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１．平成19年２月期の業績（平成18年３月１日～平成19年２月28日）

(1）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 6,828 10.0 81 △57.2 156 △24.0

18年２月期 6,204 46.1 190 195.5 205 159.6

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 60 △4.7 2,399 14 1,938 97 5.1 3.9 2.3

18年２月期 63 58.8 4,096 20 － － 8.2 9.4 3.3

（注）①期中平均株式数 19年２月期 25,154株 18年２月期 15,454株

②会計処理の方法の変更 無

③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）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 5,431 1,371 25.3 50,621 47

18年２月期 2,516 1,015 40.4 44,979 37

（注）①期末発行済株式数 19年２月期 27,098株 18年２月期 22,582株

②期末自己株式数 19年２月期 －株 18年２月期 －株

２．平成20年２月期の業績予想（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 4,588 90 59

通期 9,612 367 194

（参考）１株当たり予想当期純利益（通期）　　6,741円26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。

３．配当状況

  １株当たり配当金（円） 配当金総額
(百万円)

配当性向
（％）

純資産配当率
（％）中間期末 期末 年間

18年２月期  －  －  －  －  －  －

19年２月期  －  －  －  －  －  －

20年２月期（予想）  －  －  －  －  －  －

 

※　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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６．個別財務諸表等
(1）貸借対照表

  
前事業年度

（平成18年２月28日）
当事業年度

（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   204,868   327,578   

２．売掛金   103,068   228,818   

３. 有価証券   －   340   

４．原材料   38,064   51,792   

５．貯蔵品   1,721   1,395   

６．前払費用   52,868   73,063   

７．繰延税金資産   23,944   15,036   

８．関係会社短期貸付金   －   5,000   

９．未収入金   2,010   68,508   

10．その他   4,776   21,580   

貸倒引当金   △305   △482   

流動資産合計   431,017 17.1  792,632 14.6 361,614

Ⅱ　固定資産         

１．有形固定資産 ※１        

(1）建物 ※３  1,308,116   2,575,980   

(2）構築物   1,388   34,671   

(3）車両運搬具   11,735   11,049   

(4）工具器具備品   122,525   190,595   

(5）土地 ※３  －   803,733   

(6）建設仮勘定   1,428   78,418   

有形固定資産合計   1,445,194 57.4  3,694,448 68.0 2,249,253

２．無形固定資産         

(1）ソフトウエア   2,102   2,017   

無形固定資産計   2,102 0.1  2,017 0.0 △84
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前事業年度

（平成18年２月28日）
当事業年度

（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）

３．投資その他の資産         

(1）投資有価証券   1,784   7,073   

(2）関係会社株式   20,000   20,000   

(3）従業員長期貸付金   1,770   5,700   

(4）長期前払費用   21,398   21,731   

(5）繰延税金資産   －   9,138   

(6）差入保証金   579,597   861,923   

(7）その他   13,342   16,657   

　　貸倒引当金   －   △9   

投資その他の資産合計   637,892 25.4  942,214 17.3 304,322

固定資産合計   2,085,189 82.9  4,638,679 85.4 2,553,490

資産合計   2,516,206 100.0  5,431,312 100.0 2,915,105

         

（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

※３  283,462   534,112   

４．一年以内償還予定社債   20,000   70,000   

５．未払金   478,932   502,914   

６．未払費用   12,917   33,003   

７．未払法人税等   69,083   28,619   

８．未払消費税等   16,126   7,864   

９．預り金   34,534   24,591   

10．賞与引当金   20,231   13,271   

11．その他   1,108   1,325   

流動負債合計   1,101,244 43.7  1,435,440 26.4 334,196
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前事業年度

（平成18年２月28日）
当事業年度

（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）

Ⅱ　固定負債         

１．社債   120,000   50,000   

２．長期借入金 ※３  277,928   2,527,519   

３．繰延税金負債   259   －   

４．その他   1,050   46,611   

固定負債合計   399,237 15.9  2,624,130 48.3 2,224,893

負債合計   1,500,482 59.6  4,059,571 74.7 2,559,089

         

（資本の部）         

Ⅰ　資本金 ※２  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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前事業年度

（平成18年２月28日）
当事業年度

（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   － －  631,825 11.6 －

２．資本剰余金         

(1）資本準備金  －   561,825    

資本剰余金合計   － －  561,825 10.3 －

３．利益剰余金         

(1）その他利益剰余金         

繰越利益剰余金  －   178,142    

利益剰余金合計   － －  178,142 3.3 －

株主資本合計   － －  1,371,792 25.3 －

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   － －  1,371,740 25.3 －

負債純資産合計   － －  5,431,312 100.0 －
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(2）損益計算書

  
前事業年度

（自　平成17年３月１日
至　平成18年２月28日）

当事業年度
（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   6,204,686 100.0  6,828,239 100.0 623,553

Ⅱ　売上原価         

１．期首原材料たな卸高  27,573   38,064    

２．当期原材料仕入高  1,650,673   1,803,511    

合計  1,678,247   1,841,575    

３．期末原材料たな卸高  38,064 1,640,182 26.4 51,792 1,789,783 26.2 149,600

売上総利益   4,564,503 73.6  5,038,456 73.8 473,953

Ⅲ　販売費及び一般管理費 ※１  4,373,518 70.5  4,956,785 72.6 583,266

営業利益   190,984 3.1  81,671 1.2 △109,313

Ⅳ　営業外収益         

１．協賛金収入  30,383   82,692    

２．賃貸料収入  3,753   9,523    

３．保険解約返戻金  －   34,895    

４．その他  4,590 38,727 0.6 15,526 142,637 2.1 103,910

Ⅴ　営業外費用         

１．支払利息  17,600   37,945    

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  3,701 24,120 0.4 6,931 68,154 1.0 44,034

経常利益   205,591 3.3  156,154 2.3 △49,437

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
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前事業年度

（自　平成17年３月１日
至　平成18年２月28日）

当事業年度
（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）

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   5,564    

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 22,931 0.3 △51,660

税引前当期純利益   131,701 2.1  133,823 2.0 2,121

法人税、住民税及び事
業税

 76,979   73,670    

法人税等調整額  △8,580 68,399 1.1 △194 73,475 1.1 5,076

当期純利益   63,302 1.0  60,348 0.9 △2,954

前期繰越利益   54,491   －  －

当期未処分利益   117,794   －  －
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(3）利益処分計算書及び株主資本等変動計算書

利益処分計算書

  
前事業年度

（株主総会承認日
平成18年５月30日）

区分
注記
番号

金額（千円）

Ⅰ　当期未処分利益   117,794

Ⅱ　次期繰越利益   117,794

    

株主資本等変動計算書

当事業年度（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
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

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

事業年度中の変動額       

新株の発行 148,050 148,050 148,050 － － 296,100

当期純利益 － － － 60,348 60,348 60,348

株主資本以外の項目の事業年
度中の変動額（純額）

－ － － － － －

事業年度中の変動額合計
（千円）

148,050 148,050 148,050 60,348 60,348 356,448

平成19年２月28日　残高
（千円）

631,825 561,825 561,825 178,142 178,142 1,371,792

 
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

事業年度中の変動額    

新株の発行 － － 296,100

当期純利益 － － 60,348

株主資本以外の項目の事業年
度中の変動額（純額）

△431 △431 △431

事業年度中の変動額合計
（千円）

△431 △431 356,016

平成19年２月28日　残高
（千円）

△51 △51 1,371,740
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重要な会計方針

項目
前事業年度

（自　平成17年３月１日
至　平成18年２月28日）

当事業年度
（自　平成18年３月１日
至　平成19年２月28日）

１．有価証券の評価基準及び

評価方法

(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。

(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）その他有価証券

時価のあるもの

    決算日の市場価格等に基づく時価法

  （評価差額は全部純資産直入法により

　処理し、売却原価は移動平均法により

　算定）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．デリバティブ等の評価基

準及び評価方法

デリバティブ

　時価法

デリバティブ

同左

３．たな卸資産の評価基準及

び評価方法

原材料及び貯蔵品

　最終仕入原価法

原材料及び貯蔵品

同左

４．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。

(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　　　　　　５～29年

構築物　　　　　６～20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。

(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

５．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）新株発行費

　支出時に全額費用として処理しており

ます。

(2) ──────

　　　　　　　　　

(3) ──────

 　　　　　　　

(3) 株式交付費

 　 支払時に全額費用として処理してお

　ります。
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項目
前事業年度

（自　平成17年３月１日
至　平成18年２月28日）

当事業年度
（自　平成18年３月１日
至　平成19年２月28日）

６．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事業

年度負担額を計上しております。

(2）賞与引当金

同左

７．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

８．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

９．その他財務諸表作成のた

めの基本となる重要な事

項

消費税等の会計処理

　消費税等の会計処理は税抜方式によって

おります。

消費税等の会計処理

同左
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追加情報

前事業年度
（自　平成17年３月１日
至　平成18年２月28日）

当事業年度
（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

（貸借対照表関係）

前事業年度
（平成18年２月28日）

当事業年度
（平成19年２月28日）

※１．有形固定資産の減価償却累計額

820,224千円

※１．有形固定資産の減価償却累計額

1,184,432千円　　　　

※２．授権株式数及び発行済株式総数 ※２．──────

授権株式数 普通株式　31,200株

発行済株式総数 普通株式　22,582株

※３．──────

 

※３．担保資産及び担保付債務

　担保に供している資産は次の通りであります。

建物 877,991千円

土地 803,733千円

計 1,681,724千円

　 　担保付債務は次のとおりであります。

1年以内返済予定長期借入金 93,328千円 

長期借入金 1,453,342千円 

計 1,546,670千円 

※４．配当制限

　商法施行規則第124条第３号に規定する資産に時価

を付したことにより増加した純資産額は379千円であ

ります。

 ※４．──────
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（損益計算書関係）

前事業年度
（自　平成17年３月１日
至　平成18年２月28日）

当事業年度
（自　平成18年３月１日
至　平成19年２月28日）

※１．販売費に属する費用のおおよその割合は83％、一般

管理費に属する費用のおおよその割合は17％であり

ます。

主要な費目及び金額は次のとおりであります。

※１．販売費に属する費用のおおよその割合は82％、一般

管理費に属する費用のおおよその割合は18％であり

ます。

主要な費目及び金額は次のとおりであります。

役員報酬 153,900千円

給料手当 1,761,438

地代家賃 632,827

減価償却費 335,121

水道光熱費 231,532

備品消耗品費 275,122

広告宣伝費 136,743

リース料 85,382

賞与引当金繰入 20,231

役員報酬 219,065千円

給料手当 2,041,647

地代家賃 691,469

減価償却費 403,912

水道光熱費 261,142

備品消耗品費 194,095

広告宣伝費 154,605

貸倒引当金繰入 187

賞与引当金繰入 13,271

※２．────── ※２．固定資産売却益の内訳　　　　　　 

建物 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 9,635千円

工具器具備品 1,699千円

ソフトウエア 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 13,185千円

工具器具備品 1,924千円

計 15,110千円

建物 5,564千円

  

※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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前事業年度
（自　平成17年３月１日
至　平成18年２月28日）

当事業年度
（自　平成18年３月１日
至　平成19年２月28日）

※７．────── ※７．減損損失　　　　　　

  　　 当事業年度において、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

 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、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。

 

（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。

（追加情報）

──────

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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（株主資本等変動計算書関係）

当事業年度（自　平成18年３月１日　至　平成19年２月28日）

自己株式の種類及び株式数に関する事項

　該当事項はありません。
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（リース取引関係）

前事業年度
（自　平成17年３月１日
至　平成18年２月28日）

当事業年度
（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 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

合計 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）

前事業年度（平成18年２月28日）

　子会社株式で時価のあるものはありません。

当事業年度（平成19年２月28日）

　子会社株式で時価のあるものはありません。
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（税効果会計関係）

前事業年度
（平成18年２月28日）

当事業年度
（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 0.9％

住民税均等割等 3.0％

留保金課税 3.6％

評価性引当額 3.1％

その他 0.7％

税効果会計適用後の法人税等の負担率 51.9％

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 12.8％

留保金課税 1.6％

その他 △0.8％

税効果会計適用後の法人税等の負担率 54.9％
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（１株当たり情報）

前事業年度
（自　平成17年３月１日
至　平成18年２月28日）

当事業年度
（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 44,979円37銭

１株当たり当期純利益 4,096円20銭

１株当たり純資産額 50,621円47銭

１株当たり当期純利益 2,399円14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　　　　　　　1,938円97銭

 　　　当社株式は当事業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事業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。

 
前事業年度

（自　平成17年３月１日
至　平成18年２月28日）

当事業年度
（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） 63,302 60,348

　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） 63,302 60,348

　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 　　　　　2,241個 　－
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（重要な後発事象）

前事業年度
（自　平成17年３月１日
至　平成18年２月28日）

当事業年度
（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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前事業年度
（自　平成17年３月１日
至　平成18年２月28日）

当事業年度
（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
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７．役員の異動
 　　該当事項はありません。
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