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１．平成19年２月中間期の業績（平成18年９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月中間期 3,267 4.5 366 53.2 368 56.3
18年２月中間期 3,126 13.0 239 34.1 235 43.7

18年８月期 6,331  639  641  

中間(当期)純利益
１株当たり中間
(当期)純利益

百万円 ％ 円 銭
19年２月中間期 200 67.6 4,290 01
18年２月中間期 119 12.5 10,238 10

18年８月期 319  27,322 26

(注) ①期中平均株式数 19年２月中間期  46,720株 18年２月中間期 11,680株 18年８月期   11,680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、中間(当期)純利益におけるパーセント表示は、対前年中間期増減率であります。
④平成18年９月１日付で１株を４株に分割しております。分割後の発行済株式総数46,720株により算出した平成18
年２月中間期の１株当たり中間純利益は、2,559円53銭となります。分割後の発行済株式総数46,720株により算出
した平成18年８月期の１株当たり当期純利益は、6,830円56銭となります。

(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月中間期 3,557 2,229 62.7 47,728 69
18年２月中間期 3,120 1,888 60.5 161,670 53

18年８月期 3,411 2,087 61.2 178,754 69

(注) ①期末発行済株式数 19年２月中間期  46,720株 18年２月中間期 11,680株 18年８月期   11,680株
②期末自己株式数 19年２月中間期 －株 18年２月中間期 －株 18年８月期 －株
③平成18年９月１日付で１株を４株に併合しております。分割後の発行済株式総数46,720株により算出した平成18
年２月中間期の１株当たり純資産は、40,417円63銭となります。分割後の発行済株式総数46,720株により算出し
た平成18年８月期の１株当たり純資産は、44,688円67銭となります。

２．平成19年８月期の業績予想（平成18年９月１日～平成19年８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 6,500 700 380

（参考）１株当たり予想当期純利益（通期）　　　　8,133円56銭

３．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８月期 － － － 5,000 － 5,000

19年８月期（実績） － － － － －
1,250

19年８月期（予想） － － － 1,250 －

 

※　上記に記載した予想数値は、現時点で入手可能な情報に基づき判断した見通しであり、多分に不確定な要素を含んで
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。
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６．個別中間財務諸表等
(1) 中間貸借対照表

  
前中間会計期間末

（平成18年２月28日）
当中間会計期間末

（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８月31日）

区分
注記
番号

金額（千円）
構成比
（％）

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  480,035   364,325   538,809   

２．売掛金  252,008   273,072   180,873   

３．たな卸資産  890,297   1,096,727   1,046,589   

４．繰延税金資産  48,977   54,050   71,654   

５．その他  84,698   198,450   50,075   

流動資産合計   1,756,016 56.3  1,986,626 55.8  1,888,002 55.3

Ⅱ　固定資産           

(1）有形固定資産           

１．建物  407,639   590,288   538,028   

減価償却累計額  107,605 300,033  162,629 427,658  144,235 393,792  

２．器具及び備品  23,216   22,582   24,105   

減価償却累計額  13,773 9,442  9,192 13,390  15,736 8,369  

有形固定資産合計   309,476 9.9  441,049 12.4  402,162 11.8

(2）無形固定資産   5,338 0.2  5,819 0.2  5,263 0.2

(3）投資その他の資産           

１．関係会社株式   36,298   26,298   26,298  

２．関係会社
長期貸付金

  253,663   261,763   223,663  

３．繰延税金資産   64,256   69,816   70,111  

４．差入保証金   658,728   748,470   758,712  

５．その他   39,544   38,487   39,995  

貸倒引当金   △3,085   △21,176   △3,076  

投資その他の資産
合計

  1,049,405 33.6  1,123,658 31.6  1,115,704 32.7

固定資産合計   1,364,220 43.7  1,570,527 44.2  1,523,130 44.7

資産合計   3,120,237 100.0  3,557,153 100.0  3,411,132 100.0
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前中間会計期間末

（平成18年２月28日）
当中間会計期間末

（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８月31日）

区分
注記
番号

金額（千円）
構成比
（％）

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  246,289   107,074   148,691   

２．短期借入金  100,000   200,000   300,000   

３．１年以内返済予定
長期借入金

 106,851   88,604   73,853   

４．１年以内償還予定
社債

 110,000   150,000   25,000   

５．ポイント引当金  43,176   32,693   34,032   

６．その他 ※2 283,863   474,325   425,698   

流動負債合計   890,179 28.5  1,052,698 29.6  1,007,275 29.5

Ⅱ　固定負債           

１．社債  150,000   －   150,000   

２．長期借入金  35,000   132,396   5,000   

３．退職給付引当金  14,337   15,702   14,936   

４．役員退職慰労引当金  142,407   126,472   146,065   

固定負債合計   341,745 11.0  274,571 7.7  316,002 9.3

負債合計   1,231,925 39.5  1,327,269 37.3  1,323,277 38.8

           

（資本の部）           

Ⅰ　資本金   693,750 22.2  － －  － －

Ⅱ　資本剰余金           

資本準備金  800,400   －   －   

資本剰余金合計   800,400 25.7  － －  － －

Ⅲ　利益剰余金           

１．利益準備金  4,000   －   －   

２．任意積立金  38,300   －   －   

３．中間（当期）
未処分利益

 351,861   －   －   

利益剰余金合計   394,161 12.6  － －  － －

資本合計   1,888,311 60.5  － －  － －

負債資本合計   3,120,237 100.0  － －  － －
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前中間会計期間末

（平成18年２月28日）
当中間会計期間末

（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８月31日）

区分
注記
番号

金額（千円）
構成比
（％）

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   － －  693,750 19.5  693,750 20.3

２．資本剰余金           

    資本準備金  －   800,400   800,400   

資本剰余金合計   － －  800,400 22.5  800,400 23.5

３．利益剰余金           

(1）利益準備金  －   4,000   4,000   

(2）その他利益剰余金           

別途積立金  －   38,300   38,300   

繰越利益剰余金  －   693,434   551,404   

利益剰余金合計   － －  735,734 20.7  593,704 17.4

株主資本合計   － －  2,229,884 62.7  2,087,854 61.2

純資産合計   － －  2,229,884 62.7  2,087,854 61.2

負債純資産合計   － －  3,557,153 100.0  3,411,132 100.0
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(2) 中間損益計算書

  
前中間会計期間

（自　平成17年９月１日
至　平成18年２月28日）

当中間会計期間
（自　平成18年９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９月１日
至　平成18年８月31日）

区分
注記
番号

金額（千円）
百分比
（％）

金額（千円）
百分比
（％）

金額（千円）
百分比
（％）

Ⅰ　売上高   3,126,466 100.0  3,267,152 100.0  6,331,053 100.0

Ⅱ　売上原価   1,369,328 43.8  1,381,039 42.3  2,663,799 42.1

売上総利益   1,757,138 56.2  1,886,113 57.7  3,667,254 57.9

Ⅲ　販売費及び一般管理費   1,517,979 48.6  1,519,693 46.5  3,027,350 47.8

営業利益   239,159 7.6  366,419 11.2  639,904 10.1

Ⅳ　営業外収益 ※１  4,374 0.1  17,032 0.5  14,328 0.2

Ⅴ　営業外費用 ※２  7,874 0.2  15,071 0.4  12,668 0.2

経常利益   235,659 7.5  368,379 11.3  641,563 10.1

Ⅵ　特別利益   － －  6,637 0.2  － －

Ⅶ　特別損失 ※３  10,559 0.3  18,744 0.6  56,642 0.9

税引前中間(当期)
純利益

  225,099 7.2  356,273 10.9  584,921 9.2

法人税、住民税
及び事業税

 49,178   137,944   237,990   

法人税等調整額  56,339 105,518 3.4 17,899 155,843 4.8 27,807 265,797 4.2

中間(当期)純利益   119,581 3.8  200,429 6.1  319,124 5.0

前期繰越利益   232,280   － －  － －

中間（当期）
未処分利益

  351,861   － －  － －
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(3) 中間株主資本等変動計算書

当中間会計期間（自　平成18年９月１日　至　平成19年２月28日）

株主資本

純資産
合計

資本金

資本剰余金 利益剰余金

株主資本
合計資本

準備金
その他資
本剰余金

資本剰余
金合計

利益
準備金

その他利益剰余金
利益剰余
金合計別途

積立金
繰越利益
剰余金

平成18年８月31日　残高
（千円）

693,750 800,400 － 800,400 4,000 38,300 551,404 593,704 2,087,854 2,087,854

中間会計期間中の変動額

剰余金の配当       △58,400 △58,400 △58,400 △58,400

中間純利益       200,429 200,429 200,429 200,429

中間会計期間中の変動額合計
（千円）

－ － － － － － 142,029 142,029 142,029 142,029

平成19年２月28日　残高
（千円）

693,750 800,400 － 800,400 4,000 38,300 693,434 735,734 2,229,884 2,229,884

前事業年度の株主資本等変動計算書（自　平成17年９月１日　至　平成18年８月31日）

株主資本

純資産
合計

資本金

資本剰余金 利益剰余金

株主資本
合計資本

準備金
その他資
本剰余金

資本剰余
金合計

利益
準備金

その他利益剰余金
利益剰余
金合計別途

積立金
繰越利益
剰余金

平成17年８月31日　残高
（千円）

693,750 800,400 － 800,400 4,000 38,300 284,840 327,140 1,821,290 1,821,290

事業年度中の変動額

剰余金の配当       △52,560 △52,560 △52,560 △52,560

当期純利益       319,124 319,124 319,124 319,124

事業年度中の変動額合計
（千円）

－ － － － － － 266,564 266,564 266,564 266,564

平成18年８月31日　残高
（千円）

693,750 800,400 － 800,400 4,000 38,300 551,404 593,704 2,087,854 2,087,854
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中間財務諸表作成のための基本となる重要な事項

項目
前中間会計期間

（自　平成17年９月１日
至　平成18年２月28日）

当中間会計期間
（自　平成18年９月１日
至　平成19年２月28日）

前事業年度
（自　平成17年９月 1日
至　平成18年８月31日）

１．資産の評価基準及び評価

方法

(1）有価証券

　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）有価証券

　子会社株式

同左

(1）有価証券

　子会社株式

同左

 (2）デリバティブ

　時価法により評価しております。

(2）デリバティブ

同左

(2）デリバティブ

同左

 (3）たな卸資産

商品

移動平均法による原価法を採用

しております。

材料

移動平均法による原価法を採用

しております。

(3）たな卸資産

同左

(3）たな卸資産

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。

　なお、主な耐用年数は以下のと

おりであります。

建物　　　10～15年

器具備品　３～８年

(1）有形固定資産

同左

(1）有形固定資産

同左

 (2）無形固定資産

　定額法を採用しております。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）によっております。

(2）無形固定資産

　同左

(2）無形固定資産

同左

３．引当金の計上基準 (1）貸倒引当金

　債権の貸倒れによる損失に備え

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

(1）貸倒引当金

同左

 (2）ポイント引当金

「オンリークラブカード」制度に

基づき、購入金額に応じて顧客に

付与したポイントの将来の利用に

備えるため、過去の利用実績率に

より将来使用されると見込まれる

額を計上しております。

(2）ポイント引当金

同左

(2）ポイント引当金

同左
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項目
前中間会計期間

（自　平成17年９月１日
至　平成18年２月28日）

当中間会計期間
（自　平成18年９月１日
至　平成19年２月28日）

前事業年度
（自　平成17年９月 1日
至　平成18年８月31日）

 (3）退職給付引当金

　従業員の退職給付に備えるため、

期末における退職給付債務見込額

（簡便法）に基づき、当中間会計

期間末において発生していると認

められる額を計上しております。

(3）退職給付引当金

　同左

(3）退職給付引当金

　従業員の退職給付に備えるため、

期末における退職給付債務見込額

（簡便法）に基づき必要額を計上

しております。

 (4）役員退職慰労引当金

　役員の退職慰労金の支出に備え

るため、内規に基づき、当中間会

計期間末において発生していると

認められる額を計上しております。

(4）役員退職慰労引当金

　同左

(4）役員退職慰労引当金

　役員の退職慰労金の支出に備え

るため、内規に基づく期末要支給

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 同左

５．ヘッジ会計の方法 (1）ヘッジ会計の方法

　金利スワップについては、特例

処理の要件を満たしておりますの

で、特例処理を採用しております。

また、為替予約が付されている外

貨建金銭債務については、振当処

理を行っております。

(1）ヘッジ会計の方法

　同左

(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)　(ヘッジ対象)

金利スワップ　借入金の利息

為替予約　　　外貨建金銭債務

(2）ヘッジ手段とヘッジ対象

同左

(2）ヘッジ手段とヘッジ対象

同左

 (3）ヘッジ方針

　金利及び為替等の相場変動に伴

うリスクの軽減を目的に金利及び

通貨に係るデリバティブ取引を

行っております。

(3）ヘッジ方針

同左

(3）ヘッジ方針

同左

 (4）ヘッジ有効性評価の方法

・金利スワップの特例処理の要件

を満たしているので中間決算

日における有効性の評価を省

略しております。

・為替予約の締結時に、リスク管

理方針に従って為替予約を振

当てており、その後の為替相

場の変動による相関関係は完

全に確保されているので中間

決算日における有効性の評価

を省略しております。

(4）ヘッジ有効性評価の方法

同左

(4）ヘッジ有効性評価の方法

・金利スワップの特例処理の要件

を満たしているので決算日に

おける有効性の評価を省略し

ております。

・為替予約の締結時に、リスク管

理方針に従って為替予約を振

当てており、その後の為替相

場の変動による相関関係は完

全に確保されているので決算

日における有効性の評価を省

略しております。

６．その他中間財務諸表(財務

諸表)作成のための基本と

なる重要な事項

(1）消費税等の会計処理

　税抜方式によっております。

(1）消費税等の会計処理

同左

(1）消費税等の会計処理

同左
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中間財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更

前中間会計期間
（自　平成17年9月1日
 至　平成18年2月28日）

当中間会計期間
（自　平成18年9月1日
 至　平成19年2月28日）

前会計年度 
（自　平成17年９月１日 
至　平成18年８月31日） 

（固定資産の減損に係る会計基準）

　当中間会計期間より、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。これによる損益に与

える影響はありません。

───── （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。これによる損益に与

える影響はありません。

───── ───── （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2,087,854千円であります。

　前事業年度における「資本の部」は

当事業年度から「純資産の部」として

表示しております。

　前事業年度において独立掲記してお

りました「資本金」、「資本剰余金」

及び「利益剰余金」は当事業年度にお

いては「株主資本」の内訳科目として

表示しております。
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注記事項

（中間貸借対照表関係）

前中間会計期間末
（平成18年２月28日）

当中間会計期間末
（平成19年２月28日）

前事業年度末
（平成18年８月31日）

※１．偶発債務

　下記の子会社について、リース債務に

対し保証を行っております。

※１．偶発債務

　下記の子会社について、リース債務に

対し保証を行っております。

※１．偶発債務

　下記の子会社について、リース債務、

借入金及び輸入信用状開設に対し保証を

行っております。

保証先 金額(千円) 内容

(株)オンリー
ファクトリー

4,872 リース債務

合計 4,872  

保証先 金額(千円) 内容

(株)オンリー
ファクトリー

3,515 リース債務

(株)オンリー
ファクトリー

194,504
銀行取引
債務

合計 198,019  

保証先 金額(千円) 内容

(株)オンリー
ファクトリー

5,658 リース債務

(株)オンリー
ファクトリー

200,000
銀行取引
債務

合計 205,658  

　上記のほか、子会社の為替予約取引に

ついて債務保証しております。

　上記のほか、子会社の為替予約取引に

ついて債務保証しております。

　上記のほか、子会社の為替予約取引に

ついて債務保証しております。

   

※２．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、流動負債のその他に含めて

　　表示しております。

※２．消費税等の取扱い

　　　同左 

─────

   

───── 　 ３．当社においては、運転資金の効率的な

調達を行うため、取引銀行６行とコミッ

トメントライン（特定融資枠契約）を締

結しております。この契約に基づく当中

間会計期間末の借入未実行残高は次のと

おりであります。

 

コミットメント

ラインの総額
      1,000,000千円

借入実行残高      200,000千円

差引額      800,000千円

 

─────

（中間損益計算書関係）

前中間会計期間
（自　平成17年９月１日
至　平成18年２月28日）

当中間会計期間
（自　平成18年９月１日
至　平成19年２月28日）

前事業年度
（自　平成17年９月１日
至　平成18年８月31日）

※１．営業外収益の主要項目 ※１．営業外収益の主要項目 ※１．営業外収益の主要項目

受取利息 1,798千円 受取利息      2,750千円 受取利息    5,086千円

受取配当金   15千円

※２．営業外費用の主要項目 ※２．営業外費用の主要項目 ※２．営業外費用の主要項目

支払利息 3,269千円

社債利息 560千円

為替差損 3,211千円

支払利息      4,203千円

社債利息    357千円

為替差損      1,025千円

支払利息       6,590千円

社債利息      1,020千円

為替差損      3,235千円

※３．特別損失の主要項目

　店舗解約損　　　　　  　10,000千円

※３．特別損失の主要項目

　固定資産除却損　　　　　15,261千円

　　　店舗解約損　　　　　  　 3,482千円

※３．特別損失の主要項目

　店舗解約損　　　　　    11,500千円

   

　４．減価償却実施額 　４．減価償却実施額 　４．減価償却実施額

有形固定資産 31,851千円

無形固定資産 74千円

有形固定資産       39,774千円

無形固定資産  84千円

有形固定資産       64,909千円

無形固定資産   149千円
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①　リース取引

前中間会計期間
（自　平成17年９月１日
至　平成18年２月28日）

当中間会計期間
（自　平成18年９月１日
至　平成19年２月28日）

前事業年度
（自　平成17年９月１日
至　平成18年８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）リース物件の取得価額相当額、減価償

却累計額相当額及び中間期末残高相当額

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

却累計額相当額及び中間期末残高相当額

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）

中間期
末残高
相当額
（千円）

車両運搬具 5,202 1,820 3,381

器具及び備品 357,311 122,709 234,602

無形固定資産
(ソフトウェ
ア)

59,682 27,795 31,886

合計 422,196 152,325 269,871

 

取得価
額相当
額
（千円）

減価償
却累計
額相当
額
（千円）

中間期
末残高
相当額
（千円）

車両運搬具 4,594 2,252 2,342

器具及び備品 530,189 251,577 278,612

無形固定資産
(ソフトウェ
ア)

51,280 42,683 8,596

合計 586,064 296,513 289,549

 

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）

車両運搬具 4,594 1,731 2,862

器具及び備品 449,196 208,931 240,264

無形固定資産
(ソフトウェ
ア)

51,280 36,985 14,294

合計 505,070 247,649 257,421

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

１年内 106,160千円

１年超 168,367千円

合計 274,527千円

１年内        122,136千円

１年超        172,125千円

合計        294,260千円

１年内        112,567千円

１年超        149,534千円

合計        262,102千円

(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、減価償却費相当額及び

支払利息相当額

(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 55,931千円

減価償却費相当額 52,465千円

支払利息相当額 3,856千円

支払リース料       72,573千円

減価償却費相当額       68,501千円

支払利息相当額      4,211千円

支払リース料      128,503千円

減価償却費相当額      120,824千円

支払利息相当額      8,292千円

(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

(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

(5）利息相当額の算定方法

同左

 ２．オペレーティング・リース取引 ２．オペレーティング・リース取引

     未経過リース料

１年内        110,142千円

１年超      263,668千円

合計        373,811千円

    未経過リース料

１年内        63,560千円

１年超       132,517千円

合計        196,078千円

②　有価証券

　前中間会計期間末（平成18年２月28日）、当中間会計期間末（平成19年２月28日）及び前事業年度末（平成18年

８月31日）において関係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）

前中間会計期間
（自　平成17年９月１日
至　平成18年２月28日）

当中間会計期間
（自　平成18年９月１日
至　平成19年２月28日）

前事業年度
（自　平成17年９月１日
至　平成18年８月31日）

１株当たり純資産額 161,670.53円

１株当たり中間純利益

金額
10,238.10円

１株当たり純資産額  47,728.69円

１株当たり中間純利益

金額
  4,290.01円

１株当たり純資産額 178,754.69円

１株当たり当期純利益

金額
 27,322.26円

　なお、潜在株式調整後１株当たり中

間純利益金額については、潜在株式が

存在しないため記載しておりません。

　なお、潜在株式調整後１株当たり中

間純利益金額については、希薄化効果

を有している潜在株式が存在しないた

め記載しておりません。

　また、平成18年９月１日付で１株を

４株に分割しております。当該株式分

割が前期首に行われたと仮定した場合

の前中間会計期間における１株当たり

情報については、以下のとおりであり

ます。

 

前中間会計期間 前事業年度

１株当たり
純資産額

40,417.63円

１株当たり
純資産額

44,688.67円

１株当たり
中間純利益金額
2,559.53円

１株当たり
当期純利益金額
6,830.56円

 

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、希薄化効果を

有している潜在株式が存在しないため

記載しておりません。

（注）１．１株当たり中間（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。

 
前中間会計期間

(自　平成17年９月１日
至　平成18年２月28日)

当中間会計期間
(自　平成18年９月１日
至　平成19年２月28日)

前事業年度
(自　平成17年９月１日
至　平成18年８月31日)

中間(当期)純利益（千円） 119,581 200,429 319,124

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） (－) (－) (－)

普通株式に係る中間(当期)純利益

（千円）
119,581 200,429 319,124

期中平均株式数（株） 11,680 46,720 11,680

希薄化効果を有しないため、潜在株式調

整後１株当たり中間（当期）純利益の算

定に含めなかった潜在株式の概要

　　　────── 新株予約権１種類（新

株予約権による潜在株

式の数　3,200株）

新株予約権１種類（新

株予約権による潜在株

式の数　800株）

　　　２．１株当たり純資産額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

 
前中間会計期間末
平成18年２月28日

当中間会計期間末
平成19年２月28日

前事業年度末
平成18年８月31日

純資産の部の合計額（千円） － 2,229,884 －

純資産の部の合計額から控除する金額

（千円）
－ － －

普通株式に係る中間期末（期末）の

純資産額（千円）
－ 2,229,884 －

１株当たり純資産額の算定に用いられた

中間期末（期末）の普通株式の数（株）
－ 46,720 －
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（重要な後発事象）

前中間会計期間
（自　平成17年９月１日
至　平成18年２月28日）

当中間会計期間
（自　平成18年９月１日
至　平成19年２月28日）

前事業年度
（自　平成17年９月１日
至　平成18年８月31日）

　─────── 　─────── 　平成18年７月24日開催の当社取締役

会の決議に基づき、平成18年９月１日

付をもって、投資家層の拡大を図るこ

とを目的として、次のように株式分割

による新株式を発行しております。

 

 １．分割により増加する株式数

　　　普通株式　35,040株

 

 ２．分割方法

　　　平成18年８月31日を基準日とし

　　て、株主の所有株数を、１株につ

　　き４株の割合をもって分割いたし

　　ました。

 

　当該株式分割が前事業年度の期首に

行われたと仮定した場合の前事業年度

における１株当たり情報及び当事業年

度の期首に行われたと仮定した場合の

当事業年度における１株当たり情報は、

それぞれ以下のとおりとなります。

 

 前事業年度 当事業年度

１株当たり
純資産額

38,983円10銭 44,688円67銭

１株当たり
当期純利益

金額
7,286円47銭 6,830円56銭

 

  なお、前事業年度の潜在株式調整後

１株当たり当期純利益金額については、

期中平均株価が算定できない上場前に

新株引受権の残高がなくなったため、

記載しておりません。また、当事業年

度の潜在株式調整後１株当たり当期純

利益金額については、希薄化効果を有

している潜在株式が存在しないため記

載しておりません。
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