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１．平成19年２月期の連結業績（平成18年３月１日～平成19年２月28日）

(1）連結経営成績 （注）記載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

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

19年２月期 7,002 9.1 77 △61.1 165 △29.3

18年２月期 6,419 46.7 197 261.8 233 230.6

当期純利益
１株当たり
当期純利益

潜在株式調整後
１株当たり当期純利益

自己資本
当期純利益率

総資産
経常利益率

売上高
経常利益率

百万円 ％ 円 銭 円 銭 ％ ％ ％

19年２月期 65 △24.0 2,609 35 2,108 86 5.5 4.0 2.4

18年２月期 86 176.2 5,591 49 － － 11.4 10.1 3.7

（注）①持分法投資損益 19年２月期 －百万円 18年２月期 －百万円

②期中平均株式数（連結） 19年２月期 25,154株 18年２月期 15,454株

③会計処理の方法の変更 無

④売上高、営業利益、経常利益、当期純利益におけるパーセント表示は、対前期増減率であります。

(2）連結財政状態 （注）記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。

総資産 純資産 自己資本比率 １株当たり純資産

百万円 百万円 ％ 円 銭

19年２月期 5,579 1,381 24.8 50,989 22

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） 19年２月期 27,098株 18年２月期 22,582株

(3）連結キャッシュ・フローの状況 （注）記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。

営業活動による
キャッシュ・フロー

投資活動による
キャッシュ・フロー

財務活動による
キャッシュ・フロー

現金及び現金同等物
期末残高

百万円 百万円 百万円 百万円

19年２月期 330 △2,914 2,761 374

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．平成20年２月期の連結業績予想（平成19年３月１日～平成20年２月29日）

売上高 経常利益 当期純利益

百万円 百万円 百万円

中間期 4,766 100 64

通期 10,005 402 212

（参考）１株当たり予想当期純利益（通期）　　7,366円74銭

１株当たり予想当期純利益につきましては、新株予約権の権利行使による増加株式数を考慮した予想期末発行済

株式数28,778株により算出しております。

※　上記の業績予想は、本資料の発表日現在において入手可能な情報に基づき作成したものであり、多分に不確定な要素

を含んでおります。実際の業績等は、業況の変化などの様々な要因により上記予想と異なる可能性があります。なお、

業績予想に関する事項につきましては、添付資料の８ページを参照してください。
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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、述べた事項を事業概要図によって示すと、次のとおりであります。

 

（ブライダル事業） 

（連結子会社） 
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（連結子会社） 
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 (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 

 飲食の提供

 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、事業部門別の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）投資単位の引下げに関する考え方及び方針等

　当社グループでは、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７期（平成20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、東京、横浜を中心として、大阪、神戸、仙台へも展開エリアを

拡げ積極的な店舗展開を行うとともに、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。

　　　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

　　　ａ．出店戦略

　　　　　次の３点を基本方針とし、引き続き積極的な出店を行います。

　　　　　　・立地特性、周辺環境、想定される顧客層等に応じて、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。

　　　ｂ．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。
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　　　ｃ．財務戦略

　引き続きキャッシュ・フローのバランスを考慮した経営を行ってまいります。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。

　　　ｄ．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社員の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。

 

 （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、他社との差別化を図り、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、雇用情勢は改善傾向が強まっております。そうした中で、

当社グループは東海地区、関東地区を中心に、関西地区、仙台周辺地区へと展開エリアを拡大し、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。

　当社グループの飲食事業におきましては、平成18年１月から設置しておりますエリアマネージャー職に加え、平

成19年１月からブランドマネージャー職を新たに設け、エリア別と業態特性別とによる管理運営体制といたしまし

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ける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。

 

 （８）その他、会社の経営上重要な事項

　　　　該当事項はありません。

株式会社ジェイプロジェクト（3063）平成 19 年２月期決算短信

－ 5 －



３．経営成績及び財政状態
 （１）経営成績

　当連結会計年度におけるわが国経済は、企業業績の改善を背景に積極的な設備投資や好調な輸出に支えられ、景気

回復基調が続き好調に推移いたしました。また、雇用環境の改善による所得環境改善の兆しも見られ、個人消費の力

強い回復が期待される状況であります。

　外食業界におきましては、市場規模の縮小傾向に歯止めがかかり好転するなど一部において明るい兆しが見られる

ものの、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慮する状況

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、当社グループでは立地特性やお客様の属性に応じた業態開発を進め、新規出店に向けた人材

確保と育成に特に注力し、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した。新規出店では、名古屋、東

京、横浜に加え、神戸、宮城へも展開エリアを拡げ、東海地区８店舗、関東地区５店舗、関西地区１店舗、仙台周辺

地区１店舗の合計15店舗を出店し、既存店３店舗のリニューアルオープンと併せて８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19年２月28日現在の店舗数は、29業態58店舗となりま

した。

　以上の結果、当連結会計年度の売上高は7,002百万円（前年同期比9.1%増）と増収であったものの、利益につきまし

ては、営業利益77百万円（同61.1%減）、経常利益165百万円（同29.3%減）となり、減損損失に伴う特別損失等を計上

した結果、当期純利益65百万円（同24.0%減）と減益となりました。

 

　　　事業部門別の業績等の概要は、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、東海地区、関東地区を中心とした積極的な出店政策を維持し、新たな展開エリアと

して神戸市北区、宮城県名取市へ新規出店いたしました。居酒屋部門におきましては、平成18年８月に「跳魚（ハ

ネウオ）」（東京都港区）、平成18年11月に「IMOZOO（イモゾウ）」（名古屋市中村区）、平成19年１月に「THE 

ONE AND ONLY（ザ・ワンアンドオンリー）」（名古屋市西区）の計３店舗を新業態として展開し、既存業態と併せ

て計８店舗を新規出店いたしました。レストラン部門におきましては、平成18年11月に「穂っこり（ホッコリ）」

（東京都武蔵村山市）、平成18年12月に「ZUTTO（ズット）」（名古屋市中村区）、平成19年１月に「La Eternita

（ラ・エテルニータ）」（名古屋市西区）の計３店舗を新業態として展開し、既存業態と併せて計７店舗を新規出

店いたしました。

　既存店につきましては、３店舗をリニューアルオープンし、うち２店舗については、新業態となる「まるじ本店」

（名古屋市中村区）、「FARM COURT（ファームコート）」（名古屋市港区）を展開いたしました。また、「and/or

（アンドオアー）」（名古屋市中区）など２店舗を閉店いたしました。

　以上のとおり、当連結会計年度の飲食事業におきましては、人材の確保・育成とともに、新規出店および新業態

の開発に注力し、合計で15店舗の新規出店と３店舗のリニューアルオープンを行い、８業態を新たに展開いたしま

した。

　その結果、飲食事業の売上高は前期に比べ565百万円増加し、6,729百万円（前年同期比9.2%増）となりました。

　　② ブライダル事業

　当連結会計年度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）」（名古屋市昭

和区）を中心に積極的な販売促進活動を行いました。また、平成19年１月に名古屋ルーセントタワーでの挙式会場

として「LUCENT TOWER and VILLA（ルーセントタワーアンドヴィラ）」（名古屋市西区）を新規開設いたしました。

　その結果、ブライダル事業の売上高は前期に比べ58百万円増加し、271百万円（前年同期比27.7%増）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（前年同期比96.7%減）とな

りました。
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 （２）財政状態

　　（キャッシュ・フローの状況）

　当連結会計年度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330百万円（前年同期比42.6%減）の資金増、投資活動によるキャッシュ・フローが2,914百万円（同284.5%増）の

資金減、財務活動によるキャッシュ・フローが2,761百万円（同11.3倍）の資金増となりました。その結果、当連結

会計年度末の資金残高は374百万円となり、前連結会計年度末の資金残高197百万円に比べ177百万円増加しておりま

す。

　当連結会計年度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330百万円（前年同期比42.6%減）となりました。これは主に、税金等調整前当期

純利益を142百万円、非資金項目である減価償却費を411百万円計上したことに加え、売上債権が126百万円増加した

こと、法人税等の支払額が141百万円あったことなど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2,914百万円（前年同期比284.5%増）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2,676百万円、差入保証金の差入による支出が293百万円あっ

たことなど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2,761百万円（前年同期比11.3倍）となりました。これは主に、長期借入れによる

収入が2,980百万円、長期借入金の返済による支出が492百万円、新株予約権の行使及び東京証券取引所マザーズ市

場への上場に伴う株式の発行による収入が294百万円あったことなど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

 自己資本比率(％) 25.1 38.6 24.8 

 時価ベースの自己資本比率(％) － － 103.9 

 債務償還年数(年) 5.9 1.5 10.1 

 インタレスト・カバレッジ・レシオ(倍) 9.1 30.0 8.6 

　　（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．時価ベースの自己資本比率については、当社株式は平成18年11月30日上場のため、平成17年２月期及び平

　　　　　　　成18年２月期については記載しておりません。
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 （３）次期の見通し

　景気回復基調が続き、所得環境改善による個人消費の力強い回復が期待される状況の中で、当社グループの中核事

業である飲食事業の経営環境は、市場の成熟化に伴い消費者ニーズの多様化が進み、企業間・業態間の競争が激化し

ております。当社グループでは、そうした経営環境に対応し、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、今後の新規出店に向けた人材の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。

　また、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見られました。そうした状況のもと、外食企業各社では飲酒運転防止に向けた取り組みが

進み、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まいりました。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、一部の店舗における深夜時間帯等の客数低下要因につながるものと考えてお

ります。

　このような状況の下、次期の見通しにつきまして、飲食事業では、平成19年１月に名古屋ルーセントタワー（名古

屋市西区）へ出店いたしました「THE ONE AND ONLY（ザ・ワンアンドオンリー）」、「La Eternita（ラ・エテルニー

タ）」、「ほっこりLucent」、「どなんちLucent」、「JP Cafe & Diner Lucent（ジェーピーカフェアンドダイナー

ルーセント）」の５店舗を含め、当連結会計年度にオープンした15店舗が通期稼動することで業容の拡大が期待でき

るものと考えております。また、東海地区、関東地区を中心に、関西地区、仙台周辺地区へと展開エリアを拡げ、引

き続き積極的な新規出店と新業態の開発に努めるとともに、当連結会計年度に進出いたしました関西地区、仙台周辺

地区の営業基盤の確立に努めてまいります。

　ブライダル事業におきましては、平成19年１月に開設いたしました「LUCENT TOWER and VILLA（ルーセントタワー

アンドヴィラ」（名古屋市西区）が好調な滑り出しであることを踏まえ、同施設の通期稼動による業容の拡大を見込

んでおります。

　これらの結果、次期の連結業績は、売上高10,005百万円（前年同期比42.9%増）、経常利益402百万円（同143.0%

増）、当期純利益212百万円（同223.0%増）を見込んでおります。 

 

 ※ 上記の見通しは、本資料の発表日現在において入手可能な情報に基づき判断したものであり、多分に不確定な要素を

　　含んでおります。実際の業績等は、業況の変化などの様々な要因により上記見通しと異なる可能性があります。
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 （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

　　　ａ．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。現在の展開エリアにつきましては、主に名

古屋市、東京都、横浜市等、東海地区及び関東地区を中心として、堺市、神戸市等の関西地区及び宮城県に店舗

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。

　　　ｂ．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。

　　　ｃ．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。
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　　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。

　　　ａ．食品衛生法について

　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。

　　　ｂ．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19年２

月末日における総資産に占める有利子負債の割合は59.6%（有利子負債残高3,327百万円／総資産額5,579百万円）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等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19年２月末日現在、当社所有ビル内

の店舗（２店舗）を除くすべての店舗（56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580百万円、平成19年

２月末日現在862百万円となっており、総資産に占める割合は、各々21.9%、15.5%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等に影響を及ぼす可能性があります。
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　　⑧ 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。

 

　　⑨ 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。

　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。

 

　　⑩ 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、役員及び従業員等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19年

３月末日現在において、新株予約権による潜在株式数は4,368株であり、発行済株式総数28,778株の15.2%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。

 

　　⑪ 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。
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４．連結財務諸表等
(1）連結貸借対照表

  
前連結会計年度

（平成18年２月28日）
当連結会計年度

（平成19年２月28日）
対前年比

区分
注記
番号

金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

増減
（千円）

（資産の部）         

Ⅰ　流動資産         

１．現金及び預金   227,047   374,645   

２．売掛金   105,259   231,542   

３．有価証券   －   340   

４．たな卸資産   39,785   53,187   

５．繰延税金資産   23,944   15,036   

６．その他   65,075   168,972   

貸倒引当金   △414   △557   

流動資産合計   460,697 17.4  843,167 15.1 382,469

Ⅱ　固定資産         

１．有形固定資産 ※１        

(1）建物及び構築物 ※２  1,363,348   2,662,335   

(2）工具器具備品   124,268   192,155   

(3）土地 ※２  60,086   863,820   

(4）建設仮勘定   1,428   78,418   

(5）その他   12,231   11,049   

有形固定資産合計   1,561,365 59.0  3,807,779 68.2 2,246,413

２．無形固定資産   2,372 0.1  2,287 0.0 △84

３．投資その他の資産         

(1）投資有価証券   1,784   7,073   

(2）差入保証金   580,545   862,871   

(3）その他   39,870   56,586   

    貸倒引当金   －   △9   

投資その他の
資産合計

  622,200 23.5  926,522 16.6 304,322

固定資産合計   2,185,937 82.6  4,736,588 84.9 2,550,651

資産合計   2,646,635 100.0  5,579,756 100.0 2,933,121
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前連結会計年度

（平成18年２月28日）
当連結会計年度

（平成19年２月28日）
対前年比

区分
注記
番号

金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

増減
（千円）

（負債の部）         

Ⅰ　流動負債         

１．買掛金   114,848   169,739   

２．短期借入金   50,000   50,000   

３．一年以内返済予定
長期借入金

※２  296,638   546,232   

４．一年以内償還予定
社債

  20,000   70,000   

５．未払金   485,642   521,872   

６．未払法人税等   74,340   29,172   

７．未払消費税等   17,290   8,868   

８．預り金   37,884   46,795   

９．賞与引当金   20,566   13,271   

10．その他   14,025   34,328   

流動負債合計   1,131,235 42.7  1,490,279 26.7 359,044

Ⅱ　固定負債         

１．社債   120,000   50,000   

２．長期借入金 ※２  373,688   2,611,159   

３．その他   1,309   46,611   

固定負債合計   494,997 18.7  2,707,770 48.5 2,212,773

負債合計   1,626,233 61.4  4,198,050 75.2 2,571,817

         

（資本の部）         

Ⅰ　資本金 ※３  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  － － －
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前連結会計年度

（平成18年２月28日）
当連結会計年度

（平成19年２月28日）
対前年比

区分
注記
番号

金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

増減
（千円）

（純資産の部）         

Ⅰ　株主資本         

１．資本金 ※３  － －  631,825 11.3 －

２．資本剰余金   － －  561,825 10.1 －

３．利益剰余金   － －  188,107 3.4 －

株主資本合計   － －  1,381,757 24.8 －

Ⅱ　評価・換算差額等         

１．その他有価証券
評価差額金

  － －  △51 △0.0 －

評価・換算差額等合計   － －  △51 △0.0 －

純資産合計   － －  1,381,706 24.8 －

負債純資産合計   － －  5,579,756 100.0 －
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(2）連結損益計算書

  
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）

当連結会計年度
（自　平成18年３月１日
至　平成19年２月28日）

対前年比

区分
注記
番号

金額（千円）
百分比
（％）

金額（千円）
百分比
（％）

増減
（千円）

Ⅰ　売上高   6,419,210 100.0  7,002,292 100.0 583,081

Ⅱ　売上原価   1,791,574 27.9  1,898,034 27.1 106,460

売上総利益   4,627,636 72.1  5,104,257 72.9 476,621

Ⅲ　販売費及び一般管理費 ※１  4,429,655 69.0  5,027,189 71.8 597,533

営業利益   197,980 3.1  77,068 1.1 △120,912

Ⅳ　営業外収益         

１．協賛金収入  30,383   82,692    

２．賃貸料収入  24,239   24,628    

３．保険解約返戻金  －   34,895    

４．その他  7,348 61,971 1.0 15,779 157,995 2.3 96,024

Ⅴ　営業外費用         

１．支払利息  19,436   39,437    

２．新株発行費償却  2,818   －    

３．株式交付費償却  －   1,616    

４．株式公開費用  －   21,660    

５．その他  3,740 25,995 0.4 6,931 69,646 1.0 43,650

経常利益   233,956 3.7  165,418 2.4 △68,538

Ⅵ　特別利益         

１．貸倒引当金戻入  701   －    

２．固定資産売却益  ※２ － 701 0.0 600 600 0.0 △101

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 15,110   6,008    

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 － 74,591 1.2 17,133 23,374 0.3 △51,216

税金等調整前
当期純利益

  160,066 2.5  142,643 2.0 △17,423

法人税、住民税及び
事業税

 82,236   77,202    

法人税等調整額  △8,580 73,655 1.1 △194 77,007 1.1 3,351

当期純利益   86,410 1.4  65,635 0.9 △20,775
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(3）連結剰余金計算書及び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

（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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連結株主資本等変動計算書

当連結会計年度（自　平成18年３月１日　至　平成19年２月28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

連結会計年度中の変動額     

新株の発行 148,050 148,050 － 296,100

当期純利益 － － 65,635 65,635

株主資本以外の項目の連結会計年
度中の変動額（純額）

－ － － －

連結会計年度中の変動額合計
（千円）

148,050 148,050 65,635 361,735

平成19年２月28日　残高（千円） 631,825 561,825 188,107 1,381,757

 
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

連結会計年度中の変動額    

新株の発行 － － 296,100

当期純利益 － － 65,635

株主資本以外の項目の連結会計年
度中の変動額（純額）

△431 △431 △431

連結会計年度中の変動額合計
（千円）

△431 △431 361,303

平成19年２月28日　残高（千円） △51 △51 1,381,706
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(4）連結キャッシュ・フロー計算書

  
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）

当連結会計年度
（自　平成18年３月１日
至　平成19年２月28日）

対前年比

区分
注記
番号

金額（千円） 金額（千円）
増減

（千円）

Ⅰ　営業活動によるキャッ
シュ・フロー

    

税金等調整前
当期純利益

 160,066 142,643  

減価償却費  337,665 411,293  

減損損失  － 17,133  

貸倒引当金の増減額
（△は減少）

 △890 152  

賞与引当金の増減額　
　（△は減少）

 10,898 △7,294  

受取利息及び
受取配当金

 △312 △717  

支払利息  19,436 39,437  

新株発行費償却  2,818 －  

株式交付費償却  － 1,616  

固定資産売却益  － △600  

固定資産売却損  11,666 －  

固定資産除却損  15,110 6,008  

投資有価証券売却損  － 232  

ゴルフ会員権評価損  10,000 －  

売上債権の増加額  △21,139 △126,283  

たな卸資産の増加額  △12,211 △13,402  

仕入債務の増加額  24,136 54,890  

未払金の増減額
（△は減少）

 90,232 △8,422  

その他  18,163 △5,849  

小計  665,638 510,838 △154,800

利息及び配当金の受取
額

 312 717  

利息の支払額  △19,206 △38,684  

法人税等の支払額  △70,254 △141,915  

営業活動によるキャッ
シュ・フロー

 576,490 330,955 △245,534
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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）

当連結会計年度
（自　平成18年３月１日
至　平成19年２月28日）

対前年比

区分
注記
番号

金額（千円） 金額（千円）
増減

（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 △8,000  

定期預金の払戻による
収入 

 － 38,005  

貸付けによる支出  △8,490 △8,560  

貸付金の回収による収
入

 3,428 5,937  

有形固定資産の取得に
よる支出

 △614,679 △2,676,852  

有形固定資産の売却に
よる収入

 33,200 4,427  

無形固定資産の取得に
よる支出

 △1,977 △550  

差入保証金の回収によ
る収入

 20,192 11,524  

差入保証金の差入によ
る支出

 △158,560 △293,850  

その他  △20,157 13,358  

投資活動によるキャッ
シュ・フロー

 △758,049 △2,914,559 △2,156,510

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  △56,500 －  

長期借入れによる収入  320,000 2,980,000  

長期借入金の返済によ
る支出

 △534,960 △492,935  

社債の発行による収入  97,747 －  

社債の償還による支出  △10,000 △20,000  

株式の発行による収入  429,181 294,483  

財務活動によるキャッ
シュ・フロー

 245,468 2,761,548 2,516,079

Ⅳ　現金及び現金同等物の増
減額（△は減少）

 63,909 177,943 114,033

Ⅴ　現金及び現金同等物の期
首残高

 133,132 197,042 63,909

Ⅵ　現金及び現金同等物の期
末残高

※１ 197,042 374,985 177,943
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連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項

項目
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）

当連結会計年度
（自　平成18年３月１日
至　平成19年２月28日）

１．連結の範囲に関する事項 (1）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

(1）連結子会社の数：２社

　　　　　　同左

 

２．連結子会社の事業年度等

に関する事項

　すべ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。

同左

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

イ　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。

イ　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

ロ　デリバティブ

時価法

ロ　デリバティブ

同左

ハ　たな卸資産

原材料及び貯蔵品

　最終仕入原価法

ハ　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

イ　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。

イ　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　　２～15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。

ロ　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。

ロ　無形固定資産

同左

ハ　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。

ハ　長期前払費用

同左
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項目
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）

当連結会計年度
（自　平成18年３月１日
至　平成19年２月28日）

(3）重要な引当金の計上基

準

イ　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。

イ　貸倒引当金

同左

ロ　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。

ロ　賞与引当金

同左

(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。

同左

(5）重要なヘッジ会計の方

法

イ　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。

イ　ヘッジ会計の方法

同左

ロ　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

ロ　ヘッジ手段とヘッジ対象

同左

ハ　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。

ハ　ヘッジ方針

同左

ニ　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。

ニ　ヘッジ有効性評価の方法

同左

(6）その他連結財務諸表作

成のための重要な事項

イ　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。

イ　消費税等の会計処理

同左

４．連結子会社の資産及び負

債の評価に関する事項

　連結子会社の資産及び負債の評価方法は、

全面時価評価法によっております。

同左

５．利益処分項目等の取り扱

いに関する事項

　連結剰余金計算書は、連結会社の利益処

分について連結会計年度中に確定した利益

処分に基づいて作成しております。

──────
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項目
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）

当連結会計年度
（自　平成18年３月１日
至　平成19年２月28日）

６．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

追加情報

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）

当連結会計年度
（自　平成18年３月１日
至　平成19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15,476千円が増加し、

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

（連結貸借対照表関係）

前連結会計年度
（平成18年２月28日）

当連結会計年度
（平成19年２月28日）

※１．有形固定資産の減価償却累計額

825,715千円

※１．有形固定資産の減価償却累計額

1,190,205千円

※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 44,260千円

土地 60,000千円

計 104,260千円

建物及び構築物 921,189千円

土地 863,733千円

計 1,784,922千円

　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 12,120千円

長期借入金 95,760千円

計 107,880千円

一年以内返済予定長期借入金 105,448千円

長期借入金 1,536,982千円

計 1,642,430千円

※３．発行済株式総数 普通株式　22,582株 ※３．─────
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（連結損益計算書関係）

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）

当連結会計年度
（自　平成18年３月１日
至　平成19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 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

役員報酬 219,065千円

給料手当 2,066,912

地代家賃 694,176

減価償却費 406,900

水道光熱費 263,942

備品消耗品費 198,169

広告宣伝費 161,343

貸倒引当金繰入 152

賞与引当金繰入 13,271

※２．────── ※２．固定資産売却益の内訳

建物及び構築物 488千円

工具器具備品 111千円

 　計 600千円

※３．前期損益修正損の内訳 ※３．──────

アルバイト給与 9,478千円

※４．固定資産売却損の内訳 ※４．──────

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 13,185千円

工具器具備品 1,924千円

計 15,110千円

建物及び構築物 5,564千円

車両運搬具 443千円

計 6,008千円

※６．店舗閉鎖損失の内訳 ※６．──────

原状回復費用 18,881千円

解約違約金 9,456千円

計 28,337千円
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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）

当連結会計年度
（自　平成18年３月１日
至　平成19年２月28日）

※７．────── ※７．減損損失　　　　　　

  　　 当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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（連結株主資本等変動計算書関係）

当連結会計年度（自　平成18年３月１日　至　平成19年２月28日）

１．発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項

 
前連結会計年度末
株式数（株）

当連結会計年度増
加株式数（株）

当連結会計年度減
少株式数（株）

当連結会計年度末
株式数（株）

発行済株式     

普通株式（注） 22,582 4,516 － 27,098

合計 22,582 4,516 － 27,098

（注）発行済株式数の増加は、新株予約権の行使によるもの2,916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．新株予約権及び自己新株予約権に関する事項

　　　          該当事項はありません。

 

３．配当に関する事項

(1）配当金支払額

　　  該当事項はありません。

 

(2）基準日が当期に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌期となるもの

　　　該当事項はありません。
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（連結キャッシュ・フロー計算書関係）

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）

当連結会計年度
（自　平成18年３月１日
至　平成19年２月28日）

※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

※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２月28日現在）

（千円）

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

（平成19年２月28日現在）

（千円）

現金及び預金勘定 374,645

ＭＲＦ 340

現金及び現金同等物 374,985
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（リース取引関係）

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）

当連結会計年度
（自　平成18年３月１日
至　平成19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

及び期末残高相当額

(1）リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当額、

減損損失累計額相当額及び期末残高相当額

 

取得価額

相当額

（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

 

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）

期末残高

相当額

（千円） 

建物及び

構築物
390,300 6,960 － 383,339

工具器具

備品
393,106 223,812 5,951 163,342

 合計 783,406 230,772 5,951 546,682

(2）未経過リース料期末残高相当額 (2）未経過リース料期末残高相当額等

未経過リース料期末残高相当額

１年内 62,805千円

１年超 96,736千円

合計 159,541千円

１年内 95,138千円

１年超 456,462千円

計 551,600千円

リース資産減損勘定の残高   249千円

(3）支払リース料、減価償却費相当額及び支払利息相当額 (3）支払リース料、リース資産減損勘定の取崩額、減価償

却費相当額、支払利息相当額及び減損損失

支払リース料 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

支払リース料 76,036千円

リース資産減損勘定の取崩額  6,088千円

減価償却費相当額 63,313千円

支払利息相当額 6,618千円

減損損失  6,337千円

(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

法によっています。

(4）減価償却費相当額の算定方法

同左

(5）利息相当額の算定方法

　リース料総額とリース物件の取得価額相当額との差額

を利息相当額とし、各期への配分方法については、利息

法によっております。

(5）利息相当額の算定方法

同左
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（有価証券関係）

 　　　決算短信における開示の必要性が大きくないと考えられるため開示を省略しております。

 

 

（デリバティブ取引関係）

 　　　決算短信における開示の必要性が大きくないと考えられるため開示を省略しております。

 

 

（退職給付関係）

　退職給付制度を採用していないため、該当事項はありません。

 

（ストック・オプション等）

 　　　 決算短信における開示の必要性が大きくないと考えられるため開示を省略しております。

 

 

（税効果会計関係）

前連結会計年度
（平成18年２月28日）

当連結会計年度
（平成19年２月28日）

１　繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の

内訳

１　繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の

内訳

(1）繰延税金資産 (1）繰延税金資産

貸倒引当金 123千円

賞与引当金 8,214

未払費用 6,537

未払事業税 9,069

ゴルフ会員権評価損 4,060

小計 28,004

評価性引当額 △4,060

繰延税金資産合計 23,944

賞与引当金 5,388千円

未払費用 1,229

未払事業税 4,106

未払事業所税 4,210

長期前受収益 4,091

減価償却超過額 4,950

ゴルフ会員権評価損 4,060

その他 197

　小計 28,234

評価性引当額 △4,060

繰延税金資産合計 24,174

(2）繰延税金負債 (2）繰延税金負債

その他有価証券評価差額金 259

繰延税金負債合計 259

繰延税金資産の純額 23,685

繰延税金負債合計 －

繰延税金資産の純額 24,174

２　法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率

との差異の原因となった主な項目別の内訳

２　法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率

との差異の原因となった主な項目別の内訳

法定実効税率 40.6％

（調整）  

交際費等永久に損金に算入されない項目 0.8％

住民税均等割等 2.6％

留保金課税 3.0％

評価性引当額 2.5％

繰越欠損金 △3.0％

その他 △0.5％

税効果会計適用後の法人税等の負担率 46.0％

法定実効税率 40.6％

（調整）  

交際費等永久に損金に算入されない項目 0.7％

住民税均等割等 12.2％

留保金課税 1.5％

連結子会社との税率差異 △0.7％

その他 △0.3％

税効果会計適用後の法人税等の負担率 54.0％
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（セグメント情報）

ａ．事業の種類別セグメント情報

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）及び当連結会計年度（自　平成18年３月１

日　至　平成19年２月28日）

　当社及び連結子会社は、外食事業を主要な事業内容としており、外食事業の売上高、営業利益、及び資産の金

額は全セグメントの売上高の合計、営業利益及び全セグメントの資産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。

ｂ．所在地別セグメント情報

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）及び当連結会計年度（自　平成18年３月１

日　至　平成19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。

ｃ．海外売上高

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）及び当連結会計年度（自　平成18年３月１

日　至　平成19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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（関連当事者との取引）

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）

役員及び個人主要株主等

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
（％）

関係内容

取引の内容
取引金額
（千円）

科目
期末残高
（千円）役員の

兼任等
事業上
の関係

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

－ －

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 － －

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。

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。

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。

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。

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。

６．当社は、店舗賃貸借契約において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。

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。

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、近隣の賃料を勘案して、合理的な賃料として賃借しております。なお、当該

取引は解消されております。
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当連結会計年度（自　平成18年３月１日　至　平成19年２月28日）

役員及び個人主要株主等

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
（％）

関係内容

取引の内容
取引金額
（千円）

科目
期末残高
（千円）役員の

兼任等
事業上
の関係

役員 林　裕二 － －
当社常務

取締役

（被所有）

直接

3.2

－ －
借上社宅の提

供（注１）
1,102 － －

 （注）１．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、社内規定に基づき借上社宅費用の50.0％

　　　　　 を上限として支給しております。
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（１株当たり情報）

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）

当連結会計年度
（自　平成18年３月１日
至　平成19年２月28日）

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

１株当たり純資産額 50,989円22銭

１株当たり当期純利益 2,609円35銭

　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。

 　 潜在株式調整後

　　１株当たり当期純利益　　　    　　2,108円86銭

 　　　当社株式は当連結会計年度中に上場したため、１株

　　 当たり情報の算定期間である当連結会計年度を通した

　　 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株当たり当期純利益を算定し

　　 ております。

　（注）　１株当たり当期純利益の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

 
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）

当連結会計年度
（自　平成18年３月１日
至　平成19年２月28日）

１株当たり当期純利益金額   

　当期純利益（千円） 86,410 65,635

　普通株主に帰属しない金額（千円） － －

　（うち利益処分による役員賞与金） (－) （－） 

　普通株式に係る当期純利益（千円） 86,410 65,635

　普通株式の期中平均株式数（株） 15,454 25,154

   

潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額   

　当期純利益調整額（千円） － －

  普通株式増加数（株） － 5,970

 　 （うち新株予約権） －　 （5,970） 

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後

１株当たり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）

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）

当連結会計年度
（自　平成18年３月１日
至　平成19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。

１　新株予約権の行使

(1）平成19年３月26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

株式数 1,680株

資本金 21,000千円

資本準備金 21,000千円

　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、資本金は507,775千円、資本準備金は

437,775千円となっております。

　これにより平成19年４月12日現在の発行済株式の総

数は28,778株、資本金は652,825千円、資本準備金は

582,825千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、資本金は519,775千円、資本準備金は

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の取得をいたしました。

(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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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）

当連結会計年度
（自　平成18年３月１日
至　平成19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ヵ月毎の分割返済

へ　返済期日 平成33年６月30日

ト　担保提供資産または

保証の内容

上記２に記載した土地及

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

保証の内容

上記２に記載した土地及

び建物

株式会社ジェイプロジェクト（3063）平成 19 年２月期決算短信

－ 35 －



５．仕入、受注及び販売の状況
 

 （１）仕入実績

　　　当連結会計年度における仕入実績を事業部門別に示すと、次のとおりであります。

 事業部門別  仕入高（千円）  前年同期比（％）

 飲食事業 1,803,511 109.3 

 ブライダル事業 106,942 88.7 

 その他事業 1,309 4.2 

 合　　　計 1,911,762 106.1 

 (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）受注実績

　当社グループは、最終消費者へ直接販売する飲食事業を主として行っております。店舗においてお客様からご注文

を頂き、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重要性が低いため記載しておりません。

 

 （３）販売実績

 　　①　事業別販売実績

 　　　当連結会計年度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。

 事業部門別   販売高（千円）   前年同期比（％）

 飲食事業 6,729,361 109.2 

 ブライダル事業 271,544 127.7 

 その他事業 1,386 3.3 

  合　　　計 7,002,292 109.1 

 (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

 　　　当連結会計年度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。

  地域別   販売高（千円）   前年同期比（％）

 東海地区（愛知県、岐阜県） 3,747,605 89.9 

 関東地区（東京都、神奈川県） 3,197,616 145.1 

 関西地区（兵庫県） 53,926 120.5 

 その他（宮城県） 3,145 － 

 合　　　計 7,002,292 109.1 

 (注) １．金額は販売価格によっております。

 　　 ２．上記の金額には、消費税等は含まれておりません。
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