
平成 18年 11月 30日 
 
各      位 

 
会 社 名  株式会社ジェイプロジェクト 
代表者名 代表取締役社長 新田 二郎 
（コード番号３０６３：東証マザーズ） 
問合せ先 専務取締役   林  芳郎 
（TEL． ０５２－２２２－４６００） 

 

東京証券取引所マザーズへの上場に伴う当社決算情報等のお知らせ 

 

 当社は、本日、平成 18 年 11 月 30 日に東京証券取引所マザーズに上場いたしました。今後とも、な

お一層のご指導ご鞭撻を賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。 

 上場に伴い、当社の最近の決算情報等につきまして別添のとおりお知らせいたします。 

 

以  上 

 



平成 19 年 ２ 月期    中間決算短信（連結）        平成 18 年 11 月 30 日 
上 場 会 社 名        株式会社ジェイプロジェクト      上場取引所    東証マザーズ 
コ ー ド 番 号         ３０６３                              本社所在都道府県 愛知県 
（ＵＲＬ  http://www.jproject.jp/  ） 
代  表  者 役職名 代表取締役    氏名 新田 二郎 
問合せ先責任者 役職名 専務取締役    氏名 林  芳郎    ＴＥＬ (052)222－4600 
決算取締役会開催日 平成 18 年 10 月 13 日 
米国会計基準採用の有無  無 
 
１． 19 年２月中間期の連結業績（平成 18 年３月１日～平成 18 年８月 31 日） 
(1) 連結経営成績                                （百万円未満切捨） 
 売 上 高     営業利益 経常利益 

 百万円    ％ 百万円    ％ 百万円    ％

18 年８月中間期 
17 年８月中間期 

3,292    －
－    －

70    －
－    －

116    －
－    －

18 年２月期 6,419     197     233     
 

 中間(当期)純利益 
１株当たり中間 
(当期)純利益 

潜在株式調整後１株当たり
中間(当期)純利益 

 百万円    ％ 円  銭 円  銭

18 年８月中間期 
17 年８月中間期 

57    －
－    －

2,388  83
－  －

－  －
－  －

18 年２月期 86     5,591  49 －  －
(注)①持分法投資損益    18 年８月中間期 －百万円  17 年８月中間期 －百万円  18 年２月期 －百万円 
②期中平均株式数(連結) 18 年８月中間期 24,048 株  17 年８月中間期    － 株   18 年２月期  15,454 株 
③会計処理の方法の変更   無 
④平成 18 年２月期は中間財務諸表を作成しておりませんので各項目の前年同期実績及び対前年増減率は記載して 
おりません。 

  ⑤潜在株式調整後１株当たり中間（当期）純利益については、新株予約権の残高はありますが、当社株式は非上場 
   であるため、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。 
 
(2)連結財政状態                                （百万円未満切捨） 

 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８月中間期 
17 年８月中間期 

4,669    
－    

1,149   
－   

24.6    
－    

  45,132  97
－  －

18 年２月期 2,646    1,020   38.6    45,186  52
(注)期末発行済株式数（連結）18 年８月中間期 25,462 株   17 年８月中間期   －株  18 年２月期 22,582 株 
 
(3)連結キャッシュ･フローの状況                         （百万円未満切捨） 

 
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８月中間期 
17 年８月中間期 

168    
－    

△2,284   
－   

2,143    
－    

225   
－   

18 年２月期 576    △758   245    197   
 
(4)連結範囲及び持分法の適用に関する事項 
   連結子会社数  ２社  持分法適用非連結子会社数  －社  持分法適用関連会社数  －社 
 
(5)連結範囲及び持分法の適用の異動状況 
   連結 (新規)   －社 (除外)   －社    持分法 (新規)   －社 (除外)  －社 
 
２．19 年２月期の連結業績予想（平成 18 年３月１日～平成 19 年２月 28 日） 

 売 上 高 経 常 利 益 当期純利益 

 百万円 百万円 百万円

通   期 7,461 261 149 
(参考)１株当たり予想当期純利益（通期）5,505 円 88 銭 
   １株当たり予想当期純利益につきましては、公募株式数 1,600 株を含めた予定期末発行済株式数 27,062 株によ 
   り算出しております。 
※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及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り、予想数値とは異なる可能
性があります。 
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（添付資料） 

１.企業集団の状況 

当社グループは、当社及び連結子会社（㈱ジェイブライダル、㈱ジェイメディックス）の計３社から

構成されており、居酒屋、レストランなどの飲食事業を中心に、結婚式の企画運営を行うブライダル事

業並びにその他事業として広告代理業務等を行っております。 

当社グループの事業内容及び当社と関係会社の当該事業に係る位置付けは次のとおりであります。 

事業部門別 主要な会社 事業の内容 

飲食事業 当 社
「芋蔵」、「ほっこり」、「Ｎａ－菜－Ｎａ」等の居酒

屋及びレストラン等を全店直営方式で運営 

ブライダル事業 
株式会社ジェイブライダル

（ 連 結 子 会 社 ）

披露宴会場を併設している当社の直営レストランにお

いて、レストランウェディングサービスを提供 

その他事業 
株式会社ジェイメディックス

（ 連 結 子 会 社 ）
広告代理業務等 

 

［事業系統図］ 

以上、述べた事項を事業系統図によって示すと次のとおりであります。 

 

一 般 顧 客 

（その他事業） 

社
員
寮
の
賃
貸
・
管
理 

広
告
代
理
業
務 

（連結子会社） 

株式会社ジェイメディックス 

（ブライダル事業） 

（連結子会社） 

株式会社ジェイブライダル 
当社 

（飲食事業） 

料
飲
の
提
供

広
告
代
理
業
務
等 

社
員
寮
の
賃
貸
・
管
理 

広
告
代
理
業
務 

料
飲
の
提
供 

料
飲
材
料
の
仕
入 

サ
ー
ビ
ス
の
提
供 

挙
式
披
露
宴
サ
ー
ビ
ス
の
提
供 

仕入先 仕入先 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(注)１．株式会社ジェイブライダルは当社が株式を100％所有する連結子会社であります。 

  ２．株式会社ジェイメディックスは当社が株式を100％所有する連結子会社であります。 

  ３．点線はグループ内での取引を示しております。 
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[関係会社の状況] 

関係会社の状況は次のとおりであります。 

名称 住所 
資本金 

(千円) 

主要な事業の内

容(注) 

議決権の

所有割合

(％) 

関係内容 

（連結子会社）      

株式会社ジェイブライダル 名古屋市中区 10,000 ブライダル事業 100.0 
料飲の提供 

役員の兼任４名 

（連結子会社）      

株式会社ジェイメディックス 名古屋市中区 10,000 その他事業 100.0 

広告代理業務 

社員寮の賃貸・管理 

役員の兼任４名 

（注）主要な事業の内容には事業部門別名称を記載しております。 
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２．経営方針 

 （1）会社の経営の基本方針 

当社グループでは「たくさんの“ありがとう”を集めよう」を創業精神とし、「幸福創造販売企業」

を目指し店づくりを行っております。幸福創造とは、食を通じての、①お客様、②社会、③社員に対す

る幸福の創造であり、飲食業はサービス業であるとの信念のもと、お客様への幸せな空間の提供、社会

への幸福の提供、社員への成長機会の提供を実現することであると考えております。 

当社グループの経営方針は以下に集約されます。 

   a. 創業精神 

    たくさんの“ありがとう”を集めよう 

b．経営の基本理念 

１．お客様に対する幸福の創造 

    ２．社会に対する幸福の創造 

    ３．社員に対する幸福の創造 

   c. 事業目的 

    食文化を通じて人づくりと社会貢献を果たし、地域活性化に寄与する。 

 

（2）会社の利益配分に関する基本方針 

 業績動向、出店計画、財務状況及び配当性向を総合的に勘案した上で、利益成長に応じた安定的な配

当を検討しつつ、事業拡充による将来の利益貢献を果たすため内部留保を優先し、更なる経営体質の強

化に努める所存です。内部留保金の使途につきましては、新規出店投資、人材育成及び内部管理体制強

化のための設備投資等の原資とし、競争力の強化を図ってまいります。 

 

（3）投資単位の引き下げに関する考え方及び基本方針等 

当社グループでは、上場後の株式の流動性の向上及び個人投資家層拡大のため、投資単位の引き下げ

は重要な検討課題であると考えております。今後、より広範な投資家の参加を促す観点から、市場の要

請、業績、株価水準、投資単位引き下げに伴う費用等を総合的に勘案し、慎重に対処したいと考えてお

ります。 

 

（4）目標とする経営指標 

  当社グループは高い成長性を確保しながら、経営の効率性を高め、企業価値の増大を図るため、売上

高成長率及び売上高経常利益率を重視し、企業経営に取り組んでまいります。引き続き業態開発及び新

規出店投資を積極的に行い、売上高成長率を維持しつつ、早期に売上高経常利益率５％の達成を目指し

てまいります。 

 

（5）中長期的な会社の経営戦略 

当社グループは食文化を通したサービス業としての総合企業を目指し、「食」を核にエンターテイメ

ント性を有する当社独自の地位を築くことで企業価値を高め、社会貢献を果たしていく所存です。 

第６期（平成19年２月期）におきましては、引き続き「食文化を通じて人づくりと社会貢献を果たし、

地域活性化に寄与する」という事業目的の実現に向け、名古屋地区・東京地区を中心に積極的な店舗展
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開を行うとともに、飲食サービスを主軸としてエンターテイメント的要素を付加した新たな業態の開発

に努めます。また、食を中心としたサービス業の柱としてブライダル事業により一層注力してまいりま

す。 

上記に加え、社会貢献の観点から環境問題にも配慮し、第５期よりスタートいたしましたエコロジー

活動をさらに推進いたします。 

  事業別の経営戦略及び展開方針は次のとおりであります。 

① 飲食事業 

１）出店戦略 

次の３点を基本方針とし、名古屋地区、東京地区を中心に引き続き積極的な出店を行います。 

     ・立地特性、周辺環境、客層等に応じて、最適な業態を開発し店舗展開を図る。 

     ・特定地域への集中出店によりエリア展開を図る。 

     ・居酒屋は繁華街やビジネス街等の中心市街地に、レストランはショッピングセンター等の商

業施設へのテナント出店を基本として展開を図る。 

  ２）業態開発戦略 

    市場の成熟化に伴う消費者ニーズの多様化によって、他の産業でも見られた少品種大量生産から、

多品種少量生産への産業構造の転換（パラダイムシフト）が外食産業でも進行している状況を踏ま

え、均一なニーズに対応した従来型のチェーン展開ではなく、個々の立地特性に応じた業態の開発

に引き続き努めてまいります。また、多彩なブランドの開発とともに、お客様の利用価値を最大限

に高められるよう、また永く愛されるよう、丁寧な店作りに注力してまいります。 

  ３）財務戦略 

    引き続きキャッシュフローベースでの経営を意識的に行ってまいります。健全な財務バランスを

維持しながら、安定的な成長を目指します。また、売上高経常利益率５％の早期達成を目指し収益

性の向上に努めます。 

  ４）人財戦略 

    当社グループは、かねてより仲間の力を信じ「人間力」による成長を志向してまいりました。ま

た、企業には、社員に成長の場を与え、すばらしい人財を育て、輩出していく責務があると考えて

おります。そうした認識の下、今後とも引き続き人を育てる土壌づくりに努めてまいります。 

   具体的には、設立当初から続けております新卒採用を今後とも積極的に拡充し、継続的な人財教育

を進めます。また、出店数の増加への対応や内部管理体制の充実を図るため、キャリアのある中途

採用を継続的に行ってまいります。 

② ブライダル事業 

   名古屋エリアを中心として展開し、プランナーの育成及び人数の確保とサービスの充実を優先事項

といたします。また、当社グループの飲食事業の強みを活かすことが可能な物件の確保によって、事

業所展開の判断を行います。急速な事業所数の拡大ではなく、質の充実とともに事業拡大を図る方針

であります。 
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（6）会社の対処すべき課題 

  当社グループは、多様化する消費者ニーズに適応し、立地特性や想定される顧客層に合わせたメニ

ュー、価格帯、内装等をきめ細かく設定した上での多彩な空間の提供を通じて、引き続き他社との差

別化、収益の向上に努めます。地域・時代のニーズにあった業態開発と多業態による店舗展開を進め

るに当たり、経済情勢、消費動向、競合状況等の経営環境を勘案しながら、以下の課題に適切に対処

してまいります。 

① 人材の確保及び育成 

   わが国経済における企業業績の堅調な回復基調の中で、雇用状況は改善傾向が強まっておりま

す。そうした中で、当社グループは名古屋地区、東京地区を中心に、今後においても積極的な出

店を行う方針であります。積極的な出店を支え今後の成長戦略を着実に遂行していくためには、

新規出店に伴う店舗スタッフ及び管理部門における人材の確保と育成強化が必須であると認識し

ております。 

    こうした雇用情勢や当社グループの成長戦略を支える優秀な人材の確保及び育成に対応してい

くため、従来から力を入れておりました新卒採用のより一層の拡充と即戦力となる中途採用を強

化し、引き続き最重要の戦略として、教育体制の充実とともに当社の成長に欠かせない優秀な人

材の拡充に努めてまいります。 

② マネジメントシステムの高度化 

    店舗数の増加及び業態の多様化に伴い、各店舗の運営管理及び本社機能の高度化が、収益力の

向上と今後の継続的な成長を実現するうえで重要であると認識しております。 

飲食事業のうち名古屋地区につきましては、平成18年１月から業態特性に応じた部編成に再編

するとともに、エリアマネージャーを設置し各店舗の運営を支援する組織体制といたしました。

今後もマネジメントシステム高度化のための施策を積極的に実施し、仕入や人件費等店舗運営に

関わるコストの削減を図り、収益性の向上に努めてまいります。 

③ 好立地への出店機会の獲得 

景気回復に伴い都心部において地価は上昇傾向にあります。また異業種からの参入もあり、立

地条件のよい新規店舗を獲得する競争は厳しくなっており、今後もこうした傾向が続くものと見

込まれます。 

こうした状況に対応し立地条件のよい場所に出店機会を獲得していくためには、集客の見込め

る魅力ある業態の開発が必要であり、業態開発を最重要戦略として位置づけた上でお客様への多

彩な空間の提供に積極的にチャレンジするとともに、地域やデベロッパー等の出店先のニーズに

対して有効な提案ができるよう取り組んでまいります。また、都心部におけるビジネス立地を中

心に、物件情報の収集体制を強化し、慎重な選定のもとに価値ある出店機会の獲得に注力してま

いります。 

 

 

  （7）親会社等に関する事項 

     該当事項はありません。 
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３．経営成績及び財政状態 

(1) 経営成績 

当中間連結会計期間におけるわが国経済は、企業業績の改善により雇用情勢や個人消費に改善の兆し

が見られるなど、景気は回復基調が続き好調に推移いたしました。一方において国外では、米国景気の

減速や原油高などの懸念材料もあり、国内景気への影響について不安を残す状況で推移しております。 

外食業界におきましては、同業他社や中食市場との競争激化など、厳しい経営環境の下、各社とも既

存店売上高の維持に苦戦する状況が続いております。また、顧客ニーズの多様化もより鮮明となってお

り、ターゲットを明確にした戦略が以前にも増して重要であると認識しております。 

   こうした環境のもと、当社グループでは名古屋地区、東京地区を中心に引き続き積極的な新規出店を

行い、名古屋地区に１店舗、東京地区に４店舗の合計５店舗を新規出店いたしました。また、既存店３

店舗をリニューアルオープンし、新規出店と合わせて３業態の新たなブランドを展開いたしました。新

規出店及びリニューアルオープンにより、平成18年８月31日現在の店舗数は、25業態49店舗となりまし

た。 

以上の結果、当中間連結会計期間の売上高は、3,292百万円、営業利益70百万円、経常利益116百万円

となり、減損損失に伴う特別損失を計上した結果、当期純利益は57百万円となりました。 

 

   事業部門別の業績は、次のとおりであります。 

① 飲食事業 

前連結会計年度に引き続き、名古屋地区、東京地区を中心に積極的な出店政策を維持し、平成18

年３月には横浜市中区に「芋蔵桜木町店」、「横浜なもバー」を出店したほか、平成18年７月には東

京都墨田区に「芋蔵 錦糸町店」、岐阜県岐阜市に「Na-菜-Na 岐阜六条店」、平成18年８月には東

京都港区港南に「跳魚」を出店し、合計５店舗を新規出店いたしました。また、既存店３店舗をリニ

ューアルし、「Na-菜-Na名鉄一宮店」（愛知県一宮市）、「まるじ本店」（名古屋市中区）、「FARM 

COURT」（名古屋市港区）を出店いたしました。その結果、売上高は3,202百万円となりました。 

② ブライダル事業 

    当中間連結会計期間に稼動いたしました「THE GARDEN NANZAN VILLA（ザ・ガーデン ナンザンヴィ

ラ）」を中心に積極的な販売促進活動を行いました。その結果、売上高は89百万円となりました。 

③ その他事業 

広告代理業務及び福利厚生施設の管理業務等のその他事業における売上高は１百万円となりました。 

 

(2) 財政状態 

当中間連結会計期間における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、営業活動によるキ

ャッシュ・フローが168百万円の資金増、投資活動によるキャッシュ・フローが2,284百万円の資金減、

財務活動によるキャッシュ・フローが2,143百万円の資金増となりました。その結果、当中間連結会計

期間末の資金残高は225百万円となり、前連結会計年度末の資金残高197百万円に比べ28百万円増加し

ております。 

当中間連結会計期間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。 
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（営業活動によるキッャシュ・フロー） 

営業活動の結果得られた資金は168百万円となりました。これは主に、税金等調整前当期純利益を100

百万円計上し、非資金項目の減価償却費の計上が175百万円、賞与引当金の計上が13百万円減少したこ

と及び法人税等の支払額が74百万円あったことによるものであります。 

 

（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2,284百万円となりました。これは主に、新規出店に伴う有形固定資

産の取得及びテナントビル取得による支出が2,198百万円及び差入保証金の差入による支出が74百万

円あったことによるものであります。 

 

（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2,143百万円となりました。これは主に、短期借入金の純増が100百

万円あったこと、長期借入による収入が2,180百万円及び株式の発行による収入が71百万円あった一方

で、長期借入金の返済による支出が198百万円あったことによるものであります。 

 

  （キャッシュ・フロー指標の推移） 

平成17年２月期 平成18年２月期 平成19年２月期  

期末 期末 中間 

自己資本比率(%) 25.1 38.6 24.6

時価ベースの自己資本比率(%) － － －

債務償還年数(年) 5.9 1.5 17.3

インタレスト・カバレッジ・レシオ(倍) 9.1 30.0 14.6

  （注）1. 各指標の算出は以下の算式を使用しております。 

       自己資本比率＝自己資本／総資産 

       時価ベースの自己資本比率＝株式時価総額／総資産 

       債務償還年数＝有利子負債／営業キャッシュ・フロー 

       インタレスト・カバレッジ・レシオ＝営業キャッシュ・フロー／利払い 

        ※ 各指標は、いずれも連結ベースの財務数値により算出しております。 

※ 営業キャッシュ・フローは、連結キャッシュ・フロー計算書の営業活動によるキャッ

シュ・フローを使用しております。有利子負債は、連結貸借対照表に計上されている

負債のうち利子を支払っている全ての負債を対象としております。また、利払いにつ

きましては、連結キャッシュ・フロー計算書の利息の支払額を使用しております。 

     2. 平成16年２月期は連結財務諸表を作成しておりませんので記載を省略しております。 

     3. 時価ベースの自己資本比率については、当社株式は非上場でありますので記載しておりません。 
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(3) 通期の見通し 

 景気が回復基調にある中で、当社グループの中核事業である飲食事業の業績は堅調に推移しており

ます。消費者ニーズの多様化が進む中で、企業間・業態間の競争は激化しておりますが、当社グルー

プは、立地特性やお客様の属性に応じた積極的な業態開発を引き続き進めるとともに、今後の新規店

舗のオープンに向けた人材確保と育成に注力し、お客様に満足いただける空間の提供に努めてまいり

ます。 

 通期の見通しにつきまして、飲食事業におきましては、上半期に新規オープンいたしました５店舗

とリニューアルオープンいたしました３店舗の利益貢献が期待できるものと考えております。さらに、

下半期には居酒屋４店舗、レストラン６店舗の計10店舗の新規出店を計画しておりますが、決算期末

直前にオープンを予定している５店舗につきましては、当該初期投資費用が当期中に発生するため、

利益の押し下げ要因となるものと考えております。ブライダル事業におきましては、上半期にオープ

ンいたしました「THE GARDEN NANZAN VILLA」が下半期以降本格稼動することから、利益貢献が期待で

きるものと見込んでおります。 

 この結果、通期の連結業績は、売上高7,461百万円、経常利益261百万円、当期純利益149百万円を見

込んでおります。 

 

 

 

 - 9 -



４．事業等のリスク 

以下において、当社グループの事業展開上のリスク要因となる可能性があると考えられる主な事項を記

載しております。また、必ずしも事業上のリスクに該当しない事項についても、投資判断あるいは当社グ

ループの事業活動を理解する上で重要と考えられる事項については、投資家に対する積極的な情報開示の

観点から記載しております。当社グループは、これらのリスク発生の可能性を認識した上で発生の予防及

び発生した場合の迅速な対応に努める方針でありますが、当社株式に関する投資判断は、本項記載事項及

び本項以外の記載内容も併せて慎重に検討した上で行われる必要があると考えております。また、以下の

記載は、当社株式への投資に関する全てのリスクを網羅するものではございませんのでご留意ください。

なお、本文中における将来に関する事項は、本書提出日現在において当社グループが判断したものであり

ます。 

 

 (1) 外食業界の動向について 

    当社グループの主たる事業が属している外食業界は、景気低迷が続いたことによる消費不況、調理

済食材や惣菜等を持ち帰って食する中食市場の成長等の影響により、成熟市場となっており、外食事

業者の既存店売上高は減少傾向にあります。 

当社グループといたしましては、永く愛される魅力的な店づくりとともに、サービスの質の向上、

メニュー変更、内外装のリニューアル及び業態変更等を実施することにより、既存店売上高の維持と

拡大を図っておりますが、当社グループが出店している商業施設、駅前、商業集積地等の立地におい

て商流の変化及び周辺の商業施設との競合等が生じることで、その集客力が低下した場合、既存店舗

の売上高が減少し当社グループの業績等に影響を及ぼす可能性があります。 

 

(2) 事業展開について 

 ① 出店政策について 

当社グループの基本的な出店方針は、ドミナントを形成しながら出店地域を徐々に拡大していく

方式であり、居酒屋については繁華街やビジネス街等の中心地への出店、レストラン等の食事をメ

インとした店舗についてはショッピングセンター等の商業施設への出店を基本としております。展

開エリアにつきましては、現在名古屋及び東京周辺エリアを中心に店舗展開しております。 

当社グループでは、出店候補地の立地特性、賃貸条件、売上予測、投資採算性等を慎重に検討し、

出店地を決定しております。そのため、当該展開エリアにおいて、計画した出店数に見合った出店

地を十分に確保できない可能性があり、その場合には、当社グループの業績見通し及び事業展開に

影響を及ぼす可能性があります。 

 ② 業態開発について 

    当社グループは、立地特性やお客様のニーズ、地域のニーズに応じて業態を開発し、または既

存業態をアレンジし、多業態による店舗展開を行うことで事業の拡大を図っております。今後も引

き続き新規業態の開発を進める予定でありますが、市場ニーズ及び消費者嗜好の変化等により、お

客様に受け入れられる業態を開発できなかった場合には、当社グループの業績見通し及び事業展開

に影響を及ぼす可能性があります。 

 ③ 出退店時に発生する費用及び損失について 

当社グループでは、新規出店時や業態変更時に什器備品等の消耗品や販売促進に伴う費用が一時
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的に発生するため、大量の新規出店・業態変更や期末に近い時点での新規出店は、利益を押し下げ

る要因となります。また、収益性の向上を図るため、業績の改善が見込めない店舗については閉鎖

しております。店舗閉鎖時には、キャッシュ・フロー及び業績への影響を総合的に勘案し、撤退時

期の選定や内装設備等の売却等により費用及び損失を最小限に抑えられるよう努めておりますが、

固定資産除却損、賃貸借契約やリース契約の解約に伴う違約金等が発生する可能性があります。 

したがって、大量の新規出店、業態変更や退店を行った場合、あるいは出店時における内装工事の

遅れや入居する商業施設等の完成時期のずれ込み等が発生し新規出店が期末に近い時点に偏った

場合には、当社グループの業績等に影響を及ぼす可能性があります。 

 

(3) 食材の安全性及び安定供給について 

 近年、ＢＳＥ問題や鳥インフルエンザ問題、残留農薬等の問題が生じたことにより、食の安全性に

対する関心が以前にも増して高まっております。当社グループにおきましては、多業態を展開してい

るため特定の食材に依存している事実はなく、引き続き食材の安全かつ安定的な確保に積極的に取り

組む方針でありますが、天候不順による農作物の不作や政府によるセーフガード（緊急輸入制限措置）

の発動など需給関係の変動に伴う市況変動や、食材の安全性に関わる不安等による消費者の外食離れ

が生じた場合には、当社グループの業績等に影響を及ぼす可能性があります。 

 

 (4) 人材の確保及び育成について 

当社グループでは、地域や立地における特性やお客様のニーズに柔軟に対応し、各業態、各店舗の

個性を最大限に発揮するため、店舗運営、サービスの提供方法等について画一的な運営を行わず、各

業態、各店舗の創意工夫を活かす仕組みとしております。その結果が店舗活性化のノウハウや市場ニ

ーズへの適応力等のソフト面の経営資源の蓄積につながり、競争力の向上に寄与するものと考えてお

ります。また、当社グループにおける最も大切な経営資源は「人」であり、サービス向上の原動力、

差別化の源泉として、「人間力」の生み出す風土は他社が模倣しえない経営資源であると考えており

ます。そのため、各業態、各店舗によってお客様に提供するサービス及び店舗運営方法等が異なり、

提供するサービスの水準は各店舗の人材に影響を受けますので、優秀な人材の確保及び育成は経営上

の重要課題であると認識しております。 

当社グループは、新卒採用の拡充と即戦力となる中途採用を強化し、継続的な人材の確保に注力す

るとともに、待遇、業務内容、福利厚生等において従業員の満足度を高める諸施策の一層の充実を図

ることで、定着率の向上に努めてまいります。加えて、教育研修の充実を図り、お客様へのサービス

の質の向上と将来の幹部人材の育成を進めていく方針であります。しかしながら、今後の積極的な業

態開発及び新規出店等の事業展開を図る中で、人材の確保及び育成が計画どおりに進まない場合には、

当社グループの業績及び事業展開に影響を及ぼす可能性があります。 

 

 (5) 法的規制について 

    当社グループの主な法的規制として、「食品衛生法」、「食品循環資源の再生利用等の促進に関す

る法律（食品リサイクル法）」等があります。これらの法的規制が強化され、その対応のために新た

なコストが発生した場合には、当社グループの業績等に影響を及ぼす可能性があります。 

   ① 食品衛生法について 
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     当社グループが経営する店舗は、食品衛生法の規定に基づき、所管保健所より飲食店営業の営業

許可を取得しております。当社グループでは、店舗内の食品衛生管理マニュアルに基づき日常の衛

生管理の徹底を図るとともに、必要に応じて内部監査により衛生管理状況を確認し、食品の安全衛

生の維持に努めております。また、衛生委員会を設置し定期的な社内講習を実施することで社内で

の啓蒙活動を進め、衛生管理に対する意識の向上と周知徹底に努めております。これらの実施によ

り当社グループでは、設立以来食中毒の発生等で行政処分を受けた事例はございませんが、当社グ

ループの実施する衛生管理諸施策にもかかわらず、食中毒事故等を起こした場合には、食品等の廃

棄処分、営業許可の取消し、営業の禁止、若しくは一定期間の営業停止処分、被害者からの損害賠

償請求、当社グループの信用力低下等により、当社グループの業績等に影響を及ぼす可能性があり

ます。 

② 食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律（食品リサイクル法）について 

  平成13年5月に施行された「食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律」について、現在当

社グループが排出している食品廃棄物は、同法の適用を受ける基準には達しておりませんが、地球

環境保護が重要な問題となる中で、企業使命として、当社グループでは任意にエコロジー活動を推

進し、廃棄物の抑制やエネルギー使用の節約等に努めております。ただし、今後の出店の増加によ

り食品廃棄物の排出量が増加し、同法の適用を受けた場合には、新たに対応費用が発生する可能性

があります。 

 

 (6) 金利変動の影響について 

 当社グループは、出店時における設備投資資金を主として金融機関からの借入により調達しており、

平成18年８月末日における総資産に占める有利子負債の割合は62.8%（有利子負債残高2,931,791千円

／総資産額4,669,492千円）となっております。今後の積極的な出店政策に伴う資金調達について、引

き続き経済情勢や金利動向、財務バランスを総合的に勘案し、有利子負債の適正水準の維持に努めな

がら事業展開を行う予定でございますが、有利子負債への依存度が高い状態で金利が上昇した場合、

当社グループの業績に影響を及ぼす可能性があります。 

 

 （7）差入保証金について 

当社グループは、賃借により出店等を行うことを基本方針としており、平成18年８月末日現在、す

べての店舗（49店舗）が賃借物件となっております。物件の賃借においては、賃貸人に対し、差入保

証金等を預け入れる場合があります。差入保証金の残高は平成18年２月末日現在580,545千円、平成18

年８月末日現在655,145千円となっており、総資産に占める割合は、各々21.9%、14.0%となっておりま

す。 

今後の賃貸人の経営状況によっては、当該店舗における営業の継続に支障が生じたり、退店時に差

入保証金等の全部または一部が返還されない可能性があります。また、当社グループ側の都合によっ

て不採算店舗の契約を中途解約する場合等には、締結している賃貸借契約の内容によって、差入保証

金等の全部または一部が返還されない場合があり、当社グループの業績に影響を及ぼす可能性があり

ます。 
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（8）業績の推移について 

    当社の最近５年間における業績の推移は以下のとおりであります。 

回次 第１期 第２期 第３期 第４期 第５期 第６期中間期

決算年月 平成14年２月 平成15年２月 平成16年２月 平成17年２月 平成18年２月 平成18年８月

売上高 （千円） 1,443,285 2,441,577 3,306,498 4,247,466 6,204,686 3,234,620 

経常利益 （千円） 44,611 34,229 9,750 79,210 205,591 127,630 

当期純利益又は当
期純損失（△） 

（千円） 17,583 5,639 △497 39,870 63,302 63,788 

 期末時点における店舗数 
       （業態数） 

13 
（ 8）

19 
（11）

26 
（12）

31 
（14）

45 
（22）

49 
（25）

（注）１．売上高には消費税等は含まれておりません。 

２．第４期の財務諸表及び第５期の財務諸表につきましては、株式会社東京証券取引所有価証券上場規定第３ 

条第７項の規定に基づき、証券取引法第193条の２の規定に準じて、あずさ監査法人による監査を受けてお

りますが、第１期、第２期及び第３期の財務諸表につきましては、監査を受けておりません。 

 

第２期及び第３期において経常利益が減少し、第3期において当期純損失を計上しておりますが、その主

な要因は次のとおりであります。 

第２期（平成15年２月期） 

    計７店舗の新規出店を行ったことから、出店及び人材確保に係る費用、店舗数増加に伴う管理体制

強化に係る費用など販売費及び一般管理費が増加したことによるものであります。 

第３期（平成16年２月期） 

    計７店舗の新規出店を行ったことに加え、新規出店７店舗中６店舗が東京地区への出店となり、出

店及び人材確保に係る費用のほか、東京進出に伴う営業基盤確立のための費用など販売費及び一般管

理費が増加したことによるものであります。 

  このように新規出店や展開エリアの拡大により、一時的に経費が増大し、短期的には業績が変動する可

能性があります。 

  なお、第５期（平成18年２月期）の売上高につきましては、平成17年３月25日から平成17年９月25日に

開催された2005年日本国際博覧会（愛・地球博）への３店舗の出店により大幅に増加しております。当該

３店舗の第５期における売上高は558,376千円であります。 
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(9) 関連当事者との取引について 

第５期連結会計年度における当社と関連当事者との取引の概要は以下のとおりであります。 

第５期連結会計年度（自 平成17年３月１日 至 平成18年２月28日） 

役員及び個人主要株主等 

関係内容 

属性 氏名 住所 
資本金又
は出資金 
(千円) 

事業の内容
又は職業 

議決権等の
所有（被所
有）割合 
（％） 

役員
の兼
任等 

事業上
の関係

取引の内容
（注12） 

取引金額 
(千円) 
（注12） 

科目 
期末残高
(千円)

資金借入に

対する債務

被保証 (注

1) 

331,250 －   － 

信用保証機

関の保証を

受けるため

の債務被保

証(注 2) 

   982 －   － 

リース債務

被保証 

(注 3) 

104,185 －   － 

割賦購入取

引における

債務被保証

(注 4) 

  4,088 －   － 

役員及び 
個人主要 
株  主 

新田 二郎 － － 
当社代表取
締役 

(被所有)
直接 
40.8 

－ － 

店舗賃貸借

契約の連帯

保証(注 5) 

169,489 － － 

役 員 林 芳郎 － － 
当社専務取
締役 

（被所有）
直接 
3.0 

－ － 
店舗賃貸借
契約の連帯
保証(注6)

10,800 － － 

役 員 安田 博 － － 
当社常務取
締役 

（被所有）
直接 
4.0 

－ － 

店舗賃貸借

契約の連帯

保証(注 7) 

15,600 － － 

役 員 林 裕二 － － 
当社常務取
締役 

（被所有）
直接 
2.6 

－ － 

借上社宅の

提供 

（注 8) 

 1,530 － － 

役員の 
近親者 

新田 浩雅 
(当社代表 
取締役新田 
二郎の兄) 

－ － 
不動産仲介
業 

(被所有)
直接 
4.0 

－ － 
店舗賃借 

（注 9） 
10,400 －   － 

（注）１．当社は、金融機関からの借入に対して、当社代表取締役 新田二郎の債務保証を受けておりますが、保証料の支払いは行っ

ておりません。なお、当該債務被保証は、平成18年11月30日現在においてすべて解消しております。 

２．当社は、銀行借入に対して信用保証機関の債務保証を受けており、その保証を受けるため代表取締役 新田二郎の債務保証

を受けております。なお、当該債務被保証は、平成18年11月30日現在においてすべて解消しております。 

３．当社は、リース取引に対して、当社代表取締役 新田二郎の債務保証を受けておりますが、保証料の支払いは行っておりま

せん。なお、当該債務被保証は、平成18年11月30日現在においてすべて解消しております。 

４．当社は、割賦購入取引に対して、当社代表取締役 新田二郎の債務保証を受けておりますが、保証料の支払いは行っており

ません。なお、当該債務被保証は、平成18年11月30日現在においてすべて解消しております。 

５．当社は、店舗賃貸借契約において代表取締役 新田二郎の連帯保証を受けております。「取引金額」には、保証対象店舗に

係る年間賃借料を記載しております。なお、当該連帯保証は、平成18年11月30日現在においてすべて解消しております。 

６. 当社は、店舗賃貸借契約においての当社専務取締役 林芳郎の連帯保証を受けております。「取引金額」には、保証対象店

舗に係る年間賃借料を記載しております。なお、当該連帯保証は、平成18年11月30日現在においてすべて解消しております。 
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７．当社は、店舗賃貸借契約において当社常務取締役 安田博の連帯保証を受けております。「取引金額」には、保証対象店舗

に係る年間賃借料を記載しております。なお、当該連帯保証は、平成18年11月30日現在においてすべて解消しております。 

８. 当社常務取締役 林裕二に対する借上社宅の提供に係る家賃補助は、借上社宅費用の50.0%であります。 

９．新田浩雅氏からの店舗賃借は、不動産鑑定士による鑑定に基づく価格を参考に決定しております。なお、当該取引は、平

成17年９月30日をもって解消しております。 

 

 (10) 短時間労働者に対する厚生年金適用拡大等について 

  厚生労働省は、短時間労働者（正社員以外の労働者で、一週間の所定労働時間が正社員より短い労

働者）に対する厚生年金への加入基準を拡大すべく検討しております。当社グループにおいては、業

種柄多くの短時間労働者が就業しておりますので、今後、厚生年金適用基準の拡大が実施された場合

には、当社グループが負担する保険料の増加、短時間労働の就労希望者の減少等により、当社グルー

プの業績及び事業展開に影響を及ぼす可能性があります。 

 

(11) 労働基準監督署からの是正勧告について 

  当社グループは、創業以来、従業員の労働環境の整備に努めております。そのため、当社グループ

と従業員とは良好な関係が維持されており、労務上のトラブルが生じた事実はございません。 

当社グループは、下記のとおり労働基準監督署から労働条件等に関する調査を受け、是正勧告を受

けましたが、勧告を受けた事項については、即座に是正措置を講じております。 

① 平成17年12月に「Ｎａ－菜－Ｎａダイヤモンドシティ木曽川店」に関して一宮労働基準監督署

から受けた勧告 

   ・常時10人以上の労働者を使用しているにもかかわらず、就業規則を作成しこれを監督署長に届

け出ていないこと。 

   ・１ヶ月単位の変形労働時間制が適用されるパート労働者に対し、シフト表によりあらかじめ特

定されていない日に8時間を超えて労働させているにもかかわらず、通常の賃金の２割５分以上

の率で計算した割増賃金を支払っていないこと。 

  ② 平成18年２月に「うな匠セントレア」に関して半田労働基準監督署から受けた勧告 

   ・賃金台帳に時間外労働時間数、深夜労働時間数の一部を記入していないこと。 

  当社グループでは、これらの是正勧告について、就業規則の届出の徹底、シフト管理の徹底、割増

賃金の支払い及び賃金台帳への時間外及び深夜労働時間数の記入等の是正措置を講じるとともに、当

該勧告を厳粛に受け止め、労働条件に関する内部統制の充実、各店舗に対する内部監査の充実、社員

及びパート・アルバイトへの労働環境の聴取を通じ、労働基準法等の法令遵守の徹底を確認する体制

を構築しております。 

今後におきましても、従業員の労働環境の整備に積極的に取り組んでいく所存でありますが、万一、

労働関連法令の不遵守その他何らかの理由により労務上のトラブルが発生した場合には、当社グルー

プの業績及び事業展開に影響を及ぼす可能性があります。 

 

(12) 代表者への依存について 

当社の代表取締役である新田二郎は、創業以来、経営方針の策定や経営戦略の決定、業態開発及び

立地開発等、当社グループの業務執行において重要な役割を果たしてまいりました。 
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当社グループでは、組織体制の充実や職務分掌及び職務権限規程に基づく権限の委譲など、同氏に

過度に依存しない組織体制への移行を進めており、人材の拡充と育成が進むにつれ同氏への依存度は

相対的に低下するものと考えておりますが、そうした経営体制への移行の過程において、何らかの理

由により同氏の業務執行が困難となった場合には、当社の業績及び事業展開に影響を及ぼす可能性が

あります。 

 

(13) ストックオプションの行使等、株式の希薄化に係る影響について 

当社グループでは、役員及び従業員に対するインセンティブを目的としてストックオプション制度

を採用しており、平成13年改正旧商法第280条ノ20及び第280条ノ21の規定に基づく新株予約権を付与

しております。平成18年11月30日現在において、新株予約権による潜在株式数は6,084株であり、発行

済株式総数27,062株の22.5%に相当しております。これらの新株予約権の行使が行われた場合には、当

社の１株当たりの株式価値が希薄化する可能性があります。 

 

（14）商標等について 

当社グループの各店舗等において使用する名称については、その使用に先立ち、外部の専門家を通

じて第三者の商標権等を侵害しないかについて確認し、侵害のおそれのある名称は使用を避け、かつ、

可能な限り当社グループにおいて商標登録を取得する等により、これら商標の使用権の確保及び第三

者の権利侵害の回避に努めております。そのため当社グループでは、創業以来、第三者から権利侵害

である旨のクレーム等を受けた事例はございません。 

しかしながら、当社グループの各店舗の名称又は業態が第三者のものと類似する等の場合には、第

三者から当社グループの商標登録の無効審判、損害賠償、商標使用差止、営業差止等を請求される可

能性は否定できず、仮にこれらの請求が認められる場合には当社グループの業績等に影響を及ぼす可

能性があります。 

 

（15）配当政策について 

    当社は、設立以来、新規出店や人材育成への投資等のため内部留保を優先させてまいりましたので、

配当は実施しておりません。今後の配当につきましては、業績動向、出店計画、財務状況及び配当性

向などを総合的に勘案した上で、利益成長に応じた安定的な配当を検討しつつ、事業拡充による将来

の利益貢献を果たすため内部留保を優先し更なる経営体質の強化を図り、中長期的な企業価値の最大

化に努めてまいります。 
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５．中間連結財務諸表等 
(1) 中間連結貸借対照表 

  当中間連結会計期間末 

（平成18年8月31日） 

前連結会計年度 

（平成18年2月28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  261,017  227,047

 ２．売掛金  125,178  105,259

 ３．たな卸資産  44,872  39,785

 ４．繰延税金資産  16,003  23,944

 ５．その他  101,582  65,075

   貸倒引当金  △302  △414

  流動資産合計  548,352 11.7  460,697 17.4

Ⅱ 固定資産   

 １．有形固定資産 ※1  

  (1) 建物及び構築物 ※2 1,454,673  1,363,348

  (2) 土地 ※2 863,820  60,086

   (3) 建設仮勘定 ※2 927,315  1,428

   (4) その他  171,084  136,500

   有形固定資産合計  3,416,894 73.2  1,561,365 59.0

 ２．無形固定資産  2,328 0.0  2,372 0.1

 ３．投資その他の資産   

   (1) 差入保証金  655,145  580,545

   (2) 繰延税金資産   4,217  －

   (3) その他  42,557  41,654

    貸倒引当金  △3  －

   投資その他の資産合計  701,916 15.0  622,200 23.5

  固定資産合計  4,121,139 88.3  2,185,937 82.6

  資産合計  4,669,492 100.0  2,646,635 100.0
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  当中間連結会計期間末 

（平成18年8月31日） 

前連結会計年度 

（平成18年2月28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  144,025  114,848

 ２．短期借入金  150,000  50,000

 ３．一年以内返済予定長期 

   借入金 
※2 444,672  296,638

 ４．一年以内償還予定社債  20,000  20,000

 ５．未払金  290,397  485,642

 ６．未払法人税等  46,857  74,340

 ７．賞与引当金  6,641  20,566

 ８．その他  99,553  69,201

  流動負債合計  1,202,147 25.7  1,131,235 42.7

Ⅱ 固定負債   

 １．社債  110,000  120,000

 ２．長期借入金 ※2 2,207,119  373,688

 ３．その他  1,050  1,309

  固定負債合計  2,318,169 49.6  494,997 18.7

  負債合計  3,520,316 75.4  1,626,233 61.4

（資本の部）   

Ⅰ 資本金  －  483,775 18.3

Ⅱ 資本剰余金  －  413,775 15.7

Ⅲ 利益剰余金  －  122,472 4.6

Ⅳ その他有価証券評価差額金  －  379 0.0

  資本合計  －  1,020,402 38.6

  負債資本合計  －  2,646,635 100.0

（純資産の部）   

Ⅰ 株主資本   

 １．資本金  519,775 11.1  －

 ２．資本剰余金  449,775 9.6  －

 ３．利益剰余金  179,918 3.9  －

  株主資本合計  1,149,468 24.6  －

Ⅱ 評価・換算差額等   

 １．その他有価証券評価差額金  △293 △0.0  －

  評価・換算差額等合計  △293 △0.0  －

  純資産合計  1,149,175 24.6  －

  負債純資産合計  4,669,492 100.0  －
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(2) 中間連結損益計算書 
  当中間連結会計期間 

（自 平成18年3月１日 

  至 平成18年8月31日） 

前連結会計年度 

（自 平成17年3月１日 

  至 平成18年2月28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  3,292,819 100.0  6,419,210 100.0

Ⅱ 売上原価  881,054 26.8  1,791,574 27.9

  売上総利益  2,411,765 73.2  4,627,636 72.1

Ⅲ 販売費及び一般管理費 ※1 2,341,711 71.1  4,429,655 69.0

  営業利益  70,053 2.1  197,980 3.1

Ⅳ 営業外収益   

 １．協賛金収入  45,900 30,383 

 ２．賃貸料収入  10,119 24,239 

 ３．その他  4,637 60,656 1.8 7,348 61,971 1.0

Ⅴ 営業外費用   

 １．支払利息  12,811 19,436 

 ２．新株発行費償却  － 2,818 

 ３．株式交付費償却  142 － 

 ４．その他  908 13,863 0.4 3,740 25,995 0.4

  経常利益  116,846 3.5  233,956 3.7

Ⅵ 特別利益   

 １．貸倒引当金戻入  158 701 

 ２．固定資産売却益 ※2 600 758 0.0 － 701 0.0

Ⅶ 特別損失   

 １．前期損益修正損 ※3 － 9,478 

 ２．固定資産売却損 ※4 － 11,666 

 ３．固定資産除却損 ※5 443 15,110 

 ４．ゴルフ会員権評価損  － 10,000 

 ５．店舗閉鎖損失 ※6 － 28,337 

 ６．減損損失 ※7 17,133 17,577 0.5 － 74,591 1.2

  税金等調整前中間（当期） 

  純利益 
 100,027 3.0  160,066 2.5

  法人税、住民税及び事業税  38,656 82,236 

  法人税等調整額  3,924 42,580 1.3 △8,580 73,655 1.1

  中間（当期）純利益  57,446 1.7  86,410 1.4
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 (3) 連結剰余金計算書及び中間連結株主資本等変動計算書 

連結剰余金計算書 

  

前連結会計年度の連結剰余金計算書 

（自 平成17年3月１日 

         至 平成18年2月28日） 

区分 
注記 

番号 
金額（千円） 

（資本剰余金の部）  

Ⅰ 資本剰余金期首残高  197,775

Ⅱ 資本剰余金増加高  

 １．増資による新株の発行  216,000 216,000

Ⅲ 資本剰余金期末残高  413,775

  

（利益剰余金の部）  

Ⅰ 利益剰余金期首残高  36,061

Ⅱ 利益剰余金増加高  

 １．当期純利益  86,410 86,410

Ⅲ 利益剰余金期末残高  122,472

  

 

中間連結株主資本等変動計算書 

当中間連結会計期間（自 平成 18年 3月 1日 至 平成 18年 8月 31日）             （単位：千円） 
株主資本 評価・換算差額等 

 
資本金 資本剰余金 利益剰余金

株主資本 

合計 

その他有価 

証券評価差 

額金 

評価・換算 

差額等合計 

純資産合計

平成18年2月28日残高 483,775 413,775 122,472 1,020,022 379 379 1,020,402

中間連結会計期間中の変動

額 
   

 新株の発行 36,000 36,000 － 72,000 － － 72,000

 中間純利益 － － 57,446 57,446 － － 57,446

株主資本以外の項目の中間

連結会計期間中の変動額

（純額） 

－ － － － △672 △672 △672

中間連結会計期間中の変動

額合計 
36,000 36,000 57,446 129,446 △672 △672 128,773

平成18年8月31日残高 519,775 449,775 179,918 1,149,468 △293 △293 1,149,175
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 (4) 中間連結キャッシュ・フロー計算書 

  

当中間連結会計期間 

（自 平成18年3月１日 

  至 平成18年8月31日） 

前連結会計年度 

（自 平成17年3月１日 

  至 平成18年2月28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  

   税金等調整前中間（当期）純利益  100,027 160,066

   減価償却費  175,074 337,665

   減損損失  17,133 －

   貸倒引当金の増減額（△は減少）  △108 △890

   賞与引当金の増減額（△は減少）  △13,924 10,898

   受取利息及び受取配当金  △249 △312

   支払利息  12,811 19,436

   新株発行費償却  － 2,818

   株式交付費償却  142 －

   固定資産売却益  △600 －

   固定資産売却損  － 11,666

   固定資産除却損  443 15,110

   ゴルフ会員権評価損  － 10,000

   売上債権の増減額（△は増加）  △19,919 △21,139

   たな卸資産の増減額（△は増加）  △5,087 △12,211

   仕入債務の増減額（△は減少）  29,177 24,136

   未払金の増減額（△は減少）  6,211 90,232

   その他  △46,459 18,163

     小計  254,673 665,638

   利息及び配当金の受取額  249 312

   利息の支払額  △11,584 △19,206

   法人税等の支払額  △74,340 △70,254

  営業活動によるキャッシュ・フロー  168,999 576,490

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  △6,006 △11,005

   有形固定資産の取得による支出  △2,198,808 △614,679

   有形固定資産の売却による収入  4,427 33,200

   無形固定資産の取得による支出  △250 △1,977

   投資有価証券の取得による支出  △160 －

   貸付による支出  △1,870 △8,490

   貸付金回収による収入  2,341 3,428

   差入保証金の回収による収入  － 20,192

   差入保証金の差入による支出  △74,600 △158,560

   その他  △9,091 △20,157

  投資活動によるキャッシュ・フロー  △2,284,018 △758,049

Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー  

   短期借入金純増減額  100,000 △56,500

   長期借入による収入  2,180,000 320,000

   長期借入金の返済による支出  △198,535 △534,960

   社債の発行による収入  － 97,747

   社債の償還による支出  △10,000 △10,000

   株式の発行による収入  71,857 429,181

  財務活動によるキャッシュ・フロー  2,143,322 245,468

Ⅳ 現金及び現金同等物の増減額（△は減少）  28,302 63,909

Ⅴ 現金及び現金同等物の期首残高  197,042 133,132

Ⅵ 現金及び現金同等物の中間期末（期末）残高 ※1 225,344 197,042
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中間連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項 

項目 

当中間連結会計期間 

（自 平成18年3月１日 

  至 平成18年8月31日） 

前連結会計年度 

（自 平成17年3月１日 

  至 平成18年2月28日） 

１．連結の範囲に関する事項 

 

 

連結子会社の数 ２社 

 株式会社 ジェイメディックス 

 株式会社 ジェイブライダル 

同左 

２．連結子会社の中間決算日（決算日）に 

  関する事項 

全ての連結子会社の中間決算日は、中間連

結決算日と一致しております。 

全ての連結子会社の決算日は、連結決算日

と一致しております。 

３．会計処理基準に関する事項 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1) 重要な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 

    中間連結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）を採 

   用しております。 

   時価のないもの 

    移動平均法による原価法 

② デリバティブ 

  時価法 

  ただし、特例処理の要件を満たす金利

スワップ契約については、時価評価せ

ず、その金銭の受払の純額を金利変換

の対象となる負債に係る利息に加減

して処理しております。 

③ たな卸資産 

  原材料及び貯蔵品 

   最終仕入原価法 

 

(1) 重要な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 

    連結決算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）を採用して 

   おります。 

 

 

② デリバティブ 

  時価法 

 

 

 

 

 

③ たな卸資産 

  原材料及び貯蔵品 

同左 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2) 重要な減価償却資産の減価償却の方 

 法 

① 有形固定資産 

  定率法によっております。 

  ただし、平成10年4月1日以降に取得 

 した建物（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。 

  また、主な耐用年数は以下のとおり 

 であります。 

   建物及び構築物  ５～39年 

   車両運搬具    ６年 

   工具器具備品   ３～13年 

  なお、取得価格10万円以上20万円未 

 満の少額減価償却資産については、３ 

 年間の均等償却によっております。 

② 無形固定資産 

  定額法によっております。 

  なお、自社利用のソフトウエアにつ 

 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 

  均等償却を採用しております。 

  なお、償却期間につきましては、法 

 人税法に規定する方法と同一の基準に 

 よっております。 

(2) 重要な減価償却資産の減価償却の方 

 法 

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 

当中間連結会計期間 

（自 平成18年3月１日 

  至 平成18年8月31日） 

前連結会計年度 

（自 平成17年3月１日 

  至 平成18年2月28日） 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(3) 重要な引当金の計上基準 

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 

   従業員に対して支給する賞与の支 

  出に充てるため、支給見込額に基づ 

  き当中間連結会計期間負担額を計上 

  しております。 

 

 

(3) 重要な引当金の計上基準 

① 貸倒引当金 

同左 

   

   

   

 

   

② 賞与引当金 

   従業員に対して支給する賞与の支 

  出に充てるため、支給見込額に基づ 

  き当連結会計年度負担額を計上して 

  おります。 

 

 

 

 

 

(4) 重要な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。 

(4) 重要なリース取引の処理方法 

同左 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(5) 重要なヘッジ会計の方法 

① ヘッジ会計の方法 

  繰延ヘッジ処理によっております。 

  なお、特例処理の要件を満たす金利 

 スワップ取引については、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 金利スワップ取引 

  ヘッジ対象 借入金の利息 

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取引を行っており 

 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毎に比較し、 

 両者の変動額を基礎にして、ヘッジ有 

 効性を評価しております。 

(5) 重要なヘッジ会計の方法 

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 

    

    

    

    

  

(6) その他中間連結財務諸表（連結財務 

 諸表）作成のための重要な事項 

① 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。 

(6) その他中間連結財務諸表（連結財務 

 諸表）作成のための重要な事項 

①消費税等の会計処理 

同左 

 

４．中間連結キャッシュ・フロー計算書 

（連結キャッシュ・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ヶ月以内に満期日の到来する短期投資

からなっております。 

同左 
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中間連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更 

当中間連結会計期間 

（自 平成18年3月１日 

  至 平成18年8月31日） 

前連結会計年度 

（自 平成17年3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） 

 当中間連結会計期間から、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」（企業会計基準委員会 平成15年10月31日 企

業会計基準適用指針第6号）を適用しております。 

 これにより税金等調整前中間純利益が17,133千円減少しており

ます。 

 なお、減損損失累計額については、改正後の中間連結財務諸表

規則に基づき各資産の金額から直接控除しております。 

 

 

 

 

（貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準） 

 当中間連結会計期間から「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1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1,149,175千円であり 

ます。 

 なお、中間連結財務諸表規則の改正により、当中間連結会計期

間における中間連結貸借対照表の純資産の部については、改正後

の中間連結財務諸表規則により作成しております。 

 

 

 

 

（ストック・オプション等に関する会計基準） 

 当中間連結会計期間から「ストック・オプション等に関する会

計基準」（企業会計基準委員会 平成17年12月27日 企業会計基

準第８号）及び「ストック・オプション等に関する会計基準の適

用指針」（企業会計基準委員会 平成17年12月27日 企業会計基

準適用指針第11号）を適用しております。 

なお、当該会計基準及び適用指針の適用による当中間連結財務

諸表への影響はありません。 

 

 

 

 

 
追加情報 

当中間連結会計期間 

（自 平成18年3月１日 

  至 平成18年8月31日） 

前連結会計年度 

（自 平成17年3月１日 

  至 平成18年2月28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に

ついて） 

 地方税法等の一部を改正する法律が平成15年3月31日に公布さ 

れたことに伴い、当連結会計年度から「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」

（企業会計基準委員会実務対応報告第12号）にしたがい、法人事

業税の付加価値割及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。 

 その結果、販売費及び一般管理費が15,476千円増加し、営業利

益、経常利益および税金等調整前当期純利益が同額減少しており

ます。 
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注記事項 

（中間連結貸借対照表関係） 

当中間連結会計期間末 

（平成18年8月31日） 

前連結会計年度 

（平成18年2月28日） 

  

※１．有形固定資産の減価償却累計額 ※１．有形固定資産の減価償却累計額 

  966,122千円    825,715千円  

  

※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。 

※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。 

   建物及び構築物 

  土地 

  建設仮勘定 

43,728千円

863,733千円

882,625千円

  
  建物及び構築物 

  土地 

44,260千円

60,000千円

 

    計 1,790,087千円      計 104,260千円  

  

    担保付債務は次のとおりであります。     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 

  長期借入金 

105,448千円

1,589,706千円

    一年以内返済予定長期借入金 

  長期借入金 

12,120千円

95,760千円

 

    計 1,695,154千円      計 107,880千円  
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（中間連結損益計算書関係） 

当中間連結会計期間 

（自 平成18年3月１日 

  至 平成18年8月31日） 

前連結会計年度 

（自 平成17年3月１日 

  至 平成18年2月28日） 

  

※１．販売費及び一般管理費のうち、主要な費目及び金額は次の

   とおりであります。 

※１．販売費及び一般管理費のうち、主要な費目及び金額は次の

   とおりであります。 

  役員報酬 

 給料手当 

 地代家賃 

 減価償却費 

 水道光熱費 

 備品消耗品費 

 広告宣伝費 

 リース料 

 貸倒引当金繰入 

 賞与引当金繰入 

113,550千円

974,443  

327,781  

175,074  

124,521  

95,245  

89,609  

37,031  

50  

6,306  

   役員報酬 

 給料手当 

 地代家賃 

 減価償却費 

 水道光熱費 

 備品消耗品費 

 広告宣伝費 

 リース料 

 貸倒引当金繰入 

 賞与引当金繰入 

154,400千円

1,773,602  

633,749  

337,665  

234,088  

284,377  

130,950  

85,406  

109  

20,566  

 

  

※２．固定資産売却益の内訳 ※２． 

  建物及び構築物 

 工具器具備品 

488千円

111千円

  

   計 600千円   

  

※３． ※３．前期損益修正損の内訳 

     アルバイト給与 9,478千円  

  

※４． ※４．固定資産売却損の内訳 

     建物及び構築物 

 工具器具備品 

 無形固定資産 

9,635千円

1,699千円

331千円

 

      計 11,666千円  

  

※５．固定資産除却損の内訳 ※５．固定資産除却損の内訳 

  車両運搬具 443千円    建物及び構築物 

 工具器具備品 

13,185千円

1,924千円

 

      計 15,110千円  

  

※６． ※６．店舗閉鎖損失の内訳 

     原状回復費用 

 解約違約金 

18,881千円

9,456千円

 

      計 28,337千円  

  

※７．減損損失の内訳 ※７． 

   当中間連結会計期間において、当社グループは、以下の資

   産について減損損失を計上しております。 

 

用途場所 種別 減損損失 

建物附属設備 9,976千円

工具器具備品 819千円

リース資産 6,337千円

直営店舗 

 愛知県３店舗 

計 17,133千円
 

 

    当社グループは、キャッシュ・フローを生み出す最小単

   位として、直営店舗を基本単位とした資産のグルーピング

   を行っております。直営店舗については収益性の低下によ

   り営業活動から生ずる損益が継続してマイナスである資産

   グループの帳簿価額を回収可能額まで減額し、当該減少額

   17,133千円を減損損失として特別損失に計上しておりま 

   す。 

    また、資産グループ毎の回収可能額は正味売却可能価額

   により測定しております。 
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（中間連結株主資本等変動計算書関係） 

当中間連結会計期間（自 平成 18年 3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に関する事項 

株式の種類 
前連結会計年度末 

株式数  （株） 

当中間連結会計期間 

増加株式数 （株） 

当中間連結会計期間 

減少株式数 （株） 

当中間連結会計期間末 

株式数    （株） 

発行済株式     

 普通株式（注） 22,582 2,880 － 25,462 

合計 22,582 2,880 － 25,462 

（注） 発行済株式数の増加は、新株予約権の行使によるものであります。 

 

２．自己株式に関する事項 

  該当事項はありません。 

 

３．新株予約権に関する事項 

  該当事項はありません。 

 

４．配当に関する事項 

（１）配当金支払額 

    該当事項はありません。 

（２）基準日が当中間連結会計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が中間連結会計期間末後となるもの 

    該当事項はありません。 

 

 

（中間連結キャッシュ・フロー計算書関係） 

当中間連結会計期間 

（自 平成18年3月１日 

  至 平成18年8月31日） 

前連結会計年度 

（自 平成17年3月１日 

  至 平成18年2月28日） 

  

※１．現金及び現金同等物の中間期末残高と中間連結貸借対照表

   に掲記されている科目の金額との関係 

※１．現金及び現金同等物の期末残高と連結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8月31日現在） （平成18年2月28日現在）

（千円） （千円）

  現金及び預金勘定 

 

 ＭＲＦ 

 

 預入期間が３ヶ月を超える定期預金 

261,017

339

△36,011

  

 現金及び預金勘定 

 

 預入期間が３ヶ月を超える定期預金 

227,047

△30,005

 

 
 現金及び現金同等物 225,344    現金及び現金同等物 197,042
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（リース取引関係） 
当中間連結会計期間 

（自 平成18年3月１日 

  至 平成18年8月31日） 

前連結会計年度 

（自 平成17年3月１日 

  至 平成18年2月28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

   損損失累計額相当額及び中間期末残高相当額 

(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） 

減損損失 

累計額相 

当額 

（千円） 

中間期末 

残高相当 

額 

（千円） 

工具器具

備品 
320,185 195,409 5,951 118,824

 

 

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

備品 
358,935 204,906 154,028

 
  

 (2) 未経過リース料中間期末残高相当額等  (2) 未経過リース料期末残高相当額 

   未経過リース料中間期末残高相当額  

 
 １年内 

 １年超 

54,653千円

70,476千円
  

 １年内 

 １年超 

62,805千円

96,736千円
 

  合 計 125,130千円    合 計 159,541千円  

      

 リース資産減損勘定の残高 1,661千円     

     

 (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 

 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 

 減損損失 

34,876千円

4,595千円

27,887千円

2,302千円

6,257千円

  支払リース料 

減価償却費相当額 

支払利息相当額 

76,367千円

68,798千円

7,109千円  

  

 (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 
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（有価証券関係） 

 当中間連結会計期間末（平成 18年 8月 31日） 

１．その他有価証券で時価のあるもの 

 取得原価（千円） 
中間連結貸借対照

表計上額（千円）
差額（千円） 

 (1) 株式 1,305 812 △493

 (2) 債券 － － －

 (3) その他 － － －

合 計 1,305 812 △493

 

２．時価評価されていない有価証券 
 中間連結貸借対照表計上額（千円） 

(1) その他有価証券 

  ＭＲＦ   339

 

前連結会計年度末（平成 18年 2月 28日） 

１．その他有価証券で時価のあるもの 

 取得原価（千円） 
連結貸借対照表 

計上額（千円） 
差額（千円） 

 (1) 株式 1,144 1,784 639

 (2) 債券 － － －

 (3) その他 － － －

合 計 1,144 1,784 639

 

 
（デリバティブ取引関係） 

 当中間連結会計期間末（平成 18年 8月 31日） 

  デリバティブ取引の契約額等、時価及び評価損益の状況 

 １．金利関係 
種類 契約額等（千円） 時価（千円） 評価損益（千円）

金利スワップ取引 

受取変動・支払固定 
200,000 △301 △301

（注）１．時価の算定方法 

     金利スワップ取引・・・金利スワップ契約を締結している取引銀行から提示された評価額によっております。 

   ２．ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引は除いております。 

 

 前連結会計年度末（平成 18年 2月 28日） 

  デリバティブ取引の契約額等、時価及び評価損益の状況 

 １．金利関係 
種類 契約額等（千円） 時価（千円） 評価損益（千円）

金利スワップ取引 

受取変動・支払固定 
200,000 △1,108 △1,108

（注）１．時価の算定方法 

     金利スワップ取引・・・金利スワップ契約を締結している取引銀行から提示された評価額によっております。 

   ２．ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引は除いております。 
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（ストック・オプション等関係） 

 当中間連結会計期間（自 平成 18年３月１日 至 平成 18年８月 31日） 

 該当事項はありません。 
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（セグメント情報） 

 【事業の種類別セグメント情報】 

  当中間連結会計期間（自 平成 18年 3月 1日 至 平成 18年 8月 31日）及び前連結会計年度（自 平成 17年 

3月 1日 至 平成 18年 2月 28日） 

   当社及び連結子会社は、飲食事業を主要な事業内容としており、飲食事業の売上高及び営業利益の金額は、全セ

グメントの売上高の合計及び営業利益の金額の合計額に占める割合がいずれも 90％超であるため、事業の種類別

セグメント情報の記載を省略しております。 

 

 【所在地別セグメント情報】 

  当中間連結会計期間（自 平成 18年 3月 1日 至 平成 18年 8月 31日）及び前連結会計年度（自 平成 17年 

3月 1日 至 平成 18年 2月 28日） 

本邦以外の国又は地域に所在する連結子会社及び重要な在外支店がないため、該当事項はありません。 

 

 【海外売上高】 

  当中間連結会計期間（自 平成 18年 3月 1日 至 平成 18年 8月 31日）及び前連結会計年度（自 平成 17年 

3月 1日 至 平成 18年 2月 28日） 

海外売上高がないため、該当事項はありません。 
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（1株当たり情報） 

当中間連結会計期間 

（自 平成18年3月１日 

  至 平成18年8月31日） 

前連結会計年度 

（自 平成17年3月１日 

  至 平成18年2月28日） 

  

 １株当たり純資産額 45,132円97銭   １株当たり純資産額 45,186円52銭  

  

 １株当たり中間純利益 2,388円83銭   １株当たり当期純利益 5,591円49銭  

  

 なお、潜在株式調整後１株当たり中間純利益については、新株

予約権の残高はありますが、当社株式は非上場であるため、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るため、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。 

  

 

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

 

当中間連結会計期間 

（自 平成18年3月１日 

  至 平成18年8月31日） 

前連結会計年度 

（自 平成17年3月１日 

  至 平成18年2月28日） 

中間（当期）純利益（千円） 57,446     86,410     

普通株式に帰属しない金額（千円） －     －     

（うち利益処分による役員賞与） （－）    （－）    

普通株式に係る中間（当期）純利益（千円） 57,446     86,410     

普通株式の期中平均株式数（株） 24,048     15,454     

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整 

後１株当たり中間（当期）純利益の算定に 

含めなかった潜在株式の概要 

新株予約権の数     1,521個  新株予約権の数     2,241個 
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（重要な後発事象） 
当中間連結会計期間 

（自 平成18年3月１日 

  至 平成18年8月31日） 

前連結会計年度 

（自 平成17年3月１日 

  至 平成18年2月28日） 

 

１．当社は、平成18年11月30日に株式会社東京証券取引所マザー

 ズ市場に株式を上場いたしました。株式上場に当たり、平成18

 年10月26日及び平成18年11月８日開催の取締役会決議により下

 記のとおり新株式を発行し、平成18年11月29日に払込が完了い

 たしました。 

  この結果、平成18年11月29日付で資本金は、631,375千円、 

 発行済株式総数は、27,062株となっております。 

(1) 発行新株式     普通株式 1,600株 

 (2) 発行価格      １株につき150,000円 

(3) 引受価額      １株につき139,500円 

(4) 発行価額      １株につき110,500円 

 (5) 発行価額の総額   176,800,000円 

(6) 払込金額の総額   223,200,000円 

(7) 資本組入額の総額  111,600,000円 

 (8) 申込期間      自 平成18年11月21日 

             至 平成18年11月27日 

 (9) 払込期日      平成18年11月29日 

(10) 募集方法      ブックビルディング方式による 

一般募集 

(11) 資金の使途     店舗の新設等設備投資 

 

１．新株予約権の行使 

 (1) 平成18年５月30日付の新株予約権の行使により、株式数等

  が次のとおり増加いたしました。 

    株式数     1,920株 

    資本金     24,000千円 

    資本準備金   24,000千円 

   これにより平成18年５月30日現在の発行済株式の総数は 

  24,502株、資本金507,775千円、資本準備金437,775千円と 

  なっております。 

 

 (2) 平成18年５月31日付の新株予約権の行使により、株式数等

  が次のとおり増加いたしました。 

    株式数     960株 

    資本金     12,000千円 

    資本準備金   12,000千円 

   これにより平成18年５月31日現在の発行済株式の総数は 

  25,462株、資本金519,775千円、資本準備金449,775千円と 

  なっております。 

 

２．固定資産の取得 

   当社は、新規に出店する物件を確保するために、平成18年

  ６月12日開催の臨時取締役会決議に基づき、平成18年７月７

  日に以下の固定資産を取得いたしました。 

 (1) 取得資産の内容 

  ① 資産の内容 

     土地（総面積251.4㎡） 

     建物（延床面積1,888.38㎡） 

  ② 所在地 

     名古屋市中村区名駅三丁目23-7 

  ③ 取得価額 

     1,606,000千円 

 (2) 取得先 

  ① 名称   有限会社 港オーワン 

  ② 所在地  東京都港区赤坂一丁目11-44 

 

３．資金の借入 

   当社は、平成18年７月３日開催の臨時取締役会決議に基づ

  き、平成18年７月７日付で総額1,600,000千円の借入を行い 

  ました。 

   当該借入は、上記２の物件購入にかかる所要資金です。 

   借入の内容は以下のとおりであります。 

  ① 

   イ 借入金額        800,000千円 

   ロ 借入先         ㈱りそな銀行 

   ハ 借入日         平成18年７月７日 

   ニ 借入利率        2.95％ 

   ホ 返済方法        ３ヶ月毎の分割返済 

   ヘ 返済期日        平成33年６月30日 

   ト 担保提供資産または   根抵当権設定 

     保証の内容 

  ② 

   イ 借入金額        800,000千円 

   ロ 借入先         ㈱りそな銀行 

   ハ 借入日         平成18年７月７日 

   ニ 借入利率        0.50％ 

   ホ 返済方法        毎月分割返済 

   へ 返済期日        平成28年６月30日 

   ト 担保提供資産または   根抵当権設定 

     保証の内容 
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６．仕入、受注及び販売の状況 
 (1) 仕入実績 

    当中間連結会計期間の仕入実績を事業部門別に示すと、次のとおりであります。       （単位：千円） 

事業部門別 

当中間連結会計期間 

（自 平成18年3月１日 

  至 平成18年8月31日） 

前連結会計年度 

（自 平成17年3月１日 

  至 平成18年2月28日） 

飲食事業 846,782 1,650,673

ブライダル事業 38,177 120,525

その他事業 947 30,866

合 計 885,907 1,802,064

   （注）１．事業部門間取引については、相殺消去しております。 
      ２．金額は仕入価格によっております。 
      ３．上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

 

  (2) 受注状況 

   当社グループは、最終消費者へ直接販売する飲食業を主として行っており、店舗において、お客様から商品を注

文していただき、調理してお客様へ提供しておりますので、受注実績については記載事項はありません。また、ブ

ライダル事業に関しましては、受注実績はございますが、金額的に重要性が低いので記載しておりません。 

 

  (3) 販売実績 

  ① 事業別販売実績 

   当中間連結会計期間における販売実績を事業部門別に示すと、次のとおりであります。     （単位：千円） 

事業部門別 

当中間連結会計期間 

（自 平成18年3月１日 

  至 平成18年8月31日） 

前連結会計年度 

（自 平成17年3月１日 

  至 平成18年2月28日） 

飲食事業 3,202,506 6,164,161

ブライダル事業 89,306 212,621

その他事業 1,006 42,427

合 計 3,292,819 6,419,210

   （注）１．事業部門間取引については、相殺消去しております。 
      ２．金額は販売価格によっております。 
      ３．上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

 

  ② 地域別販売実績 

   当中間連結会計期間における販売実績を地域別に示すと、次のとおりであります。       （単位：千円） 

地域別 

当中間連結会計期間 

（自 平成18年3月１日 

  至 平成18年8月31日） 

前連結会計年度 

（自 平成17年3月１日 

  至 平成18年2月28日） 

名古屋地区（愛知県、岐阜県） 1,800,571 4,170,649

東京地区（東京都、神奈川県） 1,492,248 2,203,820

関西地区（京都府） － 44,740

合 計 3,292,819 6,419,210

   （注）１．事業部門間取引については、相殺消去しております。 
      ２．金額は販売価格によっております。 
      ３．上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 
      ４．岐阜県の店舗は、平成 18年７月 21日に開店しております。 

５．関西地区（京都府）の店舗は、平成 17年 12月 31日をもって閉店しております。 
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平成 19 年２月期  個別中間財務諸表の概要         平成 18 年 11 月 30 日 
上 場 会 社 名        株式会社ジェイプロジェクト                  上場取引所    東証マザーズ 
コ ー ド 番 号         ３０６３                                    本社所在都道府県 愛知県 
（ＵＲＬ http://www.jproject.jp/ ） 
代  表  者 役職名 代表取締役    氏名 新田 二郎 
問合せ先責任者 役職名 専務取締役    氏名 林  芳郎  ＴＥＬ (052)222－4600 
決算取締役会開催日 平成 18 年 10 月 13 日                   
単元株制度採用の有無            無 
 
１． 18年 8月中間期の業績(平成 18年 3月 1日～平成 18年 8月 31日) 
(1) 経営成績                                  （百万円未満切捨） 
 売 上 高     営業利益 経常利益 

 百万円    ％ 百万円    ％ 百万円    ％

18年８月中間期 
17年８月中間期 

3,234    －
－    －

88    －
－    －

127    －
－    －

18年２月期 6,204     190     205     
 
 

中間(当期)純利益 １株当たり中間 
(当期)純利益 

 百万円    ％ 円   銭

18年８月中間期 
17年８月中間期 

63    － 
－    － 

2,652  55 
－  － 

18年２月期 63      4,096  20 

 
 

(注)①期中平均株式数 18年８月中間期 24,048株  17年８月中間期   －株  18年２月期 15,454株 
②会計処理の方法の変更   無 
③平成 18 年 2 月期は中間財務諸表を作成しておりませんので各項目の前年同期実績及び対前年増減率は
記載しておりません。 

(2)財政状態                                   （百万円未満切捨） 
 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８月中間期 
17年８月中間期 

4,554   
－   

1,150  
－  

25.3   
－   

45,198  33
－  －

18年２月期 2,516   1,015  40.4   44,979  37
(注)①期末発行済株式数 18年８月中間期 25,462株 17年８月中間期 －株 18年２月期 22,582株 
  ②期末自己株式数  18年８月中間期   －株 17年８月中間期 －株 18年２月期   －株 
 
２．19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) 
 売 上 高     経常利益 当期純利益 

 百万円 百万円 百万円

通   期 7,239 243 138 
（参考）１株当たり予想当期純利益(通期) 5,099円 40銭 

１株当たり予想当期純利益につきましては、公募株式数 1,600 株を含めた予定期末発行済株式数
27,062株により算出しております。 

 
 
※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及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り、予想数
値とは異なる可能性があります。 
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個別中間財務諸表等 
(1) 中間貸借対照表 

  当中間会計期間末 

（平成18年8月31日） 

前事業年度 

（平成18年2月28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  255,467  204,868

 ２．売掛金  123,366  103,068

 ３．たな卸資産   44,872  39,785

 ４．その他  109,114  83,600

   貸倒引当金  △143  △305

  流動資産合計  532,677 11.7  431,017 17.1

Ⅱ 固定資産   

 １．有形固定資産 ※1  

  (1) 建物  1,380,414  1,308,116

   (2) 土地 ※2 803,733  －

   (3) 建設仮勘定 ※2 927,315  1,428

   (4) その他  190,613  135,649

   有形固定資産合計  3,302,077 72.5  1,445,194 57.4

 ２．無形固定資産  2,058 0.0  2,102 0.1

 ３．投資その他の資産   

   (1) 差入保証金  654,197  579,597

   (2) その他  63,414  58,294

    貸倒引当金  △3  －

   投資その他の資産合計  717,608 15.8  637,892 25.4

  固定資産合計  4,021,744 88.3  2,085,189 82.9

  資産合計  4,554,421 100.0  2,516,206 100.0
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  当中間会計期間末 

（平成18年8月31日） 

前事業年度 

（平成18年2月28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  144,025  114,848

 ２．短期借入金  150,000  50,000

 ３．一年以内返済予定長期 

   借入金 
※2 432,552  283,462

 ４．一年以内償還予定社債  20,000  20,000

 ５．未払金  284,537  478,932

 ６．未払法人税等  45,953  69,083

 ７．賞与引当金  5,792  20,231

 ８．その他 ※3 92,251  64,686

  流動負債合計  1,175,112 25.8  1,101,244 43.7

Ⅱ 固定負債   

 １．社債  110,000  120,000

 ２．長期借入金 ※2 2,117,419  277,928

 ３．その他  1,050  1,309

  固定負債合計  2,228,469 48.9  399,237 15.9

  負債合計  3,403,581 74.7  1,500,482 59.6

（資本の部）   

Ⅰ 資本金  －  483,775 19.2

Ⅱ 資本剰余金   

 １．資本準備金  － 413,775 

  資本準備金合計  －  413,775 16.5

Ⅲ 利益剰余金合計   

 １．当期未処分利益  － 117,794 

  利益剰余金合計  －  117,794 4.7

Ⅳ その他有価証券評価差額金  －  379 0.0

  資本合計  －  1,015,724 40.4

  負債・資本合計  －  2,516,206 100.0

   

（純資産の部）   

Ⅰ 株主資本   

 １．資本金  519,775 11.4  －

 ２．資本剰余金   

  (1) 資本準備金  449,775 － 

   資本剰余金合計  449,775 9.9  －

 ３．利益剰余金   

  (1) その他利益剰余金    

     繰越利益剰余金  181,582 － 

   利益剰余金合計  181,582 4.0  －

  株主資本合計  1,151,132 25.3  －

Ⅱ 評価・換算差額等   

 １．その他有価証券評価差額金  △293 △0.0  －

  評価・換算差額等合計  △293 △0.0  －

  純資産合計  1,150,839 25.3  －

  負債・純資産合計  4,554,421 100.0  －
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 (2) 中間損益計算書 
  当中間会計期間 

（自 平成18年3月１日 

  至 平成18年8月31日） 

前事業年度 

（自 平成17年3月１日 

  至 平成18年2月28日） 

区分 
注記 

番号 
金額（千円） 

構成比

（％）
金額（千円） 

構成比

（％）

Ⅰ 売上高  3,234,620 100.0  6,204,686 100.0

Ⅱ 売上原価  841,929 26.0  1,640,182 26.4

   売上総利益  2,392,690 74.0  4,564,503 73.6

Ⅲ 販売費及び一般管理費  2,303,880 71.2  4,373,518 70.5

   営業利益  88,809 2.7  190,984 3.1

Ⅳ 営業外収益 ※1 51,866 1.6  38,727 0.6

Ⅴ 営業外費用 ※2 13,046 0.4  24,120 0.4

   経常利益  127,630 3.9  205,591 3.3

Ⅵ 特別利益 ※3 758 0.0  701 0.0

Ⅶ 特別損失 ※4.5 17,133 0.5  74,591 1.2

   税引前中間（当期）純利益  111,254 3.4  131,701 2.1

   法人税、住民税及び事業税  37,752 76,979 

   法人税等調整額  9,713 47,466 1.5 △8,580 68,399 1.1

   中間（当期）純利益  63,788 2.0  63,302 1.0

   前期繰越利益  －  54,491

   当期未処分利益  －  117,794

   

 
 
 (3) 中間株主資本等変動計算書 
当中間会計期間（自 平成 18年 3月 1日 至 平成 18年 8月 31日）                （単位：千円） 

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 繰越利益 

剰余金 

利益剰余金 

合計 

株主資本 

合計 

平成18年2月28日残高 483,775 413,775 413,775 117,794 117,794 1,015,344

中間会計期間中の変動額   

 新株の発行 36,000 36,000 36,000 － － 72,000

 中間純利益 － － － 63,788 63,788 63,788

株主資本以外の項目の中間会計

期間中の変動額（純額） 
－ － － － － －

中間会計期間中の変動額合計 36,000 36,000 36,000 63,788 63,788 135,788

平成18年8月31日残高 519,775 449,775 449,775 181,582 181,582 1,151,132

 
評価・換算差額等 

 その他有価 

証券評価差 

額金 

評価・換算 

差額等合計 

純資産合計 

平成18年2月28日残高 379 379 1,015,724

中間会計期間中の変動額  

 新株の発行 － － 72,000

 中間純利益 － － 63,788

株主資本以外の項目の中間会計

期間中の変動額（純額） 
△672 △672 △672

中間会計期間中の変動額合計 △672 △672 135,115

平成18年8月31日残高 △293 △293 1,150,839
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中間財務諸表作成のための基本となる重要な事項 

項目 

当中間会計期間 

（自 平成18年3月１日 

  至 平成18年8月31日） 

前事業年度 

（自 平成17年3月１日 

  至 平成18年2月28日） 

１．資産の評価基準及び評価方法 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1) 有価証券 

①子会社株式 

   移動平均法による原価法を採用して

   おります。 

 ②その他有価証券 

   時価のあるもの 

    中間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）を採用しておりま

   す。 

   時価のないもの 

    移動平均法による原価法 

(2) デリバティブ 

   時価法 

   ただし、特例処理の要件を満たす金

利スワップ契約については、時価評

価せず、その金銭の受払の純額を金

利変換の対象となる負債に係る利

息に加減して処理しております。 

(3) たな卸資産  

   原材料及び貯蔵品 

   最終仕入原価法 

 

 

(1) 有価証券 

①子会社株式 

同左 

    

 ②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）を採用しております。 

    

 

 

(2) デリバティブ 

   時価法 

 

 

 

 

 

(3) たな卸資産  

   原材料及び貯蔵品 

同左 

 

２．固定資産の減価償却の方法 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (1) 有形固定資産 

   定率法によっております。 

   ただし、平成10年4月1日以降取得し

  た建物（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。 

   また、主な耐用年数は以下のとおり

  であります。 

    建物      ５～15年 

    構築物     ５～15年 

    車両運搬具   ６年 

    工具器具備品  ３～13年 

   なお、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、３

  年間の均等償却によっております。 

(2) 無形固定資産 

   定額法によっております。 

   なお、自社利用のソフトウエアにつ

  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 

   均等償却を採用しております。 

   なお、償却期間につきましては、法

  人税法に規定する方法と同一の基準に

  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 

    

    

    

 

３．繰延資産の処理方法 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (1) 社債発行費 

   支出時に全額費用として処理してお

  ります。 

 (2)  

 

 

 (3) 株式交付費 

   支出時に全額費用として処理してお

  ります。 

 

(1) 社債発行費 

同左 

 

(2) 新株発行費 

  支出時に全額費用として処理してお 

 ります。 

(3)  
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項目 

当中間会計期間 

（自 平成18年3月１日 

  至 平成18年8月31日） 

前事業年度 

（自 平成17年3月１日 

  至 平成18年2月28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 

   従業員に対して支給する賞与の支出

  に充てるため、支給見込額に基づき当

  中間会計期間負担額を計上しておりま

  す。 

 

 (1) 貸倒引当金 

同左 

    

    

    

    

(2) 賞与引当金 

   従業員に対して支給する賞与の支出

  に充てるため、支給見込額に基づき当

  事業年度負担額を計上しております。

 

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、通常の賃貸借契約に係る

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。

   なお、特例処理の要件を満たす金利

  スワップ取引については、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 金利スワップ取引 

   ヘッジ対象 借入金の利息 

 (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取引を行っており

  ます。 

 (4) ヘッジ有効性の評価の方法 

   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毎に比較し、

  両者の変動額を基礎にして、ヘッジ 

  有効性を評価しております。 

 

 (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) ヘッジ有効性の評価の方法 

同左 

    

    

    

    

７．その他中間財務諸表（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 

   消費税等の会計処理は税抜方式に 

  よっております。 

 

(1) 消費税等の会計処理 

同左 
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中間財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更 
当中間会計期間 

（自 平成18年3月１日 

  至 平成18年8月31日） 

前事業年度 

（自 平成17年3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」（企業会計基準委員会 平成15年10月31日 企業

会計基準適用指針第６号）を適用しております。 

 これにより税引前中間純利益が17,133千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。 

 

 

 

 

（貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準） 

 当中間会計期間から「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1,150,839千円であり 

ます。 

 なお、中間財務諸表等規則の改正により、当中間会計期間にお

ける中間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。 

 

 

 

 

（ストック・オプション等に関する会計基準） 

 当中間会計期間から「ストック・オプション等に関する会計基

準」（企業会計基準委員会 平成17年12月27日 企業会計基準第

８号）及び「ストック・オプション等に関する会計基準の適用指

針」（企業会計基準委員会 平成17年12月27日 企業会計基準適

用指針第11号）を適用しております。 

 なお、当該会計基準及び適用指針の適用による当中間財務諸表

への影響はありません。 

 

 

 

 
 
追加情報 

当中間会計期間 

（自 平成18年3月１日 

  至 平成18年8月31日） 

前事業年度 

（自 平成17年3月１日 

  至 平成18年2月28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に

ついて） 

 地方税法等の一部を改正する法律が平成15年３月31日に公布さ

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」（企

業会計基準委員会実務対応報告第12号）にしたがい、法人事業税

の付加価値割及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。 

 その結果、販売費及び一般管理費が15,476千円増加し、営業利

益、経常利益および税引前当期純利益が同額減少しております。
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注記事項 
（中間貸借対照表関係） 

当中間会計期間末 

（平成18年8月31日） 

前事業年度 

（平成18年2月28日） 

  

※１．有形固定資産の減価償却累計額 ※１．有形固定資産の減価償却累計額 

  961,835千円    820,224千円  

  

※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。 

※２． 

 
土地 

  建設仮勘定 

803,733千円

882,625千円
  

    計 1,686,359千円   

  

    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 

  長期借入金 

93,328千円

1,500,006千円
  

    計 1,593,334千円   

  

※３．消費税等の取扱い ※３． 

   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、流動負債の「その他」に含めております。
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（中間損益計算書関係） 
当中間会計期間 

（自 平成18年3月１日 

  至 平成18年8月31日） 

前事業年度 

（自 平成17年3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 ※１．営業外収益のうち主要なもの 

  協賛金収入 

賃貸料収入 

45,900千円

2,502千円

   協賛金収入 

賃貸料収入 

30,383千円

3,753千円

 

  

※２．営業外費用のうち主要なもの ※２．営業外費用のうち主要なもの 

  支払利息 

 株式交付費償却 

11,994千円

142千円

   支払利息 

 新株発行費償却 

17,600千円

2,818千円

 

  

※３．特別利益のうち主要なもの ※３．特別利益のうち主要なもの 

 貸倒引当金戻入 

固定資産売却益 

158千円

600千円

   貸倒引当金戻入 701千円  

  

※４．特別損失のうち主要なもの ※４．特別損失のうち主要なもの 

  減損損失 17,133千円    前期損益修正損 

 固定資産売却損 

 固定資産除却損 

 ゴルフ会員権評価損 

 店舗閉鎖損失 

9,478千円

11,666千円

15,110千円

10,000千円

28,337千円

 

  

※５．減損損失 ※５． 

   当中間会計期間において、当社は、以下の資産について減

   損損失を計上しております。 

 

用途場所 種別 減損損失 

建物附属設備 9,976千円

工具器具備品 819千円

リース資産 6,337千円

直営店舗 

 愛知県３店舗 

計 17,133千円
 

 

   当社は、キャッシュ・フローを生み出す最小単位として、

   主として直営店舗を基本単位として、また、転貸物件につ

   いては、物件を単位とした資産のグルーピングを行ってお

   ります。直営店舗については収益性の低下により営業活動

   から生ずる損益が継続してマイナスである資産グループの

   帳簿価額を回収可能価額まで減額し、当該減少額17,133千

   円を減損損失として特別損失に計上しております。 

   また、資産グループ毎の回収可能価額は正味売却可能価額

   により測定しております。 

 

  

 ６．減価償却実施額  ６．減価償却実施額 

  有形固定資産 

 無形固定資産 

167,835千円

294千円

   有形固定資産 

 無形固定資産 

322,539千円

517千円

 

  

 （追加情報） 

 本書の作成に当たり、商法計算書類の損益計算書に対して、以

下の科目の表示変更を行っております。 

 ①営業外収益の雑収入と、販売費及び一般管理費の相殺 

                         4,448千円

 ②営業外収益の雑収入と、営業外費用の相殺 

                          261千円

 ①及び②とも、正しい表示科目への修正振替を行ったものであ

り、この修正により、商法計算書類の損益計算書に比較して、販

売費及び一般管理費が4,448千円減少し、営業利益が同額増加して

おります。また、営業外費用が261千円減少しておりますが、経常

利益及び当期純利益に与える影響はありません。 
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（中間株主資本等変動計算書関係） 
当中間会計期間（自 平成 18年 3月 1日 至 平成 18年 8月 31日） 

自己株式に関する事項 
  該当事項はありません。 
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（リース取引関係） 
当中間会計期間 

（自 平成18年3月１日 

  至 平成18年8月31日） 

前事業年度 

（自 平成17年3月１日 

  至 平成18年2月28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

   損損失累計額相当額及び中間期末残高相当額 

 (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） 

減損損失 

累計額相 

当額 

（千円） 

中間期末 

残高相当 

額 

（千円） 

工具器具

備品 
320,185 195,409 5,951 118,824

 

 

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

備品 
358,935 204,906 154,028

 
  

  

 (2) 未経過リース料中間期末残高相当額等  (2) 未経過リース料期末残高相当額 

   未経過リース料中間期末残高相当額  

 
 １年内 

 １年超 

54,653千円

70,476千円
  

 １年内 

 １年超 

62,805千円

96,736千円
 

  合 計 125,130千円    合 計 159,541千円  

      

  リース資産減損勘定の残高 1,661千円   

  

 (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 

 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 

 減損損失 

34,876千円

4,595千円

27,887千円

2,302千円

6,257千円

  

 支払リース料 

 減価償却費相当額 

 支払利息相当額 

76,367千円

68,798千円

7,109千円  

  

 (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 

  

 
 
（有価証券関係） 
当中間会計期間及び前事業年度のいずれにおいても子会社株式で時価のあるものはありません。 
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（1株当たり情報） 
当中間会計期間 

（自 平成18年3月１日 

  至 平成18年8月31日） 

前事業年度 

（自 平成17年3月１日 

  至 平成18年2月28日） 

  

 １株当たり純資産額 45,198円33銭   １株当たり純資産額 44,979円37銭  

 １株当たり中間純利益 2,652円55銭   １株当たり当期純利益 4,096円20銭  

  

 なお、潜在株式調整後１株当たり中間純利益については、新株

予約権の残高はありますが、当社株式は非上場であるため、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るため、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。 

  

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

 

当中間会計期間 

（自 平成18年3月１日 

  至 平成18年8月31日） 

前事業年度 

（自 平成17年3月１日 

  至 平成18年2月28日） 

中間（当期）純利益 （千円） 63,788     63,302     

普通株式に帰属しない金額 （千円） －     －     

 （うち利益処分による役員賞与） (－)     (－)     

普通株式に係る中間（当期）純利益 （千円） 63,788     63,302     

普通株式の期中平均株式数 （株） 24,048     15,454     

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後１株当たり

中間（当期）純利益の算定に含めなかった潜在株式の概

要 

新株予約権の数  1,521個 新株予約権の数  2,241個 
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（重要な後発事象） 

当中間会計期間 

（自 平成18年3月１日 

  至 平成18年8月31日） 

前事業年度 

（自 平成17年3月１日 

  至 平成18年2月28日） 

 

１．当社は、平成18年11月30日に株式会社東京証券取引所マザー

 ズ市場に株式を上場いたしました。株式上場に当たり、平成18

 年10月26日及び平成18年11月８日開催の取締役会決議により下

 記のとおり新株式を発行し、平成18年11月29日に払込が完了い

 たしました。 

  その結果、平成18年11月29日付で資本金は、631,375千円、 

 発行済株式総数は、27,062株となっております。 

 (1) 発行新株式     普通株式 1,600株 

(2) 発行価格      １株につき150,000円 

(3) 引受価額      １株につき139,500円 

 (4) 発行価額      １株につき110,500円 

 (5) 発行価額の総額   176,800,000円 

(6) 払込金額の総額   223,200,000円 

 (7) 資本組入額の総額  111,600,000円 

 (8) 申込期間      自 平成18年11月21日 

             至 平成18年11月27日 

(9) 払込期日      平成18年11月29日 

(10) 募集方法      ブックビルディング方式による 

一般募集 

(11) 資金の使途     店舗の新設等設備投資 

 

１．新株予約権の行使 

 (1) 平成18年５月30日付の新株予約権の行使により、株式数等

  が次のとおり増加いたしました。 

    株式数     1,920株 

    資本金     24,000千円 

    資本準備金   24,000千円 

   これにより平成18年５月30日現在の発行済株式の総数は 

  24,502株、資本金507,775千円、資本準備金437,775千円と 

  なっております。 

 

 (2) 平成18年５月31日付の新株予約権の行使により、株式数等

  が次のとおり増加いたしました。 

    株式数     960株 

    資本金     12,000千円 

    資本準備金   12,000千円 

   これにより平成18年５月31日現在の発行済株式の総数は 

  25,462株、資本金519,775千円、資本準備金449,775千円と 

  なっております。 

 

２．固定資産の取得 

   当社は、新規に出店する物件を確保するために、平成18年

  ６月12日開催の臨時取締役会決議に基づき、平成18年７月７

  日に以下の固定資産を取得いたしました。 

 (1) 取得資産の内容 

  ① 資産の内容 

     土地（総面積251.4㎡） 

     建物（延床面積1,888.38㎡） 

  ② 所在地 

     名古屋市中村区名駅三丁目23-7 

  ③ 取得価額 

     1,606,000千円 

 (2) 取得先 

  ① 名称   有限会社 港オーワン 

  ② 所在地  東京都港区赤坂一丁目11-44 

 

３．資金の借入 

   当社は、平成18年７月３日開催の臨時取締役会決議に基づ

  き、平成18年７月７日付で総額1,600,000千円の借入を行い 

  ました。 

   当該借入は、上記２の物件購入にかかる所要資金です。 

   借入の内容は以下のとおりであります。 

  ① 

   イ 借入金額        800,000千円 

   ロ 借入先         ㈱りそな銀行 

   ハ 借入日         平成18年７月７日 

   ニ 借入利率        2.95％ 

   ホ 返済方法        ３ヶ月毎の分割返済 

   ヘ 返済期日        平成33年６月30日 

   ト 担保提供資産または   根抵当権設定 

     保証の内容 

  ② 

   イ 借入金額        800,000千円 

   ロ 借入先         ㈱りそな銀行 

   ハ 借入日         平成18年７月７日 

   ニ 借入利率        0.50％ 

   ホ 返済方法        毎月分割返済 

   へ 返済期日        平成28年６月30日 

   ト 担保提供資産または   根抵当権設定 

     保証の内容 
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