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平成18年12月期 第３四半期財務・業績の概況（非連結） 
平成18年11月13日 

 
上場会社名 株式会社ノバレーゼ                                   （コード番号：2128 東証マザーズ） 

（ＵＲＬ     http://www.novarese.co.jp/） 

問 合 せ 先   代表者役職・氏名  代表取締役社長  浅 田 剛 治 

責任者役職・氏名  取締役管理本部長     高 田 祐 二       TEL：（03）5549‐9922 

 

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 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18年12月期第３四半期財務・業績の概況（平成18年１月１日～平成18年９月30日） 

（1）経営成績の進捗状況                               （百万円未満切り捨て） 

 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 12月期第３四半期 3,478    - 365    - 365    - 224    - 

17年 12月期第３四半期 -    - -    - -    - -    - 

（参考）17年 12月期 3,670 601 610 293 

 

 
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 12月期第３四半期 14,965  60 -   - 

17年 12月期第３四半期 -   - -   - 

（参考）17年 12月期 19,569  92 -   - 

（注）平成17年12月期第３四半期につきましては、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。 

 

[ 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の経済は、国際的な原油価格の動向や金利上昇など、懸念材料に留意する必要性はある

ものの、好調な企業収益を背景とした設備投資の増加や雇用情勢の改善に伴う個人消費の回復など、景気は総じて好調

のまま推移いたしました。今後につきましても、堅調に推移する内需に下支えされ、景気は持続的に回復基調を辿るも

のと予想されております。 

当社の関連するブライダル業界におきましては、このような景気の回復基調を反映し需要が活性化する一方、ホテル

や専門式場が既存施設のリニューアルを通じてゲストハウス・ウェディングへ進出するほか、異業種から結婚情報誌を

活用してブライダル・マーケットに新規参入するなど、業界における競合状況は一段と厳しくなっております。このよ

うな状況の中、当社は、営業エリア拡大による挙式・施行組数の増加を図るため、積極的な店舗展開を推進してまいり

ました。 

当第３四半期におきましては、挙式・披露宴会場といたしまして当事業年度４月に郊外型ゲストハウス『アマンダン

ヒルズ』（神奈川県厚木市）、同じく５月に郊外型ゲストハウス『アマンダンヴィラ』（石川県かほく市）、同じく５月に

都市型ゲストハウス『イーケーモノリス宇都宮』（栃木県宇都宮市）をそれぞれ開店したことと、前事業年度に開店した

都市型ゲストハウス『イーケーモノリス芦屋』（兵庫県芦屋市）、都市型ゲストハウス『イーケーモノリス大宮』（さいた

ま市大宮区）の挙式組数が堅調に推移したことから、婚礼プロデュース事業の挙式組数は820組、売上高は1,257百万円

となりました。 
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また、ドレスショップといたしまして当事業年度３月に『エクリュスポーゼ宇都宮店』（栃木県宇都宮市）、同じく６

月に『ノバレーゼ金沢』（石川県金沢市）、同じく７月に『ノバレーゼ横浜』（横浜市中区）、同じく９月に『ノバレーゼ

神戸』（神戸市中央区）をそれぞれ開店したことと、前事業年度に開店したドレスショップ『ノバレーゼ京都』（京都市

下京区）の施行組数が堅調に推移したことから、婚礼衣裳事業の施行組数は1,668組、売上高は815百万円となりました。

さらに、レストラン事業につきましては、婚礼プロデュース事業における挙式組数が堅調に推移したことから、売上高

は1,404百万円となりました。 

この結果、当第３四半期の業績は、売上高3,478百万円、営業利益365百万円、経常利益365百万円、第３四半期純利

益224百万円となりました。 

当第３四半期事業部門別売上高                             （百万円未満切り捨て） 

平成18年 12月期 

当第３四半期 

（参考） 

平成17年 12月期（通期）  

金額 構成比 金額 構成比 

 百万円 ％ 百万円 ％

婚礼プロデュース事業 1,257 36.2 1,271 34.6 

婚礼衣裳事業 815 23.4 967 26.4 

レストラン事業 1,404 40.4 1,431 39.0 

合計 3,478 100.0 3,670 100.0 

 

（2）財政状態の変動状況                               （百万円未満切り捨て） 

 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

18年 12月期第３四半期 3,714 802 21.6 53,584  59 

17年 12月期第３四半期 - - - -    - 

（参考）17年 12月期 2,342 578 24.7 38,618   99 

（注）平成17年12月期第３四半期につきましては、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。 

 

（3) キャッシュ・フローの状況                            （百万円未満切り捨て） 

 
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12月期第３四半期 347 △1,538 1,074 420 

17年 12月期第３四半期 - - - - 

（参考）17年 12月期 937 △577 △79 536 

（注）平成17年12月期第３四半期につきましては、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。 
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 [ 財政状態の変動状況に関する定性的情報等 ] 

①貸借対照表の状況 

当第３四半期会計期間末における資産合計は3,714百万円となり、前事業年度末に比べ1,372百万円増加いたしまし

た。これは、主に新規出店に伴い有形固定資産を取得したことや工具器具備品が増加したためであります。 

当第３四半期会計期間末における負債合計は2,911百万円となり、前事業年度末に比べ1,148百万円増加いたしまし

た。これは、主に挙式施行組数の増加に伴い前受金が増加したことと、設備投資に係る短期借入金、１年以内返済予

定の長期借入金および長期借入金が増加したためであります。 

当第３四半期会計期間末における純資産合計は802百万円となり、前事業年度末に比べ224百万円増加いたしました。

これは、第３四半期純利益224百万円を計上したためであります。 

②キャッシュ・フローの状況 

当第３四半期会計期間末における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、主に新規出店に伴う有形固定

資産の取得による支出があったことから、前事業年度末に比べ116百万円減少し、420百万円となりました。 

当第３四半期における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は、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） 

当第３四半期会計期間において営業活動の結果得られた資金は、347百万円となりました。これは主に税引前第

３四半期純利益を394百万円計上し、新規出店に伴い非資金項目である減価償却費が191百万円発生したことに加

え、挙式組数の増加に伴う前受金が 301 百万円増加したものの、未払消費税が 54 百万円減少したのに加え、法人

税等の支払いが427百万円発生したためであります。 

（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

当第３四半期会計期間において投資活動の結果使用した資金は、1,538 百万円となりました。これは、主に直営

店の出店に伴う有形固定資産の取得による支出が 1,473 百万円あったことと、差入保証金の差入による支出が 42

百万円あったことに加え、貸付による支出が24百万円あったためであります。 

（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

当第３四半期会計期間において財務活動の結果得られた資金は、1,074百万円となりました。これは、長期借入金

返済による支出が397百万円あったものの、短期借入による収入が292百万円あったことと長期借入による収入が

1,180百万円あったためであります。 
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３．平成18年12月期の業績予想（平成18年１月１日～平成18年12月31日）          （百万円未満切り捨て） 

 売上高 経常利益 当期純利益 

 百万円 百万円 百万円

通       期 5,422 800 445 

（参考）１株当たり予想当期純利益（通期）26,445円 35銭 

（注）１．平成 18 年 12 月期（予想）の１株当たり当期純利益は、上場による公募株式数（1,500 株）およびオーバーア

ロットメントによる売出しに関連する第三者割当増資分（375株）を含めた期末発行済株式数16,854株により

算出しております。 

２．平成18年 12月期（予想）１株当たり当期純利益の算定に際し、役員賞与金等、普通株主に帰属しない金額は、

予想当期純利益より控除しておりません。 

３．平成 18 年 12 月期につきましては、損害賠償請求による訴訟和解金 30 百万円を特別利益に計上することを見

込んでおります。 

 

[ 業績予想に関する定性的情報等 ] 

平成18年 12月期の業績予想につきましては、平成18年９月12日付の上場承認時に公表いたしました通期業績予想

を変更しておりません。 

当第３四半期におきましては、前事業年度のゲストハウス２拠点、ドレスショップ１店舗を上回るゲストハウス３拠

点、ドレスショップ４店舗を出店し、挙式・披露宴会場は８拠点、ドレスショップは10店舗となりました。これにより、

挙式・披露宴の受注ならびに施行組数が堅調に推移していることとスケールメリットを活用して、収益高および収益率

につきましては、上記の業績予想通りに推移しております。 

なお、上記の業績予想は本資料の発表日現在において入手可能な情報および将来の業績に影響を与える不確実な要因

に係る本資料発表日現在における仮定を前提としております。実際の業績は、今後様々な要因によって大きく異なる結

果と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 

平成17年12月期 － － － 

平成18年12月期（実績） － － 

平成18年12月期（予想） － 2,000 
2,000 
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５．四半期財務諸表 

（1）四半期貸借対照表 

  
当第３四半期会計期間末 

（平成18年９月30日） 

前事業年度の要約貸借対照表 

（平成17年12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  446,087 562,531 

２．売掛金  65,045 60,292 

３．たな卸資産  74,063 45,623 

４．その他 ※2 116,804 86,430 

流動資産合計  702,001 18.9  754,878 32.2

Ⅱ 固定資産   

１．有形固定資産 ※1  

（1）建物  2,228,118 1,040,894 

（2）その他  405,984 268,562 

有形固定資産合計  2,634,102 1,309,457 

２．無形固定資産  8,424 8,553 

３．投資その他の資産   

（1）差入保証金  266,146 227,709 

（2）その他  103,829 41,638 

投資その他の資産合計  369,975 269,348 

固定資産合計  3,012,502 81.1  1,587,359 67.8

資産合計  3,714,504 100.0  2,342,237 100.0

   

（負債の部）   

Ⅰ 流動負債   

１．買掛金  232,036 211,054 

２．短期借入金  292,000 － 

３．１年以内返済予定の長期借入金  662,575 270,180 

４．未払金  262,512 187,109 

５．前受金  497,673 196,624 

６．その他  35,233 392,014 

流動負債合計  1,982,031 53.4  1,256,983 53.7

Ⅱ 固定負債   

１．長期借入金  841,081 450,806 

２．役員退職慰労引当金  77,925 51,720 

３．その他  10,823 4,254 

固定負債合計  929,829 25.0  506,780 21.6

負債合計  2,911,860 78.4  1,763,763 75.3
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当第３四半期会計期間末 

（平成18年９月30日） 

前事業年度の要約貸借対照表 

（平成17年12月31日） 

区分 
注記
番号

金額（千円） 
構成比
（％）

金額（千円） 
構成比
（％）

（資本の部）   

Ⅰ 資本金  - -  170,000 7.2

Ⅱ 資本剰余金   

１．資本準備金  - 29,550 

資本剰余金合計  - -  29,550 1.3

Ⅲ 利益剰余金   

１．利益準備金  - 160 

２．当期未処分利益  - 378,763 

利益剰余金合計  - -  378,923 16.2

資本合計  - -  578,473 24.7

負債資本合計  - -  2,342,237 100.0

   

（純資産の部）   

Ⅰ 株主資本   

１．資本金  170,000 4.6  - -

２．資本剰余金   

（1）資本準備金  29,550 - 

資本剰余金合計  29,550 0.8  - -

３．利益剰余金   

（1）利益準備金  160 - 

（2）その他利益剰余金   

繰越利益剰余金  602,933 - 

利益剰余金合計  603,093 16.2  - -

株主資本合計  802,643 21.6  

純資産合計  802,643 21.6  - -

負債純資産合計  3,714,504 100.0  - -
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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18年１月１日 
至 平成18年９月30日） 

前事業年度の要約損益計算書 
（自 平成17年１月１日 
至 平成17年12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   

１．婚礼プロデュース事業売上高  1,257,937 1,271,315 

２．婚礼衣裳事業売上高  815,499 967,823 

３．レストラン事業売上高  1,404,763 3,478,200 100.0 1,431,519 3,670,658 100.0

Ⅱ 売上原価   

１．婚礼プロデュース事業原価  585,217 596,154 

２．婚礼衣裳事業原価  150,277 170,456 

３．レストラン事業原価  777,121 1,512,617 43.5 762,703 1,529,315 41.7

売上総利益  1,965,583 56.5  2,141,343 58.3

Ⅲ 販売費及び一般管理費  1,599,805 46.0  1,539,894 41.9

営業利益  365,777 10.5  601,448 16.4

Ⅳ 営業外収益 ※1 22,421 0.6  26,230 0.7

Ⅴ 営業外費用 ※2 23,170 0.6  17,594 0.5

経常利益  365,028 10.5  610,084 16.6

Ⅵ 特別利益 ※3 30,000 0.8  1,670 0.1

Ⅶ 特別損失 ※4 267 0.0  54,098 1.5

税引前第３四半期（当期） 
純利益 

 394,760 11.3  557,656 15.2

法人税、住民税及び事業税  153,234 304,610 

法人税等調整額  17,357 170,591 4.9 △40,092 264,518 7.2

第３四半期（当期）純利益  224,169 6.4  293,137 8.0

前期繰越利益  -  85,625

当期未処分利益  -  378,763
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（3）四半期株主資本等変動計算書 

当第３四半期会計期間（自 平成18年１月１日 至 平成18年９月30日）             （千円未満は切り捨て） 

株主資本 

資本剰余金 利益剰余金 

その他 

利益剰余金 

 
資本金 

資本準備金
資本剰余金

合計 
利益準備金

繰越利益 

剰余金 

利益剰余金 

合計 

株主資本

合計 

純資産合計

平成17年12月 31日残高（千円） 170,000 29,550 29,550 160 378,763 378,923 578,473 578,473

当第３四半期会計期間中の変動額   

第３四半期純利益（千円） 224,169 224,169 224,169 224,169

当第３四半期会計期間中の変動額合計（千円） - - - - 224,169 224,169 224,169 224,169

平成18年９月30日残高（千円） 170,000 29,550 29,550 160 602,933 603,093 802,643 802,643
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（4）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18年１月１日 
至 平成18年９月30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１月１日 
至 平成17年12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    

税引前第３四半期（当期）純利益  394,760 557,656 

減価償却費  191,901 162,639 

役員退職慰労引当金の増加額  26,205 11,570 

株式公開費用  7,098 - 

受取利息及び受取配当金  △300 △26 

支払利息  14,116 16,836 

その他  △35 △3,029 

訴訟和解金収入  △30,000 - 

固定資産除却損  267 2,662 

売上債権の増加額  △4,752 △28,443 

たな卸資産の増加額  △28,440 △23,286 

未収消費税等の増加額  △35,231 - 

その他流動資産の増加額  △11,574 △14,359 

仕入債務の増加額  20,982 93,340 

未払金の増加額  25,536 118,723 

未払費用の増減額（減少：△）  △29,872 17,060 

未払消費税等の増減額（減少：△）  △54,385 54,262 

前受金の増加額  301,048 71,174 

その他流動負債の増加額  2,428 9,729 

その他固定資産の増加額  △9,637 △1,943 

その他固定負債の増加額  6,568 4,254 

小計  786,686 1,048,820 

利息及び配当金の受取額  300 26 

利息の支払額  △15,867 △16,625 

保険金の受取額  - 6,654 

株式公開に伴う支出  △2,807 - 

訴訟和解金の受取額  6,000 - 

法人税等の支払額  △427,009 △101,397 

営業活動によるキャッシュ・フロー  347,302 937,478 

Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー    

定期預金の預入による支出  - △10,009 

定期預金の払戻による収入  - 35,009 

有形固定資産の取得による支出  △1,473,424 △492,500 

無形固定資産の取得による支出  △2,068 △3,180 

貸付けによる支出  △24,522 - 

差入保証金の差入れによる支出  △42,527 △108,296 

差入保証金の回収による収入  4,091 1,198 

その他の投資による支出  - △20 

投資活動によるキャッシュ・フロー  △1,538,451 △577,800 

Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー    

短期借入金の純増減額  292,000 △50,000 

長期借入れによる収入  1,180,000 340,000 

長期借入金の返済による支出  △397,330 △369,927 

財務活動によるキャッシュ・フロー  1,074,670 △79,927 

Ⅳ 現金及び現金同等物に係る換算差額  35 △286 

Ⅴ 現金及び現金同等物の増減額（減少：△）  △116,443 279,464 

Ⅵ 現金及び現金同等物の期首残高  536,510 257,046 

Ⅶ 現金及び現金同等物の第３四半期末(期末)残高 ※ 420,067 536,510 
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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18年１月１日 
至 平成18年９月30日） 

前事業年度 
（自 平成17年１月１日 
至 平成17年12月31日） 

１．資産の評価基準及び評価方

法 

（1）商品 

婚礼衣裳 

個別法による原価法を採用してお

ります。 

その他 

終仕入原価法による原価法を採

用しております。 

（2）原材料、貯蔵品 

終仕入原価法による原価法を採

用しております。 

（1）商品 

婚礼衣裳 

同左 

 

その他 

同左 

 

（2）原材料、貯蔵品 

同左 

 

（会計方針の変更） 

従来、商品のうち婚礼衣裳に対する

評価基準及び評価方法は、 終仕入原

価法による原価法によっておりました

が、当事業年度より個別法による原価

法に変更しました。 

この変更は、当社の在庫管理システ

ムの運用精度の向上により、従来に比

べてより正確な原価の把握が可能とな

ったため、適正な評価計算を図るため

に行ったものであります。 

なお、この変更による影響額は軽微

であります。 

２．固定資産の減価償却の方法 （1）有形固定資産 

建物（附属設備は除く）について

は定額法を、それ以外は定率法を採

用しております。 

また、取得価額10万円以上20万円

未満の少額減価償却資産について

は、一括償却資産として法人税法に

規定する方法により、３年間で均等

償却しております。 

主な耐用年数は以下のとおりであ

ります。 

建物         15～41年

構築物        10～30年

車両運搬具        ６年

レンタル衣裳       ２年

工具器具備品     ２～15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に

ついては社内における利用可能期間

（５年）に基づいております。 

（3）長期前払費用 

均等償却によっております。 

（1）有形固定資産 

同左 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（2）無形固定資産 

同左 

 

 

 

（3）長期前払費用 

同左 
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項目 
当第３四半期会計期間 

（自 平成18年１月１日 
至 平成18年９月30日） 

前事業年度 
（自 平成17年１月１日 
至 平成17年12月31日） 

３．引当金の計上基準 役員退職慰労引当金 

役員の退職慰労金の支給に備えるため、

役員退職慰労金規程に基づく当第３四半

期会計期間末要支給額を計上しておりま

す。 

役員退職慰労引当金 

役員の退職慰労金の支給に備えるた

め、役員退職慰労金規程に基づく期末要

支給額を計上しております。 

４．外貨建の資産及び負債の本

邦通貨への換算基準 

外貨建金銭債権債務は、第３四半期決算

日の直物為替相場により円貨に換算し、換

算差額は損益として処理しております。 

外貨建金銭債権債務は、期末日の直物

為替相場により円貨に換算し、換算差額

は損益として処理しております。 

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 

金利スワップについては、特例処

理の要件を満たしておりますので、

特例処理を採用しております。 

（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 

（3）ヘッジ方針 

借入金の金利変動リスクを回避す

る目的で金利スワップ契約を行って

おり、ヘッジ対象の識別は個別契約

ごとに行っております。 

（4）ヘッジ有効性評価の方法 

金利スワップの特例処理の要件を

満たしているため、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

計算書（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 

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 

消費税等の会計処理 

消費税等の会計処理は、税抜方式によっ

ております。 

消費税等の会計処理 

同左 
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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 

当第３四半期会計期間 
（自 平成18年１月１日 
至 平成18年９月30日） 

前事業年度 
（自 平成17年１月１日 
至 平成17年12月31日） 

（固定資産の減損に係る会計基準） 

当第３四半期会計期間より、「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。 

これによる損益に与える影響はありません。 

 

 

（貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準） 

当第３四半期会計期間より、「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802,643千円

であります。 

なお、中間財務諸表等規則の改正により、当第３四半

期会計期間における四半期貸借対照表の純資産の部につ

いては、改正後の中間財務諸表等規則により作成してお

ります。 
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追加情報 
当第３四半期会計期間 

（自 平成18年１月１日 
至 平成18年９月30日） 

前事業年度 
（自 平成17年１月１日 
至 平成17年12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の

表示方法 

「地方税等の一部を改正する法律」（平成15年法律第

９号）が平成15年３月31日に公布され、平成16年４月１

日以後に開始する事業年度より外形標準課税制度が導入

されたことに伴い、当事業年度から「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」（平成16年２月13日 企業会計基準委員

会 実務対応報告第12号）に従い、法人事業税の付加価

値割および資本割については、販売費及び一般管理費に

計上しております。この結果、販売費及び一般管理費が

7,881千円増加し、営業利益、経常利益および税引前当期

純利益が7,881千円減少しております。 

当社は、公募新株式発行ならびに株式売出しに関連

し、当社株主より当社普通株式375株を賃借した売

出し（以下、「オーバーアロットメントによる売出

し」という）を行いました。本件第三者割当は、こ

のオーバーアロットメントによる売出しに関連し

て、平成18年９月12日開催の取締役会決議に基づ

き、野村證券株式会社を割当先として行うものであ

り、その概要は次のとおりであります。 

①発行する株式の 

種類および数    ：普通株式      375株 

   ②割当価額      ：１株につき 418,500円 

③発行価額      ：１株につき  365,500円 

④資本組入額     ：１株につき  209,250円 

⑤払込金額の総額    ：          156,937千円 

⑥払込期日        ：平成18年 11月 17日 

⑦割当先         ：野村證券株式会社 

⑧資金の使途      ：借入金の返済資金 
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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９月30日） 

前事業年度末 

（平成17年12月31日） 

※１ 有形固定資産の減価償却累計額   432,576千円 ※１ 有形固定資産の減価償却累計額   243,627千円 

※２ 消費税等の取扱い 

仮払消費税等及び仮受消費税等は、相殺のうえ、

金額的重要性が乏しいため、流動資産の「その他」

に含めて表示しております。 

※２  

 

 
（四半期損益計算書関係） 

当第３四半期会計期間 
（自 平成18年１月１日 
至 平成18年９月30日） 

前事業年度 
（自 平成17年１月１日 
至 平成17年12月31日） 

※１ 営業外収益のうち主要なもの 

受取手数料           15,827千円 

※１ 営業外収益のうち主要なもの 

受取手数料           13,937千円 

※２ 営業外費用のうち主要なもの 

支払利息            14,116千円 

株式公開費用          7,098千円 

※２ 営業外費用のうち主要なもの 

支払利息            16,836千円 

※３ 特別利益のうち主要なもの 

訴訟和解金収入         30,000千円 

※３ 特別利益のうち主要なもの 

役員退職慰労引当金戻入益    1,670千円 

※４ 特別損失のうち主要なもの 

固定資産除却損 

建物                160千円 

     工具器具備品           107千円 

     計                267千円 

 

※４ 特別損失のうち主要なもの 

固定資産除却損 

建物             1,881千円 

工具器具備品          780千円 

計              2,662千円 

過年度勤務費用         51,345千円 

５ 減価償却実施額 

有形固定資産          189,297千円 

無形固定資産           2,195千円 

５ 減価償却実施額 

有形固定資産           159,981千円 

無形固定資産            2,329千円 
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（四半期株主資本等変動計算書関係） 
当第３四半期会計期間（自 平成18年１月１日 至 平成18年９月30日） 

１．発行済株式の種類及び総数に関する事項 

 
前事業年度末 

株式数（株） 

当第３四半期会計 

 期間増加株式数（株）

当第３四半期会計 

 期間減少株式数（株） 

当第３四半期会計 

 期間末株式数（株）

発行済株式     

普通株式 14,979 － － 14,979 

合計 14,979 － － 14,979 

 
２．新株予約権等に関する事項 

新株予約権の目的となる株式の数（株） 

新株予約権の内訳 

新株予約権の 

目的となる 

株式の種類 前事業年度末
当第３四半期

会計期間増加

当第３四半期

会計期間減少

当第３四半期 

会計期間末 

当第３四半期

会計期間末残高

（千円） 

平成17年新株予約権 

（注）１、２ 
普通株式 976 － 19  957 － 

（注）１．平成17年新株予約権の当第３四半期会計期間の減少は、新株予約権の失効によるものであります。 

２．会社法の施行日前に付与されたストック・オプションであるため、残高はありません。 

 

３．配当に関する事項 

該当事項はありません。 

 
（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18年１月１日 
至 平成18年９月30日） 

前事業年度 
（自 平成17年１月１日 
至 平成17年12月31日） 

※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 

（平成18年９月30日現在）

（千円）

現金及び預金勘定            446,087 

預入期間が３ヶ月を超える定期預金    △26,020 

現金及び現金同等物            420,067 

※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 

（平成17年12月31日現在）

（千円）

現金及び預金勘定            562,531  

預入期間が３ヶ月を超える定期預金    △26,020 

現金及び現金同等物            536,510 
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（リース取引関係） 
当第３四半期会計期間 

（自 平成18年１月１日 
至 平成18年９月30日） 

前事業年度 
（自 平成17年１月１日 
至 平成17年12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 

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、減損損失累計額及び第３四半期末残高相当額 

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） 

第３四半期末
残高相当額
（千円） 

建物附属設備 56,000 23,073 32,926

工具器具備品 202,655 68,637 134,017

ソフトウェア 5,660 4,433 1,226

合計 264,315 96,144 168,171

  

 

 
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）

建物附属設備 56,000 14,673 41,326

工具器具備品 159,744 42,691 117,052

ソフトウェア 5,660 3,584 2,075

合計 221,404 60,950 160,454

  
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 

２．未経過リース料期末残高相当額 

 
１年内 52,751千円

１年超 120,793千円

合計 173,544千円
  

 
１年内 43,075千円

１年超 122,781千円

合計 165,857千円
  

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 

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 40,363千円

減価償却費相当額 36,760千円

支払利息相当額 4,737千円
  

 
支払リース料 47,274千円

減価償却費相当額 42,877千円

支払利息相当額 7,236千円
  

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 

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。 

 

（減損損失について） 

リース資産に配分された減損損失はありません。 

５．利息相当額の算定方法 

同左 

 
（有価証券関係） 

当第３四半期会計期間（平成18年９月30日現在） 

該当事項はありません。 

前事業年度（平成17年 12月 31日現在） 

該当事項はありません。 
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（デリバティブ取引関係） 

当第３四半期会計期間（平成18年９月30日現在） 

当社は、金利スワップ取引を行っておりますが、同取引については、ヘッジ会計が適用されておりますの

で開示の対象としておりません。 

前事業年度（平成17年 12月 31日現在） 

当社は、金利スワップ取引を行っておりますが、同取引については、ヘッジ会計が適用されておりますの

で開示の対象としておりません。 

 

（ストック・オプション等関係） 

当第３四半期会計期間（自 平成18年１月１日 至 平成18年９月30日） 

１．ストック・オプションの内容及び規模 

 当第３四半期会計期間において付与したストック・オプションは、以下のとおりであります。 

 平成18年ストック・オプション 

付与対象者の区分及び人数 当社の従業員13名 

ストック・オプションの目的となる株式

の種類および付与数（注）１ 
普通株式240株 

付与日 平成18年１月１日 

権利確定条件 

権利確定条件は付されておりません。なお、被付与者が当社の取

締役、監査役、顧問もしくは従業員の地位を失った場合は原則と

して権利行使をすることはできません。その他、細目については、

当社と付与対象者との間で締結する「新株予約権付与契約書」に

定めております。 

対象勤務期間 対象勤務期間の定めはありません。 

権利行使期間 
自 平成19年12月29日 

至 平成22年12月28日 

権利行使価格（円） 210,000 

公正な評価単価（付与日）(円) (注)２ - 

（注）１. 株式数に換算して記載しております。 

２. 会社法の施行日前に付与されたストック・オプションであるため、記載しておりません。 

 

２．四半期財務諸表への影響額 

会社法の施行日前に付与されたストック・オプションであるため、四半期財務諸表への影響額はありま

せん。 

 

（持分法損益等） 

当第３四半期会計期間（自 平成18年１月１日 至 平成18年９月30日） 

該当事項はありません。 

前事業年度（自 平成17年１月１日 至 平成17年12月 31日） 

該当事項はありません。 
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（１株当たり情報） 
当第３四半期会計期間 

（自 平成18年１月１日 
至 平成18年９月30日） 

前事業年度 
（自 平成17年１月１日 
至 平成17年12月31日） 

  
１株当たり純資産額 53,584.59円

１株当たり第３四半期純利益金額     14,965.60円
 

 
１株当たり純資産額 38,618.99円

１株当たり当期純利益金額       19,569.92円 
  

なお、潜在株式調整後１株当たり第３四半期純利益金

額については、新株予約権の残高はありますが、当社株

式は当第３四半期は非上場であったため、期中平均株価

が把握できませんので、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金額につ

いては、新株予約権の残高はありますが、当社株式は非

上場であり、期中平均株価が把握できないため記載して

おりません。 

（注）１株当たり第３四半期（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。 

 
当第３四半期会計期間 

（自 平成18年１月１日 
至 平成18年９月30日）

前事業年度 
（自 平成17年１月１日 
至 平成17年12月31日）

１株当たり四半期（当期）純利益金額   

第３四半期（当期）純利益（千円） 224,169 293,137 

普通株主に帰属しない金額（千円） － － 

（うち利益処分による役員賞与金） （－） （－）

普通株式に係る第３四半期（当期）純利益（千円） 224,169 293,137 

期中平均株式数（株） 14,979 14,979 

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

３四半期（当期）純利益の算定に含めなかった潜在株式の

概要 

第１回新株予約権 957個 

第２回新株予約権 240個 

 

第１回新株予約権 976個 
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（重要な後発事象） 

当第３四半期会計期間 
（自 平成18年１月１日 
至 平成18年９月30日） 

前事業年度 
（自 平成17年１月１日 
至 平成17年12月31日） 

 １． 
 

 

 

１．新株予約権の発行について 

当社は、平成17年 12月 28日開催の臨時株主総会に

おいて、商法第 280 条ノ 20 および第 280 条ノ 21 の規

定により当社の従業員に対し新株予約権を無償で発行

することを決議し、平成18年１月１日付で発行いたし

ました。 

（1）特に有利な条件をもって新株予約権を発行する

理由 

当社の業績向上に対する意欲や士気を高め、よ

り一層株主の利益を重視した事業展開を図るこ

とを目的として、当社の従業員に対し新株予約

権を無償で発行する。 

（2）新株予約権の数            240個 

（3）新株予約権の目的となる株式の種類   普通株式

（4）新株予約権の目的となる株式の数     240株 

（5）新株予約権の発行価額           無償 

（6）新株予約権の行使時の払込金額  

１株当たりの払込金額        210,000円 

（7）新株予約権の行使期間 

平成19年 12月 29日から平成22年 12月 28日 

（8）新株予約権の行使の条件 

①新株予約権者は、権利行使時において、当社ま

たは当社の関係会社の取締役、監査役、顧問も

しくは従業員の地位を有しているものとする。

ただし、会社の取締役・監査役が任期満了によ

り退任した場合、または従業員が定年により退

職した場合にはこの限りではない。 

②対象者の相続人による本新株予約権の行使は

認められない。 

③本新株予約権の質入その他一切の処分は認め

ないものとする。 

④その他、新株予約権の行使条件については、

当社と従業員との間で締結する「新株予約権

付与契約書」に定めるところによる。 
（9）会社が新株予約権を消却することができる事由

及び消却の条件 

①会社が新株予約権を消却できる場合の事由 

会社が消滅会社となる合併契約書が承認され

たとき、会社が完全子会社となる株式交換契

約書承認の議案ならびに株式移転の議案につ

き株主総会で承認されたときは、新株予約権

は無償で消却することができる。 
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当第３四半期会計期間 
（自 平成18年１月１日 
至 平成18年９月30日） 

前事業年度 
（自 平成17年１月１日 

至 平成17年12月31日） 

 

②消却により新株予約権者の受ける金銭 

本新株予約権は、本新株予約権者が前号に定

める規定により、権利を行使する条件に該当

しなくなった場合にその新株予約権を消却で

きる。この場合、当該新株予約権は無償で消

却する。 

 

③消却の条件 

本新株予約権は、所定の付与契約書の権利喪

失事由に該当し、権利喪失した場合にはその

新株予約権を消却できる。この場合、当該新

株予約権は無償で消却する。なお、所定の付

与契約書の権利喪失事由とは、本新株予約権

者が死亡した場合、禁固以上の刑に処せられ

た場合、会社の就業規則により懲戒解雇また

は諭旨退職の制裁を受けた場合、会社所定の

書面により、本新株予約権の全部または一部

を放棄する旨を申し出た場合をいう。 

２． 
 

２．多額な資金の借入 

当社は決算日後において、次のとおり設備資金及び

運転資金の借入を実施しております。 

①借入先の名称  株式会社三菱東京UFJ銀行 

株式会社三井住友銀行 

株式会社十六銀行 

株式会社りそな銀行 

②借入金額    総額1,040,000千円 

③借入利率    年 0.62％～0.97％ 

④返済条件     分割返済、返済間隔は１、３、

６ヶ月の３種類 

⑤実施時期      平成18年１月31日および 

平成18年２月24日 

⑥返済期限    平成18年３月24日～平成21年 

２月24日 
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当第３四半期会計期間 
（自 平成18年１月１日 
至 平成18年９月30日） 

前事業年度 
（自 平成17年１月１日 

至 平成17年12月31日） 

３．新株の発行 

平成18年９月12日および９月27日開催の取締

役会において、次のとおり新株式の発行を決議し、

平成18年 10月 18日に払込が完了しました。この

結果、平成18年 10月 18日付で資本金は483,875

千円、発行済株式総数は16,479株となっておりま

す。 

①募集方法     ：一般募集 

（ブックビルディング方 

式による募集） 

②発行する株式の種類：普通株式    1,500株 

③発行価格     ：１株につき 450,000円 

一般募集はこの価格にて行いました。 

④引受価額      ：１株につき  418,500円 

この価額は当社が引受人より１株当たりの新株

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  365,500円 

（資本組入額 209,250円）

⑥発行価額の総額  ：      548,250千円 

⑦払込金額の総額   ：           627,750千円 

⑧資本組入額の総額 ：           313,875千円 

⑨払込期日         ：平成18年10月18日 

⑩資金の使途    ：設備投資資金および借入 

金の返済資金 

３．  
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