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                                             （百万円未満切捨） 

１．平成20年２月期第３四半期の業績（平成19年３月１日～平成19年11月30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２月期第３四半期 2,460 ― 165  ― 160 ― 91 ― 

19年２月期第３四半期 ― ― ―  ― ― ― ―  ― 

19年２月期 2,739 ― 160  ― 158 ― 88  ― 

  

 
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 9,730 08 ― ― 

19年２月期第３四半期 ― ― ― ― 

19年２月期 9,522 90 ― ― 

(注)当社は、平成20年２月期第３四半期より四半期財務諸表を作成しているため、平成19年２月期第３四半期の数値及

び対前年同四半期増減率については記載しておりません。 

 

(2) 財政状態                         

 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 1,308 435 33.2 46,044 47 

19年２月期第３四半期 ― ― ― ― ― 

19年２月期 1,104 343 31.1 36,314 38 

 

(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２月期第３四半期 30 △120 102 101 

19年２月期第３四半期 ― ― ― ― 

19年２月期 79 △178 116 88 

 

２．配当状況 

 １株当たり配当金 

（基準日） 中間期末 期末 年間 

 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 3,330 21.6 222 39.2 211 32.8 116 32.0 11,827 98 
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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 ： 無 

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 

 

   上記の業績予想は本資料の発表現在において入手可能な情報により作成したものであり、実際の業績は今後

様々な要因によって異なる場合があります。 
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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３四半期会計期間につきましては、秋口の衣替えシーズンにおける衣料・服飾雑貨カテゴリーの販
売増などが寄与し、全社売上高は2,460,224千円となりました。 
仕入面においては、平成19年10月に顧客宅を訪問して買い取りを行う出張買取を専門に行うスタッフ
を新たに設置しました。今後は、この出張買取専門スタッフの増員を進め、一般顧客からの買取増加を図
っていく方針であります。 
店舗政策においては、当第３四半期会計期間は、平成19年４月、平成19年６月、平成19年９月に総
合リサイクルショップを３店舗出店いたしました。その結果、平成19年11月末現在では、直営店が総合
リサイクルショップ「トレジャーファクトリー」23店舗、服飾専門リサイクルショップ「トレジャーファ
クトリースタイル」2店舗の計 25店舗、FC店舗が「トレジャーファクトリー」２店舗となり、合計店舗
数27店舗体制となりました。 
利益面においては、上場関連費用の増加や求人広告費の増加などにより、販売費及び一般管理費が増加
いたしました。 
これらの結果、当期の業績につきましては、売上高2,460,224千円、経常利益160,363千円、第３四半
期純利益91,949千円となりました。 
 
なお、当第３四半期会計期間における事業別販売実績は以下のとおりであります。 

当事業年度 
（自 平成19年３月１日 
  至 平成19年11月30日） 事業 品目 

売上高（千円） 構成比（％） 前年同期比（％） 

生活雑貨 415,085 16.9 ― 

衣料・服飾雑貨 824,954 33.5 ― 

電化製品 679,129 27.6 ― 

家具 328,781 13.4 ― 

ホビー商品 182,804 7.4 ― 

その他 22,442 0.9 ― 

総合リサイクル事業 

小計 2,453,198 99.7 ― 

ＦＣ事業 7,026 0.3 ― 

合計 2,460,224 100.0 ― 

 （注）１．上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 
２．ＦＣ事業は、商品販売、加盟料・指導料・ロイヤリティ等であります。 

 ３．当第３四半期会計期間が四半期財務諸表作成初年度であるため、前年同期との比較分析は行
っておりません。 
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２．財政状態に関する定性的情報 
 
 当第３四半期会計期間末における資産合計は、新規出店等に伴い商品が 89,856千円増加したこと等に
より、前事業年度末と比較して204,537千円増加し、1,308,890千円となりました。 
 当第３四半期会計期間末における負債合計は、短期借入金が 42,000千円増加したこと及び新規出店に
係る長期借入金が 34,049千円増加したこと等により、前事業年度末と比較して 112,588千円増加し、
873,770千円となりました。 
 当第３四半期会計期間末における純資産合計は、当第３四半期会計期間に計上した第３四半期純利益に
よる利益剰余金の増加91,949千円により、前事業年度末と比較して91,949千円増加し、435,120千円と
なりました。 
 
〔キャッシュ・フローの分析〕 
 当第３四半期会計期間末における現金及び現金同等物の残高は、前事業年度末に比べ 13,539千円増加
し、101,802千円となりました。当第３四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３四半期会計期間の営業活動によるキャッシュ・フローは 30,688千円の収入となりました。これ
は主に税引前第３四半期純利益160,351千円、減価償却費36,734千円に対し、法人税等の支払額91,410
千円、たな卸資産の増加額89,856千円があっ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３四半期会計期間の投資活動によるキャッシュ・フローは120,117千円の支出となりました。これ
は主に店舗新設に伴う有形固定資産の取得による支出74,652千円、敷金保証金の支払による支出36,594
千円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３四半期会計期間の財務活動によるキャッシュ・フローは102,967千円の収入となりました。これ
は主に長期借入による収入 190,000千円、短期借入金の純増減額 42,000千円があった一方で、長期借入
金の返済による支出124,919千円があったことによるものであります。 
 
 
３．業績予想に関する定性的情報 
 
平成 19年 12月に埼玉県川越市に新たに総合リサイクルショップを１店舗出店いたしました。当社は、
今後も首都圏を中心に店舗出店を進め、継続的な成長を図ってまいります。 
また、平成19年10月に顧客宅を訪問して買い取りを行う出張買取を専門に行うスタッフを新たに設置
しましたが、今後も、当社では、一般顧客からの買取を引き続き強化し、魅力ある商品を集めることによ
り、集客力のある店舗作りを進め、収益の拡大と利益の確保を図っていく所存であります。 
通期の業績予想といたしましては、売上高3,330,659千円（前期比21.6％増）、営業利益222,706千円
（前期比39.2％増）、経常利益211,059千円（前期比32.8％増）、当期純利益116,970千円（前期比32.0％
増）を見込んでおります。なお、当該数値につきましては、平成19年12月26日に公表いたしました「平
成20年２月期 中間決算短信（非連結）」からの変更はありません。 
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４．第３四半期財務諸表 
 
（１）第３四半期貸借対照表 

  
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 
（％） 

（資産の部）        

Ⅰ 流動資産        

１．現金及び預金   115,208   101,669  

２．売掛金   24,893   16,493  

３．たな卸資産   428,180   338,324  

４．その他   76,371   68,565  

貸倒引当金   △254   △172  

流動資産合計   644,400 49.2  524,881 47.5 

Ⅱ 固定資産        

(1）有形固定資産 ※１       

１．建物 ※２ 212,586   191,409   

２．土地 ※２ 141,555   141,555   

３．その他  75,581   51,808   

有形固定資産合計   429,723 32.8  384,773 34.8 

  (2)無形固定資産   1,912 0.2  1,771 0.2 

(3）投資その他の資産        

１．敷金保証金  199,180   162,586   

２．その他  33,674   30,340   

投資その他の資産合計   232,854 17.8  192,926 17.5 

固定資産合計   664,490 50.8  579,471 52.5 

資産合計   1,308,890 100.0  1,104,352 100.0 
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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 
（％） 

（負債の部）        

Ⅰ 流動負債        

１．買掛金   28,371   7,492  

２．短期借入金   72,000   30,000  

３．1年以内返済予定 
長期借入金 

※２  170,776   139,744  

４．未払金   72,851   58,480  

５．未払費用   78,560   66,525  

６．未払法人税等   22,076   54,186  

７．賞与引当金   18,150   36,697  

８．その他 ※３  27,352   18,472  

流動負債合計   490,139 37.4  411,600 37.3 

Ⅱ 固定負債        

１．長期借入金 ※２  383,631   349,582  

固定負債合計   383,631 29.4  349,582 31.6 

負債合計   873,770 66.8  761,182 68.9 

（純資産の部）        

Ⅰ 株主資本        

１．資本金   98,250 7.5  98,250 8.9 

２. 資本剰余金        

資本準備金  33,250   33,250   

  資本剰余金合計   33,250 2.5  33,250 3.0 

３. 利益剰余金        

    その他利益剰余金        

     繰越利益剰余金  303,620   211,670   

     利益剰余金合計   303,620 23.2  211,670 19.2 

株主資本合計   435,120 33.2  343,170 31.1 

純資産合計   435,120 33.2  343,170 31.1 

負債純資産合計   1,308,890 100.0  1,104,352 100.0 
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（２）第３四半期損益計算書 

  
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 
（％） 

Ⅰ 売上高   2,460,224 100.0  2,739,436 100.0 

Ⅱ 売上原価   863,395 35.1  989,039 36.1 

売上総利益   1,596,829 64.9  1,750,396 63.9 

Ⅲ 販売費及び一般管理費   1,431,285 58.2  1,590,378 58.1 

営業利益   165,543 6.7  160,018 5.8 

Ⅳ 営業外収益        

 １．受取利息  143   64   

 ２．受取配当金  15   9   

 ３．自販機収入  5,055   5,145   

 ４．その他  1,745 6,960 0.3 2,886 8,105 0.3 

Ⅴ 営業外費用        

 １．支払利息  7,653   8,682   

 ２．その他  4,487 12,140 0.5 486 9,168 0.3 

経常利益   160,363 6.5  158,955 5.8 

Ⅵ 特別利益        

 １．固定資産売却益  25 25 0.0 ― ― ― 

Ⅵ 特別損失        

 １．投資有価証券評価損  ―   1,911   

 ２．固定資産売却損  ―   509   

 ３．固定資産除却損  36 36 0.0 188 2,609 0.1 

税引前第３四半期     
（当期）純利益 

  160,351 6.5  156,346 5.7 

法人税、住民税及び  
事業税 

 59,300  76,100  

法人税等調整額  9,102 

 
 
 

68,402 2.8 △8,379 

 
 
 

67,720 2.5 

第３四半期(当期) 
純利益 

  91,949 3.7  88,625 3.2 
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（３）第３四半期株主資本等変動計算書 

 

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） 

株主資本 

資本剰余金 利益剰余金 

その他利
益剰余金 

 

資本金 
資本準備金 

資本 
剰余金        
合計 繰越利益

剰余金 

利益 
剰余金
合計 

株主資
本合計 

純資産
合計 

平成19年２月28日 残高 
        （千円） 

98,250 33,250 33,250 211,670 211,670 343,170 343,170 

第３四半期会計期間中の変
動額 

       

第３四半期純利益    91,949 91,949 91,949 91,949 

第３四半期会計期間中の変
動額合計    （千円） 

― ― ― 91,949 91,949 91,949 91,949 

平成19年11月30日 残高 
        （千円） 

98,250 33,250 33,250 303,620 303,620 435,120 435,120 

 

前事業年度（自 平成18年３月１日 至 平成19年２月 28日） 

株主資本 

資本剰余金 利益剰余金 

その他利
益剰余金 

 

資本金 
資本準備金 

資本 
剰余金        
合計 繰越利益

剰余金 

利益 
剰余金
合計 

株主資
本合計 

純資産
合計 

平成18年２月28日 残高 
        （千円） 

90,000 25,000 25,000 123,045 123,045 238,045 238,045 

事業年度中の変動額        

新株の発行 8,250 8,250 8,250   16,500 16,500 

当期純利益    88,625 88,625 88,625 88,625 

事業年度中の変動額合計      
（千円） 

8,250 8,250 8,250 88,625 88,625 105,125 105,125 

平成19年２月28日 残高 
        （千円） 

98,250 33,250 33,250 211,670 211,670 343,170 343,170 
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（４）第３四半期キャッシュ・フロー計算書 

  
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 
キャッシュ・フロー計算書 
（自 平成18年３月１日 
至 平成19年２月28日） 

区分 
注記
番号 

金額（千円） 金額（千円） 

Ⅰ 営業活動によるキャッシュ・フロー    

税引前第３四半期（当期）純利益  160,351 156,346 

減価償却費  36,734 35,484 

賞与引当金の増加額 
（△減少額） 

 △18,546 15,406 

貸倒引当金の増加額  82 44 

受取利息及び受取配当金  △159 △73 

支払利息  7,653 8,682 

投資有価証券評価損  ― 1,911 

固定資産売却益  △25 ― 

固定資産売却損  ― 509 

固定資産除却損  36 188 

売上債権の増加額  △8,399 △4,115 

たな卸資産の増加額  △89,856 △90,704 

仕入債務の増加額  20,879 324 

未払金の増加額  7,625 1,787 

その他  13,708 26,953 

小計  130,084 152,745 

利息及び配当金の受取額  140 71 

利息の支払額  △8,124 △8,870 

法人税等の支払額  △91,410 △64,881 

営業活動によるキャッシュ・フロー  30,688 79,063 
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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） 

前事業年度の要約 
キャッシュ・フロー計算書 
（自 平成18年３月１日 
至 平成19年２月28日） 

区分 
注記
番号 

金額（千円） 金額（千円） 

Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・
フロー 

   

定期預金等の預入による支
出 

 ― △5,102 

定期預金等の払戻による収
入 

 ― 1,200 

有形固定資産の取得による
支出 

 △74,652 △123,067 

有形固定資産の売却による
収入 

 150 124 

無形固定資産の取得による
支出 

 △588 △910 

敷金保証金の支払による支
出 

 △36,594 △38,107 

敷金保証金の回収による収
入 

 ― 10 

長期前払費用の支払による
支出 

 △8,835 △12,580 

その他  403 ― 

投資活動によるキャッシュ・
フロー 

 △120,117 △178,431 

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  42,000 ─ 

長期借入れによる収入  190,000 250,000 

長期借入金の返済による支
出 

 △124,919 △149,850 

株式発行による収入  ― 16,442 

その他  △4,113 ― 

財務活動によるキャッシュ・
フロー 

 102,967 116,592 

Ⅳ 現金及び現金同等物の増加額  13,539 17,224 

Ⅴ 現金及び現金同等物の期首残
高 

 88,263 71,039 

Ⅵ 現金及び現金同等物の第３四
半期末（期末）残高 

※ 101,802 88,263 
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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３四半期会計期間 
（自 平成19月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 
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を採用して
おります。 

（１）有価証券 
その他有価証券 

同左 

 （２）たな卸資産 
 ①商品 
・個別バーコード管理商品 
    個別法による原価法を採用して

おります。 
・上記以外の商品 
    移動平均法による原価法を採用

しております。 
 ②貯蔵品 
 最終仕入原価法を採用しております。 

（２）たな卸資産 
同左 

 
 
 
 
 
 

 

２．固定資産の減価償却

の方法 

（１）有形固定資産 

 定率法を採用しております。 

ただし、平成10年4月1日以降取得した建

物（建物附属設備は除く）については定

額法を採用しております。 

なお、主な耐用年数は次のとおりであり

ます。 

建物       ３～27年 

構築物      10～20年 

工具器具備品   ３～８年 

（会計方針の変更） 

平成19年４月１日以降取得した有形

固定資産の償却方法については、平成19

年度税制改正により導入された新たな

定額法及び定率法に変更しております。 

 なお、この変更による営業利益、経常

利益及び税引前第３四半期純利益に与

える影響額は1,762千円であります。 

（２）無形固定資産 

 定額法を採用しております。 

 ソフトウェア（自社利用分）については、

社内における利用可能期間（５年以内）

に基づく定額法を採用しております。 

（３）長期前払費用 

 定額法を採用しております。 

（１）有形固定資産 

定率法を採用しております。 

ただし、平成10年4月1日以降取得した

建物（建物附属設備は除く）については

定額法を採用しております。 

なお、主な耐用年数は次のとおりであ

ります。 

建物       ３～27年 

構築物      10～20年 

工具器具備品   ３～８年 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）無形固定資産 

同左 

 

 

 

（３）長期前払費用 

同左 

３．繰延資産の処理方法 

 

株式交付費 

 支出時に全額費用処理しております。 

株式交付費 

 同左 
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項目 
当第３四半期会計期間 
（自 平成19月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）貸倒引当金 

 債権の貸倒れによる損失に備えるた

め、一般債権は貸倒実績率により、貸倒

懸念債権等特定の債権は個別に回収可

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 

４．引当金の計上基準 

(2）賞与引当金 

 従業員に対する賞与支給に備えるた

め、支給見込額のうち当第３四半期会計

期間の負担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支給に備えるた

め、支給見込額のうち当期の負担額を計

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 

６．第３四半期キャッシ

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か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 

７．その他第３四半期財

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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第３四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３四半期会計期間 
（自 平成19月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） 

― 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準 

 当事業年度から、「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。 

 これによる損益に与える影響はありません。 

 従来の資本の部の合計に相当する金額は 343,170

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

おける貸借対照表の純資産の部については、改正後の

財務諸表等規則により作成しております。 

 

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。 

これによる損益に与える影響はありません。 

 



株式会社トレジャー・ファクトリー（3093） 平成20年２月期 第３四半期財務・業績の概況 

 
 

 

 

- 14 - 

注記事項 

（第３四半期貸借対照表関係） 

当第３四半期会計期間末 
 （平成19年11月30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 

                  136,466千円 

※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      39,470千円 

 土地      141,555千円 

 計       181,026千円  

 

上記に対応する債務は次のとおりであります。 

 長期借入金（1年以内返済予定長期借入金含む） 
  140,000千円 

※１ 有形固定資産の減価償却累計額 

                  103,241千円 

※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      39,297千円 

 土地      141,555千円 

 計       180,853千円 

 

上記に対応する債務は次のとおりであります。 

 長期借入金（1年以内返済予定長期借入金含む） 
  140,000千円 

 

※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流動

負債の「その他」に含めて表示しております。 

 

 

※３ ― 

 

（第３四半期損益計算書関係） 

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 減価償却実施額 
 
   有形固定資産          36,286千円 
   無形固定資産            447千円 
    

 １ 減価償却実施額 
 
   有形固定資産          34,836千円 
   無形固定資産            647千円 
    

 

（第３四半期株主資本等変動計算書関係） 

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） 

 

１．発行済株式に関する事項 

 
前事業年度末 
株式数（株） 

当第３四半期会計
期間増加株式数 
（株） 

当第３四半期会
計期間減少株式
数（株） 

当第３四半期会
計期間末残高 
（株） 

普通株式 9,450 ― ― 9,450 

 

２．自己株式に関する事項 

該当事項はありません。 

 

３．新株予約権等に関する事項 

新株予約権の目的となる株式の数（株） 
新株予約権の内訳 

新株予約権の目的
となる株式の種類 

前事業年度末 増加 減少 
当第３四半期
会計期間末 

当第３四
半期会計
期間末残
高 

（千円） 

ストック・オプションとしての新

株予約権 
― ― ― ― ― ― 
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４．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３月１日 至平成19年２月28日） 

１．発行済株式に関する事項 

 
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） 

普通株式（注） 4,650 4,800 ― 9,450 

（注）普通株式の発行済株式総数の増加4,800株は、第三者割当による新株の発行による増加75株、

株式分割による増加4,725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．新株予約権等に関する事項 

新株予約権の目的となる株式の数（株） 
新株予約権の内訳 

新株予約権の目的
となる株式の種類 

前事業年度末 増加 減少 当事業年度末 

当事業年
度末残高 
（千円） 

ストック・オプションとしての新

株予約権 
― ― ― ― ― ― 

 

４．配当に関する事項 

該当事項はありません。 

 

（第３四半期キャッシュフロー計算書関係） 

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） 

※現金及び現金同等物の第３四半期期末残高と第

３四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11月30日現在） 

現金及び預金勘定           115,208千円 

預入期間が３ヵ月を超える定期預金等 △13,406千円 

現金及び現金同等物          101,802千円 

※現金及び現金同等物の期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２月28日現在） 

現金及び預金勘定           101,669千円 

預入期間が３ヵ月を超える定期預金等 △13,406千円 

現金及び現金同等物           88,263千円 
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（リース取引関係） 

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．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

当額及び第３四半期期末残高相当額 

（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) 

第３四半
期期末残
高相当額 
(千円) 

車両運搬具 3,784 1,576 2,207 

工具器具備品 16,112 13,840 2,271 

合計 19,897 15,417 4,479 
  

 

 
取得価額
相当額 
(千円) 

減価償却
累計額相
当額 
(千円) 

期末残高
相当額 
(千円) 

車両運搬具 3,784 1,103 2,680 

工具器具備品 16,112 11,423 4,688 

合計 19,897 12,527 7,369 
  

（２）未経過リース料第３四半期期末残高相当額 （２）未経過リース料期末残高相当額 
 

１年内 2,561千円

１年超 2,963千円

合計 5,525千円
  

 
１年内 3,877千円

１年超 4,890千円

合計 8,768千円
  

（３）支払リース料、減価償却費相当額及び支払利息相

当額 

（３）支払リース料、減価償却費相当額及び支払利息相

当額 
 
支払リース料 3,369千円

減価償却費相当額 2,890千円

支払利息相当額 127千円
  

 
支払リース料 4,493千円

減価償却費相当額 3,853千円

支払利息相当額 302千円
  

（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 

 

２．オペレーティング・リース取引 

  未経過リース料 

   １年内         2,805千円 

   １年超         2,964千円 

    合計         5,769千円 

２．オペレーティング・リース取引 

  未経過リース料 

   １年内       3,261千円 

   １年超       4,953千円 

    合計       8,215千円 
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（有価証券関係） 

１．時価評価されていない主な有価証券の内容 

当第３四半期会計期間 
（平成19年11月30日現在） 

前事業年度 
（平成19年２月28日現在） 

 

貸借対照表計上額（千円） 貸借対照表計上額（千円） 

その他有価証券   

 非上場株式 1,603 2,192 

（注）前事業年度において有価証券について1,911千円減損処理を行っております。 

 

（デリバティブ取引関係） 

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） 

当社は、デリバティブ取引を全く行っておりませんので、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） 

当社は、デリバティブ取引を全く行っておりませんので、該当事項はありません。 

 

（ストック・オプション等関係） 

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） 

当社は、当第３四半期会計期間においては、ストックオプションを付与しておりませんので、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） 

ストック・オプションの内容 

 
＜第１回新株予約権＞ 
株主総会の特別決議日 
（平成16年２月９日） 

＜第２回新株予約権＞ 
株主総会の特別決議日 
（平成17年５月25日） 

付与対象者の区分及び
人数 

取締役１名及び従業員６名 取締役２名及び従業員29名 

株式の種類別のストッ
ク・オプションの数（注） 

普通株式 280株 普通株式 392株 

付与日 平成16年２月27日 平成18年４月18日 

権利確定条件 

 付与日（平成16年２月27日）以降、権利
確定日（平成18年２月10日）まで継続して
勤務していること。ただし、任期満了によ
る退任、定年退職、会社都合による退任・
退職、業務上の疾病に起因する退職、及び
転籍その他取締役会が認めた正当な理由
の存する場合はこの限りではない。 

 付与日（平成18年４月18日）以降、権利
確定日（平成19年５月26日）まで継続して
勤務していること。ただし、任期満了によ
る退任、定年退職、会社都合による退任・
退職、業務上の疾病に起因する退職、及び
転籍その他取締役会が認めた正当な理由
の存する場合はこの限りではない。 

対象勤務期間 
平成16年２月27日 

～平成18年２月９日 

平成18年４月18日 

～平成19年５月25日 

権利行使期間 
平成18年２月10日 

～平成26年２月９日 

平成19年5月26日 

～平成27年５月25日 

権利行使価格（円） 50,000 50,000 

公正な評価単価（付与
日）（円） 

― ― 

（注） 株式数に換算して記載しております。なお、平成19年2月28日をもって１株を２株に分割しております。 
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（持分法損益等） 

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） 

当社は、子会社及び関連会社がありませんので、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） 

当社は、子会社及び関連会社がありませんので、該当事項はありません。 

 

（１株当たり情報） 

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         46,044.47円 １株当たり純資産額        36,314.38円 

１株当たり第３四半期純利益金額 
9,730.08円 

１株当たり当期純利益金額   9,522.90円 

 なお、潜在株式調整後１株当たり第３四半期純利益

金額については、新株予約権の残高はありますが、当

社株式は非上場であり、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。 

 なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額につ

いては、新株予約権の残高はありますが、当社株式は非

上場であり、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。 

当社は、平成19年２月28日付で株式１株につき２株の

株式分割を行っております。 

 なお、当該株式分割が前期首に行われたと仮定した場

合の前事業年度における１株当たり情報については以下

のとおりとなります。 

１株当たり純資産額    25,596.27円 

１株当たり当期純利益金額   4,925.05円 

なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額につ

いては、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。 

  

（注）１．１株当たり純資産額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。 

 
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） 

純資産の部の合計額（千円） 435,120 343,170 

純資産の部の合計額から控除する金額

（千円） 
― ― 

普通株式に係る第３四半期会計期間（当

期）末の純資産額（千円） 
435,120 343,170 

１株当たり純資産額の算定に用いられ

た第３四半期会計期間（当期）末の普通

株式の数（株） 

9,450 9,450 
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 （注）２．１株当たり第３四半期（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） 

第３四半期（当期）純利益（千円） 91,949 88,625 

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） 
91,949 88,625 

期中平均株式数（株） 9,450 9,307 

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 

新株予約権２種類 

（新株予約権の目的となる株式の

数 672株） 

新株予約権２種類 

（新株予約権の目的となる株式の

数 672株） 

 

（重要な後発事象） 

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） 

 当社は、株式会社東京証券取引所より平成19年11月

27日に上場承認を受け、平成19年12月26日をもって、

株式を上場しました。この上場にあたり、新株式の発

行を実地しております。 

平成19年11月27日及び平成19年12月5日開催の取締

役会において、下記のとおり新株式の発行を決議し、

平成19年12月25日に払込が完了いたしました。 

 

（１）募集方法     ：一般募集 

  （ブックビルディング方式による募集） 

（２）発行する株式の 

種類及び数    ：普通株式 2,400株 

（３）発行価格     ：１株につき 120,000円 

（４）引受価額     ：１株につき 111,000円 

    この価額は当社が引受人より１株当たりの新

株式払込金として受取った金額であります。 

   なお、発行価格と引受価額との差額の総額は、

引受人の手取金となります。 

（５）発行価額     ：１株につき 85,000円 

（６）発行価額の総額  ：     204,000千円 

（７）払込金額の総額  ：     266,400千円 

（８）資本組入額    ：１株につき 55,500円 

（９）資本組入額の総額 ：     133,200千円 

（10）払込期日     ：平成19年12月25日 

（11）資金の使途    ：新規店舗開設に伴う設

備及び敷金保証金等に

充当する予定でありま

す。 

― 

 


