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１．平成19年８月中間期の連結業績（平成19年３月１日～平成19年８月31日）

(1）連結経営成績 （％表示は対前年中間期増減率）

売上高 営業利益 経常利益 中間（当期）純利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

19年８月中間期 4,731 43.7 93 33.3 132 13.1 84 47.9

18年８月中間期 3,292 － 70 － 116 － 57 －

19年２月期 7,002 － 77 － 165 － 65 －

１株当たり中間
（当期）純利益

潜在株式調整後１株当たり

中間（当期）純利益

円 銭 円 銭

19年８月中間期 2,976 82 2,624 41

18年８月中間期 2,388 83 － －

19年２月期 2,609 35 2,108 86

（参考）持分法投資損益 19年８月中間期 －百万円 18年８月中間期 －百万円 19年２月期 －百万円

 （注）①平成18年８月中間期より中間連結財務諸表を作成しておりますので、平成18年８月中間期の対前年中間期増減率は記載しておりません。

 　　　②平成18年８月中間期の潜在株式調整後１株当たり中間純利益については、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。

(2）連結財政状態

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８月中間期 5,909 1,509 25.5 52,405 63

18年８月中間期 4,669 1,149 24.6 45,132 97

19年２月期 5,579 1,381 24.8 50,989 22

（参考）自己資本 19年８月中間期 1,509百万円 18年８月中間期 1,149百万円 19年２月期 1,381百万円

(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

19年８月中間期 485 △699 146 307

18年８月中間期 168 △2,284 2,143 225

19年２月期 330 △2,914 2,761 374

２．配当の状況

１株当たり配当金

（基準日） 第１四半期末 中間期末 第３四半期末 期末 年間

円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭

19年２月期 － － － － 0　　00

20年２月期 － － － － 0　　00

20年２月期（予想） － － － － 0　　00

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）

（％表示は対前期増減率）

売上高 営業利益 経常利益 当期純利益
１株当たり
当期純利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 円 銭

通期 10,005 42.9 374 385.3 402 143.0 212 223.0 7,358 56
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４．その他

(1）期中における重要な子会社の異動（連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動）　無

(2）中間連結財務諸表作成に係る会計処理の原則・手続、表示方法等の変更（中間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に記載されるもの）

①　会計基準等の改正に伴う変更　有

②　①以外の変更　　　　　　　　有

（注）詳細は、21ページ「中間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）発行済株式数（普通株式）

①　期末発行済株式数（自己株式を含む） 19年８月中間期 28,798株 18年８月中間期 25,462株 19年２月期 27,098株

②　期末自己株式数 19年８月中間期 －株 18年８月中間期 －株 19年２月期 －株

（注）１株当たり中間（当期）純利益（連結）の算定の基礎となる株式数については、33ページ「１株当たり情報」

をご覧ください。

（参考）個別業績の概要

１．平成19年８月中間期の個別業績（平成19年３月１日～平成19年８月31日）

(1）個別経営成績 （％表示は対前年中間期増減率）

売上高 営業利益 経常利益 中間（当期）純利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

19年８月中間期 4,489 38.8 58 △33.6 95 △25.5 62 △2.4

18年８月中間期 3,234 － 88 － 127 － 63 －

19年２月期 6,828 － 81 － 156 － 60 －

１株当たり中間
（当期）純利益

円 銭

19年８月中間期 2,181 64

18年８月中間期 2,652 55

19年２月期 2,399 14

（注）平成18年８月中間期より中間財務諸表を作成しておりますので、平成18年８月中間期の対前年中間期増減率は記載しておりません。

(2）個別財政状態

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８月中間期 5,732 1,476 25.8 51,271 41

18年８月中間期 4,554 1,150 25.3 45,198 33

19年２月期 5,431 1,371 25.3 50,621 47

（参考）自己資本 19年８月中間期 1,476百万円 18年８月中間期 1,150百万円 19年２月期 1,371百万円

２．平成20年２月期の個別業績予想（平成19年３月１日～平成20年２月29日）

（％表示は対前期増減率）

売上高 営業利益 経常利益 当期純利益
１株当たり
当期純利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 円 銭

通期 9,612 40.8 306 274.7 367 135.0 194 221.5 6,733 77

※　業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項

１．本資料に記載されている業績見通し等の将来に関する記述は、当社が現在入手している情報及び合理的であると

判断する一定の前提に基づいており、実際の業績等は様々な要因により大きく異なる可能性があります。業績予

想の前提となる仮定及び業績予想のご利用にあたっての注意事項等については、３ページ「１．経営成績 (1) 経

営成績に関する分析」をご覧ください。

２．「３．平成20年２月期の連結業績予想」及び「（参考）個別業績の概要　２．平成20年２月期の個別業績予想」

の１株当たり予想当期純利益は、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28,810

株により算出しております。
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１．経営成績
(1）経営成績に関する分析

① 当中間連結会計期間の概況

　当中間連結会計期間におけるわが国経済は、米国の景気動向やサブプライム問題等の不安要素や金利上昇等が懸

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、ファーストフードの牽引により新規出店を含めた全店ベース、既存店ベースともに堅

調に推移いたしましたが、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、東海地区３店舗、関

東地区４店舗、関西地区１店舗、仙台地区１店舗の合計９店舗の新規出店と既存店２店舗のリニューアルオープン

を行い、平成19年８月31日現在の業態数及び店舗数は、30業態66店舗となりました。なお、平成19年６月に「紗LaLa

（シャララ）」及び「THE Garden 丸の内（ザ・ガーデンマルノウチ）」（名古屋市中区）を売却し、40百万円の特

別利益を計上いたしました。

　以上の結果、当中間連結会計期間の売上高は4,731百万円（前年同期比43.7%増）、営業利益は93百万円（同33.3%

増）、経常利益は132百万円（同13.1%増）となり、中間純利益は84百万円（同47.9%増）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。

  なお、当中間連結会計期間より事業の種類別セグメントの開示を行っておりますので、前年同期比は記載してお

りません。

ａ．飲食事業

　引き続き積極的な新規出店を行い、新たに２つの業態を展開いたしました。居酒屋部門におきましては、平成19

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）、同年８月に「芋蔵金山店」の計５店舗を

出店いたしました。また、レストラン部門におきましては、平成19年３月に「穂っこり堺店」（堺市北区）、同年

６月に新業態「PRANA STYLE（プラナスタイル）」（千葉県浦安市）、同年７月に新業態「しゃぶ銀岐阜六条店」

（岐阜県岐阜市）、同年８月に「しゃぶ銀本店」（名古屋市熱田区）の計４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、

平成19年７月に「GAPPO（ガッポ）」（名古屋市中村区）を改装し「我歩（ガッポ）」をリニューアルオープンいた

しました。

　その結果、飲食事業における売上高は4,434百万円、営業利益は63百万円となりました。

ｂ．ブライダル事業

　「LUCENT TOWER and VILLA（ルーセントタワーアンドヴィラ）」（名古屋市西区）及び「THE GARDEN NANZAN 

VILLA（ザ・ガーデンナンザンヴィラ）」（名古屋市昭和区）の両施設ともに順調に推移いたしました。特に、平成

19年１月に開設いたしました「LUCENT TOWER and VILLA」では、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。

　その結果、ブライダル事業における売上高は365百万円、営業利益は６百万円となりました。

ｃ．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62百万円、営業利益は

17百万円となりました。

ｄ．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125百万円、営業利益は２百万円となりました。
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② 当期の見通し

　当社グループの中核事業である飲食事業の経営環境は、資材価格の高騰等に伴う出店投資コストの上昇、人材コ

ストや食材コストの上昇など、厳しい環境の中で企業間の優劣が鮮明となり淘汰や再編が進んできております。そ

うした経営環境のもと、当社グループでは、居抜き物件などの投資コストを抑制できる案件の増加傾向を機会とし

て捉え、従来から人材の確保及び育成に力を注いでまいりましたので、その経営資源を強みとして、今後出店投資

の機会が広がるものと考えております。

　当期の見通しにつきまして、飲食事業におきましては、名古屋駅前地区で「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、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、既存店売上高について、名古屋地区の居酒屋

業態は堅調に推移し、引き続き安定した業績を確保できる見込みであります。一方、関東地区の居酒屋業態は、当

中間期において計画を下回って推移いたしましたが、不振店の活性化に努めるとともに、販促活動の見直しや人員

配置などのソフト面での改善、リニューアルを含めたハード面での改善等を進め、売上高の増加を目指してまいり

ます。

　新規出店では、東海地区３店舗、関東地区４店舗、関西地区１店舗、仙台地区１店舗の合計９店舗を出店し、当

初計画の８店舗に対し１店舗の増加となりました。新規出店のうち、当社グループの新しい取り組みである300席を

超える大型のホテル内レストラン「PRANA STYLE（プラナスタイル）」（平成19年６月１日オープン）は、売上高に

おいて計画対比147.9%と好調に推移し、引き続き業績貢献が期待できるものと見込んでおります。また、前期に進

出いたしました関西地区及び仙台地区につきましては、早期に収益構造を確立し、今後の成長の基盤を構築してま

いりたいと考えております。

　ブライダル事業におきましては、前期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）」の牽引により、引き続き好調に推移するものと見込んでおります。

　これらの結果、通期の連結業績は、売上高10,005百万円、営業利益374百万円、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。

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

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

(2）財政状態に関する分析

① 当中間連結会計期間末の資産、負債、純資産の状況

　当中間連結会計期間末における総資産は5,909百万円（前連結会計年度末比329百万円増加）となり、負債は4,400

百万円（同202百万円増加）、純資産は1,509百万円（同127百万円増加）となりました。

　流動資産につきましては、現金及び預金が306百万円（前連結会計年度末比67百万円減少）、売掛金が289百万円

（同57百万円増加）となり、前連結会計年度末に比べ総額で10百万円減少し832百万円となりました。

　固定資産につきましては、新規出店による建物及び構築物の増加（前連結会計年度末比140百万円増加）及び差入

保証金の増加（同149百万円増加）を主な要因として、前連結会計年度末に比べ340百万円増加し5,076百万円となり

ました。

　流動負債につきましては、前連結会計年度末に比べ114百万円増加し1,605百万円となりました。これは、店舗数

の増加に伴い買掛金が41百万円増加したこと及び未払法人税等が74百万円増加したことなどが主な要因であります。

　固定負債につきましては、前連結会計年度末に比べ87百万円増加し2,794百万円となりました。これは、長期借入

金が124百万円増加し2,736百万円となったことが主な要因であります。増加した長期借入金の主な使途は、新規出

店のための設備投資であります。

　純資産につきましては、前連結会計年度末に比べ127百万円増加し1,509百万円となりました。これは、当中間連

結会計期間中の新株予約権の権利行使による資本金の増加（前連結会計年度末比21百万円増加）及び資本準備金の

増加（同21百万円増加）、利益剰余金の増加（同84百万円増加）が主な要因であります。
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② 当中間連結会計期間のキャッシュ・フローの状況

　当中間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485百万円（前年同期比187.0%増）の資金増、投資活動によるキャッシュ・フローが699百万円（同69.4%減）

の資金減、財務活動によるキャッシュ・フローが146百万円（同93.2%減）の資金増となりました。その結果、当中

間連結会計期間末の資金残高は307百万円となり、前連結会計年度末の374百万円に比べ67百万円減少しております。

　当中間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485百万円（前年同期比187.0%増）となりました。これは主に、税金等調整前中間

純利益を166百万円、非資金項目である減価償却費を277百万円計上したことに加え、売上債権が57百万円増加した

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699百万円（前年同期比69.4%減）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630百万円、差入保証金の差入による支出が164百万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146百万円（前年同期比93.2%減）となりました。これは主に、長期借入れによる

収入が480百万円、長期借入金の返済による支出が316百万円、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。

（参考）キャッシュ・フロー関連指標の推移

 平成17年２月期 平成18年２月期 平成19年２月期
平成19年８月

中間期 

 自己資本比率(％) 25.1 38.6 24.8 25.5 

 時価ベースの自己資本比率(％) － － 103.9 47.0 

 キャッシュ・フロー対有利子負債比率(年) 5.9 1.5 10.1 3.5 

 インタレスト・カバレッジ・レシオ(倍) 9.1 30.0 8.6 16.0 

　　（注）１． 各指標の算出は以下の算式を使用しております。

　　　　　　自己資本比率＝自己資本／総資産

　　　　　　時価ベースの自己資本比率＝株式時価総額／総資産

　　　　　　キャッシュ・フロー対有利子負債比率＝有利子負債／キャッシュ・フロー

　　　　　　　（中間期については、キャッシュ・フローを年額に換算するため２倍しております。）

　　　　　　インタレスト・カバレッジ・レシオ＝キャッシュ・フロー／利払い

　　　　　　　※ 各指標は、いずれも連結ベースの財務数値により算出しております。

　　　　　　　※ キャッシュ・フローは、連結キャッシュ・フロー計算書の営業活動によるキャッシュ・フローを

　　　　　　　　 使用しております。有利子負債は、連結貸借対照表に計上されている負債のうち利子を支払っている

　　　　　　　　 全ての負債を対象としております。また、利払いにつきましては、連結キャッシュ・フロー計算書の

　　　　　　　　 利息の支払額を使用しております。

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

　　　　　　　成18年２月期については記載しておりません。

(3）利益配分に関する基本方針及び当期の配当

　当社は、株主に対する利益還元を経営の重要な課題の一つとして位置付けておりますが、現在当社は成長過程にあ

ると考えており、設立以降現在に至るまで利益配当を行っておりません。現時点におきましては、内部留保の充実を

図り、新規出店や人材育成、管理体制強化のための投資等に充当することで競争力の強化と業容の拡大に努め、企業

価値の向上を目指すことが、株主に対する利益還元に繋がるものと考えております。将来的には、業績、事業展望、

財務状況等を総合的に勘案した上で、配当による利益還元を実現してまいりたいと考えておりますが、当面は内部留

保に重点を置く方針であります。なお、当期におきましては、新規出店や人材育成、管理体制強化のための投資等に

充当するため内部留保を優先させて頂きたいと考えております。
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(4）事業等のリスク

　以下において、当社グループの事業展開上のリスク要因となる可能性があると考えられる主な事項を記載しており

ます。また、必ずしも事業上のリスクに該当しない事項についても、投資判断あるいは当社グループの事業活動を理

解する上で重要と考えられる事項については、投資家に対する積極的な情報開示の観点から記載しております。当社

グループは、これらのリスク発生の可能性を認識した上で発生の予防及び発生した場合の迅速な対応に努める方針で

ありますが、当社株式に関する投資判断は、本項記載事項及び本項以外の記載内容も併せて慎重に検討した上で行わ

れる必要があると考えております。また、以下の記載は、当社株式への投資に関する全てのリスクを網羅するもので

はございませんのでご留意ください。なお、本文中における将来に関する事項は、本資料提出日現在において当社グ

ループが判断したものであります。

① 外食業界の動向について

　当社グループの主たる事業が属している外食業界は、景気低迷が続いたことによる消費不況、調理済食材や惣菜

等を持ち帰って食する中食市場の成長等の影響により、成熟市場となっており、外食事業者の既存店売上高は減少

傾向にあります。

　当社グループといたしましては、永く愛される魅力的な店づくりとともに、サービスの質の向上、メニュー変更、

内外装のリニューアル及び業態変更等を実施することにより、既存店売上高の維持と拡大を図っておりますが、当

社グループが出店している商業施設、駅前、商業集積地等の立地において商流の変化及び周辺の商業施設との競合

等が生じることで、その集客力が低下した場合、既存店舗の売上高が減少し当社グループの業績等に影響を及ぼす

可能性があります。

② 事業展開について

ａ．出店政策について

　当社グループの基本的な出店方針は、ドミナントを形成しながら出店地域を徐々に拡大していく方式であり、

居酒屋については繁華街やビジネス街等の中心地への出店、レストラン等の食事をメインとした店舗については

ショッピングセンター等の商業施設への出店を基本としております。現在の展開エリアにつきましては、主に名

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

展開しております。

　当社グループでは、出店候補地の立地特性、賃貸条件、売上予測、投資採算性等を慎重に検討し、出店地を決

定しております。そのため、当該展開エリアにおいて、計画した出店数に見合った出店地を十分に確保できない

可能性があり、その場合には、当社グループの業績見通し及び事業展開に影響を及ぼす可能性があります。

ｂ．業態開発について

　当社グループは、立地特性やお客様のニーズ、地域のニーズに応じて業態を開発し、または既存業態をアレン

ジし、多業態による店舗展開を行うことで事業の拡大を図っております。今後も引き続き新規業態の開発を進め

る予定でありますが、市場ニーズ及び消費者嗜好の変化等により、お客様に受け入れられる業態を開発できなかっ

た場合には、当社グループの業績見通し及び事業展開に影響を及ぼす可能性があります。

ｃ．出退店時に発生する費用及び損失について

　当社グループでは、新規出店時や業態変更時に什器備品等の消耗品や販売促進に伴う費用が一時的に発生する

ため、大量の新規出店・業態変更や期末に近い時点での新規出店は、利益を押し下げる要因となります。また、

収益性の向上を図るため、業績の改善が見込めない店舗については閉鎖しております。店舗閉鎖時には、キャッ

シュ・フロー及び業績への影響を総合的に勘案し、撤退時期の選定や内装設備等の売却等により費用及び損失を

最小限に抑えられるよう努めておりますが、固定資産除却損、賃貸借契約やリース契約の解約に伴う違約金等が

発生する可能性があります。

　したがって、大量の新規出店、業態変更や退店を行った場合、あるいは出店時における内装工事の遅れや入居

する商業施設等の完成時期のずれ込み等が発生し新規出店が期末に近い時点に偏った場合には、当社グループの

業績等に影響を及ぼす可能性があります。

③ 食材の安全性及び安定供給について

　近年、ＢＳＥ問題や鳥インフルエンザ問題、残留農薬等の問題が生じたことにより、食の安全性に対する関心が

以前にも増して高まっております。当社グループにおきましては、多業態を展開しているため特定の食材に依存し

ている事実はなく、引き続き食材の安全かつ安定的な確保に積極的に取り組む方針でありますが、天候不順による

農作物の不作や政府によるセーフガード（緊急輸入制限措置）の発動など需給関係の変動に伴う市況変動や、食材

の安全性に関わる不安等による消費者の外食離れが生じた場合には、当社グループの業績等に影響を及ぼす可能性

があります。
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④ 人材の確保及び育成について

　当社グループでは、地域や立地における特性やお客様のニーズに柔軟に対応し、各業態、各店舗の個性を最大限

に発揮するため、店舗運営、サービスの提供方法等について画一的な運営を行わず、各業態、各店舗の創意工夫を

活かす仕組みとしております。その結果が店舗活性化のノウハウや市場ニーズへの適応力等のソフト面の経営資源

の蓄積につながり、競争力の向上に寄与するものと考えております。また、当社グループにおける最も大切な経営

資源は「人」であり、サービス向上の原動力、差別化の源泉として、「人間力」の生み出す風土は他社が模倣しえ

ない経営資源であると考えております。そのため、各業態、各店舗によってお客様に提供するサービス及び店舗運

営方法等が異なり、提供するサービスの水準は各店舗の人材に影響を受けますので、優秀な人材の確保及び育成は

経営上の重要課題であると認識しております。

　当社グループは、新卒採用の拡充と即戦力となる中途採用を強化し、継続的な人材の確保に注力するとともに、

待遇、業務内容、福利厚生等において従業員の満足度を高める諸施策の一層の充実を図ることで、定着率の向上に

努めてまいります。加えて、教育研修の充実を図り、お客様へのサービスの質の向上と将来の幹部人材の育成を進

めていく方針であります。しかしながら、今後の積極的な業態開発及び新規出店等の事業展開を図る中で、人材の

確保及び育成が計画どおりに進まない場合には、当社グループの業績及び事業展開に影響を及ぼす可能性がありま

す。

⑤ 食品衛生法について

　当社グループが経営する店舗は、食品衛生法の規定に基づき、所管保健所より飲食店営業の営業許可を取得して

おります。当社グループでは、店舗内の食品衛生管理マニュアルに基づき日常の衛生管理の徹底を図るとともに、

必要に応じて内部監査により衛生管理状況を確認し、食品の安全衛生の維持に努めております。また、食品衛生委

員会を設置し定期的な社内講習を実施することで社内での啓蒙活動を進め、衛生管理に対する意識の向上と周知徹

底に努めております。これらの実施により当社グループでは、設立以来食中毒の発生等で行政処分を受けた事例は

ございませんが、当社グループの実施する衛生管理諸施策にもかかわらず、食中毒事故等を起こした場合には、食

品等の廃棄処分、営業許可の取消し、営業の禁止、若しくは一定期間の営業停止処分、被害者からの損害賠償請求、

当社グループの信用力低下等により、当社グループの業績等に影響を及ぼす可能性があります。

⑥ 金利変動の影響について

　当社グループは、出店時における設備投資資金を主として金融機関からの借入により調達しており、平成19年８

月31日現在における総資産に占める有利子負債の割合は58.1％（有利子負債残高3,431百万円／総資産額5,909百万

円）となっております。今後の積極的な出店政策に伴う資金調達について、引き続き経済情勢や金利動向、財務バ

ランスを総合的に勘案し、有利子負債の適正水準の維持に努めながら事業展開を行う予定でございますが、有利子

負債への依存度が高い状態で金利が上昇した場合、当社グループの業績等に影響を及ぼす可能性があります。

⑦ 差入保証金について

　当社グループは、賃借により出店等を行うことを基本方針としており、平成19年８月31日現在、当社所有ビル内

の店舗（２店舗）を除くすべての店舗（64店舗）が賃借物件となっております。物件の賃借においては、賃貸人に

対し、差入保証金等を預け入れる場合があります。差入保証金の残高は平成19年２月末日現在862百万円、平成19年

８月31日現在1,012百万円となっており、総資産に占める割合は、各々15.5%、17.1%となっております。

　今後の賃貸人の経営状況によっては、当該店舗における営業の継続に支障が生じたり、退店時に差入保証金等の

全部または一部が返還されない可能性があります。また、当社グループ側の都合によって不採算店舗の契約を中途

解約する場合等には、締結している賃貸借契約の内容によって、差入保証金等の全部または一部が返還されない場

合があり、当社グループの業績等に影響を及ぼす可能性があります。

⑧ 短時間労働者に対する厚生年金適用拡大等について

　厚生労働省は、短時間労働者（正社員以外の労働者で、一週間の所定労働時間が正社員より短い労働者）に対す

る厚生年金への加入基準を拡大すべく検討しております。当社グループにおいては、業種柄多くの短時間労働者が

就業しておりますので、今後、厚生年金適用基準の拡大が実施された場合には、当社グループが負担する保険料の

増加、短時間労働の就労希望者の減少等により、当社グループの業績及び事業展開に影響を及ぼす可能性がありま

す。
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⑨ 代表者への依存について

　当社の代表取締役である新田二郎は、創業以来、経営方針の策定や経営戦略の決定、業態開発及び立地開発等、

当社グループの業務執行において重要な役割を果たしてまいりました。

　当社グループでは、組織体制の充実や職務分掌及び職務権限規程に基づく権限の委譲など、同氏に過度に依存し

ない組織体制への移行を進めており、人材の拡充と育成が進むにつれ同氏への依存度は相対的に低下するものと考

えておりますが、そうした経営体制への移行の過程において、何らかの理由により同氏の業務執行が困難となった

場合には、当社グループの業績及び事業展開に影響を及ぼす可能性があります。

⑩ ストックオプションの行使等、株式の希薄化に係る影響について

　当社グループでは、役員及び従業員に対するインセンティブを目的としてストックオプション制度を採用してお

り、平成13年改正旧商法第280条ノ20及び第280条ノ21の規定に基づく新株予約権を付与しております。平成19年９

月末日現在において、新株予約権による潜在株式数は4,336株であり、発行済株式総数28,810株の15.1%に相当して

おります。これらの新株予約権の行使が行われた場合には、当社の１株当たりの株式価値が希薄化する可能性があ

ります。

⑪ 商標等について

　当社グループの各店舗等において使用する名称については、その使用に先立ち、外部の専門家を通じて第三者の

商標権等を侵害しないかについて確認し、侵害のおそれのある名称は使用を避け、かつ、可能な限り当社グループ

において商標登録を取得する等により、これら商標の使用権の確保及び第三者の権利侵害の回避に努めております。

しかしながら、当社グループの各店舗の名称又は業態等が第三者のものと類似する等の理由により、第三者から当

社グループの商標登録の無効審判、損害賠償、商標使用差止、営業差止等を請求され、仮にこれらの請求が認めら

れる場合には当社グループの業績等に影響を及ぼす可能性があります。
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２．企業集団の状況
当社グループは、当社（㈱ジェイプロジェクト）及び連結子会社（㈱ジェイブライダル、㈱ジェイメディックス）の

計３社から構成されており、居酒屋、レストランなどの飲食事業を中心に、結婚式の企画運営を行うブライダル事業、

不動産の賃貸及び管理業務等を行う不動産事業、広告代理業務等のその他の事業を行っております。

　当社グループの事業内容及び当社と関係会社の当該事業に係る位置付けは次のとおりであります。

事業の種類別セグメント 主要な会社 事業の内容

 飲食事業 当　　社
 「芋蔵」、「ほっこり」、「Ｎａ－菜－Ｎａ」等の居酒屋及

　びレストラン等を全店直営方式で運営

 ブライダル事業 ㈱ジェイブライダル
  披露宴会場を併設している当社の直営レストランにおいて

　レストランウェディングサービスを提供

 不動産事業
当　　社

㈱ジェイメディックス
テナント、社員寮等の不動産の賃貸及び管理業務等

 その他の事業 ㈱ジェイメディックス   広告代理業務等

［事業系統図］

以上述べた事項を事業系統図によって示すと次のとおりであります。

 
顧  客 

ブライダル事業 

挙式・披露宴サービスの提供 広告代理業務等 

その他の事業 不動産事業 

不動産の賃貸等 

飲 食 事 業 

飲 食 の 提 供 

当  社 
（連結子会社） 

㈱ジェイメディックス 

（連結子会社） 

㈱ジェイブライダル 

不動産の賃貸 
飲食の提供 

広告代理業務 
社員寮の賃貸・管理 

（注）１．㈱ジェイブライダルは当社が株式を100％所有する連結子会社であります。

２．㈱ジェイメディックスは当社が株式を100％所有する連結子会社であります。

３．点線はグループ内での取引を示しております。
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３．経営方針
(1）会社の経営の基本方針、(2）目標とする経営指標、(3）中長期的な会社の経営戦略、(4）会社の対処すべき課題

　平成19年２月期決算短信（平成19年４月12日開示）により開示を行った内容から重要な変更がないため開示を省略

しております。

　当該決算短信は、次のＵＲＬからご覧いただくことができます。

　（当社ホームページ）

http://www.jproject.jp/ir/index.html

　（東京証券取引所ホームページ（上場会社情報検索ページ））

http://www.tse.or.jp/listing/compsearch/index.html
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４．中間連結財務諸表
(1) 中間連結貸借対照表

  
前中間連結会計期間末
（平成18年８月31日）

当中間連結会計期間末
（平成19年８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
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

（資産の部）           

Ⅰ　流動資産           

１．現金及び預金   261,017   306,738   374,645  

２．売掛金   125,178   289,219   231,542  

３．有価証券   339   340   340  

４．たな卸資産   44,872   65,519   53,187  

５．繰延税金資産   16,003   23,476   15,036  

６．その他   101,243   148,938   168,972  

貸倒引当金   △302   △1,884   △557  

流動資産合計   548,352 11.7  832,348 14.1  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  1,454,673   2,803,214   2,662,335  

(2）土地 ※２  863,820   863,820   863,820  

(3）建設仮勘定 ※２  927,315   81,637   78,418  

(4）その他   171,084   228,578   203,204  

有形固定資産合計   3,416,894 73.2  3,977,250 67.3  3,807,779 68.2

２．無形固定資産   2,328 0.0  3,365 0.1  2,287 0.0

３．投資その他の資産           

(1）投資有価証券   812   7,075   7,073  

(2）差入保証金   655,145   1,012,712   862,871  

(3）その他   45,962   76,593   56,586  

貸倒引当金   △3   △10   △9  

投資その他の資産合
計

  701,916 15.0  1,096,371 18.6  926,522 16.6

固定資産合計   4,121,139 88.3  5,076,986 85.9  4,736,588 84.9

資産合計   4,669,492 100.0  5,909,335 100.0  5,579,756 100.0

           

株式会社ジェイプロジェクト（3063）平成 20 年２月期中間決算短信

－ 11 －



  
前中間連結会計期間末
（平成18年８月31日）

当中間連結会計期間末
（平成19年８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
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

（負債の部）           

Ⅰ　流動負債           

１．買掛金   144,025   210,776   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  444,672   585,179   546,232  

４．一年以内償還予定社
債

  20,000   110,000   70,000  

５．未払金   290,397   414,411   521,872  

６．未払法人税等   46,857   103,919   29,172  

７．賞与引当金   6,641   15,932   13,271  

８．その他   99,553   165,024   89,991  

流動負債合計   1,202,147 25.7  1,605,243 27.2  1,490,279 26.7

Ⅱ　固定負債           

１．社債   110,000   －   50,000  

２．長期借入金 ※２  2,207,119   2,736,152   2,611,159  

３．その他   1,050   58,762   46,611  

固定負債合計   2,318,169 49.6  2,794,914 47.3  2,707,770 48.5

負債合計   3,520,316 75.4  4,400,157 74.5  4,198,050 75.2

           

（純資産の部）           

Ⅰ　株主資本           

１．資本金   519,775 11.1  653,075 11.1  631,825 11.3

２．資本剰余金   449,775 9.6  583,075 9.9  561,825 10.1

３．利益剰余金   179,918 3.9  273,078 4.6  188,107 3.4

株主資本合計   1,149,468 24.6  1,509,228 25.5  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

  △293 △0.0  △50 △0.0  △51 △0.0

評価・換算差額等合計   △293 △0.0  △50 △0.0  △51 △0.0

純資産合計   1,149,175 24.6  1,509,177 25.5  1,381,706 24.8

負債純資産合計   4,669,492 100.0  5,909,335 100.0  5,579,756 100.0
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(2) 中間連結損益計算書

  
前中間連結会計期間

（自　平成18年３月１日
至　平成18年８月31日）

当中間連結会計期間
（自　平成19年３月１日
至　平成19年８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
（％）

金額（千円）
百分比
（％）

Ⅰ　売上高   3,292,819 100.0  4,731,061 100.0  7,002,292 100.0

Ⅱ　売上原価   881,054 26.8  1,368,367 28.9  1,898,034 27.1

売上総利益   2,411,765 73.2  3,362,694 71.1  5,104,257 72.9

Ⅲ　販売費及び一般管理費 ※１  2,341,711 71.1  3,269,300 69.1  5,027,189 71.8

営業利益   70,053 2.1  93,393 2.0  77,068 1.1

Ⅳ　営業外収益           

１．協賛金収入  45,900   63,366   82,692   

２．その他  14,756 60,656 1.8 15,752 79,118 1.7 75,303 157,995 2.3

Ⅴ　営業外費用           

１．支払利息  12,811   32,032   39,437   

２．その他  1,051 13,863 0.4 8,356 40,388 0.9 30,208 69,646 1.0

経常利益   116,846 3.5  132,123 2.8  165,418 2.4

Ⅵ　特別利益           

１．貸倒引当金戻入  158   －   －   

２．固定資産売却益 ※２ 600 758 0.0 40,586 40,586 0.9 600 600 0.0

Ⅶ　特別損失           

１．固定資産除却損 ※３ 443   6,339   6,008   

２．投資有価証券売却損  －   －   232   

３．減損損失 ※４ 17,133 17,577 0.5 － 6,339 0.1 17,133 23,374 0.3

税金等調整前中間
（当期）純利益

  100,027 3.0  166,369 3.5  142,643 2.0

法人税、住民税及び
事業税

 38,656   94,490   77,202   

法人税等調整額  3,924 42,580 1.3 △13,090 81,399 1.7 △194 77,007 1.1

中間（当期）純利益   57,446 1.7  84,970 1.8  65,635 0.9
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(3) 中間連結株主資本等変動計算書

前中間連結会計期間（自　平成18年３月１日　至　平成18年８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18年２月28日残高 483,775 413,775 122,472 1,020,022

中間連結会計期間中の変動額     

新株の発行 36,000 36,000 － 72,000

中間純利益 － － 57,446 57,446

株主資本以外の項目の中間連結会
計期間中の変動額（純額）

－ － － －

中間連結会計期間中の変動額合計 36,000 36,000 57,446 129,446

平成18年８月31日残高 519,775 449,775 179,918 1,149,468

 

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

中間連結会計期間中の変動額    

新株の発行 － － 72,000

中間純利益 － － 57,446

株主資本以外の項目の中間連結会
計期間中の変動額（純額）

△672 △672 △672

中間連結会計期間中の変動額合計 △672 △672 128,773

平成18年８月31日残高 △293 △293 1,149,175
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当中間連結会計期間（自　平成19年３月１日　至　平成19年８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

中間連結会計期間中の変動額     

新株の発行 21,250 21,250 － 42,500

中間純利益 － － 84,970 84,970

株主資本以外の項目の中間連結会
計期間中の変動額（純額）

－ － － －

中間連結会計期間中の変動額合計 21,250 21,250 84,970 127,470

平成19年８月31日　残高 653,075 583,075 273,078 1,509,228

 

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

中間連結会計期間中の変動額    

新株の発行 － － 42,500

中間純利益 － － 84,970

株主資本以外の項目の中間連結会
計期間中の変動額（純額）

0 0 0

中間連結会計期間中の変動額合計 0 0 127,471

平成19年８月31日　残高 △50 △50 1,509,177
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前連結会計年度の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) 中間連結キャッシュ・フロー計算書

  
前中間連結会計期間

（自　平成18年３月１日
至　平成18年８月31日）

当中間連結会計期間
（自　平成19年３月１日
至　平成19年８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） 金額（千円）

Ⅰ　営業活動によるキャッシュ・フロー     

税金等調整前中間（当期）純利益  100,027 166,369 142,643

減価償却費  175,074 277,428 411,293

減損損失  17,133 － 17,133

貸倒引当金の増減額（△は減少）  △108 1,327 152

賞与引当金の増減額（△は減少）  △13,924 2,661 △7,294

受取利息及び受取配当金  △249 △810 △717

支払利息  12,811 32,032 39,437

固定資産売却益  △600 △40,586 △600

固定資産除却損  443 5,004 6,008

投資有価証券売却損  － － 232

売上債権の増加額  △19,919 △57,676 △126,283

たな卸資産の増加額  △5,087 △12,331 △13,402

仕入債務の増加額  29,177 41,036 54,890

未払金の増加額  6,211 27,907 48,535

その他  △46,316 93,394 △61,190

小計  254,673 535,758 510,838

利息及び配当金の受取額  249 743 717

利息の支払額  △11,584 △30,340 △38,684

法人税等の支払額  △74,340 △21,123 △141,915

営業活動によるキャッシュ・フロー  168,999 485,038 330,955

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  △6,006 － △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  △2,198,808 △630,143 △2,676,852

有形固定資産の売却による収入  4,427 90,000 4,427

無形固定資産の取得による支出  △250 △1,500 △550

貸付けによる支出  △1,870 △3,580 △8,560

貸付金の回収による収入  2,341 3,878 5,937

差入保証金の回収による収入  － 10,432 11,524

差入保証金の差入による支出  △74,600 △164,894 △293,850

その他  △9,252 △3,577 13,358

投資活動によるキャッシュ・フロー  △2,284,018 △699,385 △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 △50,000 －

長期借入れによる収入  2,180,000 480,000 2,980,000

長期借入金の返済による支出  △198,535 △316,060 △492,935

社債の償還による支出  △10,000 △10,000 △20,000

株式の発行による収入  71,857 42,500 294,483

財務活動によるキャッシュ・フロー  2,143,322 146,440 2,761,548
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前中間連結会計期間

（自　平成18年３月１日
至　平成18年８月31日）

当中間連結会計期間
（自　平成19年３月１日
至　平成19年８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） 金額（千円）

Ⅳ　現金及び現金同等物の増減額

（△は減少）
 28,302 △67,906 177,943

Ⅴ　現金及び現金同等物の期首残高  197,042 374,985 197,042

Ⅵ　現金及び現金同等物の中間期末（期末）
残高

※１ 225,344 307,079 374,985
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中間連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項

項目
前中間連結会計期間

（自　平成18年３月１日
至　平成18年８月31日）

当中間連結会計期間
（自　平成19年３月１日
至　平成19年８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

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

連結子会社の数　２社

同左

連結子会社の数　２社

同左

 

２．連結子会社の中間決

算日（決算日）等に

関する事項

　全ての連結子会社の中間決算日は、

中間連結決算日と一致しております。

同左 　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

　中間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

同左

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

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

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

ハ　たな卸資産

原材料及び貯蔵品

同左

(2）重要な減価償却資

産の減価償却の方

法

 

 

イ　有形固定資産

　定率法によっております。

　ただし、平成10年４月１日以降

に取得した建物（建物附属設備を

除く）については定額法を採用し

ております。

　また、主な耐用年数は以下のと

おりであります。

建物及び構築物　　５～39年

車両運搬具　　　　６年

工具器具備品　　　３～13年

　なお、取得価額10万円以上20万

円未満の少額減価償却資産につい

ては、３年間の均等償却によって

おります。

イ　有形固定資産

 定率法によっております。

 ただし、平成10年４月１日以降に

取得した建物（建物附属設備を除

く）については定額法を採用して

おります。

 また、主な耐用年数は以下のとお

りであります。

 建物及び構築物　　５～39年

 車両運搬具　　　　６年

 工具器具備品　　　２～15年

 なお、取得価額10万円以上20万円

未満の少額減価償却資産について

は、３年間の均等償却によってお

ります。

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

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

ハ　長期前払費用

同左
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項目
前中間連結会計期間

（自　平成18年３月１日
至　平成18年８月31日）

当中間連結会計期間
（自　平成19年３月１日
至　平成19年８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）

(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

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

基づき当中間連結会計期間負担額

を計上しております。

ロ　賞与引当金

同左

ロ　賞与引当金

　従業員に対して支給する賞与の

支出に充てるため、支給見込額に

基づき当連結会計年度負担額を計

上しております。

(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 同左

(5）重要なヘッジ会計

の方法

イ　ヘッジ会計の方法

　繰延ヘッジ処理によっておりま

す。なお、特例処理の要件を満た

す金利スワップ取引については、

特例処理を採用しております。

イ　ヘッジ会計の方法

同左

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

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

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

ニ　ヘッジ有効性評価の方法

同左

(6）その他中間連結財

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

イ　消費税等の会計処理

同左

４．中間連結キャッ

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 同左
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中間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

前中間連結会計期間
（自　平成18年３月１日
至　平成18年８月31日）

当中間連結会計期間
（自　平成19年３月１日
至　平成19年８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）

（固定資産の減損に係る会計基準）

　当中間連結会計期間から、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中間純利益が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

中間連結財務諸表規則に基づき各資産の金額か

ら直接控除しております。

──────

 

（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）

　当中間連結会計期間から「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

1,149,175千円であります。

　なお、中間連結財務諸表規則の改正により、

当中間連結会計期間における中間連結貸借対照

表の純資産の部については、改正後の中間連結

財務諸表規則により作成しております。

──────

 

（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。

（ストック・オプション等に関する会計基準）

　当中間連結会計期間から「ストック・オプ

ション等に関する会計基準」（企業会計基準委

員会　平成17年12月27日　企業会計基準第８

号）及び「ストック・オプション等に関する会

計基準の適用指針」（企業会計基準委員会　平

成18年５月31日　企業会計基準適用指針第11

号）を適用しております。

　なお、当該会計基準及び適用指針の適用によ

る当中間連結財務諸表への影響はありません。

──────

 

──────

 

 

 

──────

 

 

（減価償却方法の変更）

 当中間連結会計期間から法人税法の改正に伴

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9,461千円増加し、営業利益、

経常利益及び税金等調整前中間純利益は同額減

少しております。

──────
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前中間連結会計期間
（自　平成18年３月１日
至　平成18年８月31日）

当中間連結会計期間
（自　平成19年３月１日
至　平成19年８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）

──────

 

 

（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、当中間連結会計期間から

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49,537千円、売上原価は33,747千円増加

し、営業外収益は49,537千円、営業外費用は

33,747千円減少するとともに、売上総利益及び

営業利益は15,790千円増加しておりますが、経

常利益及び税金等調整前中間純利益への影響は

ありません。

──────
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注記事項

（中間連結貸借対照表関係）

前中間連結会計期間末
（平成18年８月31日）

当中間連結会計期間末
（平成19年８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

966,122千円

※１．有形固定資産の減価償却累計額

1,334,068千円

※１．有形固定資産の減価償却累計額

1,190,205千円

※２．担保資産及び担保付債務

担保に供している資産は次のとおりであ

ります。

※２．担保資産及び担保付債務

担保に供している資産は次のとおりであ

ります。

※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 43,728千円

土地 863,733千円

建設仮勘定 882,625千円

計 1,790,087千円

建物及び構築物 906,756千円

土地 863,733千円

計 1,770,490千円

建物及び構築物 921,189千円

土地 863,733千円

計 1,784,922千円

担保付債務は次のとおりであります。 担保付債務は次のとおりであります。 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 1,589,706千円

計 1,695,154千円

一年以内返済予定

長期借入金
105,448千円

長期借入金 1,484,258千円

計 1,589,706千円

一年以内返済予定

長期借入金
105,448千円

長期借入金 1,536,982千円

計 1,642,430千円
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（中間連結損益計算書関係）

前中間連結会計期間
（自　平成18年３月１日
至　平成18年８月31日）

当中間連結会計期間
（自　平成19年３月１日
至　平成19年８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。

※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 113,550千円

給料手当 974,443

地代家賃 327,781

減価償却費 175,074

水道光熱費 124,521

備品消耗品費 95,245

広告宣伝費 89,609

リース料 37,031

貸倒引当金繰入 50

賞与引当金繰入 6,306

役員報酬 114,150千円

給料手当 1,354,166

地代家賃 475,760

減価償却費 260,635

水道光熱費 178,177

備品消耗品費 87,480

広告宣伝費 75,887

リース料 89,212

貸倒引当金繰入 1,327

賞与引当金繰入 35,716

役員報酬 219,065千円

給料手当 2,066,912

地代家賃 694,176

減価償却費 406,900

水道光熱費 263,942

備品消耗品費 198,169

広告宣伝費 161,343

貸倒引当金繰入 152

賞与引当金繰入 13,271

※２．固定資産売却益の内訳 ※２．固定資産売却益の内訳 ※２．固定資産売却益の内訳

建物及び構築物 488千円

工具器具備品 111千円

計 600千円

建物及び構築物 38,431千円

工具器具備品 2,154千円

計 40,586千円

建物及び構築物 488千円

工具器具備品 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 ※３．固定資産除却損の内訳

車両運搬具 443千円 建物及び構築物 5,778千円

工具器具備品 561千円

計 6,339千円

建物及び構築物 5,564千円

車両運搬具 443千円

計 6,008千円

※４．減損損失

当中間連結会計期間において、当社グ

ループは、以下の資産について減損損失

を計上しております。

※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

工具器具備品 819千円

リース資産 6,337千円

計 17,133千円

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

工具器具備品 819千円

リース資産 6,337千円

計 17,133千円

当社グループは、キャッシュ・フローを

生み出す最小単位として、直営店舗を基

本単位とした資産のグルーピングを行っ

ております。直営店舗については収益性

の低下により営業活動から生ずる損益が

継続してマイナスである資産グループの

帳簿価額を回収可能額まで減額し、当該

減少額17,133千円を減損損失として特別

損失に計上しております。

また、資産グループごとの回収可能額は

正味売却可能価額により測定しておりま

す。

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。

株式会社ジェイプロジェクト（3063）平成 20 年２月期中間決算短信

－ 24 －



（中間連結株主資本等変動計算書関係）

前中間連結会計期間（自　平成18年３月１日　至　平成18年８月31日）

１．発行済株式の種類及び総数に関する事項

株式の種類
前連結会計年度末
株式数（株）

当中間連結会計期間
増加株式数（株）

当中間連結会計期間
減少株式数（株）

当中間連結会計期間
末株式数（株）

発行済株式数     

普通株式（注） 22,582 2,880 － 25,462

合計 22,582 2,880 － 25,462

（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．自己株式に関する事項

　該当事項はありません。

３．新株予約権に関する事項

　該当事項はありません。

４．配当に関する事項

該当事項はありません。

当中間連結会計期間（自　平成19年３月１日　至　平成19年８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）

当中間連結会計期間
増加株式数（株）

当中間連結会計期間
減少株式数（株）

当中間連結会計期間
末株式数（株）

発行済株式     

普通株式（注） 27,098 1,700 － 28,798

合計 27,098 1,700 － 28,798

（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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（中間連結キャッシュ・フロー計算書関係）

前中間連結会計期間
（自　平成18年３月１日
至　平成18年８月31日）

当中間連結会計期間
（自　平成19年３月１日
至　平成19年８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中間期末残高と中

間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中間期末残高と中

間連結貸借対照表に掲記されている科目

の金額との関係

※１．現金及び現金同等物の期末残高と連結貸

借対照表に掲記されている科目の金額と

の関係

（平成18年８月31日現在） （平成19年８月31日現在） （平成19年２月28日現在）

 （千円）

現金及び預金勘定 261,017

ＭＲＦ 339

預入期間が３ヶ月を超え

る定期預金
△36,011

現金及び現金同等物 225,344

 （千円）

現金及び預金勘定 306,738

ＭＲＦ 340

現金及び現金同等物 307,079

 （千円）

現金及び預金勘定 374,645

ＭＲＦ 340

現金及び現金同等物 374,985
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（リース取引関係）

前中間連結会計期間
（自　平成18年３月１日
至　平成18年８月31日）

当中間連結会計期間
（自　平成19年３月１日
至　平成19年８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．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中

間期末残高相当額

(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中

間期末残高相当額

(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）

中間期末
残高相当
額
（千円）

 その他 320,185 195,409 5,951 118,824

 
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）

建物及び
構築物

875,009 41,521 833,488

 その他 447,782 179,349 268,433

合計 1,322,792 220,870 1,101,921

 
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）未経過リース料中間期末残高相当額等

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等

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等

未経過リース料期末残高相当額

１年内 54,653千円

１年超 70,476千円

合計 125,130千円

１年内 157,794千円

１年超 950,277千円

計 1,108,071千円

１年内 95,138千円

１年超 456,462千円

計 551,600千円

リース資産減損勘定の残高 1,661千円 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、支払利息相当額及

び減損損失

(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、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 34,876千円

リース資産減損勘定の取

崩額
4,595千円

減価償却費相当額 27,887千円

支払利息相当額 2,302千円

減損損失 6,257千円

支払リース料 84,080千円

リース資産減損勘定の取

崩額
249千円

減価償却費相当額 71,440千円

支払利息相当額 13,642千円

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

(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
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（有価証券関係）

前中間連結会計期間末（平成18年８月31日現在）

１．その他有価証券で時価のあるもの

 取得原価（千円）
中間連結貸借対照表計上
額（千円）

差額（千円）

(1）株式 1,305 812 △493

(2）債券 － － －

(3）その他 － － －

合計 1,305 812 △493

２．時価のない主な有価証券の内容

 中間連結貸借対照表計上額（千円）

その他有価証券  

ＭＲＦ 339

当中間連結会計期間末（平成19年８月31日現在）

１．その他有価証券で時価のあるもの

 取得原価（千円）
中間連結貸借対照表計上
額（千円）

差額（千円）

(1）株式 7,160 7,075 △85

(2）債券 － － －

(3）その他 － － －

合計 7,160 7,075 △85

２．時価評価されていない主な有価証券の内容

 中間連結貸借対照表計上額（千円）

その他有価証券  

 ＭＲＦ 340

株式会社ジェイプロジェクト（3063）平成 20 年２月期中間決算短信

－ 28 －



前連結会計年度（平成19年２月28日現在）

１．その他有価証券で時価のあるもの

 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 7,073 △87

(2）債券 － － －

(3）その他 － － －

合計 7,160 7,073 △87

２．時価評価されていない主な有価証券の内容

 連結貸借対照表計上額（千円）

その他有価証券  

ＭＲＦ 340
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（デリバティブ取引関係）

前中間連結会計期間末（平成18年８月31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

取引の種類 契約額等（千円） 時価（千円） 評価損益（千円）

金利スワップ取引

受取変動・支払固定
200,000 △301 △301

　（注）１．時価の算定方法

金利スワップ取引・・・金利スワップ契約を締結している取引銀行から提示された評価額によっております。

２．ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引は除いております。

当中間連結会計期間末（平成19年８月31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。

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。
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（ストック・オプション等関係）

前中間連結会計期間（自　平成18年３月１日　至　平成18年８月31日）

　該当事項はありません。

当中間連結会計期間（自　平成19年３月１日　至　平成19年８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）

ａ．事業の種類別セグメント情報

前中間連結会計期間（自　平成18年３月１日　至　平成18年８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）

　当社及び連結子会社は、外食事業を主要な事業内容としており、外食事業の売上高及び営業利益の金額は全

セグメントの売上高の合計及び営業利益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。

当中間連結会計期間（自　平成19年３月１日　至　平成19年８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
4,304,049 365,221 49,537 12,252 4,731,061 － 4,731,061

(2) セグメント間の内部

    売上高又は振替高
130,114 － 13,290 112,814 256,218 (256,218) －

計 4,434,163 365,221 62,827 125,066 4,987,279 (256,218) 4,731,061

営業費用 4,370,303 359,204 45,021 122,625 4,897,155 (259,487) 4,637,667

営業利益 63,859 6,017 17,806 2,441 90,124 3,269 93,393

(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

「中間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」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、当中間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。また、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。

 

ｂ．所在地別セグメント情報

前中間連結会計期間（自　平成18年３月１日　至　平成18年８月31日）、当中間連結会計期間（自　平成19年

３月１日　至　平成19年８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。

ｃ．海外売上高

前中間連結会計期間（自　平成18年３月１日　至　平成18年８月31日）、当中間連結会計期間（自　平成19年

３月１日　至　平成19年８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）

前中間連結会計期間
（自　平成18年３月１日
至　平成18年８月31日）

当中間連結会計期間
（自　平成19年３月１日
至　平成19年８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 45,132円97銭

１株当たり中間純利益 2,388円83銭

１株当たり純資産額 52,405円63銭

１株当たり中間純利益 2,976円82銭

潜在株式調整後１株当たり

中間純利益
2,624円41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

　なお、潜在株式調整後１株当たり中間純利益

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。

 　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株当たり中間（当期）純利益及び潜在株式調整後１株当たり中間（当期）純利益の算定上の基礎は、以下の

とおりであります。

 
前中間連結会計期間

（自　平成18年３月１日
至　平成18年８月31日）

当中間連結会計期間
（自　平成19年３月１日
至　平成19年８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株当たり中間（当期）純利益    

中間（当期）純利益（千円） 57,446 84,970 65,635

普通株主に帰属しない金額（千円） － － －

普通株式に係る中間（当期）純利益

（千円）
57,446 84,970 65,635

普通株式の期中平均株式数（株） 24,048 28,544 25,154

    

潜在株式調整後１株当たり中間（当期）純

利益
   

中間（当期）純利益調整額（千円） － － －

普通株式増加数（株） － 3,833 5,970

（うち新株予約権）  （－） （3,833） (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

新株予約権の数 　1,521個

　

───── ─────
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（重要な後発事象）

前中間連結会計期間
（自　平成18年３月１日
至　平成18年８月31日）

当中間連結会計期間
（自　平成19年３月１日
至　平成19年８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）

当社は、平成18年11月30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。

株式上場に当たり、平成18年10月26日及び平成18

年11月８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18年11月29日に払込が完

了いたしました。

　この結果、平成18年11月29日付で資本金は、

631,375千円、発行済株式総数は、27,062株となっ

ております。

(1）発行新株式 普通株式　1,600株

(2）発行価格 １株につき150,000円

(3）引受価額 １株につき139,500円

(4）発行価額 １株につき110,500円

(5）発行価額の総額 176,800,000円

(6）払込金額の総額 223,200,000円

(7）資本組入額の総額 111,600,000円

(8）申込期間 自 平成18年11月21日

至 平成18年11月27日

(9）払込期日 平成18年11月29日

(10）募集方法 ブックビルディング方

式による一般募集

(11）資金の使途 店舗の新設等設備投資

────── 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。

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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５．中間個別財務諸表
(1) 中間貸借対照表

  
前中間会計期間末

（平成18年８月31日）
当中間会計期間末

（平成19年８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
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

（資産の部）           

Ⅰ　流動資産           

１．現金及び預金  255,467   237,603   327,578   

２．売掛金  123,366   276,049   228,818   

３．有価証券  339   340   340   

４．たな卸資産  44,872   65,429   53,187   

５．繰延税金資産  10,214   21,555   15,036   

６．その他  98,560   161,164   168,152   

貸倒引当金  △143   △557   △482   

流動資産合計   532,677 11.7  761,587 13.3  792,632 14.6

Ⅱ　固定資産           

１．有形固定資産 ※１          

(1）建物 ※２ 1,380,414   2,718,398   2,575,980   

(2）土地 ※２ 803,733   803,733   803,733   

(3）建設仮勘定 ※２ 927,315   81,637   78,418   

(4）その他  190,613   255,396   236,315   

有形固定資産合計  3,302,077  72.5 3,859,166  67.3 3,694,448  68.0

２．無形固定資産  2,058  0.0 3,095  0.1 2,017  0.0

３．投資その他の資産           

(1）投資有価証券  812   7,075   7,073   

(2）差入保証金  654,197   1,008,404   861,923   

(3）繰延税金資産  4,217   13,788   9,138   

(4）その他  58,385   79,855   64,088   

貸倒引当金  △3   △10   △9   

投資その他の資産合
計

 717,608  15.8 1,109,113  19.3 942,214  17.3

固定資産合計   4,021,744 88.3  4,971,374 86.7  4,638,679 85.4

資産合計   4,554,421 100.0  5,732,961 100.0  5,431,312 100.0
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前中間会計期間末

（平成18年８月31日）
当中間会計期間末

（平成19年８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
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

（負債の部）           

Ⅰ　流動負債           

１．買掛金  144,025   210,776   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

※２ 432,552   573,059   534,112   

４．一年以内償還予定社
債

 20,000   110,000   70,000   

５．未払金  284,537   397,769   502,914   

６．未払法人税等  45,953   87,249   28,619   

７．賞与引当金  5,792   15,932   13,271   

８．その他 ※３ 92,251   144,325   66,784   

流動負債合計   1,175,112 25.8  1,539,112 26.8  1,435,440 26.4

Ⅱ　固定負債           

１．社債  110,000   －   50,000   

２．長期借入金 ※２ 2,117,419   2,658,572   2,527,519   

３．その他  1,050   58,762   46,611   

固定負債合計   2,228,469 48.9  2,717,334 47.4  2,624,130 48.3

負債合計   3,403,581 74.7  4,256,447 74.2  4,059,571 74.7

（純資産の部）           

Ⅰ　株主資本           

１．資本金   519,775 11.4  653,075 11.4  631,825 11.6

２．資本剰余金           

(1）資本準備金  449,775   583,075   561,825   

資本剰余金合計   449,775 9.9  583,075 10.2  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  181,582   240,414   178,142   

利益剰余金合計   181,582 4.0  240,414 4.2  178,142 3.3

株主資本合計   1,151,132 25.3  1,476,564 25.8  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

  △293 △0.0  △50 △0.0  △51 △0.0

評価・換算差額等合計   △293 △0.0  △50 △0.0  △51 △0.0

純資産合計   1,150,839 25.3  1,476,514 25.8  1,371,740 25.3

負債純資産合計   4,554,421 100.0  5,732,961 100.0  5,431,312 100.0
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(2) 中間損益計算書

  
前中間会計期間

（自　平成18年３月１日
至　平成18年８月31日）

当中間会計期間
（自　平成19年３月１日
至　平成19年８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
（％）

金額（千円）
百分比
（％）

Ⅰ　売上高   3,234,620 100.0  4,489,575 100.0  6,828,239 100.0

Ⅱ　売上原価   841,929 26.0  1,206,868 26.9  1,789,783 26.2

売上総利益   2,392,690 74.0  3,282,706 73.1  5,038,456 73.8

Ⅲ　販売費及び一般管理費   2,303,880 71.2  3,223,709 71.8  4,956,785 72.6

営業利益   88,809 2.7  58,996 1.3  81,671 1.2

Ⅳ　営業外収益 ※１  51,866 1.6  75,192 1.7  142,637 2.1

Ⅴ　営業外費用 ※２  13,046 0.4  39,163 0.9  68,154 1.0

経常利益   127,630 3.9  95,025 2.1  156,154 2.3

Ⅵ　特別利益 ※３  758 0.0  40,214 0.9  600 0.0

Ⅶ　特別損失 ※4,5  17,133 0.5  6,339 0.1  22,931 0.3

税引前中間（当期）
純利益

  111,254 3.4  128,900 2.9  133,823 2.0

法人税、住民税及び
事業税

 37,752   77,798   73,670   

法人税等調整額  9,713 47,466 1.5 △11,170 66,628 1.5 △194 73,475 1.1

中間（当期）純利益   63,788 2.0  62,272 1.4  60,348 0.9
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(3）中間株主資本等変動計算書

前中間会計期間（自　平成18年３月１日　至　平成18年８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18年２月28日残高 483,775 413,775 413,775 117,794 117,794 1,015,344

中間会計期間中の変動額       

新株の発行 36,000 36,000 36,000 － － 72,000

中間純利益 － － － 63,788 63,788 63,788

株主資本以外の項目の中間会計期
間中の変動額（純額）

－ － － － － －

中間会計期間中の変動額合計 36,000 36,000 36,000 63,788 63,788 135,788

平成18年８月31日残高 519,775 449,775 449,775 181,582 181,582 1,151,132

 

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

中間会計期間中の変動額    

新株の発行 － － 72,000

中間純利益 － － 63,788

株主資本以外の項目の中間会計期
間中の変動額（純額）

△672 △672 △672

中間会計期間中の変動額合計 △672 △672 135,115

平成18年８月31日残高 △293 △293 1,150,839
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当中間会計期間（自　平成19年３月１日　至　平成19年８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

中間会計期間中の変動額       

新株の発行 21,250 21,250 21,250 － － 42,500

中間純利益 － － － 62,272 62,272 62,272

株主資本以外の項目の中間会計期
間中の変動額（純額）

－ － － － － －

中間会計期間中の変動額合計 21,250 21,250 21,250 62,272 62,272 104,772

平成19年８月31日　残高 653,075 583,075 583,075 240,414 240,414 1,476,564

 

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

中間会計期間中の変動額    

新株の発行 － － 42,500

中間純利益 － － 62,272

株主資本以外の項目の中間会計期
間中の変動額（純額）

0 0 0

中間会計期間中の変動額合計 0 0 104,773

平成19年８月31日　残高 △50 △50 1,476,514
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前事業年度の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

  その他利益
    剰余金

利益剰余金合計
繰越利益剰余金

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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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18年３月１日
至　平成18年８月31日）

当中間会計期間
（自　平成19年３月１日
至　平成19年８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．資産の評価基準及び

評価方法

 

(1）有価証券

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）有価証券

①　子会社株式

同左

(1）有価証券

①　子会社株式

同左

 

 

 

②　その他有価証券

時価のあるもの

　中間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。

②　その他有価証券

時価のあるもの

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

時価のないもの

同左

 

 

 

(2）デリバティブ

時価法

(2）デリバティブ

同左

(2）デリバティブ

 同左

 

 

 

(3）たな卸資産

原材料及び貯蔵品

最終仕入原価法

(3）たな卸資産

原材料及び貯蔵品

同左

(3）たな卸資産

原材料及び貯蔵品

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

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

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　　　　　　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

　

(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

 

(3）長期前払費用

同左

　

３．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）　　　─────

 

(1）　　　───── 

 

 

 

(2) 株式交付費

　支出時に全額費用として処理し

ております。

(2) 株式交付費 

同左

 

(2) 株式交付費 

同左
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項目
前中間会計期間

（自　平成18年３月１日
至　平成18年８月31日）

当中間会計期間
（自　平成19年３月１日
至　平成19年８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）

４．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

(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

基づき当中間会計期間負担額を計

上しております。

(2）賞与引当金

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。

５．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

６．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

(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

 

(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

(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

(4）ヘッジ有効性評価の方法

同左

７．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

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

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18年３月１日
至　平成18年８月31日）

当中間会計期間
（自　平成19年３月１日
至　平成19年８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）

　当中間会計期間から、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。

　これにより税引前中間純利益が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

中間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。

 　　　　　　　──────

 

　

（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）

　当中間会計期間から「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

1,150,839千円であります。

　なお、中間財務諸表等規則の改正により、当

中間会計期間における中間貸借対照表の純資産

の部については、改正後の中間財務諸表等規則

により作成しております。

 　　　　　　　──────

　

 

　

（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。

（ストック・オプション等に関する会計基準）

　当中間会計期間から「ストック・オプション

等に関する会計基準」（企業会計基準委員会　

平成17年12月27日　企業会計基準第８号）及び

「ストック・オプション等に関する会計基準の

適用指針」（企業会計基準委員会　平成18年５

月31日　企業会計基準適用指針第11号）を適用

しております。

　なお、当該会計基準及び適用指針の適用によ

る当中間財務諸表への影響はありません。

　　　　　　　 ──────

 

 

　　　　　　　 ────── 

 

 

 　　　　　　　 ──────

 

 

 （固定資産の減価償却方法の変更）

　当中間会計期間から法人税法の改正に伴い、

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9,461千円増加し、営業利益、経

常利益及び税引前中間純利益は同額減少してお

ります。

　　　　　　　 ────── 
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前中間会計期間
（自　平成18年３月１日
至　平成18年８月31日）

当中間会計期間
（自　平成19年３月１日
至　平成19年８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）

 　　　　　　　 ────── 

 

 

（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、当中間会計期間から売上

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54,945千円、売上原価は32,774千円増加

し、営業外収益は54,945千円、営業外費用は

32,774千円減少するとともに、売上総利益及び

営業利益は22,170千円増加しておりますが、経

常利益及び税引前中間純利益への影響はありま

せん。

　　　　　　　 ──────  
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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８月31日）

当中間会計期間末
（平成19年８月31日）

前事業年度末
（平成19年２月28日）

※１．有形固定資産の減価償却累計額

961,835千円

※１．有形固定資産の減価償却累計額

1,283,958千円

※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とおりであ

ります。

※２．担保資産及び担保付債務

担保に供している資産は次の通りであり

ます。

※２．担保資産及び担保付債務

担保に供している資産は次の通りであり

ます。

土地 803,733千円

建設仮勘定 882,625千円

計 1,686,359千円

建物 864,090千円

土地 803,733千円

計 1,667,824千円

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。 担保付債務は次のとおりであります。 担保付債務は次のとおりであります。

一年以内返済予定

長期借入金
93,328千円

長期借入金 1,500,006千円

計 1,593,334千円

一年以内返済予定

長期借入金
93,328千円

長期借入金 1,406,678千円

計 1,500,006千円

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．消費税等の取扱い 

同左

※３．　　　　 ─────
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（中間損益計算書関係）

前中間会計期間
（自　平成18年３月１日
至　平成18年８月31日）

当中間会計期間
（自　平成19年３月１日
至　平成19年８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  ※１．営業外収益のうち主要なもの ※１．営業外収益のうち主要なもの

協賛金収入 45,900千円

賃貸料収入 2,502千円

 協賛金収入 63,366千円 

 賃貸料収入 5,515千円 

協賛金収入 82,692千円

保険解約返戻金 34,895千円

賃貸料収入 9,523千円

※２．営業外費用のうち主要なもの  ※２．営業外費用のうち主要なもの ※２．営業外費用のうち主要なもの

支払利息 11,994千円

株式交付費償却 142千円

 支払利息 31,306千円 

  

支払利息 37,945千円

株式公開費用 21,660千円

※３．特別利益のうち主要なもの  ※３．特別利益のうち主要なもの ※３．特別利益のうち主要なもの

貸倒引当金戻入 158千円

固定資産売却益 600千円

 固定資産売却益 40,214千円 

  

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 ※４．特別損失のうち主要なもの

減損損失 17,133千円  固定資産除却損 6,339千円 減損損失 17,133千円

固定資産除却損 5,564千円

※５．減損損失

当中間会計期間において、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。

 ※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

工具器具備品 819千円

リース資産 6,337千円

計 17,133千円

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

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、主として直営店舗を基

本単位として、また、転貸物件について

は、物件を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価額まで減

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、資産グループごとの回収可能価額

は正味売却可能価額により測定しており

ます。

 

 

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  ６．減価償却実施額 ６．減価償却実施額

有形固定資産 167,835千円

無形固定資産 294千円

 有形固定資産 268,849千円 

 無形固定資産 422千円 

有形固定資産 396,500千円

無形固定資産 634千円
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（中間株主資本等変動計算書関係）

前中間会計期間（自　平成18年３月１日　至　平成18年８月31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。

当中間会計期間（自　平成19年３月１日　至　平成19年８月31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。

        前事業年度（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）

前中間会計期間
（自　平成18年３月１日
至　平成18年８月31日）

当中間会計期間
（自　平成19年３月１日
至　平成19年８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．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中

間期末残高相当額

(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中

間期末残高相当額

(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）

中間期末
残高相当
額
（千円）

その他 320,185 195,409 5,951 118,824

 
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）

建物 875,009 41,521 833,488

その他 447,782 179,349 268,433

合計 1,322,792 220,870 1,101,921

 
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）未経過リース料中間期末残高相当額等

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等

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等

未経過リース料期末残高相当額

１年内 54,653千円

１年超 70,476千円

合計 125,130千円

１年内 157,794千円

１年超 950,277千円

合計 1,108,071千円

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 1,661千円 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、支払利息相当額及

び減損損失

(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、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 34,876千円

リース資産減損勘定の

取崩額
4,595千円

減価償却費相当額 27,887千円

支払利息相当額 2,302千円

減損損失 6,257千円

支払リース料 84,080千円

リース資産減損勘定の

取崩額
249千円

減価償却費相当額 71,440千円

支払利息相当額 13,642千円

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

(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
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（有価証券関係）

　前中間会計期間、当中間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。
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（１株当たり情報）

前中間会計期間
（自　平成18年３月１日
至　平成18年８月31日）

当中間会計期間
（自　平成19年３月１日
至　平成19年８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 45,198円33銭

１株当たり中間純利益 2,652円55銭

１株当たり純資産額 51,271円41銭

１株当たり中間純利益 2,181円64銭

潜在株式調整後１株当たり

中間純利益
1,923円36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株当たり中間純利益

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。

 　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株当たり中間（当期）純利益及び潜在株式調整後１株当たり中間（当期）純利益の算定上の基礎は、以下の

とおりであります。

 
前中間会計期間

（自　平成18年３月１日
至　平成18年８月31日）

当中間会計期間
（自　平成19年３月１日
至　平成19年８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株当たり中間（当期）純利益    

中間（当期）純利益（千円） 63,788 62,272 60,348

普通株主に帰属しない金額（千円） － － －

普通株式に係る中間（当期）純利益

（千円）
63,788 62,272 60,348

普通株式の期中平均株式数（株） 24,048 28,544 25,154

    

潜在株式調整後１株当たり中間（当期）純

利益
   

中間（当期）純利益調整額（千円） － － －

普通株式増加数（株） － 3,833 5,970

（うち新株予約権） （－） （3,833） (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

新株予約権の数 　1,521個

　

 　　　　─────

 

─────
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（重要な後発事象）

前中間会計期間
（自　平成18年３月１日
至　平成18年８月31日）

当中間会計期間
（自　平成19年３月１日
至　平成19年８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）

当社は、平成18年11月30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。株式上場に当たり、平成18年10月26日及び

平成18年11月８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18年11月29日

に払込が完了いたしました。

　この結果、平成18年11月29日付で資本金は、

631,375千円、発行済株式総数は、27,062株と

なっております。 

(1）発行新株式 普通株式　1,600株

(2）発行価格 １株につき150,000円

(3）引受価額 １株につき139,500円

(4）発行価額 １株につき110,500円

(5）発行価額の総額 176,800,000円

(6）払込金額の総額 223,200,000円

(7）資本組入額の総額 111,600,000円

(8）申込期間 自 平成18年11月21日

至 平成18年11月27日

(9）払込期日 平成18年11月29日

(10）募集方法 ブックビルディング方

式による一般募集

(11）資金の使途 店舗の新設等設備投資

────── 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。

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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