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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５月期第３四半期財務・業績の概況（平成18年６月１日　～　平成19年２月28日）

(1) 経営成績の進捗状況

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５月期第３四半期 7,030 － 231 － 153 － 70 －

18年５月期第３四半期 － － － － － － － －

（参考）18年５月期 8,561  294  255  10  

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５月期第３四半期 1,895 63 － －

18年５月期第３四半期 － － － －

（参考）18年５月期 274 20 － －

　（注）１．売上高、営業利益等におけるパーセント表示は、対前年同四半期増減率でありますが、第３四半期財務諸表は平成19年５月期第３

四半期より作成しておりますので、増減率は記載しておりません。　　　　

　　　　２．潜在株式調整後１株当たり四半期(当期)純利益につきましては、新株予約権の残高はありますが、平成19年２月時点及び平成18年

５月時点で非上場であるため、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。

 

［経営成績の進捗状況に関する定性的情報等］

  　　当第３四半期会計期間におけるわが国経済は、米国経済の不透明感や日銀により政策金利引上げにより為替相場が

大きく変動するなどありましたが、企業の設備投資が引き続き増加するなど景気は緩やかな拡大基調を持続しました。

個人消費も地域間や個人間で二極化が進行するなどの懸念もありますが、雇用情勢は拡大を続けるなど底堅く推移し

ました。

  またゴルフ業界では、プレイフィーの低価格化や若手女子プロゴルファーの人気などにより、ゴルフがより身近な

スポーツとして消費者に認識される環境が整いつつある中、オフシーズンにもかかわらず記録的な暖冬によりゴルフ

場の来場者数が例年を上回るなどの賑わいをみせました。このような状況のもと、当第３四半期会計期間は、直営店

４店舗の出店を行い、また加盟店の質の向上を実現するための活動を行いました。

  この結果、当第３四半期会計期間の売上高は7,030百万円、営業利益は231百万円、経常利益は153百万円となり、ま

た、第３四半期純利益は70百万円となりました。　

  

  なお、当第３四半期会計期間が四半期財務諸表作成初年度であるため、前年同期との比較分析は行っておりません。

(以下［財政状態の変動状況に関する定性的情報等］において同じ。)
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当第３四半期会計期間 

（自　平成18年６月１日 

　至　平成19年２月28日） 

  売上高（千円） 構成比（％）   前年同期比（％）

 

直営事業

 商品販売 4,487,161 63.8 －

練習場施設利用料 63,472 0.9 －

 　　　 小計 4,550,633 64.7 －

フランチャイズ事業

 商品販売 1,421,845 20.2 －

フランチャイズ役務収入 1,042,142 14.8 －

 その他営業収入 16,150 0.3 －

         小計 2,480,138 35.2 －

 　　　　　　　      合計 7,030,771 100.0 －

 (直営事業)  

　　　   当第３四半期会計期間に新たに４店舗の出店を行った結果、52店舗体制となりました。店舗業績の精査や商圏の

見直しを図ると共に、顧客満足度向上の為に接客技術の改善に努めました。

  この結果、新規出店効果も寄与し、売上高4,550百万円となりました（ゴルフ練習場での施設利用料含む）。

 (フランチャイズ事業)

         前事業年度に引き続き、全国均一サービスの提供を実現するために、店舗立地条件や商圏の見直しを店舗ごとに

実施し、品揃えを充実させるために小規模店舗の入れ替えを行い、当第３四半期会計期間末の加盟店店舗数は163

店舗となりました。また、接客技術や在庫管理などについても積極的に指導を行いました。

　この結果、当第３四半期会計期間におけるフランチャイズ事業の売上高は2,480百万円となりました。

 

(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５月期第３四半期 3,172 728 23.0 19,681 87

18年５月期第３四半期 － － － － －

（参考）18年５月期 3,220 658 20.4 17,786 24

(3) 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５月期第３四半期 495 △204 △216 425

18年５月期第３四半期 － － － －

（参考）18年５月期 △374 △612 898 350

［財政状態の変動状況に関する定性的情報等］

　(財政状態の変動状況)

      『流動資産』　　　　　

　    　　　当第３四半期会計期間末の流動資産は、対前事業年度末128百万円減少し、2,158百万円となりました。主な

減少要因は、現預金による回収により売上債権が減少したこと、また売上増加及び適正在庫の見直しに伴いた

な卸資産が減少したことによるものであります。　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　『固定資産』　　　　　 

　　　　　　当第３四半期会計期間末の固定資産は、対前事業年度末79百万円増加し、1,013百万円となりました。主な増

加要因は、直営店の新規出店による差入保証金及び基幹システム、会計システムの構築のためにソフトウェア

仮勘定に支出したことによるものであります。 

　　　『流動負債』　　　　　

　　　      当第３四半期会計期間末の流動負債は、対前事業年度末29百万円減少し、1,584百万円となりました。主な要

因としては、未払法人税等及び未払消費税等が増加したものの短期借入金を返済したことによるものでありま

す。
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      『固定負債』　　　　　

　　　　    当第３四半期会計期間末の固定負債は、対前事業年度末89百万円減少し、859百万円となりました。主な減少

要因は、社債の減少によるものであります。

      『純資産』　　　　

　　　　　　当第３四半期会計期間末の純資産合計は、対前事業年度末70百万円増加し、728百万円となりました。第３四

半期純利益の計上によるものであります。

 

　(キャッシュ・フローの状況) 　　　

　　　 当第３四半期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、直営店出店などの投資及び借入

金の返済に使用した結果、前事業年度末より74百万円増加し当第３四半期会計期間末には425百万円となりました。

当第３四半期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』　　　　

　　　　　　当第３四半期会計期間において営業活動の結果得られた資金は495百万円となりました。これは主に商品売上

が順当に推移し、税引前第３四半期純利益136百万円及び売上債権の減少額118百万円、たな卸資産の減少額89

百万円等により資金を得られ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』　　　　　　

　　　　　　当第３四半期会計期間において投資活動の結果使用した資金は204百万円となりました。これは主に直営店出

店などにより有形固定資産の取得による支出110百万円及び保証金の支出46百万円、また基幹システムや会計シ

ステムの構築などによりソフトウェア仮勘定として無形固定資産の取得による支出45百万円等により資金を使

用し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』　　　　　 

　　　　　　当第３四半期会計期間において財務活動の結果返済した資金は216百万円となりました。これは主に市場金利

が上昇傾向にあること等から短期借入金から長期借入金への切替を行い、長期借入れによる収入300百万円、短

期借入金の減少額220百万円、長期借入金の返済による支出196百万円等を反映したものであります。

 

３．平成19年５月期の業績予想（平成18年６月１日　～　平成19年５月31日）

売上高 経常利益 当期純利益

百万円 百万円 百万円

通期 10,015 283 118

（参考）１株当たり予想当期純利益（通期）　　　3,114円90銭

 （注）１．なお、上記に記載した業績予想数値は、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見通しであり、多分に不確実

          な要素を含んでおります。実際の業績等は、業況の変化等により、上記予想数値と異なる場合があります。

       ２．１株当たり予想当期純利益は上場に伴う新規発行株式数4,000株を含めた予想期中平均株式数37,953株により算出しております。

［業績予想に関する定性的情報等］

  　　通期の見通しにつきましては、企業業績の改善等を背景に雇用環境も順調に推移しておりますが、個人所得及び個

人消費の増加拡大については底堅さは感じられるものの依然不透明な状態が続くと予想されます。当社をとりまくゴ

ルフ市場においては、３月以降、春のゴルフシーズンに突入することもあり、他のシーズンと比較しゴルフ用品の販

売機会を最も多く得られるものと考えております。

  当社の売上高及び経常利益の業績予想につきましては、こうしたゴルフ市場における環境特有の季節要因を踏まえ

た年間予算を策定しております。従いまして、第３四半期まで概ね計画どおりに推移していることもあり、現時点に

おける通期業績予想値は、平成19年３月７日中間決算発表時の業績予想値を変更しておりません。

 

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５月期 ― ― ― ― ― ―

19年５月期（実績） ― ― ― ― ―
―

19年５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19年２月28日）

前事業年度の要約貸借対照表
（平成18年５月31日）

区分
注記
番号

金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

（資産の部）        

Ⅰ　流動資産        

１．現金及び預金 ※２ 502,177   418,822   

２．売掛金  307,211   407,080   

３．たな卸資産  1,168,074   1,270,454   

４．その他  182,423   192,106   

貸倒引当金  △1,441   △1,916   

流動資産合計   2,158,455 68.0  2,286,548 71.0

Ⅱ　固定資産        

１．有形固定資産  ※１       

(1）建物 ※2,3 234,032   196,797   

(2）土地  ※２ 181,011   181,011   

(3）その他  148,763   147,153   

有形固定資産合計  563,808   524,962   

２．無形固定資産  117,927   81,810   

３．投資その他の資産        

(1）差入保証金  ※２ 261,665   223,742   

(2）その他  121,535   163,873   

貸倒引当金  △51,057   △60,143   

投資その他の資産合計  332,144   327,471   

固定資産合計   1,013,879 32.0  934,244 29.0

資産合計   3,172,334 100.0  3,220,792 100.0
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当第３四半期会計期間末
（平成19年２月28日）

前事業年度の要約貸借対照表
（平成18年５月31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  402,888   381,175   

２．短期借入金  430,000   650,000   

３．１年以内返済予定長期
借入金

※２ 207,500   148,460   

４．１年以内償還予定社債 ※２ 180,000   160,000   

５．賞与引当金  29,445   55,810   

６．ポイントサービス引当
金

 87,849   69,932   

７．その他 ※3,4 246,804   148,317   

流動負債合計   1,584,487 50.0  1,613,694 50.1

Ⅱ　固定負債        

１．社債 ※２ 260,000   380,000   

２．長期借入金 ※２ 364,820   320,425   

３．預り保証金  233,200   246,200   

４．その他 ※３ 1,597   2,381   

固定負債合計   859,617 27.0  949,006 29.5

負債合計   2,444,105 77.0  2,562,701 79.6

        

（純資産の部）        

Ⅰ　株主資本        

１．資本金   550,000 17.4  550,000 17.1

２．資本剰余金        

(1）資本準備金  202,600   202,600   

資本剰余金合計
 
３．利益剰余金  

  202,600 6.4  202,600 6.3

(1）その他利益剰余金        

繰越利益剰余金  △24,370   △94,508   

利益剰余金合計   △24,370 △0.8  △94,508 △3.0

株主資本合計   728,229 23.0  658,091 20.4

純資産合計   728,229 23.0  658,091 20.4

負債純資産合計   3,172,334 100.0  3,220,792 100.0
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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６月１日
至　平成19年２月28日）

前事業年度の要約損益計算書
（自　平成17年６月１日
至　平成18年５月31日）

区分
注記
番号

金額（千円）
百分比
（％）

金額（千円）
百分比
（％）

Ⅰ　売上高   7,030,771 100.0  8,561,458 100.0

Ⅱ　売上原価   4,881,800 69.4  5,931,391 69.3

売上総利益   2,148,971 30.6  2,630,066 30.7

Ⅲ　販売費及び一般管理費   1,917,082 27.3  2,335,079 27.2

営業利益   231,888 3.3  294,986 3.5

Ⅳ　営業外収益        

 １.受取利息  410   47   

 ２.受取手数料  6,824   6,330   

 ３.フランチャイズ契約
解約収入

 13,000   25,100   

 ４.その他  1,149 21,383 0.3 3,989 35,467 0.4

Ⅴ　営業外費用        

 １.支払利息  15,428   12,673   

 ２.社債利息  1,890   1,703   

 ３.社債発行費  －   14,049   

 ４.商品評価損  63,592   19,453   

 ５.商品廃棄・減耗損  10,054   26,620   

 ６.その他  8,659 99,625 1.4 596 75,097 0.9

経常利益   153,647 2.2  255,357 3.0

Ⅵ　特別利益 ※１  15,751 0.2  41,450 0.5

Ⅶ　特別損失 ※2,3  33,088 0.5  267,541 3.2

税引前四半期（当期）
純利益

  136,310 1.9  29,267 0.3

法人税、住民税及び事
業税

 62,438   22,853   

法人税等調整額  3,734 66,172 0.9 △3,732 19,121 0.2

四半期（当期）純利益   70,138 1.0  10,145 0.1

        

－ 6 －



(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６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

　その他利益
　剰余金

繰越利益剰　
余金

平成18年５月31日　残高
　　　　　　　　　　　（千円）

550,000 202,600 △94,508 658,091

当第３四半期会計期間中の変動額

四半期純利益   70,138 70,138

当第３四半期会計期間中の変動額合
計　　　　　　　　　　　（千円）

  70,138 70,138

平成19年２月28日　残高
　　　　　　　　　　　（千円）

550,000 202,600 △24,370 728,229

 前事業年度（自　平成17年６月１日　至　平成18年５月31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

　その他利益
　剰余金

繰越利益剰
余金

平成17年５月31日　残高
　　　　　　　　　　　（千円）

550,000 202,600 △104,654 647,945

当事業年度中の変動額

当期純利益   10,145 10,145

当事業年度中の変動額合計　　　　
　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　（千円）

  10,145 10,145

平成18年５月31日　残高
　　　　　　　　　　　（千円）

550,000 202,600 △94,508 658,091
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(4) 四半期キャッシュ・フロー計算書

  
当第３四半期会計期間

 （自　平成18年６月１日
至　平成19年２月28日）

前事業年度の要約キャッ
シュ・フロー計算書

 （自　平成17年６月１日
至　平成18年５月31日）

区分
注記
番号

金額（千円） 金額（千円）

Ⅰ　営業活動によるキャッシュ・フロー    

税引前四半期（当期）純利益  136,310 29,267

減価償却費  68,036 92,468

減損損失  7,846 2,350

保証金償却額  20,979 20,862

賞与引当金の増加額 
（△減少額）

 △26,364 21,467

貸倒引当金の減少額  △9,561 △27,980

ポイントサービス引当金の増加額  17,916 11,341

受取利息及び受取配当金  △410 △47

フランチャイズ契約解約収入  △13,000 △25,100

支払利息  17,318 14,376

社債発行費  － 14,049

投資有価証券売却益  － △36,151

固定資産除却損  434 175,497

店舗撤退損失  － 5,313

店舗譲渡損失  6,841 13,207

店舗閉鎖費用  3,245 －

本社移転費用  － 11,172

フランチャイズ契約解約和解金  － 60,000

保険差益  △1,435 △2,633

売上債権の減少額  118,521 158,062

たな卸資産の減少額
（△増加額）

 89,496 △512,973

前渡金の減少額
（△増加額）

 △2,926 3,716

仕入債務の増加額
（△減少額）

 21,713 △83,546

未払費用の増加額
（△減少額）

 △23,297 20,600

前受金の増加額
（△減少額）

 2,939 △93,911

未払消費税の増加額 
（△減少額）

 46,455 △24,826

その他流動資産の増加額  △14,252 △9,692

その他流動負債の増加額  10,708 7,585

その他  6,937 2,277

小計  484,452 △153,246

利息及び配当金の受取額  377 37

利息の支払額  △16,144 △15,603

保険金収入  15,481 11,863

和解金の支払額  － △60,000

法人税等の還付  34,302 －

法人税等の支払額  △22,822 △157,608

営業活動によるキャッシュ・フロー  495,646 △374,556
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当第３四半期会計期間

 （自　平成18年６月１日
至　平成19年２月28日）

前事業年度の要約キャッ
シュ・フロー計算書

 （自　平成17年６月１日
至　平成18年５月31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    

定期預金の預入よる支出  △9,000 △33,000

貸付金の回収による収入  238 1,093

投資有価証券の売却による収入  － 44,957

長期前払費用の支出  △6,840 △61,818

保証金の支出  △46,023 △103,038

保証金の回収額  4,493 2,776

預り保証金返済による支出  △8,000 △11,000

預り保証金収入  8,000 22,000

有形固定資産の取得による支出  △110,002 △392,568

有形固定資産の売却による収入  7,222 5,437

無形固定資産の取得による支出  △45,444 △87,564

その他投資資産取得による支出  － △50

その他投資資産売却による収入  628 －

投資活動によるキャッシュ・フロー  △204,726 △612,774

Ⅲ　財務活動によるキャッシュ・フロー    

短期借入金の純増減額  △220,000 650,000

長期借入れによる収入  300,000 300,000

長期借入金の返済による支出  △196,565 △407,035

社債の発行による収入  － 435,950

社債償還による支出  △100,000 △80,000

財務活動によるキャッシュ・フロー  △216,565 898,915

Ⅳ　現金及び現金同等物の増加額
 （△減少額）

 74,354 △88,415

Ⅴ　現金及び現金同等物の期首残高  350,822 439,237

Ⅵ　現金及び現金同等物の四半期末（期末）
残高

 ※ 425,177 350,822
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   四半期財務諸表作成のための基本となる重要な事項

項目
当第３四半期会計期間

（自　平成18年６月１日
至　平成19年２月28日）

前事業年度
（自　平成17年６月１日
至　平成18年５月31日）

１．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

    時価のないもの

      移動平均法による原価法に

    よっております。

(1）有価証券

  その他有価証券

    時価のないもの

              同左

 

 (2）たな卸資産

  ア.商品

　 ゴルフクラブ及び買取商品

　　 個別法による原価法によって

    おります。

　 ゴルフ関連商品

　　 売価還元法による原価法によ 

    っております。

　 その他の商品

　　 先入先出法による原価法によ

    っております。

  イ.貯蔵品

　  最終仕入原価法による原価法に

  よっております。

(2）たな卸資産

  ア.商品

　 ゴルフクラブ及び買取商品

　　　　　　　同左

　

　 ゴルフ関連商品

　　　　　　　同左

　

　 その他の商品

　　　　　　　同左

  イ.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。）

  なお、主な耐用年数は以下のと

おりであります。     

建物 7～30年

構築物　 10～30年

機械装置 17年

工具器具備品 2～20年

(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。）

  なお、主な耐用年数は以下のと

おりであります。 　

建物 3～26年

構築物　 3～20年

機械装置 17年

工具器具備品 　3～15年

 

 (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、社内における見込利用可

　能期間（５年）に基づく定額法に

　よっております。

(2）無形固定資産

 　　　　　 　同左

 

 

 (3）長期前払費用

 　 支出の効果が及ぶ期間で均等償

　却をしております。

 

(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６月１日
至　平成19年２月28日）

前事業年度
（自　平成17年６月１日
至　平成18年５月31日）

３．引当金の計上基準 (1) 貸倒引当金  (1) 貸倒引当金          

    債権の貸倒損失に備えるため、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。

              同左

 (2) 賞与引当金

　従業員に対する賞与の支払に備

えるため、賞与の支給見込額のう

ち、当第３四半期会計期間に負担

すべき金額を計上しております。

(2) 賞与引当金

    従業員に対する賞与の支払に備

  えるため、賞与の支給見込額のう

  ち、当事業年度に負担すべき金額

  を計上しております。

 (3) ポイントサービス引当金

　将来のポイントカードの利用に

よる売上値引きに備えるために利

用実績率に基づき当第３四半期会

計期間末以降に利用されると見込

まれるポイントに対する見積額を

計上しております。

 

(3) ポイントサービス引当金

    将来のポイントカードの利用に

  よる売上値引きに備えるために利

  用実績率に基づき当事業年度末以

  降に利用されると見込まれるポイ

  ントに対する見積額を計上してお

  ります。

４．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
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項目
当第３四半期会計期間

（自　平成18年６月１日
至　平成19年２月28日）

前事業年度
（自　平成17年６月１日
至　平成18年５月31日）

５．ヘッジ会計の方法 (1) ヘッジ会計の方法

  原則として繰延ヘッジ処理によっ

ております。なお、特例処理の条

件を充たしている金利スワップに

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　

  当第３四半期会計期間にヘッジ

会計を適用したヘッジ手段とヘッ

ジ対象は以下のとおりでありま

す。

  ヘッジ手段　　金利スワップ

　ヘッジ対象　　借入金

(2) ヘッジ手段とヘッジ対象　

  当事業年度にヘッジ会計を適用

したヘッジ手段とヘッジ対象は以

下のとおりであります。　

  ヘッジ手段　　金利スワップ

　ヘッジ対象　　借入金

 (3) ヘッジ方針

  当社のヘッジ方針は、金利固定

化により将来の金利リスクを軽減

することを目的としており、投機

目的の取引は行わない方針であり

ます。

(3) ヘッジ方針

             同左

 

 

 

 

 (4) ヘッジ有効性評価の方法

  期間全体のキャッシュ・フロー

総額の変動額を比較する方法によ

りヘッジ有効性の評価をしており

ます。ただし、特例処理によって

いる金利スワップについては、有

効性の評価を省略しております。

(4) ヘッジ有効性評価の方法

             同左

 

 

 

 

 

 (5) その他

  デリバティブ取引の執行・管

理については、取締役会で承認を

得た後、取引を開始しております。

 

(5) その他

             同左

 

６．四半期キャッシュ・フ

ロー計算書（キャッ

シュ・フロー計算書）に

おける資金の範囲

  手許現金、随時引き出し可能な預

金及び容易に換金可能であり、かつ、

価値の変動について僅少なリスクし

か負わない取得日から３ヵ月以内に

償還期限の到来する短期投資から

なっております。

 

同左

 

 

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

 消費税等の会計処理

   税抜方式によっております。

 

 

 消費税等の会計処理

              同左
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   四半期財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更

当第３四半期会計期間
（自　平成18年６月１日
至　平成19年２月28日）

前事業年度
（自　平成17年６月１日
至　平成18年５月31日）

　　　　　　　　　 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

　　　　　　　　　 

 

(固定資産の減損に係る会計基準）

 　当事業年度より、固定資産の減損に係る会計基準

（「固定資産の減損に係る会計基準の設定に関する

 意見書」（企業会計審議会　平成14年８月９日））

 及び「固定資産の減損に係る会計基準の適用指針」

（企業会計基準適用指針第６号　平成15年10月31

 日）を適用しております。これにより税引前当期純

 利益は2,350千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)

   当事業年度より、「貸借対照表の純資産の部の表

 示に関する会計基準」（企業会計基準第５号　平成

 17年12月９日）及び「貸借対照表の純資産の部の表

 示に関する会計基準等の適用指針」（企業会計基準

 適用指針第８号　平成17年12月９日）を適用してお

 ります。

   従来の資本の部の合計に相当する金額は658,091

 千円であります。

   なお、財務諸表等規則の改正により、当事業年

 度における貸借対照表の純資産の部については、

 改正後の財務諸表等規則により作成しております。
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(5) 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19年２月28日）

前事業年度末
（平成18年５月31日）

※１．有形固定資産の減価償却累計額　

　　　　　　　　　　　　　 　 　235,839千円

※１．有形固定資産の減価償却累計額

　 　　　　　　　　　　  　 　　183,302千円

  

※２．担保資産及び担保債務 ※２．担保資産及び担保債務

 (1) 担保に供している資産は次のとおりでありま

   す。

 (1) 担保に供している資産は次のとおりでありま

す。　

　 　　　

定期預金 35,000千円 

土地 181,011千円 

建物 19,808千円 

差入保証金（社債の銀行保

証に対する担保） 

 

73,492千円 

 合計 309,311千円 

定期預金 35,000千円 

土地 181,011千円 

建物 20,569千円 

差入保証金（社債の銀行保

証に対する担保） 

 

73,492千円 

 合計 310,072千円 

 (2) 上記に対応する債務

１年以内返済予定長期借入

金

 

107,860千円 

長期借入金 214,280千円 

第３回期限前償還条項付無

担保社債（株式会社三菱東

京UFJ銀行保証付及び適格

機関投資家限定）(一年内

償還社債）

 

 

60,000千円 

第３回期限前償還条項付無

担保社債（株式会社三菱東

京UFJ銀行保証付及び適格

機関投資家限定）

 

210,000千円 

 合計 592,140千円 

 (2) 上記に対応する債務

１年以内返済予定長期借入

金

 

102,860千円 

長期借入金 296,425千円 

第３回期限前償還条項付無

担保社債（株式会社三菱東

京UFJ銀行保証付及び適格

機関投資家限定）(一年内

償還社債）

 

 

 

60,000千円 

第３回期限前償還条項付無

担保社債（株式会社三菱東

京UFJ銀行保証付及び適格

機関投資家限定） 

 

240,000千円 

 合計 699,285千円 

  

※３．所有権留保付固定資産

　 割賦払いの方法で購入しているため売主に所有

 権が留保されている店舗建物があり、代金未払額

 は2,634千円であります。

※３．所有権留保付固定資産

　 割賦払いの方法で購入しているため売主に所有

 権が留保されている店舗建物があり、代金未払額

 は3,365千円であります。

  

※４．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、金額的に重要性が乏しいため、流動負債の

 「その他」に含めて表示しております。

※４．　　　____________________
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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６月１日
至　平成19年２月28日）

前事業年度
（自　平成17年６月１日
至　平成18年５月31日）

※１．　　　____________________

　　　 

※１．特別利益のうち主なもの　

　　　 投資有価証券売却益　     36,151千円

 

※２．　　　____________________　　　 　 　　 ※２．特別損失のうち主なもの　  　　　　　

  

  

  

  

  固定資産除却損 175,497千円

  フランチャイズ契約

  解約和解解金      

 

60,000千円

  店舗譲渡損失 13,207千円

  本社移転費用 11,172千円

  店舗撤退損失 5,313千円

  

※３．当第３四半期会計期間について、当社は以

　　下の資産グループについて減損損失を計上い

　　たしました。

※３．当事業年度について、当社は以下の資産グ

    ループについて減損損失を計上いたしまし

    た。

 (1) 減損を認識した資産

 　場所     用途    種類 

 兵庫県神戸市

 店舗(フラワ

 ーロード三 

 宮店）

 建物 

 広島県広島市
 店舗(広島荒

 神店)

 建物及びリー

 ス資産

 福島県福島市

 店舗(福島南

 バイパス鳥

 谷野店)

 建物及び構築

 物

 (1) 減損を認識した資産

   場所 　　用途  　種類 

 茨城県石岡市
 店舗(石岡

 店)

 建物及び構築

 物 

 兵庫県神戸市

 店舗(フラワ

 ーロード三

 宮店）

 建物 

 (2) 減損を認識するに至った経緯

    フラワーロード三宮店、広島荒神店及び福島

  南バイパス鳥谷野店については、営業損益が悪

  化しており、今後、投資額の回収が見込めなく

  なったため、帳簿価額を回収可能価額まで減額

  し、減損損失を計上しました。

 (2) 減損を認識するに至った経緯

    石岡店及びフラワーロード三宮店について

  は、営業損益が悪化しており、今後、投資額の

  回収が見込めなくなったため、帳簿価額を回収

  可能価額まで減額し、減損損失を計上しまし

  た。

 (3) 減損損失の金額

  建物 5,879千円 

　構築物 638千円 

　リース資産 1,328千円 

　合計 7,846千円 

 (3) 減損損失の金額

  建物 2,252千円 

　構築物 97千円 

　合計 2,350千円 

  

 (4) 資産のグルーピング

    当社は、直営事業においては店舗を基本単位

　として資産のグルーピングを行っており、その

　他本社などは共用資産として全体でグルーピン

　グしております。

 (4) 資産のグルーピング

      　　　　　   　同左

 (5) 回収可能価額の算定方法

    回収可能価額については、使用価値により測

　定しており、割引率は５%を用いております。

 

 (5) 回収可能価額の算定方法

                     同左

  ４．減価償却実施額

  有形固定資産 56,187千円 

　無形固定資産 11,848千円 

　合計 68,036千円 

  ４．減価償却実施額

  有形固定資産 65,395千円 

　無形固定資産 27,073千円 

　合計 92,468千円 
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    (四半期株主資本等変動計算書関係)

当第３四半期会計期間（自　平成18年６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に関する事項

 

前事業年度末

株式数

　　　　　　　（株）

当第３四半期会計期間

増加株式数 

　　　　　　（株） 

当第３四半期会計期間

減少株式数  

　　　　　　（株） 

当第３四半期会計期間末

株式数 

 　　　　　　（株）

発行済株式     

　　　普通株式 37,000 ― ― 37,000

合計 37,000 ― ― 37,000

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

　　　該当事項はありません。

 

前事業年度（自　平成17年６月１日　至　平成18年５月31日）

１．発行済株式の種類及び総数に関する事項

 

前事業年度末

株式数

　　　　　　　（株）

当事業年度

 増加株式数 

　　　　　　（株） 

当事業年度

  減少株式数  

　　　　　　（株） 

当事業年度末

株式数 

 　　　　　　（株）

発行済株式     

　　　普通株式 37,000 ― ― 37,000

合計 37,000 ― ― 37,000

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

　　　該当事項はありません。

 

 

(四半期キャッシュ・フロー計算書関係) 

当第３四半期会計期間
（自　平成18年６月１日
至　平成19年２月28日）

前事業年度
（自　平成17年６月１日
至　平成18年５月31日）

※ 現金及び現金同等物の第３四半期会計期間末残

  高と四半期貸借対照表に掲記されている科目の

  金額との関係

 　　　　　　　　　　（平成19年２月28日現在）

現金及び預金勘定 502,177千円 

預入期間が３ヵ月を超える定

期預金 

 

△77,000千円 

現金及び現金同等物 425,177千円 

※ 現金及び現金同等物の事業年度末残高と貸借対

　照表に掲記されている科目の金額との関係

 

 　　　　　　　　　　（平成18年５月31日現在）

現金及び預金勘定 418,822千円 

預入期間が３ヵ月を超える定

期預金 

 

△68,000千円 

現金及び現金同等物 350,822千円 
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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６月１日
至　平成19年２月28日）

前事業年度
（自　平成17年６月１日
至　平成18年５月31日）

１．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．リース物件の所有権が借主に移転すると認め

られるもの以外のファイナンス・リース取引

(1）リース物件の取得価額相当額、減価償却累計

額相当額、減損損失累計額及び第３四半期会計

期間末残高相当額

(1）リース物件の取得価額相当額、減価償却累計

額相当額及び当事業年度末残高相当額

 

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)

四半期
末残高
相当額
(千円)

工具器
具備品

179,441 41,040 － 138,401

合計 179,441 41,040 － 138,401

 
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

125,248 22,767 102,480

合計 125,248 22,767 102,480

(2）未経過リース料第３四半期会計期間末残高相

当額及びリース資産減損勘定残高

(2）未経過リース料当事業年度末残高相当額

１年内 34,700千円

１年超 106,904千円

合計 141,604千円

リース資産減

損勘定の残高

 

　　　－ 千円

１年内 22,572千円

１年超 81,304千円

合計 103,876千円

(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 26,074千円

リース資産減損勘

定の取崩額

 

1,328千円

減価償却費相当額 23,422千円

支払利息相当額 4,285千円

減損損失 1,328千円

支払リース料 20,227千円

減価償却費相当額 18,255千円

支払利息相当額 3,009千円

(4）減価償却費相当額の算定方法

      リース期間を耐用年数とし、残存価額を零

    とする定額法によっております。

(4）減価償却費相当額の算定方法

　　　　　　　　　　同左

(5）利息相当額の算定方法

 　　 リース料総額とリース物件の取得価額相当 

    額との差額を利息相当額とし、各期への配分

    方法については、利息法によっております。

(5）利息相当額の算定方法

 　　　　　　　　　 同左

 （減損損失について）

 リース資産に配分された減損損失はないめ、項

目等の記載は省略しております。
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(有価証券関係)

　当四半期会計期間末（平成19年２月28日現在）

 １．時価評価されていない主な有価証券の内容

 四半期貸借対照表計上額 (千円)

その他有価証券  

 非上場株式 1,000

前事業年度末（平成18年５月31日現在） 

  １．時価評価されていない主な有価証券の内容

 貸借対照表計上額 (千円)

その他有価証券  

 非上場株式 1,000

  ２．当事業年度中に売却したその他有価証券（自　平成17年６月１日　至　平成18年５月31日）

売却額（千円）   売却益の合計額（千円）   売却損の合計額（千円） 

44,957 36,151 －

 

 (デリバティブ取引関係)

当第３四半期会計期間

（自　平成18年６月１日

至　平成19年２月28日）

前事業年度

（自　平成17年６月１日

至　平成18年５月31日）

  特例処理によっているため時価評価しており

ません。　

 

 　　　　　　　　 同左
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    (ストックオプション等関係)

 当第３四半期会計期間（自　平成18年６月１日　至　平成19年２月28日）

 該当事項はありません。 

 

 前事業年度（自　平成17年６月１日　至　平成18年５月31日）

 １．ストック・オプションの内容

 
      平成17年ストック・オプション　　　

　　　　

 付与対象者の区分及び数
           当社取締役　　４名　

           当社従業員　　27名　

 ストック・オプション数            （注）１            普通株式　　1,040株 

 付与日            平成17年９月７日 

 権利確定条件

   付与日（平成17年９月７日）以降、権利

確定日（平成19年８月31日）まで継続して

勤務していること。 

 対象勤務期間
   ２年間（自 平成17年８月31日 至 平成19

年８月30日） 

 権利行使期間

   ８年間（自 平成19年８月31日 至 平成27

年８月30日）ただし、権利確定後定年又は会

社都合により退職した場合は、退職後12ヵ月

以内まで行使可。 

 権利行使価格　　　　　　　  （円）　 　200,000 

    付与日における公正な評価単価（円) （注）２ － 

（注）１．株式数に換算して記載しております。

　　　２．付与日における公正な評価単価については、会社法の施行前に付与されたストック・オプションであるため記載

　　　　　しておりません。

　　 

(持分法損益等)　　 

 当第３四半期会計期間（自　平成18年６月１日　至　平成19年２月28日）

 該当事項はありません。 

 

 前事業年度（自　平成17年６月１日　至　平成18年５月31日）　　

 該当事項はありません。 
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(１株当たり情報)

当第３四半期会計期間

 （自　平成18年６月１日

至　平成18年２月28日）

前事業年度

（自　平成17年６月１日

至　平成18年５月31日）

１株当たり純資産額 19,681円87銭

１株当たり四半期純利益金額 1,895円63銭

１株当たり純資産額 17,786円24銭

１株当たり当期純利益金額 274円20銭

  なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額につい

ては、新株予約権の残高はありますが、当社株式は非上場

であり、期中平均株価が把握できませんので記載しており

ません。

 

  なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額につい

ては、新株予約権の残高はありますが、当社株式は非上場

であり、期中平均株価が把握できませんので記載しており

ません。

 

　（注）　１株当たり四半期（当期）純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

 

当第３四半期会計期間

(自　平成18年６月１日

至　平成19年２月28日)

前事業年度

(自　平成17年６月１日

至　平成18年５月31日)

四半期（当期）純利益       （千円） 70,138 10,145

普通株主に帰属しない金額　 （千円） － －

普通株式に係る四半期（当期）純利益
70,138 10,145

（千円）

期中平均株式数（株） 37,000 37,000

  希薄化効果を有しないため、潜在株式調

  整後１株当たり四半期（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　  　　  ２種類

（ストックオプション　1,683個）

 株主総会

 決議日　     平成16年11月16日

 行使金額　   　　200,000円

 付与数　　   　　　　660個

 （700個より40個権利喪失）

 株主総会

 決議日　   　平成17年８月30日

 行使金額　　     200,000円

 付与数　　　   　　1,023個

 （1,040個より17個権利喪失）

 

 新株予約権　　    　２種類

（ストックオプション　1,700個）

 株主総会

 決議日      平成16年11月16日

 行使金額　 　 　200,000円

 付与数　　 　 　　　660個

 （700個より40個権利喪失）

 株主総会

 決議日　    平成17年８月30日

 行使金額  　　　200,000円

 付与数　　  　　　1,040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６月１日

至　平成19年２月28日）

前事業年度

（自　平成17年６月１日

至　平成18年５月31日）

  当社は、平成19年３月７日に株式会社東京証券取引

所マザーズ市場に株式を上場いたしました。株式上場

にあたり、平成19年２月２日及び平成19年２月16日開

催の取締役会決議により下記のとおり新株式を発行し、

平成19年３月６日に払込が完了いたしました。

　この結果、平成19年３月６日付で資本金は、651,200

千円、発行済み株式総数は、41,000株となっておりま

す。

（1） 発行新株式        　        4,000株

（2） 発行価格　　　　　　　　　 55,000円

（3） 引受価額　　　　　 　　　　50,600円

（4） 発行価額の総額    　    220,000千円

（5） 払込金額の総額          202,400千円

（6） 資本金組入額の総額      101,200千円

（7） 申込期間   　　   自  平成19年２月28日

　　　　　　　　　　　  至　平成19年３月２日

（8） 払込期日    　　  平成19年３月６日

（9） 募集方法  　　 ブックビルディング方式

（10）資金の使途  　 新規出店、借入金返済及びシ

　　　　　　　　　　 ステム開発
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