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１．平成20年２月期第３四半期の連結業績（平成19年３月１日　～　平成19年11月30日）

(1）連結経営成績 （％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２月期第３四半期 7,114 42.7 131 195.9 204 112.1 138 190.7

19年２月期第３四半期 4,984 － 44 － 96 － 47 －

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３四半期 4,851 99 4,299 65

19年２月期第３四半期 1,947 99 1,541 35

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３四半期の対前年同四半期増減

率は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

20年２月期第３四半期 6,175 1,563 25.3 54,266 76

19年２月期第３四半期 5,388 1,362 25.3 50,364 59

19年２月期 5,579 1,381 24.8 50,989 22

(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３四半期 741 △1,120 353 348

19年２月期第３四半期 217 △2,620 2,764 559

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 －  －  －  －  

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　：　無

　　特定子会社の異動）

(2）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

(3）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

（注）詳細は、17ページ「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。 

(4）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。　　　　　　

５．個別業績の概要（平成19年３月１日　～　平成19年11月30日）

(1）個別経営成績 （％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２月期第３四半期 6,699 37.6 56 6.2 128 32.8 93 109.7

19年２月期第３四半期 4,868 － 52 － 96 － 44 －

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３四半期 3,249 70

19年２月期第３四半期 1,808 87

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３四半期の対前年同四半期増減

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

20年２月期第３四半期 5,935 1,507 25.4 52,328 52

19年２月期第３四半期 5,254 1,354 25.8 50,065 64

19年２月期 5,431 1,371 25.3 50,621 47

６．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

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、５ページ【定性的情報・財務諸表等】３．業

績予想に関する定性的情報をご覧ください。
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【定性的情報・財務諸表等】

１．連結経営成績に関する定性的情報

　当第３四半期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原油価格の高

騰等の懸念材料はありましたが、製造業を中心に企業業績は改善傾向が持続し、景気は底堅く回復基調で推移いたしま

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、個人消費が伸び悩む中で出店過多の状況が続いており、依然として厳しい経営環境となっており

ます。また、食品の偽装表示や不正表示に関する問題が発生する中で、食材の信頼性確保が非常に重要になってまいり

ました。

　このような環境のもと、当社グループでは、既存の４エリア（東海地区、関東地区、関西地区、仙台地区）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４店舗、関東地区５店舗、

関西地区１店舗、仙台地区２店舗の合計12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11

月末日現在の業態数及び店舗数は、29業態68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、当第３四半期連結会計期間の売上高は7,114百万円（前年同期比42.7%増）、営業利益は131百万円（同

195.9%増）、経常利益は204百万円（同112.1%増）となり、当第３四半期純利益は138百万円（同190.7%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、当第３四半期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」（名古屋市熱田区）、

同年10月に「ほっこり霞が関店」（東京都千代田区）、同年11月に「芋蔵仙台店」（仙台市青葉区）の計７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）、同年10月に「Na-菜-Na大垣店」（岐阜県大垣市）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、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6,612百万円、営業利益は58百万円となりました。

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）の両施設ともに引き続き順調に推移いたしました。

　その結果、ブライダル事業における売上高は583百万円、営業利益は23百万円となりました。

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97百万円、営業利益は31

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203百万円、営業利益は12百万円となりました。
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２．連結財政状態に関する定性的情報

① 当第３四半期連結会計期間末の資産、負債、純資産の状況

　当第３四半期連結会計期間末における総資産は6,175百万円（前連結会計年度末比596百万円増加）となり、負債は

4,612百万円（同414百万円増加）、純資産は1,563百万円（同181百万円増加）となりました。

　流動資産につきましては、現金及び預金が378百万円（前連結会計年度末比３百万円増加）、売掛金が286百万円（同

55百万円増加）となり、前連結会計年度末に比べ総額で155百万円増加し998百万円となりました。

　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119百万円増加）及び差入保

証金の増加（同195百万円増加）を主な要因として、前連結会計年度末に比べ440百万円増加し5,176百万円となりまし

た。

　流動負債につきましては、前連結会計年度末に比べ330百万円増加し1,820百万円となりました。これは、店舗数の

増加に伴い買掛金が36百万円増加したこと、短期借入金が200百万円増加したこと及び未払法人税等が54百万円増加し

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84百万円増加し2,791百万円となりました。これは、長期借入金

が127百万円増加し2,739百万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181百万円増加し1,563百万円となりました。これは、当第３四半

期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）及び資本剰余金

の増加（同21百万円増加）、利益剰余金の増加（同138百万円増加）が主な要因であります。

② 当第３四半期連結会計期間のキャッシュ・フローの状況

　当第３四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741百万円（前年同期比240.4%増）の資金増、投資活動によるキャッシュ・フローが1,120百万円（同57.2%

減）の資金減、財務活動によるキャッシュ・フローが353百万円（同87.2%減）の資金増となりました。その結果、当

第３四半期連結会計期間末の資金残高は348百万円となり、前連結会計年度末の374百万円に比べ26百万円減少してお

ります。

　当第３四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741百万円（前年同期比240.4%増）となりました。これは主に、税金等調整前第３四

半期純利益を233百万円、非資金項目である減価償却費を428百万円計上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1,120百万円（前年同期比57.2%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837百万円、差入保証金の差入による支出が202百万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353百万円（前年同期比87.2%減）となりました。これは主に、長期借入れによる収

入が660百万円、長期借入金の返済による支出が479百万円、短期借入金の増加が200百万円あったことなどによるもの

であります。
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３．業績予想に関する定性的情報

　平成20年２月期の業績予想につきまして、飲食事業におきましては、第４四半期は忘年会シーズンを含む年間を通し

た最大の繁忙期であること、また平成19年１月に「名古屋ルーセントタワー」内へ出店した５店舗や当第３四半期まで

に出店した12店舗の新店が新たに稼働することにより、業績の伸長を見込んでおります。新規出店のうち、平成19年６

月に東京ディズニーリゾートのパートナーホテル三井ガーデンホテルプラナ東京ベイ内にオープンいたしました大型の

ブッフェレストラン「PRANA STYLE（プラナスタイル）」は、引き続き好調に推移しておりますので、第４四半期におき

ましても業績貢献が期待できるものと見込んでおります。既存店売上高につきましては、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

高の向上を目指してまいります。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、引き続き収益構造の

確立に努め、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。

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）

　　該当事項はありません。
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５．四半期連結財務諸表

(1）四半期連結貸借対照表

  
前第３四半期連結会計期間末

（平成18年11月30日）
当第３四半期連結会計期間末

（平成19年11月30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   559,032   378,635   374,645  

２．売掛金   138,096   286,656   231,542  

３．たな卸資産   49,625   67,582   53,187  

４．繰延税金資産   16,003   23,476   15,036  

５．その他   159,833   244,846   169,312  

貸倒引当金   △327   △2,202   △557  

流動資産合計   922,263 17.1  998,995 16.2  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 1,583,962   2,782,162   2,662,335   

(2）土地 ※2 863,820   1,031,599   863,820   

(3）建設仮勘定 ※2 1,071,045   1,575   78,418   

(4）その他  217,712 3,736,541 69.3 209,661 4,024,999 65.2 203,204 3,807,779 68.2

２．無形固定資産   2,459 0.0  3,119 0.1  2,287 0.0

３．投資その他の資産           

(1）差入保証金  680,573   1,058,502   862,871   

(2）繰延税金資産  4,041   13,788   9,138   

(3）その他  42,492   76,488   54,521   

貸倒引当金  △5 727,101 13.5 △11 1,148,767 18.6 △9 926,522 16.6

固定資産合計   4,466,102 82.9  5,176,886 83.8  4,736,588 84.9

資産合計   5,388,365 100.0  6,175,881 100.0  5,579,756 100.0
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前第３四半期連結会計期間末

（平成18年11月30日）
当第３四半期連結会計期間末

（平成19年11月30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   152,436   205,931   169,739  

２．短期借入金   －   250,000   50,000  

３．一年以内返済予定
長期借入金

※2  552,872   599,066   546,232  

４．一年以内償還予定
社債

  70,000   50,000   70,000  

５．未払金   403,604   450,432   521,872  

６．未払法人税等   35   83,328   29,172  

７．賞与引当金   17,040   －   13,271  

８．その他   108,911   181,863   89,991  

流動負債合計   1,304,899 24.2  1,820,622 29.5  1,490,279 26.7

Ⅱ　固定負債           

１．社債   50,000   －   50,000  

２．長期借入金 ※2  2,658,689   2,739,062   2,611,159  

３．その他   11,810   52,771   46,611  

固定負債合計   2,720,499 50.5  2,791,833 45.2  2,707,770 48.5

負債合計   4,025,398 74.7  4,612,456 74.7  4,198,050 75.2

           

（純資産の部）           

Ⅰ　株主資本           

１．資本金   631,375 11.7  653,225 10.6  631,825 11.3

２．資本剰余金   561,375 10.4  583,225 9.4  561,825 10.1

３．利益剰余金   170,252 3.2  327,025 5.3  188,107 3.4

株主資本合計   1,363,002 25.3  1,563,475 25.3  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

  △35 △0.0  △49 △0.0  △51 △0.0

評価・換算差額等合計   △35 △0.0  △49 △0.0  △51 △0.0

純資産合計   1,362,966 25.3  1,563,425 25.3  1,381,706 24.8

負債純資産合計   5,388,365 100.0  6,175,881 100.0  5,579,756 100.0
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(2）四半期連結損益計算書

  
前第３四半期連結会計期間
（自　平成18年３月１日
至　平成18年11月30日）

当第３四半期連結会計期間
（自　平成19年３月１日
至　平成19年11月30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   4,984,519 100.0  7,114,664 100.0  7,002,292 100.0

Ⅱ　売上原価   1,344,543 27.0  2,077,910 29.2  1,898,034 27.1

売上総利益   3,639,976 73.0  5,036,753 70.8  5,104,257 72.9

Ⅲ　販売費及び一般管理費 ※1  3,595,693 72.1  4,905,728 69.0  5,027,189 71.8

営業利益   44,283 0.9  131,024 1.8  77,068 1.1

Ⅳ　営業外収益           

１．協賛金収入  52,097   72,871   82,692   

２．賃貸料収入  13,948   8,085   24,628   

３．保険解約返戻金  31,852   41,889   34,895   

４．その他  6,478 104,376 2.1 9,743 132,589 1.9 15,779 157,995 2.3

Ⅴ　営業外費用           

１．支払利息  28,195   46,954   39,437   

２．株式交付費償却  1,637   －   1,616   

３．株式公開費用  21,102   －   21,660   

４．その他  1,159 52,094 1.0 11,855 58,810 0.8 6,931 69,646 1.0

経常利益   96,564 1.9  204,803 2.9  165,418 2.4

Ⅵ　特別利益           

１．貸倒引当金戻入  122   －   －   

２．固定資産売却益 ※2 600 722 0.0 40,586 40,586 0.6 600 600 0.0

Ⅶ　特別損失           

１．固定資産除却損 ※3 5,538   11,750   6,008   

２．投資有価証券売却損  232   －   232   

３．減損損失 ※4 17,133 22,904 0.5 － 11,750 0.2 17,133 23,374 0.3

税金等調整前第３四半
期（当期）純利益

  74,381 1.5  233,639 3.3  142,643 2.0

法人税、住民税
及び事業税

 26,601   94,722   77,202   

法人税等調整額 ※5 － 26,601 0.5 － 94,722 1.3 △194 77,007 1.1

第３四半期（当期）
純利益

  47,780 1.0  138,917 2.0  65,635 0.9
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(3）四半期連結株主資本等変動計算書

前第３四半期連結会計期間（自　平成18年３月１日　至　平成18年11月30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

四半期連結会計期間中の変動額 

新株の発行 147,600 147,600 － 295,200

第３四半期純利益 － － 47,780 47,780

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 147,600 147,600 47,780 342,980

平成18年11月30日　残高 631,375 561,375 170,252 1,363,002

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

四半期連結会計期間中の変動額 

新株の発行 － － 295,200

第３四半期純利益 － － 47,780

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）

△415 △415 △415

四半期連結会計期間中の変動額合計 △415 △415 342,564

平成18年11月30日　残高 △35 △35 1,362,966
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当第３四半期連結会計期間（自　平成19年３月１日　至　平成19年11月30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 21,400 21,400 － 42,800

第３四半期純利益 － － 138,917 138,917

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 21,400 21,400 138,917 181,717

平成19年11月30日　残高 653,225 583,225 327,025 1,563,475

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 － － 42,800

第３四半期純利益 － － 138,917

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）

1 1 1

四半期連結会計期間中の変動額合計 1 1 181,719

平成19年11月30日　残高 △49 △49 1,563,425
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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

  
前第３四半期連結会計期間
（自　平成18年３月１日
至　平成18年11月30日）

当第３四半期連結会計期間
（自　平成19年３月１日
至　平成19年11月30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

    

税金等調整前第３
四半期（当期）純
利益

 74,381 233,639 142,643

減価償却費  279,285 428,829 411,293

減損損失  17,133 － 17,133

貸倒引当金の増減
額（△は減少）

 △81 1,646 152

賞与引当金の減少
額

 △3,526 △13,271 △7,294

受取利息及び受取
配当金

 △386 △1,006 △717

支払利息  28,195 46,954 39,437

株式交付費償却  1,637 － 1,616

固定資産売却益  △600 △40,586 △600

固定資産除却損  5,538 10,415 6,008

投資有価証券売却
損 

 232 － 232

売上債権の増加額  △32,836 △55,114 △126,283

たな卸資産の増加
額

 △9,840 △14,394 △13,402

仕入債務の増加額  37,588 36,192 54,890

未払金の増加額  41,063 68,399 48,535

その他  △78,716 145,943 △62,807

小計  359,069 847,649 510,838

利息及び配当金の
受取額

 386 1,006 717

利息の支払額  △25,193 △45,794 △38,684

法人税等の支払額  △116,528 △61,587 △141,915

営業活動による
キャッシュ・フロー

 217,734 741,273 330,955
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前第３四半期連結会計期間
（自　平成18年３月１日
至　平成18年11月30日）

当第３四半期連結会計期間
（自　平成19年３月１日
至　平成19年11月30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）

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

 － △30,000 △8,000

定期預金の払戻に
よる収入

 30,005 － 38,005

貸付けによる支出  △3,721 △9,370 △8,560

貸付金の回収によ
る収入

 3,417 7,483 5,937

有形固定資産の取
得による支出

 △2,555,370 △837,095 △2,676,852

有形固定資産の売
却による収入

 4,427 90,867 4,427

無形固定資産の取
得による支出

 △550 △1,500 △550

投資有価証券の取
得による支出

 △160 － △160

投資有価証券の売
却による収入

 912 － 912

差入保証金の回収
による収入

 2,947 10,542 11,524

差入保証金の差入
による支出

 △102,975 △202,812 △293,850

その他  867 △148,935 12,607

投資活動による
キャッシュ・フロー

 △2,620,202 △1,120,819 △2,914,559
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前第３四半期連結会計期間
（自　平成18年３月１日
至　平成18年11月30日）

当第３四半期連結会計期間
（自　平成19年３月１日
至　平成19年11月30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）

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

 △50,000 200,000 －

長期借入れによる
収入

 2,880,000 660,000 2,980,000

長期借入金の返済
による支出

 △338,765 △479,263 △492,935

社債の償還による
支出

 △20,000 △70,000 △20,000

株式の発行による
収入

 293,562 42,800 294,483

財務活動による
キャッシュ・フロー

 2,764,797 353,537 2,761,548

Ⅳ　現金及び現金同等物の
増減額（△は減少）

 362,329 △26,009 177,943

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
の第３四半期末（期
末）残高

※1 559,372 348,976 374,985
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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
前第３四半期連結会計期間
（自　平成18年３月１日
至　平成18年11月30日）

当第３四半期連結会計期間
（自　平成19年３月１日
至　平成19年11月30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．連結子会社の第３四半期

決算日（決算日）等に関

する事項

　全ての連結子会社の第３四半期決

算日は、第３四半期連結決算日と一

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

　第３四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

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
前第３四半期連結会計期間
（自　平成18年３月１日
至　平成18年11月30日）

当第３四半期連結会計期間
（自　平成19年３月１日
至　平成19年11月30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

額に基づき当第３四半期連結会

計期間負担額を計上しておりま

す。

ロ　賞与引当金

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

イ　消費税等の会計処理

同左

ロ　法人税等の会計処理

　当第３四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　法人税等の会計処理

同左

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 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）

前第３四半期連結会計期間
（自　平成18年３月１日
至　平成18年11月30日）

当第３四半期連結会計期間
（自　平成19年３月１日
至　平成19年11月30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） 

  当第３四半期連結会計期間から、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第３四半期純

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）

  当第３四半期連結会計期間から「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1,362,966千円であります。

　なお、中間連結財務諸表規則の改正に

より、当第３四半期連結会計期間におけ

る第３四半期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）

  当第３四半期連結会計期間から「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

用による当第３四半期連結財務諸表への

影響はありません。

──────

 

──────

──────

 

（固定資産の減価償却方法の変更）　

　当第３四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17,138千円増加し、営業

利益、経常利益及び税金等調整前第３四

半期純利益は同額減少しております。

──────
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前第３四半期連結会計期間
（自　平成18年３月１日
至　平成18年11月30日）

当第３四半期連結会計期間
（自　平成19年３月１日
至　平成19年11月30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）

──────

 

（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、定款の事業目的

の変更を行い不動産事業を重要な収益基

盤として位置づけたこと及びテナントビ

ル取得に伴う不動産賃貸収入の金額的重

要性が高まったことにより、経営成績を

より適正に表示するため、当第３四半期

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77,662千円、売上原価は

50,573千円増加し、営業外収益は77,662

千円、営業外費用は50,573千円減少する

とともに、売上総利益及び営業利益は

27,089千円増加しておりますが、経常利

益及び税金等調整前第３四半期純利益へ

の影響はありません。

──────
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(5）注記事項等

（四半期連結貸借対照表関係）

前第３四半期連結会計期間末
（平成18年11月30日）

当第３四半期連結会計期間末
（平成19年11月30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

1,066,115千円

 

※１．有形固定資産の減価償却累計額

1,471,912千円

 

※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 43,463千円

土地 863,733千円

建設仮勘定 882,625千円

計 1,789,822千円

 

※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 899,540千円

土地 863,733千円

計 1,763,273千円

  

※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 1,563,344千円

計 1,668,792千円

 

　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 1,457,896千円

計 1,563,344千円

 

　　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）

前第３四半期連結会計期間
（自　平成18年３月１日
至　平成18年11月30日）

当第３四半期連結会計期間
（自　平成19年３月１日
至　平成19年11月30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 170,325千円

給料手当 1,487,109千円

地代家賃 500,825千円

減価償却費 279,285千円

水道光熱費 189,477千円

備品消耗品費 158,841千円

広告宣伝費 123,155千円

リース料 55,084千円

貸倒引当金繰入 40千円

賞与引当金繰入 16,705千円

役員報酬 171,525千円

給料手当 2,031,171千円

地代家賃 728,040千円

減価償却費 403,464千円

水道光熱費 275,936千円

備品消耗品費 128,704千円

広告宣伝費 112,835千円

リース料 146,079千円

貸倒引当金繰入 1,646千円

賞与引当金繰入 19,783千円

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．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

その他 111千円

計 600千円

建物及び構築物 38,431千円

その他 2,154千円

計 40,586千円

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 ※３．固定資産除却損の内訳

建物及び構築物 5,094千円

その他 443千円

計 5,538千円

建物及び構築物 7,439千円

その他 4,310千円

計 11,750千円

建物及び構築物 5,564千円

その他 443千円

計 6,008千円

※４．減損損失 ※４．　　　　　────── ※４．減損損失　　　　　　

　当第３四半期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。

　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 

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

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。

※５．第３四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．　　　　　　同左  ※５．　　　　　──────
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（四半期連結株主資本等変動計算書関係）

  前第３四半期連結会計期間（自　平成18年３月１日　至　平成18年11月30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３四半期連結会計
期間増加株式数(株)

当第３四半期連結会計
期間減少株式数(株)

当第３四半期連結会計
期間末株式数(株)

発行済株式

普通株式（注） 22,582 4,480 － 27,062

合計 22,582 4,480 － 27,062

（注）発行済株式数の増加は、新株予約権の行使によるもの2,880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．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。

  当第３四半期連結会計期間（自　平成19年３月１日　至　平成19年11月30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３四半期連結会計
期間増加株式数(株)

当第３四半期連結会計
期間減少株式数(株)

当第３四半期連結会計
期間末株式数(株)

発行済株式

普通株式（注） 27,098 1,712 － 28,810

合計 27,098 1,712 － 28,810

（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）

前第３四半期連結会計期間
（自　平成18年３月１日
至　平成18年11月30日）

当第３四半期連結会計期間
（自　平成19年３月１日
至　平成19年11月30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３四半期末残高

と第３四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第３四半期末残高

と第３四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18年11月30日現在）

（千円）

現金及び預金勘定 559,032

ＭＲＦ 339

現金及び現金同等物 559,372

 

（平成19年11月30日現在）

（千円）

現金及び預金勘定 378,635

ＭＲＦ 340

預入期間が３ヶ月

を超える定期預金
△30,000

現金及び現金同等物 348,976

 　　　　　　　　　　　

（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）

前第３四半期連結会計期間
（自　平成18年３月１日
至　平成18年11月30日）

当第３四半期連結会計期間
（自　平成19年３月１日
至　平成19年11月30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 

　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

３四半期末残高相当額

(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第

３四半期末残高相当額

(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３四半

期末残高

相当額

(千円)

その他 320,185 208,922 5,951 105,311

 

取得価額

相当額

（千円）

減価償却累計

額相当額

（千円）

第３四半期末

残高相当額

（千円） 

建物及び

構築物
1,017,035 65,954 951,081

その他 462,742 173,949 288,793

合計 1,479,778 239,904 1,239,874

 

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３四半期末残高相当額

等

(2）未経過リース料第３四半期末残高相当額

等

(2）未経過リース料期末残高相当額等

未経過リース料第３四半期末残高相当額 未経過リース料第３四半期末残高相当額 未経過リース料期末残高相当額

１年内 51,674千円

１年超 58,971千円

合　計 110,645千円

リース資産減損勘定の残高 996千円

１年内 174,941千円

１年超 1,071,788千円

合　計 1,246,730千円

  

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   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 50,306千円

　リース資産減損勘定の

取崩額
5,343千円

　減価償却費相当額 41,624千円

　支払利息相当額 3,248千円

　減損損失 6,257千円

　支払リース料 135,295千円

　リース資産減損勘定の

取崩額 
249千円

　減価償却費相当額 116,473千円

　支払利息相当額 23,043千円

 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）

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

前第３四半期連結会計期間
（平成18年11月30日）

当第３四半期連結会計期間
（平成19年11月30日）

前連結会計年度
（平成19年２月28日）

取得原価
（千円）

第３四半期
連結貸借対
照表計上額
（千円）

差額
（千円）

取得原価
（千円）

第３四半期
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 160 100 △60 7,162 7,076 △85 7,160 7,073 △87

(2）債券 － － － － － － － － －

(3）その他 － － － － － － － － －

小計 160 100 △60 7,162 7,076 △85 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

前第３四半期連結貸借対照表計上額
（千円）

当第３四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 339 340 340

（デリバティブ取引関係）

前第３四半期連結会計期間末（平成18年11月30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

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
100,000 △34 △34

　（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。

当第３四半期連結会計期間末（平成19年11月30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。
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（ストック・オプション等関係）

前第３四半期連結会計期間（自　平成18年３月１日　至　平成18年11月30日）

　　該当事項はありません。

当第３四半期連結会計期間（自　平成19年３月１日　至　平成19年11月30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）

　当連結会計年度において存在したストック・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

株式の種類別のストック・オプションの数（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

権利行使価格（円）  25,000

付与日における公正な評価単価（円）  －

（注）株式数に換算して記載しております。
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(6）セグメント情報

【事業の種類別セグメント情報】

　前第３四半期連結会計期間（自　平成18年３月１日　至　平成18年11月30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。

 

当第３四半期連結会計期間（自　平成19年３月１日　至　平成19年11月30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
6,407,521 583,680 77,662 45,798 7,114,664 － 7,114,664

(2) セグメント間の内部

    売上高又は振替高
205,443 － 19,935 157,403 382,782 (382,782) －

計 6,612,965 583,680 97,597 203,202 7,497,446 (382,782) 7,114,664

営業費用 6,554,741 560,469 66,319 190,435 7,371,965 (388,325) 6,983,639

営業利益 58,224 23,211 31,278 12,766 125,481 5,543 131,024

(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

「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」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３四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。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。

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】

前第３四半期連結会計期間（自　平成18年３月１日　至　平成18年11月30日）、当第３四半期連結会計期間（自

　平成19年３月１日　至　平成19年11月30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】

前第３四半期連結会計期間（自　平成18年３月１日　至　平成18年11月30日）、当第３四半期連結会計期間（自

　平成19年３月１日　至　平成19年11月30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）

前第３四半期連結会計期間

（自　平成18年３月１日

至　平成18年11月30日）

当第３四半期連結会計期間

（自　平成19年３月１日

至　平成19年11月30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 50,364円59銭

１株当たり第３四半期純利益 1,947円99銭 

潜在株式調整後

１株当たり第３四半期純利益
1,541円35銭 

１株当たり純資産額 54,266円76銭

１株当たり第３四半期純利益 4,851円99銭 

潜在株式調整後

１株当たり第３四半期純利益
4,299円65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 

　当社株式は当第３四半期連結会計期間中に

上場したため、１株当たり情報の算定期間で

ある当第３四半期連結会計期間を通した期中

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

り第３四半期純利益を算定しております。

 　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３四半期（当期）純利益及び潜在株式調整後１株当たり第３四半期（当期）純利益の算定上の基礎

は、以下のとおりであります。

 
前第３四半期連結会計期間

(自　平成18年３月１日

至　平成18年11月30日)

当第３四半期連結会計期間

(自　平成19年３月１日

至　平成19年11月30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３四半期（当期）純利益    

第３四半期（当期）純利益（千円） 47,780 138,917 65,635

普通株主に帰属しない金額（千円） － － －

普通株式に係る第３四半期（当期）純利

益（千円）
47,780 138,917 65,635

普通株式の期中平均株式数（株） 24,528 28,631 25,154

    

潜在株式調整後１株当たり第３四半期

（当期）純利益
   

第３四半期（当期）純利益調整額(千円) － － －

普通株式増加数（株） 6,471 3,678 5,970

（うち新株予約権） (6,471) 　(3,678) (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３四半期（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）

前第３四半期連結会計期間
（自　平成18年３月１日
至　平成18年11月30日）

当第３四半期連結会計期間
（自　平成19年３月１日
至　平成19年11月30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）

──────

 

────── 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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６．四半期個別財務諸表

(1）四半期貸借対照表

  
前第３四半期会計期間末
（平成18年11月30日）

当第３四半期会計期間末
（平成19年11月30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  519,181   311,804   327,578   

２．売掛金  146,778   272,351   228,818   

３．たな卸資産  49,625   67,435   53,187   

４．その他  171,277   380,016   183,529   

貸倒引当金  △294   △881   △482   

流動資産合計   886,568 16.9  1,030,726 17.4  792,632 14.6

Ⅱ　固定資産           

１．有形固定資産 ※1          

(1）建物 ※2 1,511,380   2,699,742   2,575,980   

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

(3）建設仮勘定 ※2 1,071,045   1,575   78,418   

(4）その他  236,314   235,221   236,315   

有形固定資産合計  3,622,474  68.9 3,740,272  63.0 3,694,448  68.0

２．無形固定資産  2,189  0.0 2,849  0.0 2,017  0.0

３．投資その他の資産           

(1）差入保証金  679,625   1,054,194   861,923   

(2）その他  63,173   107,326   80,300   

貸倒引当金  △5   △11   △9   

投資その他の資産合
計

 742,793  14.1 1,161,509  19.6 942,214  17.3

固定資産合計   4,367,457 83.1  4,904,631 82.6  4,638,679 85.4

資産合計   5,254,026 100.0  5,935,358 100.0  5,431,312 100.0
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前第３四半期会計期間末
（平成18年11月30日）

当第３四半期会計期間末
（平成19年11月30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  152,436   205,931   169,739   

２．短期借入金  －   280,000   50,000   

３．一年以内返済予定
長期借入金

※2 540,752   586,946   534,112   

４．一年以内償還予定
社債

 70,000   50,000   70,000   

５．未払金  389,203   378,960   502,914   

６．賞与引当金  16,128   －   13,271   

７．その他 ※3 96,800   208,650   95,403   

流動負債合計   1,265,321 24.1  1,710,489 28.8  1,435,440 26.4

Ⅱ　固定負債           

１．社債  50,000   －   50,000   

２．長期借入金 ※2 2,572,019   2,664,512   2,527,519   

３．その他  11,810   52,771   46,611   

固定負債合計   2,633,829 50.1  2,717,283 45.8  2,624,130 48.3

負債合計   3,899,150 74.2  4,427,773 74.6  4,059,571 74.7

           

（純資産の部）           

Ⅰ　株主資本           

１．資本金   631,375 12.0  653,225 11.0  631,825 11.6

２．資本剰余金           

(1）資本準備金  561,375   583,225   561,825   

資本剰余金合計   561,375 10.7  583,225 9.8  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  162,162   271,184   178,142   

利益剰余金合計   162,162 3.1  271,184 4.6  178,142 3.3

株主資本合計   1,354,912 25.8  1,507,634 25.4  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

  △35 △0.0  △49 △0.0  △51 △0.0

評価・換算差額等合計   △35 △0.0  △49 △0.0  △51 △0.0

純資産合計   1,354,876 25.8  1,507,584 25.4  1,371,740 25.3

負債純資産合計   5,254,026 100.0  5,935,358 100.0  5,431,312 100.0
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(2）四半期損益計算書

  
前第３四半期会計期間

（自　平成18年３月１日
至　平成18年11月30日）

当第３四半期会計期間
（自　平成19年３月１日
至　平成19年11月30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   4,868,189 100.0  6,699,242 100.0  6,828,239 100.0

Ⅱ　売上原価   1,271,364 26.1  1,809,820 27.0  1,789,783 26.2

売上総利益   3,596,824 73.9  4,889,421 73.0  5,038,456 73.8

Ⅲ　販売費及び一般管理
費

  3,543,928 72.8  4,833,245 72.1  4,956,785 72.6

営業利益    52,895 1.1  56,176 0.8  81,671 1.2

Ⅳ　営業外収益 ※1  94,537 1.9  129,238 1.9  142,637 2.1

Ⅴ　営業外費用 ※2  50,884 1.0  57,243 0.9  68,154 1.0

経常利益    96,548 2.0  128,172 1.9  156,154 2.3

Ⅵ　特別利益 ※3  605 0.0  40,214 0.6  600 0.0

Ⅶ　特別損失 ※4.5  22,460 0.5  11,750 0.2  22,931 0.3

税引前第３四半期
（当期）純利益

  74,693 1.5  156,636 2.3  133,823 2.0

法人税、住民税
及び事業税

 30,325   63,594   73,670   

法人税等調整額 ※6 － 30,325 0.6 － 63,594 0.9 △194 73,475 1.1

第３四半期（当
期）純利益

  44,368 0.9  93,042 1.4  60,348 0.9
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(3) 四半期株主資本等変動計算書

前第３四半期会計期間（自　平成18年３月１日　至　平成18年11月30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

四半期会計期間中の変動額

新株の発行 147,600 147,600 147,600 － － 295,200

第３四半期純利益 － － － 44,368 44,368 44,368

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 147,600 147,600 147,600 44,368 44,368 339,568

平成18年11月30日　残高 631,375 561,375 561,375 162,162 162,162 1,354,912

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

四半期会計期間中の変動額

新株の発行 － － 295,200

第３四半期純利益 － － 44,368

株主資本以外の項目の四半期

会計期間中の変動額（純額）
△415 △415 △415

四半期会計期間中の変動額合計 △415 △415 339,152

平成18年11月30日　残高 △35 △35 1,354,876
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当第３四半期会計期間（自　平成19年３月１日　至　平成19年11月30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 21,400 21,400 21,400 － － 42,800

第３四半期純利益 － － － 93,042 93,042 93,042

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 21,400 21,400 21,400 93,042 93,042 135,842

平成19年11月30日　残高 653,225 583,225 583,225 271,184 271,184 1,507,634

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 － － 42,800

第３四半期純利益 － － 93,042

株主資本以外の項目の四半期

会計期間中の変動額（純額）
1 1 1

四半期会計期間中の変動額合計 1 1 135,844

平成19年11月30日　残高 △49 △49 1,507,584
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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

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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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
前第３四半期会計期間

（自　平成18年３月１日
至　平成18年11月30日）

当第３四半期会計期間
（自　平成19年３月１日
至　平成19年11月30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

　第３四半期決算日の市場

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。

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 　　　　　５～15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
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項目
前第３四半期会計期間

（自　平成18年３月１日
至　平成18年11月30日）

当第３四半期会計期間
（自　平成19年３月１日
至　平成19年11月30日）

前事業年度
（自　平成18年３月１日
至　平成19年２月28日）

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 

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

額に基づき当第３四半期会計期

間負担額を計上しております。

(2）賞与引当金

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

(1）消費税等の会計処理

同左

(2）法人税等の会計処理

　当第３四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）法人税等の会計処理

同左

(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）

前第３四半期会計期間
（自　平成18年３月１日
至　平成18年11月30日）

当第３四半期会計期間
（自　平成19年３月１日
至　平成19年11月30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）

　当第３四半期会計期間から、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。

　これにより税引前第３四半期純利益が

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）

　当第３四半期会計期間から「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1,354,876千円であります。

　なお、中間財務諸表等規則の改正によ

り、当第３四半期会計期間における第３

四半期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）

　当第３四半期会計期間から「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

用による当第３四半期財務諸表への影響

はありません。

 ──────

 

 ──────

 ──────

 

（固定資産の減価償却方法の変更）　

　当第３四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17,138千円増加し、営業利益、

経常利益及び税引前第３四半期純利益は

同額減少しております。

 ──────
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前第３四半期会計期間
（自　平成18年３月１日
至　平成18年11月30日）

当第３四半期会計期間
（自　平成19年３月１日
至　平成19年11月30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、定款の事業目的

の変更を行い不動産事業を重要な収益基

盤として位置づけたこと及びテナントビ

ル取得に伴う不動産賃貸収入の金額的重

要性が高まったことにより、経営成績を

より適正に表示するため、当第３四半期

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85,810千円、売上原価は

49,114円増加し、営業外収益は85,810千

円、営業外費用は49,114千円減少すると

ともに、売上総利益び営業利益は36,696

千円増加しておりますが、経常利益及び

税引前第３四半期純利益への影響はあり

ません。

 ──────

(4）注記事項等

（四半期貸借対照表関係）

前第３四半期会計期間末
（平成18年11月30日）

当第３四半期会計期間
（平成19年11月30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

1,061,077千円

※１．有形固定資産の減価償却累計額

1,414,850千円

※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。

土地 803,733千円

建設仮勘定 882,625千円

計 1,686,359千円

 
　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 1,476,674千円

計 1,570,002千円

※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 857,139千円

土地 803,733千円

計 1,660,873千円

 
　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 1,383,346千円

計 1,476,674千円

※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．消費税等の取扱い

　　　　　同左

※３．──────
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（四半期損益計算書関係）

前第３四半期会計期間
（自　平成18年３月１日
至　平成18年11月30日）

当第３四半期会計期間
（自　平成19年３月１日
至　平成19年11月30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

協賛金収入 52,097千円

賃貸料収入 3,753千円

保険解約返戻金 31,852千円

 ※１．営業外収益のうち主要なもの

協賛金収入 72,871千円

賃貸料収入 8,085千円

保険解約返戻金 41,889千円

 ※１．営業外収益のうち主要なもの

協賛金収入 82,692千円

賃貸料収入 9,523千円

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 26,985千円

株式交付費償却 1,637千円

株式公開費用 21,102千円

 ※２．営業外費用のうち主要なもの

支払利息 45,887千円

 ※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．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  5千円

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

固定資産除却損 5,094千円

投資有価証券売却損 232千円

減損損失 17,133千円

固定資産除却損 11,750千円 固定資産除却損 5,564千円

減損損失 17,133千円

※５．減損損失 ※５．──────　　　　　　 ※５．減損損失　　　　　　

　当第３四半期会計期間について、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。

 　　 　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

 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、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．第３四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。 

※６.　　　　　　 同左 ※６．──────　　　　　　 

　７．減価償却実施額

有形固定資産 268,472千円

無形固定資産 462千円

　７．減価償却実施額

有形固定資産 416,133千円

無形固定資産 667千円

　７．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
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（四半期株主資本等変動計算書関係）

  前第３四半期会計期間（自　平成18年３月１日　至　平成18年11月30日）

  　該当事項はありません。

  当第３四半期会計期間（自　平成19年３月１日　至　平成19年11月30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。

（リース取引関係）

前第３四半期会計期間
（自　平成18年３月１日
至　平成18年11月30日）

当第３四半期会計期間
（自　平成19年３月１日
至　平成19年11月30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 

　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３四半期末残高相当額

(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

び第３四半期末残高相当額

(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３四半

期末残高

相当額

(千円)

その他 320,185 208,922 5,951 105,311

 

取得価額

相当額

（千円）

減価償却累計

額相当額

（千円）

第３四半期末

残高相当額

（千円） 

建物 1,017,035 65,954 951,081

その他 462,742 173,949 288,793

合計 1,479,778 239,904 1,239,874

 

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３四半期末残高相当額

等

(2）未経過リース料第３四半期末残高相当額

等

(2）未経過リース料期末残高相当額等

未経過リース料第３四半期末残高相

当額

未経過リース料第３四半期末残高相

当額

未経過リース料期末残高相当額

１年内 51,674千円

１年超 58,971千円

　合計 110,645千円

　リース資産減損勘定の

残高
996千円

１年内 174,941千円

１年超 1,071,788千円

　合計 1,246,730千円

　  

　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 
 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

　支払リース料 50,306千円

　リース資産減損勘定の

取崩額
5,343千円

　減価償却費相当額 41,624千円

　支払利息相当額 3,248千円

　減損損失 6,257千円

(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 135,295千円

  リース資産減損勘定の

取崩額
249千円

　減価償却費相当額 116,473千円

　支払利息相当額 23,043千円

(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）

　前第３四半期会計期間、当第３四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）

前第３四半期会計期間
（自　平成18年３月１日
至　平成18年11月30日）

当第３四半期会計期間
（自　平成19年３月１日
至　平成19年11月30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 50,065円64銭

１株当たり第３四半期純利益 1,808円87銭

潜在株式調整後１株当たり第

３四半期純利益

 

1,431円27銭

１株当たり純資産額 52,328円52銭

１株当たり第１四半期純利益 3,249円70銭

潜在株式調整後１株当たり第

３四半期純利益

 

2,879円76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

　当社株式は当第３四半期会計期間中に上場

したため、１株当たり情報の算定の期間であ

る当第３四半期会計期間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株当たり第３四半

期純利益を算定しております。

　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３四半期（当期）純利益及び潜在株式調整後１株当たり第３四半期（当期）純利益の算定上の基礎

は、以下のとおりであります。

 
前第３四半期会計期間
(自　平成18年３月１日
至　平成18年11月30日)

当第３四半期会計期間
（自　平成19年３月１日
至　平成19年11月30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３四半期（当期）純利益    

  第３四半期（当期）純利益（千円） 44,368 93,042 60,348

　普通株主に帰属しない金額（千円） － － －

　普通株式に係る第３四半期（当期）純利

益（千円）
44,368 93,042 60,348

　普通株式の期中平均株式数（株） 24,528 28,631 25,154

    

潜在株式調整後１株当たり第３四半期（当

期）純利益
   

  第３四半期（当期）純利益調整額(千円) － － －

  普通株式増加数（株） 6,471 3,678 5,970

 　 （うち新株予約権） (6,471) (3,678) (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３四半期（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）

前第３四半期会計期間
（自　平成18年３月１日
至　平成18年11月30日）

当第３四半期会計期間
（自　平成19年３月１日
至　平成19年11月30日）

前事業年度
（自　平成18年３月１日

至　平成19年２月28日）

────── ────── 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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