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（百万円未満切捨て）

１．平成20年５月期第１四半期の業績（平成19年６月１日　～　平成19年８月31日）

(1）経営成績 （％表示は対前年同四半期増減率） 

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５月期第１四半期 2,584 － 69 － 67 － 34 －

19年５月期第１四半期 － － － － － － － －

19年５月期 9,848 － 403 － 306 － 143 －

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５月期第１四半期 844 46 － －

19年５月期第１四半期 － － － －

19年５月期 3,776 03 － －

 (注) 潜在株式調整後１株当たり四半期（当期）純利益につきましては、希薄化効果を有している潜在株式がないため記載しておりません。

(2）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

20年５月期第１四半期 3,249 1,038 32.0 25,327 44

19年５月期第１四半期 － － － －  

19年５月期 3,313 1,003 30.3 24,482 99

(3）キャッシュ・フローの状況  

営業活動による
キャッシュ・フロー

投資活動による
キャッシュ・フロー

財務活動による
キャッシュ・フロー

現金及び現金同等物
期  末  残  高

百万円 百万円 百万円 百万円

20年５月期第１四半期 △71 △162 79 313

19年５月期第１四半期 － － － －

19年５月期 586 △214 △254 467

 (注) 当社は、平成19年５月期第３四半期より四半期財務諸表を作成しておりますので、各項目の平成19年５月期第１四半期、対前年第１四半

　　　期増減率については記載しておりません。

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５月期 － － － － － － － － 0 00

20年５月期 － － － － － － － －

20年５月期（予想） － － － － － － － － 0 00

３．平成20年５月期の業績予想（平成19年６月１日　～　平成20年５月31日）

 （％表示は、通期は対前期、中間期は対前年中間期増減率）

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

中間期 5,800 18.6 180 15.1 141 38.3 56 40.3 1,380 61

通期 11,810 19.9 457 13.5 380 24.2 187 30.5 4,562 00

－ 1 －



４．その他

(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

（注）詳細は、14ページ「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。

※　業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項

　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、当社が現在入手可能な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のでご了承く

ださい。
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【定性的情報・財務諸表等】

１．経営成績に関する定性的情報

　当第１四半期会計期間におけるわが国経済は、米国のサブプライムローン問題等による為替変動や、金利上昇に対す

る不安感等の懸念材料があったものの、企業業績の改善により設備投資が増加、更に個人消費も持ち直し傾向となって

おり、全体として景気はこれまでの回復基調を持続してまいりました。

　当社が属するゴルフ業界では、国内女子ツアーの人気継続や男子アマチュアゴルファーのツアー初優勝による「ハニ

カミ」ブームが社会的現象となりました。また、プレイフィーの低価格化も一般的となってきたほか、インターネット

による商品購入やゴルフ場予約の普及等により、若年層や女性にとってもゴルフが身近なスポーツとして定着してまい

りました。この他、民間の調査会社によると、ゴルフ用品の国内出荷額は平成17年以降２年連続プラス成長を果たして

いるといわれており、当ゴルフ業界にも明るい兆しが見えてまいりました。

　このような状況のもと、当社は、前事業年度に引き続き、直営店の積極出店並びに加盟店の質の向上の２つの柱を継

続しながら事業を展開してまいりました。

　この結果、当第１四半期会計期間の売上高は2,584百万円、営業利益は69百万円、経常利益は67百万円となり、また、

第１四半期純利益は34百万円となりました。

 

事業部門別販売実績

 

当第１四半期会計期間
（自　平成19年６月１日
至　平成19年８月31日）

売上高（千円） 構成比（％） 前年同四半期比（％）

直　営　事　業
商　 品　 販　 売 1,737,050 67.2 －

練習場施設利用料 41,715 1.6 －

フランチャイズ

事業

商　 品　 販　 売 476,682 18.4 －

フランチャイズ役務収入 322,810 12.5 －

そ の 他 営 業 収 入 5,797 0.3 －

合　　　　計 2,584,057 100.0 －

（直営事業）

　当第１四半期会計期間に新たに３店舗の出店を行った結果、55店舗体制となりました。顧客に支持される店舗作りを

実現するため、人気商品を充実させる等商品ラインアップの強化を図るとともに、商品の販売動向を意識した買取り技

術を磨くことに努めてまいりました。

　この結果、新規出店効果も寄与し、ゴルフ練習場での施設利用料も含めて売上高は1,778百万円となりました。

（フランチャイズ事業）

　全国均一のサービス提供を実現するために、加盟店舗における品揃えの充実やサービスレベルの向上に力を注いでま

いりました。当第１四半期会計期間に４店舗の出店が行われた結果、加盟店店舗数は169店舗となりました。

　この結果、当第１四半期会計期間におけるフランチャイズ事業の売上高は805百万円となりました。

　なお、当第１四半期会計期間が第１四半期財務諸表作成初年度であるため、前年同四半期との比較分析は行っており

ません。（以下「２．財政状態に関する定性的情報」「３．業績予想に関する定性的情報」について同じ。）

２．財政状態に関する定性的情報

　①資産・負債・純資産の状況

　『流動資産』

　当第１四半期会計期間末の流動資産は、対前事業年度末190百万円減少し、2,098百万円となりました。主な減少要因

は、水戸練習場店等への設備投資及び各種税金等の支払に伴う現預金の支出によるものであります。

　『固定資産』

　当第１四半期会計期間末の固定資産は、対前事業年度末125百万円増加し、1,151百万円となりました。主な増加要因

は、水戸練習場店等への設備投資によるものであります。

－ 3 －

㈱ゴルフパートナー (3074) 平成20年５月期 第１四半期財務・業績の概況



　『流動負債』

　当第１四半期会計期間末の流動負債は、対前事業年度末247百万円減少し、1,272百万円となりました。主な減少要因

は、短期借入金から長期借入金への切替を行ったことによる短期借入金の減少及び各種税金等の支払によるものであり

ます。

　『固定負債』

　当第１四半期会計期間末の固定負債は、対前事業年度末148百万円増加し、938百万円となりました。主な増加要因は、

短期借入金から長期借入金への切替を行ったことによる長期借入金の増加によるものであります。

　『純資産』

　当第１四半期会計期間末の純資産合計は、対前事業年度末34百万円増加し、1,038百万円となりました。増加要因は、

四半期純利益の計上によるものであります。

 

　②キャッシュ・フローの状況

　当第１四半期会計期間における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、水戸練習場店等への設備投資及び

各種税金等の支払に使用した結果、前事業年度末より154百万円減少し当第１四半期会計期間末には313百万円となりま

した。

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

　『営業活動によるキャッシュ・フロー』

　当第１四半期会計期間において営業活動の結果使用した資金は71百万円となりました。これは主に商品売上が順当に

推移し、税引前四半期純利益が63百万円になったこと、売上債権が124百万円減少したものの、秋の繁忙期に向けての品

揃えの充実のためにたな卸資産が81百万円増加したこと、及び各種税金等の支払により198百万円支出したことによるも

のであります。

　『投資活動によるキャッシュ・フロー』

　当第１四半期会計期間において投資活動の結果使用した資金は162百万円となりました。これは主に水戸練習場店等へ

の設備投資に139百万円支出したことによるものであります。

　『財務活動によるキャッシュ・フロー』

　当第１四半期会計期間において財務活動の結果得られた資金は79百万円となりました。これは主に日銀の政策金利引

き上げ懸念等があることから、短期借入金から長期借入金への切替を行い、長期借入金の借入れによる収入300百万円、

短期借入金の減少額150百万円、長期借入金の返済による支出50百万円等によるものであります。

３．業績予想に関する定性的情報

　通期の見通しにつきましては、企業収益の好調さが持続し、家計へも波及して景気は引き続き堅調に推移するものと

見込まれますが、米国経済や原油価格の動向等の懸念材料もあり、決して予断を許さない状況が続くと予想されます。

　しかし、当社を取り巻くゴルフ市場環境につきましては、若手プロゴルファー及び女子プロゴルファーの人気が若年

層や女性に対しゴルフへの興味、関心を持たせるきっかけとなっており、団塊世代の大量退職による余暇利用への期待

も合わせ、幅広い世代にわたるゴルフ人口の増加、並びに市場回復の兆しが見えてまいりました。

　このような状況の中、当社は平成19年７月にゴルフ練習場として３店舗目となる「水戸練習場店」をオープンいたし

ました。今後も直営店及び加盟店の積極出店を行い、ゴルフ市場におけるシェア拡大を図ってまいります。

　現時点における中間期業績予想値及び通期業績予想値は、平成19年５月期決算短信発表時より変更いたしておりませ

ん。
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４．四半期財務諸表

(1) 四半期貸借対照表

  
当第１四半期会計期間末
（平成19年８月31日）

前事業年度の要約貸借対照表
（平成19年５月31日）

区分
注記
番号

金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

（資産の部）        

Ⅰ　流動資産        

１．現金及び預金 ※２ 348,294   502,930   

２．受取手形  －   5,200   

３．売掛金  298,641   414,875   

４．たな卸資産  1,224,921   1,144,527   

５．その他  228,442   222,174   

貸倒引当金  △2,044   △1,182   

流動資産合計   2,098,256 64.6  2,288,526 69.1

Ⅱ　固定資産        

１．有形固定資産        

(1）建物  ※1,2 286,667   227,276   

(2）土地  ※２ 181,011   181,011   

(3）その他  ※１ 194,543   137,914   

有形固定資産合計  662,223   546,203   

２．無形固定資産  161,729   144,073   

３．投資その他の資産        

(1）差入保証金  271,447   267,096   

(2）その他  104,613   118,828   

貸倒引当金  △48,948   △50,901   

投資その他の資産合計  327,112   335,022   

固定資産合計   1,151,064 35.4  1,025,298 30.9

資産合計   3,249,321 100.0  3,313,825 100.0
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当第１四半期会計期間末
（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５月31日）

区分
注記
番号

金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

（負債の部）        

Ⅰ　流動負債        

１．買掛金  367,843   385,507   

２．短期借入金  150,000   300,000   

３．１年以内返済予定長期
借入金

※２ 237,500   192,500   

４．１年以内償還予定社債  180,000   150,000   

５．賞与引当金  40,154   56,410   

６．ポイントサービス引当
金

 94,559   91,567   

７．株主優待引当金  3,168   3,172   

８．その他  ※３ 199,099   340,485   

流動負債合計   1,272,323 39.1  1,519,643 45.9

Ⅱ　固定負債        

１．社債  180,000   230,000   

２．長期借入金 ※２ 533,570   329,195   

３．預り保証金  223,200   229,200   

４．その他  1,802   1,984   

固定負債合計   938,572 28.9  790,379 23.8

負債合計   2,210,895 68.0  2,310,022 69.7

        

（純資産の部）        

Ⅰ　株主資本        

１．資本金   651,200 20.0  651,200 19.6

２．資本剰余金        

(1）資本準備金  303,800   303,800   

資本剰余金合計   303,800 9.4  303,800 9.2

３．利益剰余金        

(1）その他利益剰余金        

繰越利益剰余金  83,425   48,802   

利益剰余金合計   83,425 2.6  48,802 1.5

株主資本合計   1,038,425 32.0  1,003,802 30.3

純資産合計   1,038,425 32.0  1,003,802 30.3

負債純資産合計   3,249,321 100.0  3,313,825 100.0
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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６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６月１日
至　平成19年５月31日）

区分
注記
番号

金額（千円）
百分比
（％）

金額（千円）
百分比
（％）

Ⅰ　売上高   2,584,057 100.0  9,848,073 100.0

Ⅱ　売上原価 ※1,5  1,801,689 69.7  6,856,954 69.6

売上総利益   782,367 30.3  2,991,119 30.4

Ⅲ　販売費及び一般管理費 ※５  713,003 27.6  2,587,813 26.3

営業利益   69,363 2.7  403,306 4.1

Ⅳ　営業外収益        

 １.受取利息  578   573   

 ２.受取手数料  2,505   9,273   

 ３.フランチャイズ契約
解約収入

 2,890   22,000   

 ４.雑収入  90 6,065 0.2 1,912 33,759 0.3

Ⅴ　営業外費用        

 １.支払利息  4,478   20,449   

 ２.社債利息  643   2,582   

 ３.商品評価損  －   50,912   

 ４.商品廃棄・減耗損  2,618   12,073   

 ５.株式交付費  －   4,241   

 ６.株式上場諸費用  －   39,358   

 ７.雑損失  54 7,794 0.3 1,256 130,875 1.3

経常利益   67,634 2.6  306,189 3.1

Ⅵ　特別利益        

 １.固定資産売却益  594   －   

 ２.貸倒引当金戻入益  1,091   5,475   

 ３.保険差益  1,320 3,006 0.1 2,333 7,808 0.1

Ⅶ　特別損失        

 １.固定資産除却損 ※２ 1,544   2,758   

 ２.減損損失 ※３ －   14,508   

 ３.店舗撤退損失 ※４ 5,792   3,791   

 ４.店舗譲渡損失  －   6,841   

 ５.過年度給与手当  － 7,336 0.3 14,720 42,619 0.4

税引前四半期（当期）
純利益

  63,304 2.4  271,378 2.8

法人税、住民税及び事
業税

 7,274   149,172   

法人税等調整額  21,407 28,681 1.1 △21,105 128,067 1.3

四半期（当期）純利益   34,622 1.3  143,311 1.5
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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６月１日　至　平成19年８月31日）

株主資本

資本金

資本剰余金 利益剰余金

株主資本合計
資本準備金

　その他利益
　剰余金

繰越利益剰　
余金

平成19年５月31日残高　（千円） 651,200 303,800 48,802 1,003,802

第１四半期会計期間中の変動額

四半期純利益   34,622 34,622

第１四半期会計期間中の変動額合計
　　　　　　　　　　　（千円)

  34,622 34,622

平成19年８月31日残高　（千円） 651,200 303,800 83,425 1,038,425

 前事業年度（自　平成18年６月１日　至　平成19年５月31日）

株主資本

資本金

資本剰余金 利益剰余金

株主資本合計
資本準備金

　その他利益
　剰余金

繰越利益剰
余金

平成18年５月31日残高　（千円） 550,000 202,600 △94,508 658,091

事業年度中の変動額

新株の発行 101,200 101,200  202,400

当期純利益   143,311 143,311

事業年度中の変動額合計（千円）　　
　　　　　　　　

101,200 101,200 143,311 345,711

平成19年５月31日残高　（千円） 651,200 303,800 48,802 1,003,802
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(4) 四半期キャッシュ・フロー計算書

  
当第１四半期会計期間

 （自　平成19年６月１日
至　平成19年８月31日）

前事業年度の要約キャッ
シュ・フロー計算書

 （自　平成18年６月１日
至　平成19年５月31日）

区分
注記
番号

金額（千円） 金額（千円）

Ⅰ　営業活動によるキャッシュ・フロー    

税引前四半期（当期）純利益  63,304 271,378

減価償却費  27,755 94,737

減損損失  － 13,180

保証金償却額  7,953 28,667

賞与引当金の増加額（△減少額）  △16,256 600

貸倒引当金の増加額（△減少額）  △1,091 △9,975

ポイントサービス引当金の増加額  2,991 21,635

株主優待引当金の増加額（△減少額）  △3 3,172

受取利息及び受取配当金  △578 △573

支払利息  5,121 23,032

フランチャイズ契約解約収入  △2,890 △22,000

固定資産除却損  1,544 2,758

店舗撤退損失  5,792 3,791

店舗譲渡損失  － 6,841

保険差益  △1,320 △2,333

売上債権の減少額  124,747 1,475

たな卸資産の減少額（△増加額）  △81,631 112,376

仕入債務の増加額（△減少額）  △17,664 4,332

未払費用の増加額（△減少額）  8,353 △17,578

前受金の増加額  362 2,052

未払消費税等の増加額（△減少額）  △55,241 65,993

その他流動資産の減少額（△増加額）  △29,583 △31,240

その他流動負債の増加額  28,528 3,491

その他  △2,467 △517

小計  67,726 575,299

利息及び配当金の受取額  577 515

利息の支払額  △5,704 △20,948

保険金収入  8,881 19,744

法人税等の還付による収入  － 34,302

法人税等の支払額  △143,137 △22,822

営業活動によるキャッシュ・フロー  △71,657 586,089
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当第１四半期会計期間

 （自　平成19年６月１日
至　平成19年８月31日）

前事業年度の要約キャッ
シュ・フロー計算書

 （自　平成18年６月１日
至　平成19年５月31日）

区分
注記
番号

金額（千円） 金額（千円）

Ⅱ　投資活動によるキャッシュ・フロー    

定期預金の払戻しによる収入  － 33,000

貸付金の回収による収入  － 257

長期前払費用の支出  △225 △12,030

保証金の支出  △9,120 △51,603

保証金の回収額  3,900 4,493

預り保証金収入  － 16,000

預り保証金返済による支出  △4,000 △10,000

有形固定資産の取得による支出  △139,299 △119,682

有形固定資産の売却による収入  1,091 7,222

無形固定資産の取得による支出  △14,700 △82,477

その他  － 628

投資活動によるキャッシュ・フロー  △162,353 △214,191

Ⅲ　財務活動によるキャッシュ・フロー    

短期借入金の純増減額  △150,000 △350,000

長期借入金の借入による収入  300,000 300,000

長期借入金の返済による支出  △50,625 △247,190

社債の償還による支出  △20,000 △160,000

株式の発行による収入  － 202,400

財務活動によるキャッシュ・フロー  79,375 △254,790

Ⅳ　現金及び現金同等物の増加額（△減少額）  △154,636 117,107

Ⅴ　現金及び現金同等物の期首残高  467,930 350,822

Ⅵ　現金及び現金同等物の四半期末（期末）
残高

 ※ 313,294 467,930
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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６月１日
至　平成19年８月31日）

前事業年度
（自　平成18年６月１日
至　平成19年５月31日）

１．資産の評価基準及び評価

方法

(1）有価証券

  その他有価証券

    時価のないもの

      移動平均法による原価法によっておりま

　　 す。

(1）有価証券

  その他有価証券

    時価のないもの

              　　　同左

 

 (2）たな卸資産

  ア.商品

　 ゴルフクラブ及び買取商品

　　　個別法による原価法（貸借対照表価額は

　　収益性の低下に基づく簿価切下げの方法に

　　より算定）によっております。

　 ゴルフ関連商品

　　　売価還元法による原価法（貸借対照表価

　　額は収益性の低下に基づく簿価切下げの方

　　法により算定）によっております。

　 その他の商品

　　　先入先出法による原価法（貸借対照表価

　　額は収益性の低下に基づく簿価切下げの方

　　法により算定）によっております。

  イ.貯蔵品

　  　最終仕入原価法による原価法（貸借対照

　　表価額は収益性の低下に基づく簿価切下げ

　　の方法により算定）によっております。

(2）たな卸資産

  ア.商品

　 ゴルフクラブ及び買取商品

　　 個別法による原価法によっております。

 

　 ゴルフ関連商品

　　 売価還元法による原価法によっておりま

    す。

 

　 その他の商品

　　 先入先出法による原価法によっておりま

    す。

  

  イ.貯蔵品

　  　最終仕入原価法による原価法によってお

　　ります。

２．固定資産の減価償却の方

法

(1）有形固定資産

建物（建物附属設備は除く）

①平成19年３月31日以前に取得したもの

 法人税法に規定する旧定額法

②平成19年４月１日以降に取得したもの

 法人税法に規定する定額法

建物以外

①平成19年３月31日以前に取得したもの

 法人税法に規定する旧定率法

②平成19年４月１日以降に取得したもの

 法人税法に規定する定率法

　なお、主な耐用年数は以下のとおりで

 あります。

建物 ２～30年

構築物　 ２～30年

機械装置 ３～17年

車輌運搬具 ５年

工具器具備品 ２～20年

 

　（追加情報）

  　法人税法改正に伴い、平成19年３月31日以

　前に取得いたしました資産につきましては、

　改正前の法人税法に基づく減価償却の方法の

　適用により取得価額の５％に到達した事業年

　度の翌事業年度より、取得価額の５％相当額

　と備忘価額との差額を５年間にわたり均等償

　却し、減価償却費に含めて計上しておりま

　す。

　　なお、この変更に伴う損益への影響は軽微

　であります。

(1）有形固定資産

建物（建物附属設備は除く）

①平成19年３月31日以前に取得したもの

同左

②平成19年４月１日以降に取得したもの

同左

建物以外

①平成19年３月31日以前に取得したもの

同左

②平成19年４月１日以降に取得したもの

同左

　なお、主な耐用年数は以下のとおりで

 あります。

建物 ３～30年

構築物　 ３～30年

機械装置 ３～17年

工具器具備品 　３～20年

 (2）無形固定資産

 　 定額法によっております。なお、自社利用

  のソフトウェアについては、社内における見

  込利用可能期間（５年）に基づく定額法によ

  っております。

(2）無形固定資産

同左
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項目
当第１四半期会計期間

（自　平成19年６月１日
至　平成19年８月31日）

前事業年度
（自　平成18年６月１日
至　平成19年５月31日）

 (3）長期前払費用

 　 支出の効果が及ぶ期間で均等償却をしてお

  ります。

(3）長期前払費用

同左

３．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。

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

   　債権の貸倒損失に備えるため、一般債権に

　ついては貸倒実績率により、貸倒懸念債権等

　特定の債権については、個別に回収可能性を

　検討し、回収不能見込額を計上しております。

 同左

 (2) 賞与引当金

　　従業員に対する賞与の支払に備えるため、

　賞与の支給見込額のうち、当第１四半期会計

　期間に負担すべき金額を計上しております。

(2) 賞与引当金

    従業員に対する賞与の支払に備えるため、

　賞与の支給見込額のうち、当事業年度に負担

　すべき金額を計上しております。

 (3) ポイントサービス引当金

　　将来のポイントカードの利用による売上値

　引きに備えるために利用実績率に基づき当第

　１四半期会計期間末以降に利用されると見込

　まれるポイントに対する見積額を計上してお

　ります。

(3) ポイントサービス引当金

    将来のポイントカードの利用による売上値

　引きに備えるために利用実績率に基づき当事

　業年度末以降に利用されると見込まれるポイ

  ントに対する見積額を計上しております。

 (4) 株主優待引当金　　

　　将来の株主優待券の利用による販売促進費

　の発生に備えるために当第１四半期会計期間

　末以降に利用されると見込まれる株主優待金

　額に対する見積額を計上しております。

　　　

(4）株主優待引当金

　翌事業年度に発生すると見込まれる株主優待

券利用による販売促進費の発生に備えるために

株主優待金額に対する見積額を当事業年度に計

上しております。

　株主優待引当金については、当事業年度末時

点の株主の所有状況から算出した株主優待券配

布見込額に利用見込率を乗じて算定しておりま

す。

　なお、利用見込率については当事業年度が上

場初年度であり、株主優待券の利用率が算出で

きないため、ポイントカードの利用実績率を参

考にして用いております。

（追加情報）

 　株主優待制度の創設に伴い、当事業年度よ

り株主優待引当金を計上しております。

　なお、この変更に伴う損益への影響は軽微で

あります。

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
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項目
当第１四半期会計期間

（自　平成19年６月１日
至　平成19年８月31日）

前事業年度
（自　平成18年６月１日
至　平成19年５月31日）

６．ヘッジ会計の方法 (1) ヘッジ会計の方法

　　原則として繰延ヘッジ処理によっておりま

　す。なお、振当処理の条件を充たしている為

　替予約については振当処理、特例処理の条件

　を充たしている金利スワップについては特例

　処理を採用しております。

(1) ヘッジ会計の方法

    原則として繰延ヘッジ処理によっておりま

　す。なお、特例処理の条件を充たしている金

　利スワップについては特例処理を採用してお

　ります。

 

 (2) ヘッジ手段とヘッジ対象　

  　当第１四半期会計期間にヘッジ会計を適用

　したヘッジ手段とヘッジ対象は以下のとおり

　であります。

 　 ヘッジ手段　　為替予約及び金利スワップ

　　ヘッジ対象　　外貨建予定取引及び借入金

(2) ヘッジ手段とヘッジ対象　

  当期にヘッジ会計を適用したヘッジ手段と

ヘッジ対象は以下のとおりであります。　

  ヘッジ手段　　金利スワップ

　ヘッジ対象　　借入金

 

 (3) ヘッジ方針

  　外貨建予定取引については将来の為替変動

　リスクをヘッジすることを目的としておりま

　す。また金利スワップ取引については金利固

　定化により将来の金利リスクを軽減すること

　を目的としております。

　　なお、投機目的の取引は行わない方針であ

　ります。

(3) ヘッジ方針

 　当社のヘッジ方針は、金利固定化により将

 来の金利リスクを軽減することを目的として

 おり、投機目的の取引は行わない方針であり

 ます。

 

  (4) ヘッジ有効性評価の方法

　　期間全体のキャッシュ・フロー総額の変動

　額を比較する方法によりヘッジ有効性の評価

　をしております。ただし、振当処理によって

　いる為替予約及び特例処理によっている金利

　スワップについては有効性の評価を省略して

　おります。

(4) ヘッジ有効性評価の方法

　 期間全体のキャッシュ・フロー総額の変動

 額を比較する方法によりヘッジ有効性の評価

 をしております。ただし、特例処理によって

 いる金利スワップについては、有効性の評価

 を省略しております。

 

 (5) その他

　　デリバティブ取引の執行・管理について

　は、取締役会で承認を得た後、取引を開始し

　ております。

                    同左

７．四半期キャッシュ・フ

ロー計算書（キャッ

シュ・フロー計算書）に

おける資金の範囲

　　手許現金、随時引き出し可能な預金及び容

　易に換金可能であり、かつ、価値の変動につ

　いて僅少なリスクしか負わない取得日から３

　ヵ月以内に償還期限の到来する短期投資から

　なっております。

                    同左

８．その他四半期財務諸表

（財務諸表）作成のため

の基本となる重要な事項

 消費税等の会計処理

   税抜方式によっております。

 

 消費税等の会計処理

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

当第１四半期会計期間
（自　平成19年６月１日
至　平成19年８月31日）

前事業年度
（自　平成18年６月１日
至　平成19年５月31日）

（棚卸資産の評価に関する会計基準）

　「棚卸資産の評価に関する会計基準」（企業会計基準第９

号　平成18年７月５日）が平成20年３月31日以前に開始する

事業年度に係る財務諸表から適用できることになったことに

伴い、当第１四半期会計期間から同会計基準を適用しており

ます。

　なお、同会計基準の適用に伴い、従来、営業外費用として

計上していた商品評価損は、売上原価として計上しておりま

す。

　この結果、従来と同一の基準を採用した場合と比較して、

売上総利益及び営業利益はそれぞれ14,330千円減少し、経常

利益及び税引前四半期純利益はそれぞれ4,991千円減少してお

ります。

 

 　　　　　　　　　 

　　　　　　　　　 （有形固定資産の減価償却の方法の変更）

  法人税法の改正（（所得税法等の一部を改正する法律　平

成19年３月30日　法律第６号)及び（法人税法施行令の一部を

改正する政令　平成19年３月30日　政令第83号））に伴い、

平成19年４月１日以降に取得したものについては、改正後の

法人税法に基づく方法に変更しております。

　なお、この変更に伴う損益への影響は軽微であります。

(5) 注記事項

(四半期貸借対照表関係)

当第１四半期会計期間末
（平成19年８月31日）

前事業年度末
（平成19年５月31日）

※１．有形固定資産の減価償却累計額　

　　　　　　　　　　　　　 　 　　　　　268,461千円

※１．有形固定資産の減価償却累計額　

　　　　　　　　　　　　　 　 　　　　　257,416千円

  

※２．担保資産及び担保債務 ※２．担保資産及び担保債務

 (1) 担保に供している資産は次のとおりであります。  (1) 担保に供している資産は次のとおりであります。　

定期預金 35,000千円 

土地 181,011千円 

建物 19,427千円 

 合計 235,439千円 

定期預金 35,000千円 

土地 181,011千円 

建物 19,617千円 

 合計 235,629千円 

 (2) 上記に対応する債務

１年以内返済予定長期借入金  77,860千円 

長期借入金 192,850千円 

 合計 270,710千円 

 (2) 上記に対応する債務

１年以内返済予定長期借入金  92,860千円 

長期借入金 203,565千円 

 合計 296,425千円 

 

※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し、未払消費

　　税等として、流動負債の「その他」に含めて表示して

    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６月１日
至　平成19年８月31日）

前事業年度
（自　平成18年６月１日
至　平成19年５月31日）

※１．売上原価に含まれている商品評価損

　　　　　　　　　　　　　 　 　　　14,330千円

※１．　　　____________________　　　 　 　　

  

※２．固定資産除却損の内訳は下記のとおりとなっておりま

す。

※２．固定資産除却損の内訳は下記のとおりとなっておりま

す。

工具器具備品 1,544千円

合計 1,544千円

建物及び構築物 434千円

工具器具備品 1,763千円

ソフトウェア仮勘定 560千円

合計 2,758千円

※３．　　　____________________　　　 　 　　 ※３．当事業年度について、当社は以下の資産グループにつ

　　いて減損損失を計上いたしました。

 (1) 減損を認識した資産

場所 用途 種類

兵庫県神戸市
店舗(フラワー

ロード三宮店）
建物

広島県広島市
店舗(広島荒神

店）
建物

福島県福島市
店舗(福島南バイ

パス鳥谷野店） 

建物及び構築

物他

愛知県岡崎市
店舗(Ｒ１岡崎

店）

建物及び構築

物他

東京都世田谷区
店舗(環八尾山台

店）
建物

 (2) 減損を認識するに至った経緯  

フラワーロード三宮店、広島荒神店、福島南バイパス鳥

谷野店、Ｒ１岡崎店、環八尾山台店については、営業損益

が悪化しており、今後、投資額の回収が見込めなくなった

ため、帳簿価額を回収可能価額まで減額し、減損損失を計

上しました。

 (3) 減損損失の金額

建物 9,609千円

構築物 879千円

リース資産 4,020千円

　合計 14,508千円
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当第１四半期会計期間
（自　平成19年６月１日
至　平成19年８月31日）

前事業年度
（自　平成18年６月１日
至　平成19年５月31日）

 (4) 資産のグルーピング

     当社は、直営事業においては店舗を基本単位として資

　 産のグルーピングを行っており、その他本社などは共用 

   資産として全体でグルーピングしております。

 　　　　　   

 (5) 回収可能価額の算定方法

   　回収可能価額については、使用価値により測定してお

　 り、割引率は５%を用いております。          

※４．店舗撤退損失の内容　

 　　 直営店の半田有楽町店の閉鎖に関する費用

※４．店舗撤退損失の内容

　　　直営店のフラワーロード三宮店、広島荒神店の閉鎖に

　　関する費用

保証金未回収分 1,040千円

原状回復工事代金 1,055千円

固定資産除却損 2,429千円

リース契約解約損 1,268千円

合計 5,792千円

保証金未回収分 1,025千円

原状回復工事代金 2,766千円

合計 3,791千円

※５．減価償却実施額

有形固定資産 22,717千円

無形固定資産 5,037千円

合計 27,755千円

※５．減価償却実施額

有形固定資産 78,888千円

無形固定資産 15,848千円

合計 94,737千円

　　なお、減価償却実施額には、売上原価に振り替えられて

　いる減価償却費8,662千円が含まれております。

　　なお、減価償却実施額には、売上原価に振り替えられて

　いる減価償却費18,848千円が含まれております。
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    (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６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

 

前事業年度末

株式数

　　　　　　　（株）

当第１四半期会計期間

増加株式数 

　　　　　　（株） 

当第１四半期会計期間

減少株式数  

　　　　　　（株） 

当第１四半期会計期間末

株式数 

 　　　　　　（株）

発行済株式     

　　　普通株式 41,000 － － 41,000

合計 41,000 － － 41,000

２．新株予約権及び自己新株予約権に関する事項

　　 該当事項はありません。

 

３．配当に関する事項

　　　該当事項はありません。

 

前事業年度（自　平成18年６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

 

前事業年度末

株式数

　　　　　　　（株）

当事業年度

 増加株式数 

　　　　　　（株） 

当事業年度

  減少株式数  

　　　　　　（株） 

当事業年度末

株式数 

 　　　　　　（株）

発行済株式     

　　　普通株式 37,000 4,000 － 41,000

合計 37,000 4,000 － 41,000

（注）　普通株式の発行済株式総数の増加は、公募により、4,000株の新株発行（払込期日：平成19年３月６日）を実

施したことによる増加分であります。

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。

 

(四半期キャッシュ・フロー計算書関係) 

当第１四半期会計期間
（自　平成19年６月１日
至　平成19年８月31日）

前事業年度
（自　平成18年６月１日
至　平成19年５月31日）

※ 現金及び現金同等物の第１四半期会計期間末残高と四半

 期貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係

 　　　　　　　　　　（平成19年８月31日現在）

現金及び預金勘定 348,294千円 

預入期間が３ヵ月を超える定期預金 △35,000千円 

現金及び現金同等物 313,294千円 

※ 現金及び現金同等物の事業年度末残高と貸借対照表に掲

 記されている科目の金額との関係

 　　　　　　　　　　（平成19年５月31日現在）

現金及び預金勘定 502,930千円 

預入期間が３ヵ月を超える定期預金 △35,000千円 

現金及び現金同等物 467,930千円 
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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６月１日
至　平成19年８月31日）

前事業年度
（自　平成18年６月１日
至　平成19年５月31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１四半期会計期間末残高相

当額

(1）リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当額、

減損損失累計額相当額及び事業年度末残高相当額

 
取得価額
相当額
(千円)

減価償却
累計額相
当額
(千円) 

減損損失
累計額相
当額
(千円)

四半期末
残高相当
額
(千円)

工具器具備品 211,019 62,347 2,518 146,154

合計 211,019 62,347 2,518 146,154

 
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)

工具器具備品 196,115 52,436 2,691 140,987

合計 196,115 52,436 2,691 140,987

(2）未経過リース料第１四半期会計期間末残高相当額及び

リース資産減損勘定の残高

(2）未経過リース料事業年度末残高相当額及びリース資産

減損勘定の残高

１年内 41,458千円

１年超 111,166千円

合計 152,625千円

リース資産減損勘定の残高  2,518千円

１年内 38,291千円

１年超 109,094千円

合計 147,386千円

リース資産減損勘定の残高  2,691千円

(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

(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 11,158千円

リース資産減損勘定の取崩額  173千円

減価償却費相当額 10,124千円

支払利息相当額 1,442千円

支払リース料 37,524千円

リース資産減損勘定の取崩額  1,328千円

減価償却費相当額 33,817千円

支払利息相当額 5,841千円

減損損失 4,020千円

(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

(有価証券関係)

　当第１四半期会計期間末（平成19年８月31日現在）

 １．時価評価されていない主な有価証券の内容

 四半期貸借対照表計上額 (千円)

その他有価証券  

 非上場株式 1,000

前事業年度末（平成19年５月31日現在） 

  １．時価評価されていない主な有価証券の内容

 貸借対照表計上額 (千円)

その他有価証券  

 非上場株式 1,000
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 (デリバティブ取引関係)

１．取引の状況に関する事項

当第１四半期会計期間

（自　平成19年６月１日

至　平成19年８月31日）

前事業年度

（自　平成18年６月１日

至　平成19年５月31日）

(1）取引の内容

  当社で利用しているデリバティブ取引は為替予約取引及

び金利スワップ取引であります。

(1）取引の内容

　当社で利用しているデリバティブ取引は金利スワップ取

引であります。

(2）取引に対する取組方針

  当社のデリバティブ取引は、将来の為替・金利の変動に

よるリスク回避を目的としており、投機的な取引は行わな

い方針であります。

(2）取引に対する取組方針

同左

(3）取引の利用目的

  当社のデリバティブ取引は、外貨建予定取引の将来の為

替変動リスクの回避と借入金利の将来の金利市場における

利率上昇による変動リスクを回避する目的で利用しており

ます。

  なお、為替予約取引は振当処理、金利スワップ取引は特

例処理によっております。

(3）取引の利用目的

　当社のデリバティブ取引は、借入金利の将来の金利市場

における利率上昇による変動リスクを回避する目的で利用

しております。

　なお、金利スワップ取引は特例処理によっております。

(4）取引に係るリスクの内容

  通貨関連における為替予約取引においては、為替相場の

変動リスクを有しております。

　また金利関連における金利スワップ取引においては、市

場金利の変動によるリスクを有しております。

  なお、取引相手先は高格付を有する金融機関であるため、

信用リスクはほとんどないと認識しております。

(4）取引に係るリスクの内容

　市場金利の変動によるリスクを有しております。

　なお、取引相手先は高格付を有する金融機関であるた

め、信用リスクはほとんどないと認識しております。

(5）取引に係るリスク管理体制

  デリバティブ取引の執行・管理については、取締役会で

承認を得た後、取引を開始しております。また、為替相場

及び市場金利と重要な乖離が生じた場合取締役会に報告い

たします。

(5）取引に係るリスク管理体制

　デリバティブ取引の執行・管理については、取締役会で

承認を得た後、取引を開始しております。また、市場金利

と重要な乖離が生じた場合取締役会に報告いたします。

(6）取引の時価等に関する事項についての補足説明

  為替予約については振当処理、金利スワップについては

特例処理によっているため省略いたしております。

(6）取引の時価等に関する事項についての補足説明

　特例処理によっているため省略いたしております。

２．取引の時価等に関する事項

当第１四半期会計期間

（自　平成19年６月１日

至　平成19年８月31日）

前事業年度

（自　平成18年６月１日

至　平成19年５月31日）

　当社は、デリバティブ取引にはヘッジ会計を適用してい

るので、該当事項はありません。

 

　特例処理によっているため時価評価しておりません。　
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    (ストックオプション等関係)

 当第１四半期会計期間（自　平成19年６月１日　至　平成19年８月31日）

 該当事項はありません。 

 

 前事業年度（自　平成18年６月１日　至　平成19年５月31日）

 １．ストック・オプションの内容

 平成16年ストック・オプション 平成17年ストック・オプション

付与対象者の区分及び数
当社取締役　　１名

当社従業員　　７名

当社取締役　　４名

当社従業員　　27名

ストック・オプション数

（注）
普通株式　700株 普通株式　1,040株

付与日 平成16年11月24日 平成17年９月７日

権利確定条件

付与日（平成16年11月24日）以降、権利確

定日（平成18年11月17日）まで継続して勤

務していること。

付与日（平成17年９月７日）以降、権利確

定日（平成19年８月31日）まで継続して勤

務していること。

対象勤務期間
２年間（自平成16年11月17日至平成18年11

月16日）

２年間（自平成17年８月31日至平成19年８

月30日）

権利行使期間

８年間（自平成18年11月17日至平成26年11

月16日）ただし、権利確定後退職した場合

は、退職後12ヶ月以内まで行使可。

８年間（自平成19年８月31日至平成27年８

月30日）ただし、権利確定後定年又は会社

都合により退職した場合は、退職後12ヶ月

以内まで行使可。

　（注）　株式数に換算して記載しております。

(持分法損益等)

 当第１四半期会計期間（自　平成19年６月１日　至　平成19年８月31日）

 該当事項はありません。 

 

 前事業年度（自　平成18年６月１日　至　平成19年５月31日）　　

 該当事項はありません。 
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(１株当たり情報)

当第１四半期会計期間

 （自　平成19年６月１日

至　平成19年８月31日）

前事業年度

（自　平成18年６月１日

至　平成19年５月31日）

１株当たり純資産額 25,327円44銭

１株当たり四半期純利益金額 844円46銭

１株当たり純資産額 24,482円99銭

１株当たり当期純利益金額 3,776円03銭

  なお、潜在株式調整後１株当たり四半期（当期）純利益

金額につきましては、希薄化効果を有している潜在株式が

存在しないため記載しておりません。

  なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額につき

ましては、希薄化効果を有している潜在株式が存在しない

ため記載しておりません。

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

 

当第１四半期会計期間

(自　平成19年６月１日

至　平成19年８月31日)

前事業年度

(自　平成18年６月１日

至　平成19年５月31日)

四半期（当期）純利益       （千円） 34,622 143,311

普通株主に帰属しない金額　 （千円） － －

普通株式に係る四半期（当期）純利益
34,622 143,311

（千円）

期中平均株式数（株） 41,000 37,953

  希薄化効果を有しないため、潜在株式調

  整後１株当たり四半期（当期）純利益の

  算定に含めなかった潜在株式の概要

  新株予約権　  　　  ２種類

（ストック・オプション 1,508個）

 株主総会

 決議日　     平成16年11月16日

 行使金額　   　　200,000円

 付与数　　   　　　　570個

 （700個より130個権利喪失）

 株主総会

 決議日　   　平成17年８月30日

 行使金額　　     200,000円

 付与数　　　   　　  938個

 （1,040個より102個権利喪失）

  新株予約権　  　　  ２種類

（ストック・オプション 1,683個）

 株主総会

 決議日　     平成16年11月16日

 行使金額　   　　200,000円

 付与数　　   　　　　660個

 （700個より40個権利喪失）

 株主総会

 決議日　   　平成17年８月30日

 行使金額　　     200,000円

 付与数　　　   　　1,023個

 （1,040個より17個権利喪失）
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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６月１日

至　平成19年８月31日）

前事業年度

（自　平成18年６月１日

至　平成19年５月31日）

　平成19年９月18日の取締役会において会社法第238条及び第

240条の規定に基づき、当社取締役に対し新株予約権を発行す

ることを決議し、平成19年10月９日に付与しております。

　上記の新株予約権の発行に関しましては、平成19年８月28

日開催の第10回定時株主総会において承認された新株予約権

の個数、内容及び金額の総額の範囲内で行うものでありま

す。

　その概要は次のとおりです。

（1）新株予約権の割当を受ける者及び割り当てる新株予約権

の数

　当社取締役　　３名　　232個

（2）新株予約権の目的となる株式の種類及び数

　当社普通株式　　232株

　なお、新株予約権割当日後、当社が株式分割（株式無償割

当を含む）または株式併合を行う場合、次の算式により目的

となる株式の数を調整するものとします。ただし、かかる調

整は、新株予約権のうち、当該時点で権利行使されていない

新株予約権の目的となる株式の数について行われ、調整の結

果生じる１株未満の端数については、これを切り捨てるもの

とします。

　調整後株式数＝調整前株式数×分割・併合の比率

　また、当社が時価を下回る価額で株式を発行または自己株

式の処分を行う場合（時価発行として行う公募増資、新株予

約権、新株予約権証券及び新株引受権の行使に伴う株式の発

行を除く）、当社が合併、会社分割、株式交換または株式移

転（以上を総称して以下「合併等」という）を行う場合、そ

の他目的となる株式の数を調整することが適切な場合は、当

社は合理的な範囲内で目的となる株式数の調整を行うことが

できるものとします。

（3）発行する新株予約権の総数

　232個（新株予約権１個当たりの目的となる株式数は普通株

式１株とする。ただし、上記（2）に定める株式の数の調整を

行った場合は、同様の調整を行うことができるものとする）

　ただし、上記（1）記載の割当予定者が新株予約権割当日に

おいて当社取締役たる地位を失っている場合、または割当予

定数に対する申込みの総数が上記の総数に達しない場合は、

その申込みの総数をもって発行する新株予約権の総数としま

す。

（4）新株予約権と引き換えに払い込む金額

　新株予約権と引換えに金銭の払込みを要しないこととしま

す。

（5）新株予約権の行使に際して出資される財産の価額

　１株につき144,900円であります。

　なお、新株予約権割当日後、当社が株式分割（株式無償割

当を含む）または株式併合を行う場合、行使価額は、次の算

式により調整されるものとし、調整により生ずる１円未満の

端数は切り上げるものとします。

調整後行使価額＝調整前行使価額×
１

分割・併合の比率

　また、当社が時価を下回る価額で株式を発行または自己株

式の処分を行う場合（時価発行として行う公募増資、新株予

約権、新株予約権証券及び新株引受権の行使に伴う株式の発

行を除く）は、次の算式により行使価額を調整し、調整によ

り生ずる１円未満の端数は切り上げることとします。

　平成19年８月28日開催の第10回定時株主総会において、当

社取締役に対し報酬額としての新株予約権を発行することを

決議いたしました。その概要は次のとおりであります。

(1)新株予約権の目的となる株式の種類及び数

　当社普通株式232株を本定時株主総会の翌日から１年間に発

行する新株予約権の目的となる株式数の上限とします。

　なお、当社が株式分割（株式無償割当を含む）または株式

併合を行う場合、次の算式により目的となる株式の数を調整

するものとします。ただし、かかる調整は、新株予約権のう

ち、該当時点で権利行使されていない新株予約権の目的とな

る株式の数について行われ、調整の結果生じる１株未満の端

数については、これを切り捨てることとします。

調整後株式数＝調整前株式数×分割・併合の比率

(2)新株予約権の個数

　232個を本定時株主総会の翌日から１年間に発行する新株予

約権の数の上限とします。

　なお、新株予約権１個当たりの目的となる株式数は、１株

とします。

　ただし、(1)に定める株式の数の調整を行った場合は、同様

の調整を行います。　

(3)各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額

　新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、次に

より決定される１株当たりの払込価額（以下「行使価額」と

いう）に(2)に定める新株予約権１個の株式数を乗じた金額と

します。 

　１株当たりの行使価額は、新株予約権を割り当てる日（以

下「割当日」という）の属する月の前月の各日（取引が成立

していない日を除く）における東京証券取引所における当社

株式普通取引の終値の平均値または新株予約権割当日の前日

の東京証券取引所における当社株式普通取引の終値（取引が

成立しない場合はそれに先立つ直近日の終値）のうちいずれ

か高い方に1.05を乗じた金額（１円未満の端数は切り上げ）

とします。

　なお、新株予約権割当日後に、当社が株式分割（株式無償

割当を含む）または株式併合を行う場合、その他１株当たり

の行使価額の変更をすることが適切な場合は、当社が必要と

定める処理を行うものとします。

(4)新株予約権を行使することができる期間

　新株予約権割当日の翌日から５年間とします。

(5)譲渡による新株予約権の取得の制限

　譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の

決議による承認を要するものとします。

(6)新株予約権の行使の条件

・権利を与えられた者は、新株予約権の行使時において、当

社の取締役の地位を有していることを要するものとします。

ただし、任期満了等の正当な理由により退任する限りにおい

ては、付与された権利を行使することができるものとしま

す。

・新株予約権者が死亡した場合、その者の相続人は新株予約

権を行使することができるものとします。

・その他の条件は、取締役会決議に基づき、当社と新株予約

権者との間で締結する「新株予約権割当契約」に定めること

とします。

(7)新株予約権のその他の内容

　新株予約権に関するその他の内容については、今後開催さ

れる新株予約権の募集事項を決定する取締役会の決議におい

て定めることとします。
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当第１四半期会計期間

（自　平成19年６月１日

至　平成19年８月31日）

前事業年度

（自　平成18年６月１日

至　平成19年５月31日）

　なお、自己株式の処分の場合には、次の算式における「新

規発行株式数」は「処分自己株式数」、「１株当たり払込金

額」は「１株当たり処分価額」、「新規発行による増加株式

数」は「処分株式数」とそれぞれ読み替えることとします。

調整後行
使価額

＝
調整前行
使価額

×

既発行株式数＋
新規発行株式数×１株当たり払込金額

新株発行前の株価

既発行株式数＋新規発行による増加株式数

　さらに、新株予約権割当日後、当社が合併等を行う場合、

その他１株当たりの行使価額の調整をすることが適切な場合

には、当社は１株当たりの行使価額の調整を行うことができ

るものとします。

（6）新株予約権証券の発行

　新株予約権の証券は、発行しないこととします。

（7）新株予約権の行使により新株発行を行う場合において増

加する資本金及び資本準備金の額

　新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加

する資本金の額は、会社計算規則第40条第１項に従い算出さ

れる資本金等増加限度額の２分の１の金額とし、計算の結果

１円未満の端数を生ずる場合、その端数を切り上げることと

します。残額は資本準備金に組み入れるものとします。

（8）新株予約権の権利行使期間

　平成19年10月10日から平成24年10月９日まで

（9）新株予約権の行使の条件

・権利を与えられた者は、新株予約権の行使時において、当

社の取締役の地位を有していることを要することとします。

　ただし、任期満了等の正当な理由により退任する限りにお

いては、付与された権利を行使することができるものとしま

す。

・新株予約権者が死亡した場合、その者の相続人は新株予約

権を行使することができるものとします。

・下記（11）に定める場合を除き、新株予約権の譲渡、質入

れ、その他の処分は認めないこととします。

・その他の条件は、取締役会決議に基づき、当社と新株予約

権者との間で締結する「新株予約権割当契約書」に定めると

ころによることとします。

（10）新株予約権の取得

・当社が消滅会社となる合併契約の承認の議案、または、当

社が完全子会社となる株式交換契約書承認の議案もしくは株

式移転の議案につき、株主総会で決議されたとき（株主総会

による承認が不要の場合は、当社の取締役会決議がなされた

とき）は、当社は、取締役会が別途定める日に、新株予約権

を無償で取得することができるものとします。

・当社は新株予約権の割当を受けたものが（9）に定める条件

により、権利を行使する条件に該当しなくなった場合は、取

締役会が別途定める日に、当該新株予約権を無償で取得する

ことができるものとします。

　ただし、この場合の取得処理については、権利行使期間が

終了した後に一括して行うことができるものとします。

（11）新株予約権の譲渡制限

　譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の

決議による承認を要するものとします。

（12）組織再編時の取扱い

　当社が、合併（当社が合併により消滅する場合に限る。）、

吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転（以上を総称

して以下「組織再編行為」という。）をする場合において、

組織再編行為の効力発生日において残存する新株予約権（以

下「残存新株予約権」という。）の新株予約権者に対し、そ

れぞれの場合につき、組織再編行為時に定める契約書又は計

画書等に記載された条件に基づき、会社法第236条第１項第８

号イからホまでに掲げる株式会社（以下「再編対象会社」と

いう。）の新株予約権をそれぞれ交付することとします。こ

の場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社

は新株予約権を新たに発行するものとします。

（13）財務諸表への影響

　平成19年10月に株式報酬費用が10,458千円発生いたしまし

た。
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