

平成18年５月31日 
残高 

△107 △882 △989 1,017,422 

当四半期中の変動額     

剰余金の配当    △15,458 

第１四半期 
純損失 

   △4,328 

株主資本以外の項目の

当四半期中の変動
額（純額） 

61 245 307 307 

当四半期中の 

変動額合計 
61 245 307 △19,479 

平成18年８月31日

残高 
△45 △636 △682 997,942 
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(4) 四半期キャッシュ・フロー計算書                             

 

前第１四半期会計期間 

(自 平成17年６月１日 

 至 平成17年８月31日) 

当第１四半期会計期間 

(自 平成18年６月１日 

   至 平成18年８月31日） 

前事業年度の要約 

キャッシュ・フロー計算書 

(自 平成17年６月１日 

   至 平成18年５月31日） 

区分 金額（千円） 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１四半期(当期)純利益 
（損失：△） 

4,700  △4,560  20,857  

２ 減価償却費 25,379  30,534  119,423  

３ 減損損失 －  －  98,843  

４ 貸倒引当金の増減額（減少：△） 560  1,449  1,262  

５ 賞与引当金の増減額（減少：△） △15,865  △17,090  △175  

６ 退職給付引当金の増減額（減少：△） 1,292  1,515  3,682  

７ 受取利息 0  △6  △3  

８ 支払利息 5,775  4,066  19,818  

９ 新株発行費 11,399  －  11,399  

10 投資有価証券評価損 －   152  －   

11 保険解約差益 －   △25,249   －   

12 固定資産除却損 3,118  1,277   12,412  

13 リース解約損 －  30,758  －  

14 売上債権の増減額（増加：△） △25,016  △2,175  △4,478  

15 たな卸資産の増減額（増加：△） 97  △5,046  1,180  

16 仕入債務の増減額（減少：△） 27,097  15,957  2,954  

17 未払消費税等の増減額（減少：△） △3,593  △10,953  8,343  

18 役員賞与の支払額 △3,000  －  △3,000  

19 その他 △37,075  8,073  20,129  

小計 △5,129  28,705  312,653  

20 利息の受取額 0   5  1  

21 利息の支払額 △6,456  △5,345  △20,000  

22 リース契約解除による支出 －  △30,758  －  

23 法人税等の支払額 △59,870  △12,407  △107,723  

営業活動によるキャッシュ・フロー △71,455  △19,800  184,930  

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 △108,793  △53,923  △375,379  

２ 有形固定資産の除却に係る支出 △990  △934  △4,676  

３ 差入敷金保証金の差入による支出 △20,555  △17,348  △84,465  

４ 差入敷金保証金の返還による収入 464  328  7,994  

５ 保険積立金の支出 △3,399  △3,851  △14,016  

６ その他 477  △663  △1,620  

投資活動によるキャッシュ・フロー △132,797  △76,393  △472,163  
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前第１四半期会計期間 

(自 平成17年６月１日 

 至 平成17年８月31日) 

当第１四半期会計期間 

(自 平成18年６月１日 

   至 平成18年８月31日） 

前事業年度の要約 

キャッシュ・フロー計算書 

(自 平成17年６月１日 

   至 平成18年５月31日） 

区分 金額（千円） 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  10,000  40,000  

２ 長期借入れによる収入 200,000  200,000  300,000  

３ 長期借入金の返済による支出 △142,826  △277,545  △476,898  

４ 株式の発行による収入 614,413  －  613,665  

５ 自己株式の取得による支出 －  －  △368  

６ 配当金の支払額 △4,132  △12,201  △4,153  

財務活動によるキャッシュ・フロー 717,454  △79,746  472,245  

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：△） 

513,201  △175,940  185,012  

Ⅵ 現金及び現金同等物の期首残高 165,007  350,019  165,007  

Ⅶ 現金及び現金同等物の 

第１四半期末(期末)残高     ※１ 
678,209  174,079  350,019  
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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 
前第１四半期会計期間 

(自 平成17年６月１日 
至 平成17年８月31日) 

当第１四半期会計期間 

(自 平成18年６月１日 
至 平成18年８月31日) 

前事業年度 

(自 平成17年６月１日 
至 平成18年５月31日) 

 １ 資産の評価基準及び評

価方法 

 

(1) 有価証券 

― 

 

(1) 有価証券 

その他有価証券 

時価のあるもの 

第１四半期末日の市場価

格等に基づく時価法 

  （評価差額は全部純資産

直入法により処理し、

売却原価は移動平均法

により算定） 

 

(1) 有価証券 

その他有価証券 

時価のあるもの 

決算日の市場価格等に基

づく時価法 

  （評価差額は全部純資産

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 

(2) たな卸資産 

① 商品 

同左 

    

② 原材料 

同左 

 

③ 貯蔵品 

同左 

 

(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 

 

 

(1) 有形固定資産 

同左 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2) 無形固定資産 

同左 
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項目 
前第１四半期会計期間 

(自 平成17年６月１日 
至 平成17年８月31日) 

当第１四半期会計期間 

(自 平成18年６月１日 
至 平成18年８月31日) 

前事業年度 

(自 平成17年６月１日 
至 平成18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１四半期純

利益は同額多く計上されて

おります。 

新株発行費 

― 

 

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

益及び税引前当期純利益は

同額多く計上されておりま

す。 
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項目 
前第１四半期会計期間 

(自 平成17年６月１日 
至 平成17年８月31日) 

当第１四半期会計期間 

(自 平成18年６月１日 
至 平成18年８月31日) 

前事業年度 

(自 平成17年６月１日 
至 平成18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

性を検討し、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) 役員賞与引当金 

― 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(4) 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

給付債務見込額に基づき、当

第１四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。 

 

(1) 貸倒引当金 

同左 

 

 

 

 

 

 

 

(2) 賞与引当金 

同左 

 

 

 

(3) 役員賞与引当金 

役員に対する賞与支給に

充てるため、支給見込額に基

づき計上しております。 

 (追加情報) 

  当第１四半期会計期間

は、支給額を合理的に見積

もることが難しいため役員

賞与引当金を計上しており

ません。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

(4) 退職給付引当金 

同左 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1) 貸倒引当金 

同左 

 

 

 

 

 

 

 

(2) 賞与引当金 

同左 

 

 

 

(3) 役員賞与引当金 

役員に対する賞与支給に

充てるため、支給見込額に基

づき計上しております。 

（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

係る会計期間から適用され

ることになったことに伴い、

当事業年度から発生時に費

用として会計処理すること

としました。 

（追加情報） 

当事業年度は、期首作成の

事業計画の達成状況を勘案

し、役員賞与の支給を行わな

いこととしました。そのため

損益に与える影響はありま

せん。 

 

(4) 退職給付引当金 

従業員の退職給付に備え

るため、当事業年度末にお

ける退職給付債務見込額に

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。 
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項目 
前第１四半期会計期間 

(自 平成17年６月１日 
至 平成17年８月31日) 

当第１四半期会計期間 

(自 平成18年６月１日 
至 平成18年８月31日) 

前事業年度 

(自 平成17年６月１日 
至 平成18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 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 

(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 同左 
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項目 
前第１四半期会計期間 

(自 平成17年６月１日 
至 平成17年８月31日) 

当第１四半期会計期間 

(自 平成18年６月１日 
至 平成18年８月31日) 

前事業年度 

(自 平成17年６月１日 
至 平成18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１四半期会計期間に

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、前事業年

度末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) 税金費用及び繰延税金

資産・負債の簡便な方法 

当第１四半期会計期間に

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。 

 

(1) 消費税等の会計処理 

同左 

 

 

(2)    ― 
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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の変更 

前第１四半期会計期間 

(自 平成17年６月１日 
至 平成17年８月31日) 

当第１四半期会計期間 

(自 平成18年６月１日 
  至 平成18年８月31日) 

前事業年度 

(自 平成17年６月１日 
至 平成18年５月31日) 

― ― 1 固定資産の減損に係る会計基準 

当事業年度から、「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。 

これにより税引前当期純利益は98,843

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。 

 

2 貸借対照表の純資産の部の表示に

関する会計基準 

当事業年度から、「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、1,018,305千円であります。 

なお、財務諸表等規則の改正により、

当事業年度における貸借対照表の純資産

の部については、改正後の財務諸表等規

則により作成しております。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 19

注記事項 

(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８月31日) 

当第１四半期会計期間末 

（平成18年８月31日) 

前事業年度末 

（平成18年５月31日) 

※１ 有形固定資産の減価償却累計額 

417,946千円 

 

※２ 担保資産及び担保債務 

担保に供している資産は次のとお

りであります。 

建 物     257,611千円 

土 地     302,326千円 

合 計     559,938千円 

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 消費税の取扱い 

「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 

514,434千円 

 

※２ 担保資産及び担保債務 

担保に供している資産は次のとお

りであります。 

建 物     242,373千円 

土 地     302,326千円 

合 計     544,700千円 

担保付債務は次のとおりでありま

す。 

一年以内返済予定 

長期借入金  66,000千円 

長期借入金 334,000千円 

合 計   400,000千円 

 

※３ 消費税の取扱い 

「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 

486,713千円 

 

※２ 担保資産及び担保債務 

担保に供している資産は次のとお

りであります。 

建 物     245,976千円 

土 地     302,326千円 

合 計     548,303千円 

担保付債務は次のとおりでありま

す。 

一年以内返済予定 

長期借入金  39,500千円 

長期借入金 360,500千円 

合 計   400,000千円 

 

※３     － 
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(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６月１日 
  至 平成17年８月31日) 

当第１四半期会計期間 

(自 平成18年６月１日 
  至 平成18年８月31日) 

前事業年度 

(自 平成17年６月１日 
至 平成18年５月31日) 

※１ 営業外収益の主要項目 
設備等賃貸収入  5,894千円  

 
※２ 営業外費用の主要項目 

支払利息     5,775千円 

新株発行費   11,399千円 
設備等賃貸費用 4,595千円  

 

※３ 特別利益の内容 
－ 

 

※４ 特別損失の内容 
固定資産除却損  3,118千円 

 

 
※５ 減損損失の内容 

－ 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 

 
 

※１ 営業外収益の主要項目 
設備等賃貸収入  5,441千円  

 
※２ 営業外費用の主要項目 

支払利息     4,066千円 

設備等賃貸費用 3,612千円  
投資有価証券評価損152千円 

 

※３ 特別利益の内容 
保険解約差益  25,249千円 
 

※４ 特別損失の内容 
固定資産除却損  1,277千円 
リース解約損  30,758千円 

          
※５ 減損損失の内容 

－ 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

※１ 営業外収益の主要項目 
設備等賃貸収入 22,676千円 

 
※２ 営業外費用の主要項目 

支払利息    19,818千円 

新株発行費   11,399千円 
設備等賃貸費用 17,184千円 
 

※３ 特別利益の内容 
－ 

 

※４ 特別損失の内容 
固定資産除却損 12,412千円 
減損損失     98,843千円 

 
※５ 減損損失の内容 
  当事業年度において、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（建物附属設備含む） 

構築物 工具、器具及び備品 

リース資産 

場所 東海地区･関東地区の各2店舗 

金額 98,843千円 

（2）減損損失の認識に至った経緯 

  店舗における営業活動から生ずる損

益が継続してマイナス又は継続してマ

イナスになる見込みである資産グルー

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 54,087  

構築物 2,629  

工具､器具及び備品 6,157  

リース資産 35,968  

合計 98,843  

（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、店舗及び賃貸物件を基礎

としてグルーピングをしております。 

（5）回収可能性の算定方法等 

  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。 
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前第１四半期会計期間 

(自 平成17年６月１日 
  至 平成17年８月31日) 

当第１四半期会計期間 

(自 平成18年６月１日 
  至 平成18年８月31日) 

前事業年度 

(自 平成17年６月１日 
至 平成18年５月31日) 

６ 減価償却実施額 

    有形固定資産   24,043千円 

    無形固定資産     487千円 

 

６ 減価償却実施額 

    有形固定資産   29,390千円 

    無形固定資産     456千円 

 

６ 減価償却実施額 

    有形固定資産  114,464千円 

    無形固定資産   2,029千円 

 

 

 

(四半期株主資本等変動計算書関係) 

第１四半期会計期間（自 平成18年６月１日 至 平成18年８月31日） 

１ 発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項 

 前事業年度末 増加 減少 
当第１四半期 
会計期間末 

発行済株式     

 普通株式  (株) 5,153,700 － － 5,153,700 

    合計 (株) 5,153,700 － － 5,153,700 

自己株式     

 普通株式  (株) 800 － － 800 

合計 (株) 800 － － 800 

 

２ 新株予約権及び自己新株予約権に関する事項 

  該当事項はありません。 

 

３ 配当に関する事項 

(1) 配当金支払額 

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 

平成18年８月29日 

定時株主総会 
普通株式 15,458 ３ 平成18年５月31日 平成18年８月30日 

 

 

(四半期キャッシュ・フロー計算書関係) 

前第１四半期会計期間 
(自 平成17年６月１日 

  至 平成17年８月31日) 

当第１四半期会計期間 
(自 平成18年６月１日 

  至 平成18年８月31日) 

前事業年度 
(自 平成17年６月１日 
至 平成18年５月31日) 

※１ 現金及び現金同等物の第１四半

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    678,209千円 

現金及び現金同等物 678,209千円 

 

※１ 現金及び現金同等物の第１四半

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    176,679千円 

預入期間が３ヶ月を 

超える定期預金   △2,600千円 

現金及び現金同等物 174,079千円 

 

※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    352,469千円 

預入期間が３ヶ月を 

超える定期預金   △2,450千円 

現金及び現金同等物 350,019千円 
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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６月１日 
  至 平成17年８月31日) 

当第１四半期会計期間 

(自 平成18年６月１日 
  至 平成18年８月31日) 

前事業年度 

(自 平成17年６月１日 
至 平成18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

償却累計額相当額及び第1四半期末
残高相当額 

 取得価額 

相当額 

減価償却 

累計額 

相当額 

第１四半期末 

残高相当額 

 千円 千円 千円 

工具、 

器具及

び備品 

924,251 441,098 483,153 

ソフト 

ウェア 
41,481 24,486 16,995 

合計 965,733  465,584 500,148 

 

② 未経過リース料第１四半期末残高相

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 54,277千円 

減価償却費 
相当額 

50,301千円 

支払利息相当額 4,556千円 

 

 

 

 

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。 

 

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。 

 

 １年以内 195,641千円  

 １年超 321,726千円  

 合計 517,367千円  

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
１四半期末残高相当額 

 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１四半期末

残高相当額 

 千円 千円 千円 千円 

工具、 

器具及

び備品 

1,101,838 406,939 30,710 664,188 

ソフト 

ウェア 
12,822 9,393 － 3,429 

合計 1,114,661 416,332 30,710 667,618 

 

② 未経過リース料第１四半期末残高相当額

等 
  未経過リース料第１四半期末残高相当額 

  リース資産減損勘定の残高 30,710千円 

 

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 66,432千円 

リース資産減損 

勘定の取崩額 
4,203千円 

減価償却費 
相当額 

 62,393千円 

支払利息相当額  6,783千円 

 

 

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 

 

 １年以内 241,451千円  

 １年超 471,883千円  

 合計 713,335千円  

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 

期末残高 

相当額 

  千円 千円 千円 千円 

工具、 

器具及

び備品 

1,119,524 510,908 34,914 573,702 

ソフト 

ウェア 
39,472 28,439 － 11,033 

合計 1,158,997 539,347 34,914 584,735 

 

② 未経過リース料期末残高相当額等 

 
  未経過リース料期末残高相当額 

  リース資産減損勘定の残高 34,914千円 

 
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 246,144千円 

リース資産減損 
勘定の取崩額 

1,054千円 

減価償却費 

相当額 
228,721千円 

支払利息相当額 20,903千円 
減損損失 35,968千円 

 
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 

 

 

 １年以内 239,122千円  

 １年超 396,643千円  

 合計 635,765千円  
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前第１四半期会計期間 

(自 平成17年６月１日 
  至 平成17年８月31日) 

当第１四半期会計期間 

(自 平成18年６月１日 
  至 平成18年８月31日) 

前事業年度 

(自 平成17年６月１日 
至 平成18年５月31日) 

２ 貸主側 

  未経過リース料第１四半期末残高相
当額 

（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１四半
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１四半期
末残高相当額に含まれております。 

 

オペレーティング・リース取引 
－ 

 

 
 
 

 

 １年以内 3,778千円  
 １年超 275千円  

 合計 4,053千円  

２ 貸主側 

  未経過リース料第１四半期末残高相当額 
 

（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１四半期末残高相
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１四半期末残高相当額に含
まれております。 

 
 オペレーティング・リース取引 

  未経過リース料 
 

 １年以内 275千円  
 １年超 －千円  

 合計 275千円  

 １年以内 1,747千円  

 １年超 3,931千円  

 合計 5,678千円  

２ 貸主側 

  未経過リース料期末残高相当額 
 

（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。 

 
 オペレーティング・リース取引 

  未経過リース料 
 

 １年以内 906千円  
 １年超 －千円  

 合計 906千円  

 １年以内 1,747千円  

 １年超 4,368千円  

 合計 6,115千円  

 

 

 (有価証券関係) 

その他有価証券で時価のあるもの 

  前第１四半期会計期間末 

（平成17年８月31日） 

当第１四半期会計期間末 

（平成18年８月31日） 

前事業年度末 

（平成18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) 

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 － － － 347 272 △75 499 322 △177 

貸借対

照表計

上額が

取得原

価を超

えない

もの 合 計 － － － 347 272 △75 499 322 △177 

（注） 当第１四半期会計期間において、その他有価証券で時価のあるものについて152千円の減損処理を

行っており、減損処理後の金額を取得原価としております。 
 

 

(デリバティブ取引関係) 

前第１四半期会計期間末（平成17年８月31日）、当第１四半期会計期間末（平成18年８月31日）及び前

事業年度末（平成18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) 

前第１四半期会計期間（自 平成17年６月１日 至 平成17年８月31日）、当第１四半期会計期間（自 平成

18年６月１日 至 平成18年８月31日）及び前事業年度（自 平成17年６月１日 至 平成18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。 
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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６月１日 
  至 平成17年８月31日) 

当第１四半期会計期間 

(自 平成18年６月１日 
  至 平成18年８月31日) 

前事業年度 

(自 平成17年６月１日 
至 平成18年５月31日) 

１株当たり純資産額  196円46銭 

１株当たり第１四半期純利益 

0円30銭 

１株当たり純資産額  193円67銭 

１株当たり第１四半期純損失 

  0円84銭 

１株当たり純資産額  197円45銭 

１株当たり当期純利益  1円52銭 

 
なお、潜在株式調整後１株当た

り第１四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

り第１四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 １株当たり純資産の算定上の基礎は、以下のとおりであります。 

項目 
前第１四半期会計期間 
（平成17年８月31日） 

当第１四半期会計期間 
（平成18年８月31日） 

前事業年度 
（平成18年５月31日） 

純資産の部の合計額   （千円） － 997,942 1,017,422 

普通株式に係る純資産額 （千円） － 997,942 1,017,422 

純資産の部の合計額から 
控除する金額      （千円） 

－ － － 

普通株式の発行済株式数 （株） － 5,153,700 5,153,700 

普通株式の自己株式数  （株） － 800 800 

１株当たり純資産額の算定に 
用いられる普通株式数  （株） 

－ 5,152,900 5,152,900 

２ １株当たり第１四半期（当期）純利益の算定上の基礎は、以下のとおりであります。 

項目 
前第１四半期会計期間 
(自 平成17年６月１日 

   至 平成17年８月31日) 

当第１四半期会計期間 
(自 平成18年６月１日 
至 平成18年８月31日)

前事業年度 
(自 平成17年６月１日 
至 平成18年５月31日) 

第１四半期（当期）純利益 
又は第１四半期純損失(△) (千円) 

1,318 △4,328 7,585 

普通株主に帰属しない金額 
        (千円) 

－ － － 

普通株式に係る第１四半期 
（当期）純利益 
又は第１四半期純損失（△）(千円) 

1,318 △4,328 7,585 

普通株式の期中平均 
株式数               （株） 

4,458,047 5,152,900 4,978,206 

 

 

(重要な後発事象) 

前第１四半期会計期間（自 平成17年６月１日 至 平成17年８月31日）、当第１四半期会計期間（自 平

成18年６月１日 至 平成18年８月31日）及び前事業年度（自 平成17年６月１日 至 平成18年５月31日）

において、該当事項はありません。 

 
６．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。 


