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１．四半期連結財務情報の作成等に係る事項

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

 　

②　最近連結会計年度からの会計処理の方法の変更の有無　　：　有

内容については、添付資料14頁の「四半期連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更」をご覧くだ

さい。

③　連結及び持分法の適用範囲の異動の有無　　　　　　　　：　無

 

④　会計監査人の関与　　　　　　　　　　　　　　　　　　：　有

四半期連結財務諸表については、東京証券取引所の「上場有価証券の発行者の会社情報の適時開示等に関する規

則の取扱い」の別添に定められている「四半期財務諸表に対する意見表明に係る基準」に基づく意見表明のため

の手続きを受けております。

 

２．平成20年２月期第１四半期財務・業績の概況（平成19年３月１日　～　平成19年５月31日）

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

売上高 営業利益 経常利益 四半期（当期）純利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

20年２月期第１四半期 2,314 － 12 － 26 － 14 －

19年２月期第１四半期 － － － － － － － －

（参考）19年２月期 7,002  77  165  65  

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

20年２月期第１四半期 494 68 430 95 

19年２月期第１四半期 － － － －

（参考）19年２月期 2,609 35 2,108 86

（注）平成19年２月期第３四半期より四半期財務・業績の概況の開示を行っておりますので、平成19年２月期第１四半

期及び対前年同四半期増減率については記載しておりません。
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［連結経営成績の進捗状況に関する定性的情報等］

　当第１四半期連結会計期間におけるわが国経済は、原油価格の高騰や金利上昇の影響が懸念されつつも、企業業績の改

善を背景に積極的な設備投資や雇用情勢の改善等が持続し、個人消費にも緩やかな回復の兆しが見られました。

　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一部において明るい兆しが見られるものの、Ｍ＆Ａ等

による上位企業へのシェア集中が進む中で依然として厳しい競争環境が続いており、新規出店競争の一方で既存店業績の

改善に注力する動きも進んでおります。また、健康志向や安全性の問題など、食に対する消費者意識の高まりやニーズの

多様化もより鮮明となっており、ターゲットやコンセプト等を明確にした戦略が以前にも増して重要であると認識してお

ります。

　このような環境のもと、当社グループでは、前連結会計年度に進出した関西地区及び仙台周辺地区を含めた既存エリア

の営業基盤の確立と今後の出店のための人材の確保及び育成に努めてまいりました。また、関東地区３店舗、関西地区１

店舗、仙台周辺地区１店舗の合計５店舗の新規出店と既存店１店舗のリニューアルオープンを行い、平成19年５月31日現

在の業態数及び店舗数は、28業態62店舗となりました。

　以上の結果、当第１四半期連結会計期間の売上高は2,314百万円、営業利益は12百万円、経常利益は26百万円となり、当

第１四半期純利益は14百万円となりました。

　事業の種類別セグメントごとの業績の概況は、次のとおりであります。

① 飲食事業

　引き続き積極的な新規出店を行い、平成19年３月に「穂っこり堺店」（堺市北区）、同年４月に「ほっこり芝大門店」

（東京都港区）及び「ほっこり仙台店」（仙台市青葉区）、同年５月に「ほっこり有楽町店」（東京都千代田区）及び

「ほっこり品川店」（東京都港区）の計５店舗を出店いたしました。既存店につきましては、平成19年５月に「ほっこ

り銀座店」（東京都港区）を改装し、「てしごと家銀座店」をリニューアルオープンいたしました。また、平成19年５

月に「紗LaLa（シャララ）」（名古屋市中区）を閉店いたしました。

　なお、「三井ガーデンホテルプラナ東京ベイ」内に出店いたしましたビュッフェレストラン「PRANA STYLE（プラナス

タイル）」（平成19年６月１日オープン）につきまして、オープンに先立ち５月中に同ホテルのトライアルステイが実

施されたことに伴い、消耗品等の初期投資コスト及びトライアルステイに伴う店舗運営コストを当第１四半期連結会計

期間の費用として計上しております。

　その結果、飲食事業における売上高は2,141百万円となり、「PRANA STYLE（プラナスタイル）」のオープン前経費の

計上を主な要因として５百万円の営業損失となりました。

② ブライダル事業

　平成19年１月に新規開設いたしました「LUCENT TOWER and VILLA（ルーセントタワー アンド ヴィラ）」につきまし

て、名古屋駅直結の好立地を活かして積極的な営業活動を行いました。また、平成19年５月に「THE Garden 丸の内（ザ・

ガーデンマルノウチ）」を閉店いたしました。

その結果、ブライダル事業における売上高は233百万円、営業利益は10百万円となりました。

③ 不動産事業

　テナントビル「ダイヤモンドウェイ」の賃貸収入等により、不動産事業における売上高は28百万円、営業利益は３百

万円となりました。

④ その他の事業

広告代理業務等のその他の事業における売上高は61百万円、営業利益は１百万円となりました。
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(2）連結財政状態の変動状況

総資産 純資産 自己資本比率 １株当たり純資産

百万円 百万円 ％ 円 銭

20年２月期第１四半期 6,219 1,437 23.1 49,958 64

19年２月期第１四半期 － － － － －

（参考）19年２月期 5,579 1,381 24.8 50,989 22

（注）平成19年２月期第３四半期より四半期財務・業績の概況の開示を行っておりますので、平成19年２月期第１四半

期については記載しておりません。

(3）連結キャッシュ・フローの状況

営業活動による
キャッシュ・フロー

投資活動による
キャッシュ・フロー

財務活動による
キャッシュ・フロー

現金及び現金同等物
期末残高

百万円 百万円 百万円 百万円

20年２月期第１四半期 256 △494 372 509

19年２月期第１四半期 － － － －

（参考）19年２月期 330 △2,914 2,761 374

（注）平成19年２月期第３四半期より四半期財務・業績の概況の開示を行っておりますので、平成19年２月期第１四半

期については記載しておりません。

［連結財政状態の変動状況に関する定性的情報等］

　当第１四半期連結会計期間における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、営業活動によるキャッシュ・フ

ローが256百万円の資金増、投資活動によるキャッシュ・フローが494百万円の資金減、財務活動によるキャッシュ・フロー

が372百万円の資金増となりました。その結果、当第１四半期連結会計期間末の資金残高は509百万円となり、前連結会計

年度末の374百万円に比べ134百万円増加しております。

　当第１四半期連結会計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は、次のとおりであります。

（営業活動によるキャッシュ・フロー）

　営業活動の結果得られた資金は256百万円となりました。これは主に、税金等調整前第１四半期純利益を23百万円、非

資金項目である減価償却費を132百万円計上したことに加え、売上債権が23百万円増加したこと、法人税等の支払額が21

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494百万円となりました。これは主に、新規出店に伴う有形固定資産の取得による支出

が466百万円、差入保証金の差入による支出が121百万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372百万円となりました。これは主に、長期借入れによる収入が400百万円、長期借入

金の返済による支出が159百万円、新株予約権の権利行使に伴う新株の発行による収入が42百万円あったことなどによる

ものであります。
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３．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

［業績予想に関する定性的情報等］

　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。

　当第１四半期の飲食事業につきましては、名古屋駅前地区において、「名古屋ルーセントタワー」や「ミッドランドス

クエア」などの大型のオフィスビルや商業施設が開業したことで就業人口等が増加するなど、名古屋駅前地区の再開発が

同地区の景気に好影響を与えております。そうした中で、平成19年１月に「名古屋ルーセントタワー」内に出店いたしま

した「ほっこりLucent」など５店舗が、同地区の好況の影響も受け順調な推移となりました。新規出店につきましては、

「穂っこり堺店」（堺市北区）、「ほっこり芝大門店」（東京都港区）、「ほっこり仙台店」（仙台市青葉区）、「ほっ

こり有楽町店」（東京都千代田区）、「ほっこり品川店」（東京都港区）の計５店舗を出店し、計画どおりの出店となり

ました。なお、「三井ガーデンホテルプラナ東京ベイ」内に出店いたしましたビュッフェレストラン「PRANA STYLE（プラ

ナスタイル）」（平成19年６月１日オープン）につきまして、オープンに先立ち５月中に同ホテルのトライアルステイが

実施されたことに伴い、消耗品等の初期投資コスト及びトライアルステイに伴う店舗運営コストを当第１四半期の費用と

して計上しており、これを主な要因に当第１四半期における飲食事業は営業損失を計上しておりますが、業績予想に対す

る進捗状況は、ほぼ見込みどおりであります。また、ブライダル事業につきましては、上記の「名古屋ルーセントタワー」

内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）」が好調に推移いたしました。

　今後におきましては、飲食事業では、上記の「名古屋ルーセントタワー」内の５店舗を含め、前連結会計年度に出店し

た15店舗が通期稼動することに加え、当第１四半期に出店した５店舗の稼動により、業容の拡大を見込んでおります。ま

た、平成19年６月オープンの「PRANA STYLE（プラナスタイル）」は、ルームサービスも手掛けるホテル内レストランとし

て出店しており、当社グループの新しい取り組みであります。同店は300席を超える大型店舗であり、今後の業績貢献が期

待できるものと考えております。

　これらの結果、通期の連結業績は、売上高10,005百万円、経常利益402百万円、当期純利益212百万円を見込んでおり、

平成19年２月期決算短信（平成19年４月12日発表）に記載いたしました業績予想につきまして、現時点での変更はありま

せん。

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

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

(1）四半期連結貸借対照表

  
当第１四半期連結会計期間末

（平成19年５月31日）

前連結会計年度の
要約連結貸借対照表
（平成19年２月28日）

区分
注記
番号

金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

（資産の部）        

Ⅰ　流動資産        

１．現金及び預金   509,161   374,645  

２．売掛金   254,581   231,542  

３．たな卸資産   57,493   53,187  

４．繰延税金資産   17,570   15,036  

５．その他   148,779   169,312  

貸倒引当金   △1,936   △557  

流動資産合計   985,650 15.8  843,167 15.1

Ⅱ　固定資産        

１．有形固定資産   ※1       

(1）建物及び構築物  ※2 2,938,553   2,662,335   

(2）土地  ※2 863,820   863,820   

(3）その他  386,565 4,188,939 67.4 281,622 3,807,779 68.2

２．無形固定資産   2,117 0.0  2,287 0.0

３．投資その他の資産        

  (1）投資有価証券  7,078   7,073   

(2）差入保証金  970,294   862,871   

(3）繰延税金資産  9,136   9,138   

(4）その他  55,922   47,448   

貸倒引当金  △11 1,042,419 16.8 △9 926,522 16.6

固定資産合計   5,233,476 84.2  4,736,588 84.9

資産合計   6,219,127 100.0  5,579,756 100.0
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当第１四半期連結会計期間末

（平成19年５月31日）

前連結会計年度の
要約連結貸借対照表
（平成19年２月28日）

区分
注記
番号

金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

（負債の部）        

Ⅰ　流動負債        

１．買掛金   188,053   169,739  

２．短期借入金   150,000   50,000  

３．一年以内返済予定
長期借入金

 ※2  598,774   546,232  

４．一年以内償還予定社債   110,000   70,000  

５．未払金   603,530   521,872  

６．未払法人税等   16,097   29,172  

７．賞与引当金   29,650   13,271  

８．その他   224,580   89,991  

流動負債合計   1,920,686 30.9  1,490,279 26.7

Ⅱ　固定負債        

１．社債   －   50,000  

２．長期借入金 　※2  2,799,438   2,611,159  

３．その他   61,292   46,611  

固定負債合計   2,860,730 46.0  2,707,770 48.5

負債合計   4,781,417 76.9  4,198,050 75.2

        

（純資産の部）        

Ⅰ　株主資本        

１．資本金   652,825 10.5  631,825 11.3

２．資本剰余金   582,825 9.4  561,825 10.1

３．利益剰余金   202,108 3.2  188,107 3.4

株主資本合計   1,437,758 23.1  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

  △49 △0.0  △51 △0.0

評価・換算差額等合計   △49 △0.0  △51 △0.0

純資産合計   1,437,709 23.1  1,381,706 24.8

負債及び純資産合計   6,219,127 100.0  5,579,756 100.0
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(2）四半期連結損益計算書

  
当第１四半期連結会計期間
（自　平成19年３月１日
至　平成19年５月31日）

前連結会計年度の
要約連結損益計算書

（自　平成18年３月１日
至　平成19年２月28日）

区分
注記
番号

金額（千円）
百分比
（％）

金額（千円）
百分比
（％）

Ⅰ　売上高   2,314,331 100.0  7,002,292 100.0

Ⅱ　売上原価   678,869 29.3  1,898,034 27.1

売上総利益   1,635,462 70.7  5,104,257 72.9

Ⅲ　販売費及び一般管理費 　※1  1,623,361 70.1  5,027,189 71.8

営業利益   12,101 0.5  77,068 1.1

Ⅳ　営業外収益        

１．協賛金収入  25,490   82,692   

２．保険解約返戻金  4,961   34,895   

３．その他  6,524 36,977 1.6 40,408 157,995 2.3

Ⅴ　営業外費用        

１．支払利息  17,538   39,437   

２．株式交付費償却  －   1,616   

３．株式公開費用  －   21,660   

４．その他  4,550 22,088 1.0 6,931 69,646 1.0

経常利益   26,989 1.2  165,418 2.4

Ⅵ　特別利益        

１．貸倒引当金戻入  50   －   

２．固定資産売却益 　※2 － 50 0.0 600 600 0.0

Ⅶ　特別損失        

１．固定資産除却損  ※3 3,796   6,008   

２．投資有価証券売却損  －   232   

３．減損損失  ※4 － 3,796 0.2 17,133 23,374 0.3

税金等調整前第１四半期
（当期）純利益

  23,244 1.0  142,643 2.0

法人税、住民税
及び事業税

 9,243   77,202   

法人税等調整額   ※5 － 9,243 0.4 △194 77,007 1.1

第１四半期（当期）
純利益

  14,000 0.6  65,635 0.9
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(3）四半期連結株主資本等変動計算書

当第１四半期連結会計期間（自　平成19年３月１日　至　平成19年５月31日）　　　　　　（単位：千円）

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

四半期連結会計期間中の変動額 

新株の発行 21,000 21,000 － 42,000

第１四半期純利益 － － 14,000 14,000

株主資本以外の項目の四半期連結
会計期間中の変動額（純額）

－ － － －

四半期連結会計期間中の変動額合計 21,000 21,000 14,000 56,000

平成19年５月31日　残高 652,825 582,825 202,108 1,437,758

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19年２月28日　残高 △51 △51 1,381,706

四半期連結会計期間中の変動額 

新株の発行 － － 42,000

第１四半期純利益 － － 14,000

株主資本以外の項目の四半期連結
会計年度中の変動額（純額）

2 2 2

四半期連結会計期間中の変動額合計 2 2 56,003

平成19年５月31日　残高 △49 △49 1,437,709
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前連結会計年度の要約連結株主資本等変動計算書（自　平成18年３月１日　至　平成19年２月28日）

 （単位：千円）

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

平成19年２月28日　残高 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 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 △431 △431 361,303

平成19年２月28日　残高 △51 △51 1,381,706
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(4）四半期連結キャッシュ・フロー計算書

  
当第１四半期連結会計期間
（自　平成19年３月１日
至　平成19年５月31日）

前連結会計年度の要約連結
キャッシュ・フロー計算書
（自　平成18年３月１日
至　平成19年２月28日）

区分
注記
番号

金額（千円） 金額（千円）

Ⅰ　営業活動によるキャッシュ・フロー    

税金等調整前第１四半期（当期）純利益  23,244 142,643

減価償却費  132,300 411,293

減損損失  － 17,133

貸倒引当金の増加額  1,380 152

賞与引当金の増減額（△は減少）  16,378 △7,294

受取利息及び受取配当金  △204 △717

支払利息  17,538 39,437

株式交付費償却  － 1,616

固定資産売却益  － △600

固定資産除却損  3,796 6,008

投資有価証券売却損  － 232

売上債権の増加額  △23,038 △126,283

たな卸資産の増加額  △4,305 △13,402

仕入債務の増加額  18,314 54,890

未払金の増加額  3,740 48,535

その他  104,542 △62,807

小計  293,687 510,838

利息及び配当金の受取額  205 717

利息の支払額  △16,141 △38,684

法人税等の支払額  △21,058 △141,915

営業活動によるキャッシュ・フロー  256,692 330,955
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当第１四半期連結会計期間
（自　平成19年３月１日
至　平成19年５月31日）

前連結会計年度の要約連結
キャッシュ・フロー計算書
（自　平成18年３月１日
至　平成19年２月28日）

区分
注記
番号

金額（千円） 金額（千円）

Ⅱ　投資活動によるキャッシュ・フロー    

定期預金の預入による支出  － △8,000

定期預金の払戻による収入  － 38,005

有形固定資産の取得による支出  △466,061 △2,676,852

有形固定資産の売却による収入  － 4,427

有形固定資産の売却による前受収入  94,500 －

無形固定資産の取得による支出  － △550

貸付けによる支出  △3,200 △8,560

貸付金の回収による収入  1,661 5,937

差入保証金の回収による収入  4,114 11,524

差入保証金の差入による支出  △121,445 △293,850

その他  △4,566 13,358

投資活動によるキャッシュ・フロー  △494,997 △2,914,559

    

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  100,000 －

長期借入れによる収入  400,000 2,980,000

長期借入金の返済による支出  △159,179 △492,935

社債の償還による支出  △10,000 △20,000

株式の発行による収入  42,000 294,483

財務活動によるキャッシュ・フロー  372,821 2,761,548

Ⅳ　現金及び現金同等物の増加額  134,516 177,943

Ⅴ　現金及び現金同等物の期首残高  374,985 197,042

Ⅵ　現金及び現金同等物の
第１四半期末（期末）残高

 ※1 509,502 374,985
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四半期連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項

項目
当第１四半期連結会計期間
（自　平成19年３月１日
至　平成19年５月31日）

前連結会計年度
（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．連結子会社の第１四半期決算日

（決算日）等に関する事項

全ての連結子会社の第１四半期決算日は、第１四

半期連結決算日と一致しております。

全ての連結子会社の決算日は、連結決算日と一致

しております。

３．会計処理基準に関する事項  

 (1) 重要な資産の評価基準及び評価

方法

イ　有価証券

その他有価証券

時価のあるもの

第１四半期連結決算日の市場価格等に

基づく時価法（評価差額は全部純資産

直入法により処理し、売却原価は移動

平均法により算定）を採用しておりま

す。

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

 　時価のないもの

同左

 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　　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。

イ　有形固定資産

同左

 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

 (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第１四半期

連結会計期間負担額を計上しております。

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。

 (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
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項目
当第１四半期連結会計期間
（自　平成19年３月１日
至　平成19年５月31日）

前連結会計年度
（自　平成18年３月１日
至　平成19年２月28日）

 (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) その他四半期連結財務諸表（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

 ロ　法人税等の会計処理

当第１四半期連結会計期間における税金費

用については、法定実効税率による簡便な

方法によっております。

ロ　 ──────

 

 ４．四半期連結キャッシュ・フロー

計算書（連結キャッシュ・フ

ロー計算書）における資金の範

囲

手許現金、随時引き出し可能な預金及び容易に換

金可能であり、かつ、価値の変動について僅少な

リスクしか負わない取得日から３ヶ月以内に満期

日の到来する短期投資からなっております。

同左
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四半期連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更

 （会計処理方法の変更）

当第１四半期連結会計期間
（自　平成19年３月１日
至　平成19年５月31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）

 ────── （固定資産の減損に係る会計基準）

　当連結会計年度から、「固定資産の減損に係る会計基準」（「固

定資産の減損に係る会計基準の設定に関する意見書」（企業会計

審議会　平成14年８月９日））及び「固定資産の減損に係る会計

基準の適用指針」（企業会計基準委員会　平成15年10月31日　企

業会計基準適用指針第６号）を適用しております。これにより税

金等調整前当期純利益が17,133千円減少しております。

　なお、減損損失累計額については、改正後の連結財務諸表規則

に基づき当該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等）

　当連結会計年度から「貸借対照表の純資産の部の表示に関する

会計基準」（企業会計基準委員会　平成17年12月９日　企業会計

基準第５号）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」（企業会計基準委員会　平成17年12月９日　

企業会計基準適用指針第８号）を適用しております。

　従来の「資本の部」の合計に相当する金額は1,381,706千円であ

ります。

　なお、連結財務諸表規則の改正により、当連結会計年度におけ

る連結財務諸表は、改正後の連結財務諸表規則により作成してお

ります。

（減価償却方法の変更）　

　当第１四半期連結会計期間から法人税法の改正にともない、平

成19年４月１日以降取得の有形固定資産については、改正法人税

法に規定する償却方法により減価償却費を計上しております。こ

れにより減価償却費は3,049千円増加し、営業利益、経常利益及び

税金等調整前第１四半期純利益は同額減少しております。

──────

（不動産賃貸収入及び不動産賃貸原価の計上区分）

　従来、賃貸資産に関する受取賃貸料及び費用は、営業外収益及

び営業外費用に計上しておりましたが、テナントビル取得に伴い

不動産賃貸収入の金額的重要性が高まり、経営成績をより適正に

表示するため、当第１四半期連結会計期間から売上高及び売上原

価に計上する方法に変更いたしました。

　この変更により、従来の方法と比較して、売上高は21,429千円、

売上原価は17,065千円増加し、営業外収益は21,429千円、営業外

費用は17,065千円減少するとともに、売上総利益及び営業利益は

4,364千円増加しておりますが、経常利益及び税金等調整前第１四

半期純利益への影響はありません。

──────

株式会社ジェイプロジェクト（3063）平成 20 年２月期 第１四半期財務・業績の概況

－ 14 －



(5）注記事項等

（四半期連結貸借対照表関係）

当第１四半期連結会計期間末
（平成19年５月31日）

前連結会計年度
（平成19年２月28日）

※１．有形固定資産の減価償却累計額

1,316,276千円

 

※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。

建物及び構築物 913,972千円

土地 863,733千円

計 1,777,706千円

  

　　担保付債務は次のとおりであります。

一年以内返済予定長期借入金 105,448千円

長期借入金 1,510,620千円

計 1,616,068千円

 

※２．担保資産及び担保付債務

　　担保に供している資産は次のとおりであります。

建物及び構築物 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。

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
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（四半期連結損益計算書関係）

当第１四半期連結会計期間
（自　平成19年３月１日
至　平成19年５月31日）

前連結会計年度
（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 56,775千円

給料手当 683,011千円

地代家賃  238,322千円

減価償却費  123,904千円

水道光熱費  80,570千円

備品消耗品費 51,681千円

広告宣伝費  41,722千円

貸倒引当金繰入 1,431千円

賞与引当金繰入 16,378千円

役員報酬 219,065千円

給料手当 2,066,912千円

地代家賃 694,176千円

減価償却費 406,900千円

水道光熱費 263,942千円

備品消耗品費 198,169千円

広告宣伝費 161,343千円

貸倒引当金繰入 152千円

賞与引当金繰入 13,271千円

※２．────── ※２．固定資産売却益の内訳

建物及び構築物 488千円

その他 111千円

計 600千円

※３．固定資産除却損の内訳 ※３．固定資産除却損の内訳

建物及び構築物 2,866千円

その他 929千円

計 3,796千円

建物及び構築物 5,564千円

その他 443千円

計 6,008千円

※４．────── ※４．減損損失　　　　　　

当連結会計年度において、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

 

 建物及び構築物  9,976千円

 その他  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、正味売却価額は売却が困難であるため零として評価

しております。

※５．第１四半期連結会計期間における税金費用については、簡便法

　　　による税効果会計を適用しているため、法人税等調整額は「法

　　　人税、住民税及び事業税」に含めて表示しております。

 ※５．──────
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（四半期連結株主資本等変動計算書関係）

  当第１四半期連結会計期間（自　平成19年３月１日　至　平成19年５月31日）

　 １．発行済株式の種類及び総数に関する事項
 

前連結会計年度末株式数

（株）

当第１四半期連結会計

期間増加株式数

（株）

当第１四半期連結会計

期間減少株式数

（株）

当第１四半期連結会計

期間末株式数

（株）

発行済株式

普通株式（注） 27,098 1,680 － 28,778

合計 27,098 1,680 － 28,778

（注）発行済株式数の増加は、新株予約権の行使によるものであります。

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

 　　 該当事項はありません。

  前連結会計年度（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

該当事項はありません。
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（四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係）

当第１四半期連結会計期間
（自　平成19年３月１日
至　平成19年５月31日）

前連結会計年度
（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第１四半期末残高と第１四半期連結貸

　　　借対照表に掲記されている科目の金額との関係

※１．現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表に掲記されて

　　　いる科目の金額との関係

（平成19年５月31日現在）

（千円）

現金及び預金勘定 509,161

ＭＲＦ 340

現金及び現金同等物 509,502

 　　　　　　　　　　　

（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）

当第１四半期連結会計期間
（自　平成19年３月１日
至　平成19年５月31日）

前連結会計年度
（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、減損損失

累計額相当額及び第１四半期末残高相当額

(1）リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当額、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）

減損損失

累計額

相当額

（千円） 

第１四半期末

残高相当額

（千円） 

建物及び

構築物
390,300 17,400 － 372,899

その他 389,731 189,511 3,271 196,949

合計 780,031 206,911 3,271 569,848

 

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

その他 393,106 223,812 5,951 163,342

合計 783,406 230,772 5,951 546,682

(2）未経過リース料第１四半期末残高相当額等

 未経過リース料第１四半期末残高相当額

(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 99,782千円

１年超 476,269千円

合　計 576,051千円

 リース資産減損勘定の残高 －

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、リース資産減損勘定の取崩額、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 31,020千円

　リース資産減損勘定の取崩額 249千円

　減価償却費相当額 27,279千円

　支払利息相当額 4,681千円

 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
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（有価証券関係）

有価証券明細表

１．その他有価証券で時価のあるもの

種類

当第１四半期連結会計期間（平成19年５月31日） 前連結会計年度（平成19年２月28日）

取得原価
（千円）

第１四半期連結貸
借対照表計上額

（千円）
差額（千円）

取得原価
（千円）

連結貸借対照表
計上額
（千円）

差額（千円）

(1）株式 7,160 7,078 △82 7,160 7,073 △87

(2）債券 － － － － － －

(3）その他 － － － － － －

小計 7,160 7,078 △82 7,160 7,073 △87

２．前連結会計年度中に売却したその他有価証券（自　平成18年３月１日　至　平成19年２月28日）

売却額（千円） 売却益の合計額（千円） 売却損の合計額（千円） 

912 － 232

３．時価評価されていない主な有価証券の内容

第１四半期連結貸借対照表計上額（千円） 前連結会計年度連結貸借対照表計上額（千円）

　その他有価証券   

 　　ＭＲＦ 340 340

 

（デリバティブ取引関係）

当第１四半期連結会計期間末（平成19年５月31日現在）及び前連結会計年度（平成19年２月28日現在）

デリバティブ取引の契約額等、時価及び評価損益の状況

 　　 　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 20 年２月期 第１四半期財務・業績の概況

－ 20 －



    （ストック・オプション等関係）

  　　当第１四半期連結会計期間（自　平成19年３月１日　至　平成19年５月31日）

  　　　該当事項はありません。

  　　前連結会計年度（自　平成18年３月１日　至　平成19年２月28日）

１．ストック・オプションの内容、規模及びその変動状況

(1）ストック・オプションの内容

 決議日  平成15年８月30日

付与対象者の区分及び人数
取締役３名、監査役１名、当社従業員87名、

当社子会社従業員１名

ストック・オプション数（注） 普通株式　3,000株

付与日 平成15年８月31日

権利確定条件 定めておりません。

対象勤務期間 定めておりません。

権利行使期間
自　平成17年９月１日

至　平成25年８月31日

（注）株式数に換算して記載しております。

 　　　　 (2）ストック・オプションの規模及びその変動状況

当連結会計年度において存在したストック・オプションを対象とし、ストック・オプションの数につい

ては、株式数に換算して記載しております。

①　ストック・オプションの数

 決議日   平成15年８月30日

権利確定前 （株）  

前連結会計年度末  －

付与  －

失効  －

権利確定  －

未確定残  －

権利確定後 （株）  

前連結会計年度末  8,964

権利確定  －

権利行使  2,916

失効  －

未行使残  6,048

②　単価情報

 決議日   平成15年８月30日

権利行使価格 （円） 25,000

行使時平均株価 （円） 345,776

公正な評価単価（付与日） （円） －
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（セグメント情報）

【事業の種類別セグメント情報】

当第１四半期連結会計期間（自　平成19年３月１日　至　平成19年５月31日）

飲食事業

（千円）

ブライダル
事業

（千円）

不動産事業

（千円） 

その他の
事業

（千円）

計

（千円）

消去又は
全社

（千円）

連結

（千円）

売上高        

(1) 外部顧客に対する

　　売上高
2,058,686 233,310 21,429 904 2,314,331 － 2,314,331

(2) セグメント間の内部

    売上高又は振替高
82,343 － 6,645 60,595 149,583 (149,583) －

計 2,141,030 233,310 28,074 61,499 2,463,915 (149,583) 2,314,331

営業費用 2,146,082 222,576 24,416 60,487 2,453,562 (151,331) 2,302,230

営業利益又は営業損失(△) △5,052 10,734 3,658 1,012 10,353 1,747 12,101

(注)１．事業区分の方法

事業の種類別セグメントは、内部管理上採用している区分によっております。

２．各事業区分の主要な内容

飲食事業・・・・・・居酒屋、レストラン等での飲食サービスの提供

ブライダル事業・・・挙式・披露宴サービスの提供

不動産事業・・・・・不動産の賃貸・管理業務等

その他の事業・・・・広告代理業等

３．不動産賃貸収入及び不動産賃貸原価の計上区分

「会計処理方法の変更」に記載のとおり、賃貸資産に関する受取賃貸料及び費用は、従来、営業外収益及び

営業外費用に計上しておりましたが、当第１四半期連結会計期間から売上高及び売上原価に計上する方法に変

更しております。

この変更により、事業の種類別セグメントとして新たに不動産事業を設けております。

また、当第１四半期連結会計期間より、営業損益の合計に占める割合が10％を超えているセグメントにつ

いて、区分して開示しております。

前連結会計年度（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、飲食事業を主要な事業内容としており、飲食事業の売上高、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。

【所在地別セグメント情報】

当第１四半期連結会計期間（自　平成19年３月１日　至　平成19年５月31日）及び前連結会計年度（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。

【海外売上高】

当第１四半期連結会計期間（自　平成19年３月１日　至　平成19年５月31日）及び前連結会計年度（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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（１株当たり情報）

当第１四半期連結会計期間

（自　平成19年３月１日

至　平成19年５月31日）

前連結会計年度

（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 49,958円64銭

１株当たり第１四半期純利益 494円68銭 

潜在株式調整後

１株当たり第１四半期純利益
430円95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

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

は、以下のとおりであります。

 
当第１四半期連結会計期間

(自　平成19年３月１日

至　平成19年５月31日)

前連結会計年度

（自　平成18年３月１日

至　平成19年２月28日）

１株当たり第１四半期（当期）純利益   

第１四半期（当期）純利益（千円） 14,000 65,635

普通株主に帰属しない金額（千円） － －

普通株式に係る第１四半期（当期）純利益（千円） 14,000 65,635

普通株式の期中平均株式数（株） 28,303 25,154

   

潜在株式調整後１株当たり第１四半期（当期）純利益   

第１四半期（当期）純利益調整額（千円） － －

普通株式増加数（株） 4,185 5,970

（うち新株予約権） (4,185) (5,970)

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後１株当たり第１四

半期（当期）純利益の算定に含めなかった潜在株式の概要
－ －
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（重要な後発事象）

当第１四半期連結会計期間
（自　平成19年３月１日
至　平成19年５月31日）

前連結会計年度
（自　平成18年３月１日
至　平成19年２月28日）

資産の譲渡

　当社は、収益性の向上を図るため、平成18年12月20日開催の取締役

会決議に基づき、平成19年６月１日に以下のとおり固定資産を譲渡い

たしました。

新株予約権の行使 

　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。

１.譲渡先　　　株式会社プラン・ドゥ・シー

２.譲渡資産　　内装設備等

　　　　　　　　 紗ＬａＬａ

　　　　　　　　 THE Garden 丸の内

　　　　　　　 （名古屋市中区丸の内２－13－４）

３.譲渡価額　　90,000千円　（帳簿価額　49,253千円）

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19年４月30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。
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平成20年２月期　第１四半期財務・業績の概況（個別）
 平成19年７月11日

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

（ＵＲＬ　http://www.jproject.jp/　）  

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

　　　　　　責任者役職・氏名　専務取締役　林　　芳郎  

１．四半期財務情報の作成等に係る事項

① 四半期財務諸表の作成基準　　　　　　　　　　　　　　：　中間財務諸表作成基準

 

② 最近事業年度からの会計処理の方法の変更の有無　　　　：　有

内容については、添付資料34頁の「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」をご覧ください。

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20年２月期第１四半期財務・業績の概況（平成19年３月１日　～　平成19年５月31日）

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

売上高 営業利益 経常利益 四半期（当期）純利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

20年２月期第１四半期 2,165 － △13 － △2 － △3 －

19年２月期第１四半期 － － － － － － － －

（参考）19年２月期 6,828  81  156  60  

１株当たり四半期
（当期）純利益

円 銭

20年２月期第１四半期 △130 99

19年２月期第１四半期 － －

（参考）19年２月期 2,399 14

（注）平成19年２月期第３四半期より四半期財務・業績の概況の開示を行っておりますので、平成19年２月期第１四半

期及び対前年同四半期増減率については記載しておりません。

(2）財政状態の変動状況

総資産 純資産 自己資本比率 １株当たり純資産

百万円 百万円 ％ 円 銭

20年２月期第１四半期 6,020 1,410 23.4 48,997 00 

19年２月期第１四半期 － － － － －

（参考）19年２月期 5,431 1,371 25.3 50,621 47

（注）平成19年２月期第３四半期より四半期財務・業績の概況の開示を行っておりますので、平成19年２月期第１四半

期については記載しておりません。
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３．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

（注）１．通期の業績予想につきまして、平成19年２月期決算短信（平成19年４月12日発表）に記載いたしました業績

予想からの現時点での変更はありません。

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

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

して投資等の判断を行うことはお差し控えください。

４．配当状況

・現金配当 １株当たり配当金（円）

第１四半期末 中間期末 第３四半期末 期末 その他 年間

19年２月期 － － － － － －

20年２月期（実績） － － － － －
－

20年２月期（予想） － － － － －
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５．四半期財務諸表

(1）四半期貸借対照表

  
当第１四半期会計期間末
（平成19年５月31日）

前事業年度の要約貸借対照表
（平成19年２月28日）

区分
注記
番号

金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

（資産の部）        

Ⅰ　流動資産        

１．現金及び預金  395,084   327,578   

２．売掛金  270,192   228,818   

３．たな卸資産  57,493   53,187   

４．その他  167,323   183,529   

貸倒引当金  △429   △482   

流動資産合計   889,664 14.8  792,632 14.6

Ⅱ　固定資産        

１．有形固定資産 　※1       

(1）建物   ※2 2,851,045   2,575,980   

(2）土地 　※2 803,733   803,733   

(3）その他  415,669   314,734   

有形固定資産合計   4,070,449 67.6  3,694,448 68.0

２．無形固定資産   1,847 0.0  2,017 0.0

３．投資その他の資産        

(1）差入保証金  965,986   861,923   

(2）その他  92,137   80,300   

貸倒引当金  △11   △9   

投資その他の資産合計   1,058,111 17.6  942,214 17.3

固定資産合計   5,130,407 85.2  4,638,679 85.4

資産合計   6,020,072 100.0  5,431,312 100.0
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当第１四半期会計期間末
（平成19年５月31日）

前事業年度の要約貸借対照表
（平成19年２月28日）

区分
注記
番号

金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

（負債の部）        

Ⅰ　流動負債        

１．買掛金  188,053   169,739   

２．短期借入金  150,000   50,000   

３．一年以内返済予定
長期借入金

※2 586,654   534,112   

４．一年以内返済予定社債  110,000   70,000   

５．未払金  559,057   502,914   

６．賞与引当金  29,650   13,271   

７．その他 ※3 206,500   95,403   

流動負債合計   1,829,915 30.4  1,435,440 26.4

Ⅱ　固定負債        

１．社債  －   50,000   

２．長期借入金 ※2 2,718,828   2,527,519   

３．その他  61,292   46,611   

固定負債合計   2,780,120 46.2  2,624,130 48.3

負債合計   4,610,036 76.6  4,059,571 74.7

        

（純資産の部）        

Ⅰ　株主資本        

１．資本金   652,825 10.8  631,825 11.6

２．資本剰余金        

(1）資本準備金  582,825   561,825   

資本剰余金合計   582,825 9.7  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  174,434   178,142   

利益剰余金合計   174,434 2.9  178,142 3.3

株主資本合計   1,410,084 23.4  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

  △49 △0.0  △51 △0.0

評価・換算差額等合計   △49 △0.0  △51 △0.0

純資産合計   1,410,035 23.4  1,371,740 25.3

負債純資産合計   6,020,072 100.0  5,431,312 100.0
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(2）四半期損益計算書

  
当第１四半期会計期間

（自　平成19年３月１日
至　平成19年５月31日）

前事業年度の要約損益計算書
（自　平成18年３月１日
至　平成19年２月28日）

区分
注記
番号

金額（千円）
百分比
（％）

金額（千円）
百分比
（％）

Ⅰ　売上高   2,165,209 100.0  6,828,239 100.0

Ⅱ　売上原価   581,165 26.8  1,789,783 26.2

売上総利益   1,584,044 73.2  5,038,456 73.8

Ⅲ　販売費及び一般管理費   1,597,420 73.8  4,956,785 72.6

営業利益又は営業損失(△)    △13,376 △0.6  81,671 1.2

Ⅳ　営業外収益   ※1  32,099 1.5  142,637 2.1

Ⅴ　営業外費用  ※2  21,220 1.0  68,154 1.0

経常利益又は経常損失(△)    △2,496 △0.1  156,154 2.3

Ⅵ　特別利益 　※3  50 0.0  600 0.0

Ⅶ　特別損失 ※4.5  3,796 0.2  22,931 0.3

税引前第１四半期（当期）純
利益又は純損失(△)

  △6,241 △0.3  133,823 2.0

法人税、住民税
及び事業税

※7 △2,534   73,670   

法人税等調整額  － △2,534 △0.1 △194 73,475 1.1

第１四半期（当期）
純利益又は純損失(△)

  △3,707 △0.2  60,348 0.9
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(3) 四半期株主資本等変動計算書

当第１四半期会計期間（自　平成19年３月１日　至　平成19年５月31日）　　　　　　　　　　　　（単位：千円）

株主資本

資本金

資本剰余金 利益剰余金

　株主資本合計
　資本準備金 資本剰余金合計

その他利益剰余金
利益剰余金合計

繰越利益剰余金

平成19年２月28日　残高 631,825 561,825 561,825 178,142 178,142 1,371,792

四半期会計期間中の変動額

新株の発行 21,000 21,000 21,000 － － 42,000

第１四半期純損失(△) － － － △3,707 △3,707 △3,707

株主資本以外の項目の四半期

会計期間中の変動額（純額）
－ － － － － －

四半期会計期間中の変動額

合計
21,000 21,000 21,000 △3,707 △3,707 38,292

平成19年５月31日　残高 652,825 582,825 582,825 174,434 174,434 1,410,084

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19年２月28日　残高 △51 △51 1,371,740

四半期会計期間中の変動額

新株の発行 － － 42,000

第１四半期純損失(△) － － △3,707

株主資本以外の項目の四半期

会計期間中の変動額（純額）
2 2 2

四半期会計期間中の変動額

合計
2 2 38,295

平成19年５月31日　残高 △49 △49 1,410,035
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前事業年度の要約株主資本等変動計算書（自　平成18年３月１日　至　平成19年２月28日）

 （単位：千円）

 

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

平成19年２月28日　残高 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 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 △431 △431 356,016

平成19年２月28日　残高 △51 △51 1,371,740
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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１四半期会計期間

（自　平成19年３月１日
至　平成19年５月31日）

前事業年度
（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

第１四半期決算日の市場価格等に基づく

時価法（評価差額は全部純資産直入法に

より処理し、売却原価は移動平均法によ

り算定）を採用しております。

時価のないもの

移動平均法による原価法 

(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

同左

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　　　　　　５～29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。

(1）有形固定資産

同左

(2）無形固定資産

定額法によっております。

なお、自社利用のソフトウェアについては

社内における利用可能期間（５年）に基づ

いております。

(2）無形固定資産

同左

(3）長期前払費用

均等償却を採用しております。

なお、償却期間については、法人税法に規

定する方法と同一の基準によっております。

(3）長期前払費用

同左

５．繰延資産の処理方法 株式交付費

支出時に全額費用として処理しております。

株式交付費

同左　　　　　　

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第１四半期

会計期間負担額を計上しております。

(2）賞与引当金

従業員に対して支給する賞与の支出に充て

るため、支給見込額に基づき当事業年度負

担額を計上しております。

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
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項目
当第１四半期会計期間

（自　平成19年３月１日
至　平成19年５月31日）

前事業年度
（自　平成18年３月１日
至　平成19年２月28日）

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．その他四半期財務諸表（財務

諸表）作成のための基本とな

る重要な事項

(1）消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は税抜方式によってお

ります。

(1）消費税等の会計処理

同左

 (2）法人税等の会計処理

当第１四半期会計期間における税金費用に

ついては、法定実効税率による簡便な方法

によっております。

(2)  ──────
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四半期財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更

 （会計処理方法の変更）

当第１四半期会計期間
（自　平成19年３月１日
至　平成19年５月31日）

前事業年度
（自　平成18年３月１日
至　平成19年２月28日）

────── （固定資産の減損に係る会計基準）　

　当事業年度から、「固定資産の減損に係る会計基準」（「固定

資産の減損に係る会計基準の設定に関する意見書」（企業会計審

議会　平成14年８月９日））及び「固定資産の減損に係る会計基

準の適用指針」（企業会計基準委員会　平成15年10月31日　企業

会計基準適用指針第６号）を適用しております。これにより税引

前当期純利益が17,133千円減少しております。

　なお、減損損失累計額については、改正後の財務諸表等規則に

基づき当該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等）　

　当事業年度から「貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計

基準」（企業会計基準委員会　平成17年12月９日　企業会計基準

第５号）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」（企業会計基準委員会　平成17年12月９日　企業

会計基準適用指針第８号）を適用しております。

　従来の「資本の部」の合計に相当する金額は1,371,740千円であ

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財務

諸表は、改正後の財務諸表等規則により作成しております。

（減価償却方法の変更）　

　当第１四半期会計期間から法人税法の改正にともない、平成19

年４月１日以降取得の有形固定資産については、改正法人税法に

規定する償却方法により減価償却費を計上しております。これに

より減価償却費は3,049千円増加し、営業損失、経常損失及び税引

前第１四半期純損失は同額増加しております。

　　　　　　　　　　　　　──────

（不動産賃貸収入及び不動産賃貸原価の計上区分）　

　従来、賃貸資産に関する受取賃貸料及び費用は、営業外収益及

び営業外費用に計上しておりましたが、テナントビル取得に伴い

不動産賃貸収入の金額的重要性が高まり、経営成績をより適正に

表示するため、当第１四半期会計期間から売上高及び売上原価に

計上する方法に変更いたしました。

　この変更により、従来の方法と比較して、売上高は24,179千円、

売上原価は16,578円増加し、営業外収益は24,179千円、営業外費

用は16,578千円減少するとともに、差額の7,600千円が売上総利益

の増加及び営業損失の減少となりますが、経常損失及び税引前第

１四半期純損失への影響はありません。

 ──────

(4）注記事項等

（四半期貸借対照表関係）

当第１四半期会計期間
（平成19年５月31日）

前事業年度
（平成19年２月28日）

※１．有形固定資産の減価償却累計額

1,309,609千円

※１．有形固定資産の減価償却累計額

1,184,432千円

※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通りであります。

建物 871,041千円

土地 803,733千円

計 1,674,774千円

 
担保付債務は次のとおりであります。

一年以内返済予定長期借入金 93,328千円

長期借入金 1,430,010千円

計 1,523,338千円

※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。

一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

※３．消費税等の取扱い

仮払消費税等及び仮受消費税等は、相殺のうえ金額的重要性が

乏しいため、流動負債の「その他」に含めております。

※３．──────
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（四半期損益計算書関係）

当第１四半期会計期間
（自　平成19年３月１日
至　平成19年５月31日）

前事業年度
（自　平成18年３月１日
至　平成19年２月28日）

 ※１．営業外収益のうち主要なもの

受取利息 222千円

協賛金収入 　　　　25,490千円

 ※１．営業外収益のうち主要なもの

受取利息 712千円

協賛金収入 82,692千円

保険解約返戻金 34,895千円

 ※２．営業外費用のうち主要なもの

支払利息 17,169千円

 ※２．営業外費用のうち主要なもの

支払利息 37,945千円

株式公開費用 21,660千円

※３．──────　 ※３．特別利益のうち主要なもの　　　　　　 

固定資産売却益 600千円

※４．特別損失のうち主要なもの ※４．特別損失のうち主要なもの

固定資産除却損 3,796千円 固定資産除却損 5,564千円

※５．──────　　　　　　 ※５．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 9,976千円

 その他 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、正味売却価額は売却が困難であるため零として評価

しております。

　６．減価償却実施額

有形固定資産 120,038千円

無形固定資産 170千円

　６．減価償却実施額

有形固定資産 396,500千円

無形固定資産 634千円

※７．法人税等調整額

　第１四半期会計期間における税金費用については、簡便法によ

る税効果会計を適用しているため、法人税等調整額は「法人税、

住民税及び事業税」に含めて表示しております。

※７．──────　　

    （四半期株主資本等変動計算書関係）

  当第１四半期会計期間（自　平成19年３月１日　至　平成19年５月31日）

  　該当事項はありません。

  前事業年度（自　平成18年３月１日　至　平成19年２月28日）

  　該当事項はありません。
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（リース取引関係）

当第１四半期会計期間
（自　平成19年３月１日
至　平成19年５月31日）

前事業年度
（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、減損損失

　　累計額相当額及び第１四半期末残高相当額

(1）リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当額、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）

減損損失累計

額相当額

（千円）

第１四半期末

残高相当額

（千円） 

建物 390,300 17,400 － 372,899

その他 389,731 189,511 3,271 196,949

合計 780,031 206,911 3,271 569,848

 

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

その他 393,106 223,812 5,951 163,342

合計 783,406 230,772 5,951 546,682

(2）未経過リース料第１四半期末残高相当額等

　未経過リース料第１四半期末残高相当額

(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 99,782千円

１年超 476,269千円

　合計 576,051千円

　リース資産減損勘定の残高 － 

　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、リース資産減損勘定の取崩額、減価償却費相当額

　　及び支払利息相当額

　支払リース料 31,020千円

  リース資産減損勘定の取崩額 249千円

　減価償却費相当額 27,279千円

　支払利息相当額 4,681千円

(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

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
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（有価証券関係）

当第１四半期会計期間及び前事業年度のいずれにおいても子会社株式で時価のあるものはありません。

（１株当たり情報）

当第１四半期会計期間
（自　平成19年３月１日
至　平成19年５月31日）

前事業年度
（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 48,997円00銭

１株当たり第１四半期純損失 130円99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

潜在株式調整後

１株当たり当期純利益　

 

1,938円97銭

　なお、潜在株式調整後１株当たり第１四半期純利益については、

潜在株式は存在するものの１株当たり第１四半期純損失であるた

め記載しておりません。

　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株当たり第１四半期純損失又は１株当たり当期純利益及び潜在株式調整後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。

 
当第１四半期会計期間

（自　平成19年３月１日
至　平成19年５月31日）

前事業年度
（自　平成18年３月１日
至　平成19年２月28日）

１株当たり第１四半期（当期）純利益又は純損失   

  第１四半期（当期）純利益又は純損失(△)（千円） △3,707 60,348

　普通株主に帰属しない金額（千円） － －

　普通株式に係る第１四半期（当期）純利益又は純損失(△)

（千円）
△3,707 60,348

　普通株式の期中平均株式数（株） 28,303 25,154

   

潜在株式調整後１株当たり第１四半期（当期）純利益   

  第１四半期（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株当たり第１四

半期（当期）純利益の算定に含めなかった潜在株式の概要
         － －
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（重要な後発事象）

当第１四半期会計期間
（自　平成19年３月１日
至　平成19年５月31日）

前事業年度
（自　平成18年３月１日

至　平成19年２月28日）

資産の譲渡

　当社は、収益性の向上を図るため、平成18年12月20日開催の取締役

会決議に基づき、平成19年６月１日に以下のとおり固定資産を譲渡い

たしました。

新株予約権の行使

　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。

１.譲渡先　　　株式会社プラン・ドゥ・シー

２.譲渡資産　　内装設備等

　　　　　　　　 紗ＬａＬａ

　　　　　　　　 THE Garden 丸の内

　　　　　　　 （名古屋市中区丸の内２－13－４）

３.譲渡価額　　90,000千円　（帳簿価額　49,624千円）

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19年４月30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。
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