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１．四半期連結財務情報の作成等に係る事項

①　四半期連結財務諸表の作成基準　　　　　　　　　　　　：　中間連結財務諸表作成基準

 

②　最近連結会計年度からの会計処理の方法の変更の有無　　：　無

 

③　連結及び持分法の適用範囲の異動の有無　　　　　　　　：　無

 

④　会計監査人の関与　　　　　　　　　　　　　　　　　　：　有

　四半期連結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２月期第３四半期財務・業績の概況（平成18年３月１日　～　平成18年11月30日）

(1）連結経営成績の進捗状況　　　　　　　　　　　　　　（注）金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。

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２月期第３四半期 4,984 ― 44 ― 96 ― 47 ―

18年２月期第３四半期 ― ― ― ― ― ― ― ―

（参考）18年２月期 6,419  197  233  86  

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２月期第３四半期 1,947 99 1,541 35

18年２月期第３四半期 ― ― ― ―

（参考）18年２月期 5,591 49 ― ―

　（注）平成18年２月期は第３四半期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。
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［連結経営成績の進捗状況に関する定性的情報等］

　当第３四半期連結会計期間におけるわが国経済は、積極的な設備投資や好調な輸出に支えられ、「いざなぎ景気」を超

えた戦後最長の景気拡大局面が続きました。しかしながら、所得の伸び悩みを背景として個人消費の改善は力強さを欠き、

米国景気の減速などの懸念材料とともに国内景気への影響について不安を残す状況で推移いたしました。

　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、厳しい経営環境のもと、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。

　このような環境のもと、当社グループでは平成18年11月に名古屋地区１店舗、東京地区１店舗の新規出店に加え、神戸

市に同地区１号店となる「Ｎａ－菜－Ｎａイオン神戸北店」を出店し、中間連結会計期間末までにオープンした５店舗と

合わせ、合計８店舗を新規出店し、平成18年11月末日現在の店舗数は27業態52店舗となりました。

　以上の結果、当第３四半期連結会計期間の売上高は、4,984百万円、営業利益44百万円、経常利益96百万円となり、当第

３四半期純利益は47百万円となりました。

 

　事業部門別の業績は次のとおりであります。

①飲食事業

　新規出店および新業態の開発に注力し、平成18年11月には東京都武蔵村山市に新業態「穂っこりダイヤモンドシティ立

川店」、名古屋市中村区に新業態「ＩＭＯＺＯＯ（イモゾウ）」を出店するとともに、同月、神戸市北区に神戸市初出店

となる「Ｎａ－菜－Ｎａイオン神戸北店」を出店いたしました。その結果、売上高は4,794百万円となりました。

②ブライダル事業

　「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188百万円となりました。

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）連結財政状態の変動状況

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２月期第３四半期 5,388 1,362 25.3 50,364 59

18年２月期第３四半期 ― ― ―  ―

（参考）18年２月期 2,646 1,020 38.6 45,186 52

(3）連結キャッシュ・フローの状況

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２月期第３四半期 217 △2,620 2,764 559

18年２月期第３四半期 ― ― ― ―

（参考）18年２月期 576 △758 245 197

－ 2 －



［連結財政状態の変動状況に関する定性的情報等］

　当第３四半期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217百万円の資金増、投資活動によるキャッシュ・フローが2,620百万円の資金減、財務活動によるキャッシュ・フ

ローが2,764百万円の資金増となりました。その結果、当第３四半期連結会計期間末の資金残高は559百万円となり、前連

結会計年度末の197百万円に比べ362百万円増加しております。

　当第３四半期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。

（営業活動によるキャッシュ・フロー）

　営業活動の結果得られた資金は217百万円となりました。これは主に税金等調整前第３四半期純利益74百万円、非資金項

目である減価償却費の計上279百万円、法人税等の支払額116百万円が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2,620百万円となりました。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2,555百万円、差入保証金の差入による支出102百万円が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2,764百万円となりました。これは主に長期借入れによる収入2,880百万円、新株予約権

の行使及び東京証券取引所マザーズ市場への上場に伴う新株の発行による収入293百万円があったことによるものでありま

す。

 

３．平成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

［業績予想に関する定性的情報等］

　景気拡大局面が継続する中で、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まいりました。消費者

ニーズの多様化が進む中、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

た業態開発を引き続き進めるとともに、今後の新規出店のオープンに向けた人材確保と育成に注力し、お客様にご満足い

ただける空間の提供に努めてまいります。

　居酒屋業界におきましては、重大事故の続発による飲酒運転への社会的批判が高まる中で、例年に比べ飲食店での飲酒

を控える傾向が顕著に表れてきております。そうした状況のもと、飲食各社では飲酒運転防止に向けた取り組みが進んで

おります。当社グループにおきましても、酒類提供者としての社会的責任を重視し、お客様に対し飲酒運転防止のための

取り組みに理解を求めるとともに、運転代行業者をご案内するなどの対応を進めております。また、当社グループにおけ

る居酒屋の店舗は、駅前等のビジネス立地に出店しており郊外型店舗でないため、同業他社に比べ比較的業績への影響を

受けにくいと考えておりますが、深夜の時間帯等における客数の低下要因につながるものと認識しております。

 　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店舗及びリニューアルオープンいたしました３店舗の

業績貢献に加え、平成18年11月にレストラン２店舗（「穂っこりダイヤモンドシティ立川店」及び「Ｎａ－菜－Ｎａイオ

ン神戸北店」）、居酒屋１店舗（「ＩＭＯＺＯＯ（イモゾウ）」）を新規出店いたしましたので、第４四半期での業績貢

献が期待できるものと考えております。なお、第４四半期には合計７店舗の出店を計画しておりますが、期末に近い時点

にオープンを予定している店舗につきましては、初期投資費用が当期中に発生するため収益低下要因になるものと考えて

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」の本格稼動とと

もに、平成19年１月下旬稼動予定である名古屋ルーセントタワーへの出店による業容の拡大を見込んでおります。

　これらの結果、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、中

間決算短信（平成18年11月30日発表）に記載いたしました業績予想につきまして現時点での変更はありません。

 

※上記予想につきましては、現時点で入手可能な情報に基づき当社が判断したものであります。予想には様々な不確実要素が内在しており、実

　際の業績とは異なる可能性がありますので、この業績予想に全面的に依拠して投資等の判断を行うことはお差し控えください。
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４．四半期連結財務諸表

(1）四半期連結貸借対照表

  
当第３四半期連結会計期間末

（平成18年11月30日）

前連結会計年度の
要約連結貸借対照表
（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   559,032   227,047  

２．売掛金   138,096   105,259  

３．たな卸資産   49,625   39,785  

４．繰延税金資産   16,003   23,944  

５．その他   159,833   65,075  

貸倒引当金   △327   △414  

流動資産合計   922,263 17.1  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 1,583,962   1,363,348   

(2）土地  ※2 863,820   60,086   

(3）建設仮勘定  ※2 1,071,045   1,428   

(4）その他  217,712 3,736,541 69.3 136,500 1,561,365 59.0

２．無形固定資産   2,459 0.0  2,372 0.1

３．投資その他の資産        

(1）差入保証金  680,573   580,545   

(2）繰延税金資産  4,041   －   

(3）その他  42,492   41,654   

貸倒引当金  △5 727,101 13.5 － 622,200 23.5

固定資産合計   4,466,102 82.9  2,185,937 82.6

資産合計   5,388,365 100.0  2,646,635 100.0
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当第３四半期連結会計期間末

（平成18年11月30日）

前連結会計年度の
要約連結貸借対照表
（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   152,436   114,848  

２．短期借入金   －   50,000  

３．一年以内返済予定長期借入
金

 ※2  552,872   296,638  

４．一年以内償還予定社債   70,000   20,000  

５．未払金   403,604   485,642  

６．未払法人税等   35   74,340  

７．賞与引当金   17,040   20,566  

８．その他   108,911   69,201  

流動負債合計   1,304,899 24.2  1,131,235 42.7

Ⅱ　固定負債        

１．社債   50,000   120,000  

２．長期借入金 　※2  2,658,689   373,688  

３．その他   11,810   1,309  

固定負債合計   2,720,499 50.5  494,997 18.7

負債合計   4,025,398 74.7  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

負債及び資本合計   － －  2,646,635 100.0

        

（純資産の部）        

Ⅰ　株主資本        

１．資本金   631,375 11.7  － －

２．資本剰余金   561,375 10.4  － －

３．利益剰余金   170,252 3.2  － －

株主資本合計   1,363,002 25.3  － －

Ⅱ　評価・換算差額等        

１．その他有価証券評価差額金   △35 △0.0  － －

評価・換算差額等合計   △35 △0.0  － －

純資産合計   1,362,966 25.3  － －

負債及び純資産合計   5,388,365 100.0  － －
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(2）四半期連結損益計算書

  
当第３四半期連結会計期間
（自　平成18年３月１日
至　平成18年11月30日）

前連結会計年度の
要約連結損益計算書

（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）
百分比
（％）

金額（千円）
百分比
（％）

Ⅰ　売上高   4,984,519 100.0  6,419,210 100.0

Ⅱ　売上原価   1,344,543 27.0  1,791,574 27.9

売上総利益   3,639,976 73.0  4,627,636 72.1

Ⅲ　販売費及び一般管理費 　※1  3,595,693 72.1  4,429,655 69.0

営業利益   44,283 0.9  197,980 3.1

Ⅳ　営業外収益        

１．協賛金収入  52,097   30,383   

２．賃貸料収入  13,948   24,239   

３．保険解約返戻金  31,852   －   

４．その他  6,478 104,376 2.1 7,348 61,971 1.0

Ⅴ　営業外費用        

１．支払利息  28,195   19,436   

２．新株発行費償却  －   2,818   

３．株式交付費償却  1,637   －   

４．株式公開費用  21,102   －   

５．その他  1,159 52,094 1.0 3,740 25,995 0.4

経常利益   96,564 1.9  233,956 3.7

Ⅵ　特別利益        

１．貸倒引当金戻入  122   701   

２．固定資産売却益 　※2 600 722 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 5,538   15,110   

４．投資有価証券売却損  232   －   

５．ゴルフ会員権評価損  －   10,000   

６．店舗閉鎖損失 　※6 －   28,337   

７．減損損失  ※7 17,133 22,904 0.5 － 74,591 1.2

税金等調整前第３四半期
（当期）純利益

  74,381 1.5  160,066 2.5

法人税、住民税及び事業税  26,601   82,236   

法人税等調整額   ※8 － 26,601 0.5 △8,580 73,655 1.1

第３四半期（当期）純利益   47,780 1.0  86,410 1.4

        

－ 6 －



(3）連結剰余金計算書

 　　 　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
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　　　四半期連結株主資本等変動計算書

当第３四半期連結会計期間（自　平成18年３月１日　至　平成18年11月30日）

株主資本

資本金 資本剰余金 利益剰余金 株主資本合計

平成18年２月28日　残高
（千円）

483,775 413,775 122,472 1,020,022

四半期連結会計期間中の変動額 

新株の発行 147,600 147,600 － 295,200

第３四半期純利益 － － 47,780 47,780

株主資本以外の項目の四半期連
結会計期間中の変動額（純額）
（千円）

－ － － －

四半期連結会計期間中の変動額合
計（千円）

147,600 147,600 47,780 342,980

平成18年11月30日　残高
（千円）

631,375 561,375 170,252 1,363,002

評価・換算差額等

       純資産合計
その他有価証券評価差額
金

評価・換算差額等合計

平成18年２月28日　残高
（千円）

379 379 1,020,402

四半期連結会計期間中の変動額 

新株の発行 － － 295,200

第３四半期純利益 － － 47,780

株主資本以外の項目の四半期連
結会計期間中の変動額（純額）
（千円）

△415 △415 △415

四半期連結会計期間中の変動額合
計（千円）

△415 △415 342,564

平成18年11月30日　残高
（千円）

△35 △35 1,362,966
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(4）四半期連結キャッシュ・フロー計算書

  
当第３四半期連結会計期間
（自　平成18年３月１日
至　平成18年11月30日）

前連結会計年度の要約連結
キャッシュ・フロー計算書
（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） 金額（千円）

Ⅰ　営業活動によるキャッシュ・フロー    

税金等調整前第３四半期（当期）純利益  74,381 160,066

減価償却費  279,285 337,665

減損損失  17,133 －

貸倒引当金の増減額（△は減少）  △81 △890

賞与引当金の増減額（△は減少）  △3,526 10,898

受取利息及び受取配当金  △386 △312

支払利息  28,195 19,436

新株発行費償却  － 2,818

株式交付費償却  1,637 －

固定資産売却益  △600 －

固定資産売却損  － 11,666

固定資産除却損  5,538 15,110

投資有価証券売却損  232 －

ゴルフ会員権評価損  － 10,000

売上債権の増減額（△は増加）  △32,836 △21,139

たな卸資産の増減額（△は増加）  △9,840 △12,211

仕入債務の増減額（△は減少）  37,588 24,136

未払金の増減額（△は減少）  41,063 90,232

その他  △78,716 18,163

小計  359,069 665,638

利息及び配当金の受取額  386 312

利息の支払額  △25,193 △19,206

法人税等の支払額  △116,528 △70,254

営業活動によるキャッシュ・フロー  217,734 576,490
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当第３四半期連結会計期間
（自　平成18年３月１日
至　平成18年11月30日）

前連結会計年度の要約連結
キャッシュ・フロー計算書
（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） 金額（千円）

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  － △11,005

定期預金の払戻による収入  30,005 －

有形固定資産の取得による支出  △2,555,370 △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  △550 △1,977

投資有価証券の取得による支出  △160 －

投資有価証券の売却による収入  912 －

貸付けによる支出  △3,721 △8,490

貸付金の回収による収入  3,417 3,428

差入保証金の回収による収入  2,947 20,192

差入保証金の差入による支出  △102,975 △158,560

その他  867 △20,157

投資活動によるキャッシュ・フロー  △2,620,202 △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  △50,000 △56,500

長期借入れによる収入  2,880,000 320,000

長期借入金の返済による支出  △338,765 △534,960

社債の発行による収入  － 97,747

社債の償還による支出  △20,000 △10,000

株式の発行による収入  293,562 429,181

財務活動によるキャッシュ・フロー  2,764,797 245,468

Ⅳ　現金及び現金同等物の増減額（△は減少）  362,329 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第３四半期末（期末）
残高

 ※1 559,372 197,042
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四半期連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項

項目
当第３四半期連結会計期間
（自　平成18年３月１日
至　平成18年11月30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．連結子会社の四半期決算日（決算

日）等に関する事項

  全ての連結子会社の第３四半期決算日は、第３四

半期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

 　　　 　第３四半期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

(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

      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。

 

②　デリバティブ

  　　時価法

 

 ③　たな卸資産

  　　原材料及び貯蔵品

 　　 　最終仕入原価法

 

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) 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

 　 　定額法によっております。

　　　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。

 

②　無形固定資産

  　　　　　　　　同左

 

 

 

 

 ③　長期前払費用

  　　均等償却を採用しております。

　　　なお、償却期間については、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。

 

③　長期前払費用

  　　　　　　　　同左
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項目
当第３四半期連結会計期間
（自　平成18年３月１日
至　平成18年11月30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第３四半

　　　期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) その他四半期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。

 

  ②　法人税等の会計処理

 　　 　当第３四半期連結会計期間における税金

　　　費用については、法定実効税率による簡便

　　　な方法によっております。なお、繰延税金

　　　資産は前連結中間会計期間財務諸表と同額

　　　を計上しております。

 

(6) その他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

 

 

  ②　法人税等の会計処理

 　　　　　　　　 ───

 

 

 

 

 

４．四半期連結キャッシュ・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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四半期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

当第３四半期連結会計期間
（自　平成18年３月１日
至　平成18年11月30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） 

  当第３四半期連結会計期間から、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第３四半期純利益が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）

  当第３四半期連結会計期間から「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1,362,966千円であります。

　なお、中間連結財務諸表規則の改正により、当第３四半期連結会計期

間における第３四半期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）

  当第３四半期連結会計期間から「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18年５月31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第３四半期連結財務

諸表への影響はありません。

 

 

 

 

 

　　　　　　　　　　　　　─────

 

 

 

 

追加情報

当第３四半期連結会計期間
（自　平成18年３月１日
至　平成18年11月30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。

　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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(5）注記事項等

（四半期連結貸借対照表関係）

当第３四半期連結会計期間末
（平成18年11月30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

 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　1,066,115千円

 

 ※１．有形固定資産の減価償却累計額

 　　　　　　　　　   　　　　　　　　　　　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。

 　　　　　建物及び構築物　　　　　　　　　　43,463千円

　　　　　 土地　　　　　　　　　　　　　　 863,733千円

　 　　　　建設仮勘定　　　　　　　　　　 　882,625千円

　　　　 ────────────────────────

　　　　　 　計　　　　　　　　　　　　　 1,789,822千円

 

 　　　　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　　　 105,448千円

　　　　　 長期借入金　　　　　　　　　　 1,563,344千円

　　　　 ────────────────────────

　　　　　　 計　　　　　　　　　　　　　 1,668,792千円

 

 ※２．担保資産及び担保付債務

 　　　　担保に供している資産は次のとおりであります。

 　　　　　建物及び構築物　　　　　　　　　　44,260千円　

　　　　　 土地　　　　　　　　　　　　　　　60,000千円

 　　　　────────────────────────

 　　　　　　計　　　   　　　　　　　　　　104,260千円

 

 

 　　　　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　　　　12,120千円　

　　　　 　長期借入金　　　　　　　　　　　　95,760千円

 　　　  ──────────────────────────

　　　　 　　計　　　　　   　　　　　　　　107,880千円
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（四半期連結損益計算書関係）

当第３四半期連結会計期間
（自　平成18年３月１日
至　平成18年11月30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  170,325千円  

 　給料手当  1,487,109

 　地代家賃   500,825

 　減価償却費   279,285

 　水道光熱費   189,477

 　備品消耗品費  158,841

 　広告宣伝費   123,155

 　リース料  55,084

 　貸倒引当金繰入  40

 　賞与引当金繰入  16,705

 　役員報酬  154,400千円   

　 給料手当  1,773,602 

　 地代家賃  633,749 

 　減価償却費   337,665 

　 水道光熱費  234,088 

 　備品消耗品費   284,377 

 　広告宣伝費  130,950 

 　リース料  85,406 

 　貸倒引当金繰入   109 

 　賞与引当金繰入  20,566 

 ※２．固定資産売却益の内訳  ※２．───── 

 　　　  建物及び構築物　　　　　　　　　　　　488千円

　　　　 工具器具備品　　　　　　　　　　　　　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　　　　　　　　　　 9,635千円

　　　　 工具器具備品　　　　　　　　　　　 1,699千円

　　　 　無形固定資産　　　　　　   　　　　　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　　　 　

 　　　　建物及び構築物　　　　　　　　　　　5,094千円

　　　　 車両運搬具　　　　　　　　　　　　　　443千円

 　　　─────────────────────────

 　　　　　計　　　　　　　　　　　　　　　　5,538千円

 　　　　建物及び構築物　　　　　　　　　　13,185千円

　　 　　工具器具備品　　　　　　　   　　　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　　　　　　　　　　　18,881千円

　　　 　解約違約金　　　　　　　　　   　　9,456千円

 　　　────────────────────────

　 　　　　計　　　　　　　　　　　　　　　28,337千円

  

 ※７．減損損失  ※７．─────

  　　 当第３四半期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

 

 直営店舗

 　愛知県　３店舗

 

  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 

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価額は正味売却価額により

 　　測定しております。
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当第３四半期連結会計期間
（自　平成18年３月１日
至　平成18年11月30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）

 ※８．第３四半期連結会計期間における税金費用については、簡便

　　 法による税効果会計を適用しているため、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。

 ※８．─────
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（四半期連結株主資本等変動計算書関係）

  当第３四半期連結会計期間（自　平成18年３月１日　至　平成18年11月30日）

　 １．発行済株式の種類及び総数に関する事項
 

前連結会計年度末株
式数（株）

当第３四半期連結会
計期間増加株式数

（株）

当第３四半期連結会
計期間減少株式数

（株）

当第３四半期連結会
計期間末株式数

（株）

発行済株式

普通株式（注） 22,582 4,480 － 27,062

合計 22,582 4,480 － 27,062

 （注）　発行済株式数の増加は、新株予約権の行使によるもの2,880株及び一般募集による新株の発行によるもの

　　　　 1,600株であります。

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）基準日が当第３四半期連結会計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が第３四半期連結会計期間末後

　　　となるもの

 　　　 該当事項はありません。
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（四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係）

当第３四半期連結会計期間
（自　平成18年３月１日
至　平成18年11月30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第３四半期末残高と第３四半期連結貸

　　　 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11月30日現在）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　（千円）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　 （平成18年２月28日現在）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 （千円）

 現金及び預金勘定  559,032

 ＭＲＦ   339

 現金及び現金同等物   559,372

 現金及び預金勘定    227,047

 預入期間が３ヶ月を超える定期預金  △30,005

 現金及び現金同等物   197,042
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（リース取引関係）

当第３四半期連結会計期間
（自　平成18年３月１日
至　平成18年11月30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)

減損損失
累計額相
当額
(千円)

第３四半
期末残高
相当額
(千円)

 工具器具備品 320,185 208,922 5,951 105,311

 
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  51,674千円

　１年超  58,971千円

　合　計  110,645千円

   

　リース資産減損勘定の残高 996千円

　１年内  62,805千円

　１年超  96,736千円

　合　計  159,541千円

(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  50,306千円

　リース資産減損勘定の取崩額 5,343千円

　減価償却費相当額 41,624千円

　支払利息相当額  3,248千円

　減損損失  6,257千円

　支払リース料  76,367千円

　減価償却費相当額 68,798千円

　支払利息相当額  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）

当第３四半期連結会計期間末（平成18年11月30日現在）

１．その他有価証券で時価のあるもの

 取得原価（千円）
第３四半期連結貸借対照
表計上額（千円）

差額（千円）

(1）株式 160 100 △60

(2）債券 － － －

(3）その他 － － －

合計 160 100 △60

２．時価評価されていない主な有価証券の内容

 第３四半期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（平成18年２月28日現在）

 　　　　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
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（デリバティブ取引関係）

当第３四半期連結会計期間末（平成18年11月30日現在）

デリバティブ取引の契約額等、時価及び評価損益の状況

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
100,000 △34 △34

　（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（平成18年２月28日現在）

デリバティブ取引の契約額等、時価及び評価損益の状況

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）

  当第３四半期連結会計期間（自　平成18年３月１日　至　平成18年11月30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】

　当第３四半期連結会計期間（自　平成18年３月１日　至　平成18年11月30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】

　当第３四半期連結会計期間（自　平成18年３月１日　至　平成18年11月30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】

　当第３四半期連結会計期間（自　平成18年３月１日　至　平成18年11月30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）

当第３四半期連結会計期間
（自　平成18年３月１日
至　平成18年11月30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  　　50,364円59銭

１株当たり第３四半期純利益 　　　1,947円99銭

潜在株式調整後１株当たり

第３四半期純利益

 

　　　1,541円35銭

１株当たり純資産額  　　45,186円52銭

１株当たり当期純利益  　　 5,591円49銭

  

 　当社株式は当第３四半期連結会計期間中に上場したため、

１株当たり情報の算定期間である当第３四半期連結会計期

間を通した期中平均株価が把握できないことから、上場後

の期中平均株価を当連結会計年度を通した期中平均株価と

みなして潜在株式調整後１株当たり第３四半期純利益を算

定しております。

 

 　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株当たり第３四半期（当期）純利益及び潜在株式調整後１株当たり第３四半期純利益の算定上の基礎は、以

下のとおりであります。

 
当第３四半期連結会計期間
(自　平成18年３月１日
至　平成18年11月30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株当たり第３四半期（当期）純利益   

第３四半期（当期）純利益（千円） 47,780 86,410

普通株主に帰属しない金額（千円） － －

普通株式に係る第３四半期（当期）純利益

（千円）
47,780 86,410

期中平均株式数（株） 24,528 15,454

潜在株式調整後１株当たり第３四半期純　

利益
  

第３四半期純利益調整額（千円） － －

普通株式増加数（株） 6,471 －

（うち新株予約権） 6,471 －

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

 

 　　　　　　　　　　　　　　－

 

 

 　　新株予約権の数　　2,241個
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（重要な後発事象）

当第３四半期連結会計期間
（自　平成18年３月１日
至　平成18年11月30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．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、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
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当第３四半期連結会計期間
（自　平成18年３月１日
至　平成18年11月30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．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

 　　であります。

 　　　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　　　　　　　　2.950％

　 　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　　　上記２に記載した

　　 　　保証の内容　　　　　　　土地及び建物

 　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　　　　　　　　0.500％

　 　ホ　返済方法　　　　　　　　毎月分割返済

　　 ヘ　返済期日　　　　　　　　平成28年６月30日

　 　ト　担保提供資産または　　　上記２に記載した

　　 　　保証の内容　　　　　　　土地及び建物
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　(6) 部門別売上高

  　①　事業別販売実績

　　当第３四半期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）
 

当第３四半期連結会計期間
 （自　平成18年３月１日

 　　至　平成18年11月30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 4,794,339 6,164,161

ブライダル事業 188,983 212,621

その他事業 1,196 42,427

      合 計 4,984,519 6,419,210

 （注）１．事業部門間取引につきましては、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、消費税等は含んでおりません。

  　②　地域別販売実績

　　当第３四半期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）
 

当第３四半期連結会計期間
（自　平成18年３月１日 
　 至　平成18年11月30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） 2,661,544 4,170,649

東京地区（東京都、神奈川県） 2,312,521 2,203,820

関西地区（京都府、兵庫県） 10,454 44,740

      合 計 4,984,519 6,419,210

 （注）１．事業部門間取引につきましては、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、消費税等は含んでおりません。
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平成19年２月期　第３四半期財務・業績の概況（個別）
 平成19年１月12日

上場会社名　株式会社ジェイプロジェクト （コード番号：3063　東証マザーズ）

（ＵＲＬ　http://www.jproject.co.jp/　）  

問合せ先　　代表者役職・氏名　代表取締役　新田　二郎 　ＴＥＬ：（052）222－4600　　　　　

　　　　　　責任者役職・氏名　専務取締役　林　　芳郎  

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２月期第３四半期財務・業績の概況（平成18年３月１日　～　平成18年11月30日）

(1）経営成績の進捗状況　　　　　　　　　　　　　　　　（注）金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。

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２月期第３四半期 4,868 ― 52 ― 96 ― 44 ―

18年２月期第３四半期 ―  ―  ―  ―  

（参考）18年２月期 6,204  190  205  63  

１株当たり四半期
（当期）純利益

円 銭

19年２月期第３四半期 1,808 87

18年２月期第３四半期 ― ―

（参考）18年２月期 4,096 20

　（注）平成18年２月期は第３四半期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）財政状態の変動状況

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２月期第３四半期 5,254 1,354 25.8 50,065 64

18年２月期第３四半期 ― ― ―  ―

（参考）18年２月期 2,516 1,015 40.4 44,979 37
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３．平成19年２月期の業績予想（平成18年３月１日　～　平成19年２月28日）

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

　（注）１．通期の業績予想につきまして、中間決算短信（平成18年11月30日発表）に記載いたしました業績予想からの

　　　　　　現時点での変更はありません。

　　　　２．業績予想につきましては、現時点で入手可能な情報に基づき当社が判断したものであります。予想には様々

　　　　　　な不確実要素が内在しており、実際の業績とは異なる可能性がありますので、この業績予想に全面的に依拠

　　　　　　して投資等の判断を行うことはお差し控えください。

４．配当状況

・現金配当 １株当たり配当金（円）

第１四半期末 中間期末 第３四半期末 期末 その他 年間

18年２月期 ― ― ― ― ― ―

19年２月期（実績） ― ― ― ― ―
―

19年２月期（予想） ― ― ― ― ―
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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11月30日）

前事業年度の要約貸借対照表
（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  519,181   204,868   

２．売掛金  146,778   103,068   

３．たな卸資産  49,625   39,785   

４．その他  171,277   83,600   

貸倒引当金  △294   △305   

流動資産合計   886,568 16.9  431,017 17.1

Ⅱ　固定資産        

１．有形固定資産 　※1       

(1）建物  1,511,380   1,308,116   

(2）土地 　※2 803,733   －   

(3）建設仮勘定  ※2 1,071,045   1,428   

(4）その他  236,314   135,649   

有形固定資産合計  3,622,474  68.9 1,445,194  57.4

２．無形固定資産  2,189  0.0 2,102  0.1

３．投資その他の資産        

(1）差入保証金  679,625   579,597   

(2）その他  63,173   58,294   

貸倒引当金  △5   －   

投資その他の資産合計  742,793  14.1 637,892  25.4

固定資産合計   4,367,457 83.1  2,085,189 82.9

資産合計   5,254,026 100.0  2,516,206 100.0
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当第３四半期会計期間末
（平成18年11月30日）

前事業年度の要約貸借対照表
（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  152,436   114,848   

２．短期借入金  －   50,000   

３．一年以内返済予定長期借入
金

 ※2 540,752   283,462   

４．一年以内償還予定社債  70,000   20,000   

５．未払金  389,203   478,932   

６．未払法人税等  －   69,083   

７．賞与引当金  16,128   20,231   

８．その他  ※3 96,800   64,686   

流動負債合計   1,265,321 24.1  1,101,244 43.7

Ⅱ　固定負債        

１．社債  50,000   120,000   

２．長期借入金 　※2 2,572,019   277,928   

３．その他  11,810   1,309   

固定負債合計   2,633,829 50.1  399,237 15.9

負債合計   3,899,150 74.2  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   

資本剰余金合計   － －  413,775 16.5

Ⅲ　利益剰余金        

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
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当第３四半期会計期間末
（平成18年11月30日）

前事業年度の
要約貸借対照表

（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
（％）

（純資産の部）        

Ⅰ　株主資本        

１．資本金   631,375 12.0  － －

２．資本剰余金        

(1）資本準備金  561,375   －   

資本剰余金合計   561,375 10.7  － －

３．利益剰余金        

(1）その他利益剰余金        

繰越利益剰余金  162,162   －   

利益剰余金合計   162,162 3.1  － －

株主資本合計   1,354,912 25.8  － －

Ⅱ　評価・換算差額等        

１．その他有価証券評価差額金   △35 △0.0  － －

評価・換算差額等合計   △35 △0.0  － －

純資産合計   1,354,876 25.8  － －

負債純資産合計   5,254,026 100.0  － －
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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３月１日
至　平成18年11月30日）

前事業年度の要約損益計算書
（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）
百分比
（％）

金額（千円）
百分比
（％）

Ⅰ　売上高   4,868,189 100.0  6,204,686 100.0

Ⅱ　売上原価   1,271,364 26.1  1,640,182 26.4

売上総利益   3,596,824 73.9  4,564,503 73.6

Ⅲ　販売費及び一般管理費   3,543,928 72.8  4,373,518 70.5

営業利益   52,895 1.1  190,984 3.1

Ⅳ　営業外収益 　※1  94,537 1.9  38,727 0.6

Ⅴ　営業外費用  ※2  50,884 1.0  24,120 0.4

経常利益   96,548 2.0  205,591 3.3

Ⅵ　特別利益 　※3  605 0.0  701 0.0

Ⅶ　特別損失
※4.5
　

 22,460 0.5  74,591 1.2

税引前第３四半期（当期）
純利益

  74,693 1.5  131,701 2.1

法人税、住民税及び事業税  30,325   76,979   

法人税等調整額  ※6 － 30,325 0.6 △8,580 68,399 1.1

第３四半期（当期）純利益   44,368 0.9  63,302 1.0

前期繰越利益   －   54,491  

当期未処分利益   －   117,794  
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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３月１日　至　平成18年11月30日）

株主資本

資本金

資本剰余金 利益剰余金

　株主資本合計
　資本準備金 資本剰余金合計

その他利益剰余金
利益剰余金合計

繰越利益剰余金

平成18年２月28日　残高

（千円）
483,775 413,775 413,775 117,794 117,794 1,015,344

四半期会計期間中の変動額

新株の発行（千円） 147,600 147,600 147,600 － － 295,200

第３四半期純利益（千円） － － － 44,368 44,368 44,368

株主資本以外の項目の四半

期会計期間中の変動額（純

額）（千円）

－ － － － － －

四半期会計期間中の変動額合計

（千円）
147,600 147,600 147,600 44,368 44,368 339,568

平成18年11月30日　残高

（千円）
631,375 561,375 561,375 162,162 162,162 1,354,912

評価・換算差額等

純資産合計
その他有価証券評
価差額金

評価・換算差額等
合計

平成18年２月28日　残高

（千円）
379 379 1,015,724

四半期会計期間中の変動額

新株の発行（千円） － － 295,200

第３四半期純利益（千円） － － 44,368

株主資本以外の項目の四半期

会計期間中の変動額（純額）

（千円）

△415 △415 △415

四半期会計期間中の変動額合計

（千円）
△415 △415 339,152

平成18年11月30日　残高

（千円）
△35 △35 1,354,876

－ 34 －



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３月１日
至　平成18年11月30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

 　　　 第３四半期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

 

(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

    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。

 

(2）デリバティブ

  　時価法

 

 (3）たな卸資産

  　原材料及び貯蔵品

 　 　最終仕入原価法

 

(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　　　　　　　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。

 

(1）有形固定資産

 　　　　　 　　　　同左

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (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。

 

(2）無形固定資産

  　　　　　　　　　同左

 

 

 

 

 (3）長期前払費用

  　均等償却を採用しております。

　　なお、償却期間については、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。

 

(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３月１日
至　平成18年11月30日）

前事業年度
（自　平成17年３月１日
至　平成18年２月28日）

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。

 

(1）社債発行費

    　　　　　　　　同左

 

 (2）─────

  　

 

(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）株式交付費

  　支出時に全額費用として処理しております。

 

(3）─────

  　 

 

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。

 

(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第３四半期会計期

　間負担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、通常の賃貸借取引に係る方法に準じ

  た会計処理によっております。

 

 　　　　　　　　　 同左

 

 

 

 

６．ヘッジ会計の方法 (1）ヘッジ会計の方法

 　 繰延ヘッジ処理によっております。

　　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。

 

(1）ヘッジ会計の方法

 　 　　　　　　　　同左

 

 

 

 

 (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

 

(2）ヘッジ手段とヘッジ対象

　　　　　　　   　 同左

 

 

 (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。

 

(3）ヘッジ方針

 　　　　　　　  　 同左

 

 

 (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。

 

(4）ヘッジ有効性評価の方法

  　　　　　　　　  同左

 

 

 

 

７．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

  　消費税等の会計処理は税抜方式によっており

　ます。

 

 (2）法人税等の会計処理

 　　当第３四半期会計期間における税金費用につ

　 いては、法定実効税率による簡便な方法によっ

　 ております。なお、繰延税金資産は前中間会計

　 期間財務諸表と同額を計上しております。　

(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

当第３四半期会計期間
（自　平成18年３月１日
至　平成18年11月30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）

 　当第３四半期会計期間から、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。

　これにより税引前第３四半期純利益が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）

 　当第３四半期会計期間から「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1,354,876千円であります。

　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

ける第３四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。

 

 

 

 

 

　　　　　　　　　　　　　　─────

 

 

 

 

 

 （ストック・オプション等に関する会計基準）

 　当第３四半期会計期間から「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18年５月31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第３四半期財務諸表

への影響はありません。

 

 

 

 

　　　　　　　　　　　　　　─────

 

 

 

 

追加情報

当第３四半期会計期間
（自　平成18年３月１日
至　平成18年11月30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。

　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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(4）注記事項等

（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11月30日）

前事業年度末
（平成18年２月28日）

 ※１．有形固定資産の減価償却累計額

 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1,061,077千円

 

 ※１．有形固定資産の減価償却累計額

 　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　　　　　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。

　　　　　 土地　　　　　　　　　　　　　　　　 803,733千円

　　　　　 建設仮勘定　　　　　　　　　　　　 　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　　　　　　93,328千円

　　　　　 長期借入金　　　　　　　　　　　 　1,476,674千円

　　　　 ──────────────────────────

　　　 　　　計　　　　　　　　　　　　　　　 1,570,002千円

 

 

 ※２．─────

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ※３．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、流動負債の「その他」に含めております。

 

 ※３．─────
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（四半期損益計算書関係）

当第３四半期会計期間
（自　平成18年３月１日
至　平成18年11月30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

 　　　　協賛金収入　　　　　　　　　　　　　　　52,097千円

　　　　 賃貸料収入　　　　　　　　　　　　　　　 3,753千円

         保険解約返戻金　　　　　　　　　　　　　31,852千円

 

 ※１．営業外収益のうち主要なもの

 　　　　協賛金収入　　　　　　　　　　　 　　　 30,383千円

　　　 　賃貸料収入　　　　　　　　　　　　 　 　 3,753千円

 

 ※２．営業外費用のうち主要なもの

 　　　　支払利息　　　　　　　　　　　　　　　　26,985千円　

　　　　 株式交付費償却　　　　　　　　　　　　　 1,637千円

　　　　 株式公開費用　　　　　　　　　　　　　　21,102千円　　

　　　　　　　　　　　　

 

 ※２．営業外費用のうち主要なもの

 　　　　支払利息　　　　　　　　　　　　　 　 　17,600千円

　　 　　新株発行費償却　　　　　　　　　　　  　 2,818千円

 

 

 ※３．特別利益のうち主要なもの

 　　　　貸倒引当金戻入　　　　　　　　　　　　　　　 5千円

　 　　　固定資産売却益　　　　　　　　　　　　　　 600千円

 

 ※３．特別利益のうち主要なもの

 　　　　貸倒引当金戻入　　　　　　　　　　　  　　701千円

 

 

 ※４．特別損失のうち主要なもの

　　　　 固定資産除却損　　　　　　　　　　　　　 5,094千円

         投資有価証券売却損　　　　　　　　　　　　 232千円

 　　　　減損損失　　　　　　　　　　　　　　　　17,133千円

 

 

 

 ※４．特別損失のうち主要なもの

 　　　　前期損益修正損　 　　　 　　　　　 　　　9,478千円

　　　　 固定資産売却損　　　　　 　　　　　 　　11,666千円

　　 　　固定資産除却損　　　　　　 　　　　　 　15,110千円

　　　　 ゴルフ会員権評価損　　　　　 　　　　　 10,000千円

　　　　 店舗閉鎖損失　　　　　　　　　 　　　 　28,337千円

 

 ※５．減損損失

 　　　当第３四半期会計期間について、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。

 ※５．─────

 

 

 　　用途場所 種別　　   　　減損損失

 

 直営店舗

 　愛知県　３店舗

 

  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 

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価額により

     測定しております。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ※６．第３四半期会計期間における税金費用については、簡便法に

　　 よる税効果会計を適用しているため、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。

 

 ※６．─────

 

 　７．減価償却実施額

 　　　　有形固定資産　　　　　　　　　　　　　 268,472千円

　　　　 無形固定資産　　　　　　　　　　　　　　　 462千円

 

 　７．減価償却実施額

 　　　　有形固定資産　　　　　 　　　　        322,539千円

　 　　　無形固定資産　　　　　　 　　　　　 　　　 517千円
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当第３四半期会計期間
（自　平成18年３月１日
至　平成18年11月30日）

前事業年度
（自　平成17年３月１日
至　平成18年２月28日）

 

 

 

 (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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（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３月１日　至　平成18年11月30日）

  　該当事項はありません。
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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３月１日
至　平成18年11月30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)

減損損失
累計額相
当額
(千円) 

第３四半
期末残高
相当額
(千円)

 工具器具備品 320,185 208,922 5,951 105,311

 
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  51,674千円

　１年超  58,971千円

　合　計  110,645千円

   

　リース資産減損勘定の残高 996千円

　１年内  62,805千円

　１年超  96,736千円

　合　計  159,541千円

(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  50,306千円

　リース資産減損勘定の取崩額 5,343千円

　減価償却費相当額 41,624千円

　支払利息相当額  3,248千円

　減損損失  6,257千円

　支払リース料  76,367千円

　減価償却費相当額 68,798千円

　支払利息相当額  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）

当第３四半期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）

当第３四半期会計期間
（自　平成18年３月１日
至　平成18年11月30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  　　50,065円64銭

１株当たり第３四半期純利益  　　 1,808円87銭

潜在株式調整後１株当たり

第３四半期純利益

 

 　　 1,431円27銭

１株当たり純資産額  　　44,979円37銭

１株当たり当期純利益       4,096円20銭

　  

 　当社株式は当第３四半期会計期間中に上場したため、１

株当たり情報の算定の期間である当第３四半期会計期間を

通した期中平均株価が把握できないことから、上場後の期

中平均株価を当事業年度を通した期中平均株価とみなして

潜在株式調整後１株当たり第３四半期純利益を算定してお

ります。

 

 　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株当たり第３四半期（当期）純利益及び潜在株式調整後１株当たり第３四半期純利益の算定上の基礎は、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３月１日
至　平成18年11月30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株当たり第３四半期（当期）純利益   

第３四半期（当期）純利益（千円） 44,368 63,302

普通株主に帰属しない金額（千円） － －

普通株式に係る第３四半期（当期）純利益

（千円）
44,368 63,302

期中平均株式数（株） 24,528 15,454

潜在株式調整後１株当たり第３四半期純

利益
  

第３四半期純利益調整額（千円） － －

普通株式増加数（株） 6,471 －

（うち新株予約権） 6,471 －

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

 

 　　　　　　　　　　　　　　－

 

 

 　新株予約権の数　　　2,241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３月１日
至　平成18年11月30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．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、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
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当第３四半期会計期間
（自　平成18年３月１日
至　平成18年11月30日）

前事業年度
（自　平成17年３月１日
至　平成18年２月28日）

 　　　　　　　　　　─────

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 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

     であります。

    　 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　　　　　　　2.950％

　　　 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　　上記２に記載した

　　　　 　保証の内容　　　　　　土地及び建物

　  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　　　　　　　0.500％

　　　 ホ　返済方法　　　　　　　毎月分割返済

　　　 ヘ　返済期日　　　　　　　平成28年６月30日

　　　 ト　担保提供資産または　　上記２に記載した

　　　　 　保証の内容　　　　　　土地及び建物

 

－ 46 －


