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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 4,214 73.7 125 △24.1 113 △38.1 57 △37.3

19年２月期第３四半期 2,425 － 164 － 182 － 92 －

19年２月期 3,504 － 259 － 280 － 140 －

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 10,177 28 9,599 55

19年２月期第３四半期 18,853 77 － －

19年２月期 28,838 27 － －

（参考）持分法投資損益 19年２月第３四半期 －百万円 20年２月第３四半期 －百万円 19年２月期 －百万円

　(注)　①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平成19年２月期第３四半期及び平成19年２月期の潜在株式調整後１株あたり四半期(当期)純利益については、新株予約権の残高はあ

          りますが、当社株式は非上場であるため、期中平均株価が把握できませんので記載しておりません。

(2）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 3,348 1,215 36.3 213,959 17

19年２月期第３四半期 1,932 519 26.9 106,335 43

19年２月期 2,405 567 23.6 116,319 93

(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 311 △1,017 966 644

19年２月期第３四半期 322 △650 375 381

19年２月期 430 △977 604 392

２．配当の状況

１株当たり配当金

（基準日） 第３四半期末

 円 銭

19年２月期第３四半期 － －

20年２月期第３四半期 － －

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 5,993 71.0 389 50.2 373 33.0 191 36.2 33.756 31
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４．その他

(1）会計処理の方法における簡便な方法の採用の有無  　　　　：　有

  (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、５ページ【定性的情報・財務諸表等】４.その他をご覧ください。

 

※　業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項

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

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

　　想の前提となる仮定及び業績予想のご利用にあたっての注意事項等については、４ページ「３. 業績予想に関す

    る定性的情報」をご覧ください。

２．「３．平成20年２月期の業績予想」の１株当たり予想当期純利益は、新株予約権の権利行使による増加株式数を

　　考慮しない予想期末発行済株式5,681株により算出しております。
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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

 ①当第３四半期会計期間の経営成績

 　当第３四半期会計期間におけるわが国経済は、原油価格の高騰や諸原材料の値上がりに加え、米国の景気動向やサ

ブプライム問題等の不安要素等の影響により、先行きに対する不透明感が強まり、個人消費は力強さに欠ける状況に

ありました。

　外食業界におきましては、産地や賞味期限の偽装問題等の食の安全・安心に対する意識の高まり、同業他社や中食

との競争の激化、労働力不足による人件費等の高騰及び原材料価格の高騰懸念等により、業界を取り巻く環境は、厳

しい状況で推移しております。

　このような環境の中、当社は首都圏ターミナル駅周辺への出店を中心に、当第３四半期会計期間において15店舗の

出店を行い、平成19年11月30日現在の店舗数は50店舗となり、更なる事業規模の拡大を図ってまいりました。

　その結果、売上高は4,214百万円、経常利益は113百万円、また当第３四半期純利益は57百万円となりました。

 

 ②売上総利益

 　当第３四半期会計期間の売上高は前第３四半期会計期間と比較して73.7％増の4,214百万円となりました。これは既

存店の売上高が順調であったことに加え、新規出店した店舗が増収に寄与したことによるものであります。また、売

上総利益は前第３四半期会計期間と比較して70.0％増の3,112百万円となりました。

 

 ③営業利益

 　販売費及び一般管理費は、前第３四半期会計期間と比較して79.3％増の2,987百万円となりました。販売費及び一般

管理費の売上高比率は、前第３四半期会計期間の68.7％から70.9％へと2.2％増加しております。これは、主として新

規出店に伴う消耗品費等を計上したことによるものであります。

　以上の結果、営業利益は前第３四半期会計期間と比較して24.1％減の125百万円となりました。

 

 ④経常利益

 　営業外収益は、前第３四半期会計期間と比較して17.3％増の33百万円となりました。これは、主として新規出店に

伴う受取協賛金を計上したこと等によるものであります。また営業外費用は、前第３四半期会計期間と比較して

307.5％増の46百万円となりました。これは、主として株式上場に係る費用を計上したこと等によるものでありま

す。

　以上の結果、経常利益は前第３四半期会計期間と比較して38.1％減の113百万円となりました。

 

 ⑤第３四半期純利益

 　前第３四半期会計期間の特別損失9百万円は、主として既存店舗の賃貸借契約改定に伴う権利金一括償却及び店舗設

備解体工事に伴う固定資産除却損の計上によるものであります。当第３四半期会計期間の特別損失４百万円は、店舗

設備解体工事に伴う固定資産除却損及び原状回復費の計上によるものであります。

　以上の結果、当第３四半期純利益は前第３四半期会計期間と比較して37.3％減の57百万円となりました。

 

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の資産、負債、純資産の状況

 ①資産

　 当第３四半期会計期間末における総資産は3,348百万円となり、前事業年度末と比較して942百万円増加しておりま

す。

　このうち、流動資産合計は873百万円となり、前事業年度末と比較して267百万円増加しております。増加の主な要

因は、現金及び預金が224百万円増加、売掛金が23百万円増加及び預け金が28百万円増加したこと等によるものであり

ます。

  固定資産合計は2,474百万円となり、前事業年度末と比較して675百万円増加しております。増加の主な要因は、新

規出店に伴い建物が364百万円、工具器具及び備品が47百万円、差入保証金が232百万円それぞれ増加したこと等によ

るものであります。
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 ②負債

 　当第３四半期会計期間末における負債合計は2,133百万円となり、前事業年度末と比較して295百万円増加しており

ます。

　このうち、流動負債合計は1,114百万円となり、前事業年度末と比較して133百万円増加しております。増加の主な

要因は、店舗数の増加に伴う買掛金が50百万円増加したほか、短期借入金が200百万円、未払費用が60百万円それぞれ

増加したこと等に加え、未払法人税等が100百万円、未払金が150百万円それぞれ減少したこと等によるものでありま

す。

　固定負債合計は1,018百万円となり、前事業年度末と比較して161百万円増加しております。増加の主な要因は、長

期借入金が176百万円増加したこと等によるものであります。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。

 

 ③純資産

   当第３四半期会計期間末における純資産合計は1,215百万円となり、前事業年度末と比較して647百万円増加してお

ります。

　増加の主な要因は、公募増資のための新株発行による資本金が295百万円及び資本準備金が295百万円増加したこと

に加え、利益剰余金が57百万円増加したことによるものであります。

 

  当第３四半期会計期間のキャッシュ・フローの状況

 　当第３四半期会計期間における当社の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311百万円の資金増、投資活動によるキャッシュ・フローが1,017百万円の資金減、財務活動による

キャッシュ・フローが966百万円の資金増となりました。その結果、当第３四半期会計期間末の資金残高は、前事業年

度末と比較して252百万円増加し、当第３四半期会計期間末には644百万円となりました。

   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以下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３四半期会計期間において営業活動の結果得られた資金は311百万円となりました。これは、主として税引前第

３四半期純利益を108百万円計上したほか、継続的な新規出店のための設備投資に伴い減価償却費を171百万円計上し

たことに加え、未払費用が60百万円増加したこと等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３四半期会計期間において投資活動の結果使用した資金は1,017百万円となりました。これは、主として新規出

店に伴う有形固定資産の取得による支出742百万円、差入保証金の差入による支出242百万円、長期前払費用による支

出21百万円がそれぞれあったこと等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３四半期会計期間において財務活動の結果得られた資金は966百万円となりました。これは、主として公募増資

のための新株発行による収入590百万円、短期借入れによる収入200百万円、長期借入れによる収入210百万円がそれぞ

れあったこと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（平成19年３月１日から平成20年２月29日まで）につきましては、売上高5,993百万円、経常利益373百万円、

当期純利益191百万円となる見通しであります。

　第４四半期は、年間を通した最大の繁忙期である12月を迎えることに加え、当第３四半期会計期間までに出店した

15店舗の新店舗が稼働することにより、業績の伸長を見込んでおります。

　なお、第４四半期における新規出店は、２月に東京都立川市曙町に、複合施設（３店舗）「お伽噺 TACHIKAWA」を

出店する予定であります。

 

  (注) 業績予想につきましては、本資料の発表日現在当社が入手可能な情報から合理的であると判断した一定の条

 件に基づいたものです。予想には様々な不確定要素が内在しており、実際の業績は、様々な要因により異な

 る結果となる可能性があります。
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 ４．その他

 (１)会計処理の方法における簡便な方法の採用

 　　　影響額が僅少なものについては、一部簡便な方法を採用しております。

 

 (２)最近会計年度からの会計処理の方法の変更

 　　　法人税法の改正に伴い、平成１９年４月１日以降に取得した有形固定資産について、改正後の法人税法に基づく

　　 減価償却の方法に変更しております。なお、この変更による損益への影響額は軽微であります。
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４．四半期財務諸表

(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  358,866   592,435   367,506   

２　売掛金  34,707   61,564   37,725   

３　原材料  19,788   30,224   24,455   

４　前払費用  54,412   86,440   69,670   

５　その他  80,882   103,478   107,006   

貸倒引当金  △290   △471   △571   

流動資産合計   548,368 28.4  873,672 26.1  605,792 25.2

Ⅱ　固定資産           

１　有形固定資産 ※1          

(1）建物  523,376   1,181,308   816,595   

(2）工具器具及び備品  110,181   179,886   132,299   

(3）建設仮勘定  25,722   35,897   39,558   

(4）その他  178   163   173   

有形固定資産合計  659,459   1,397,254   988,627   

２　無形固定資産  4,918   12,132   5,166   

３　投資その他の資産           

(1）長期前払費用  47,471   49,947   48,207   

(2）差入保証金  646,907   962,449   730,423   

(3）その他  24,927   53,203   27,499   

投資その他の資産合
計

 719,306   1,065,601   806,130   

固定資産合計   1,383,684 71.6  2,474,988 73.9  1,799,924 74.8

資産合計   1,932,052 100.0  3,348,661 100.0  2,405,717 100.0
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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  84,684   142,531   92,350   

２　短期借入金  －   200,000   －   

３　一年以内返済予定の
長期借入金

 258,510   352,540   318,510   

４　未払費用  101,992   178,862   118,038   

５　未払法人税等  103,610   32,755   133,334   

６　賞与引当金  19,442   34,598   9,593   

７　その他 ※2 164,578   173,619   309,141   

流動負債合計   732,818 37.9  1,114,907 33.3  980,968 40.8

Ⅱ　固定負債           

１　長期借入金  565,190   918,510   742,020   

２　その他  115,021   99,741   114,971   

固定負債合計   680,211 35.2  1,018,251 30.4  856,991 35.6

負債合計   1,413,029 73.1  2,133,159 63.7  1,837,959 76.4

           

（純資産の部）           

Ⅰ　株主資本           

１　資本金   197,250 10.2  492,290 14.7  197,250 8.2

２　資本剰余金           

(1）資本準備金  187,250   482,290   187,250   

資本剰余金合計   187,250 9.7  482,290 14.4  187,250 7.8

３　利益剰余金           

(1）その他利益剰余金           

　　別途積立金  600   600   600   

繰越利益剰余金  133,923   240,322   182,657   

利益剰余金合計   134,523 7.0  240,922 7.2  183,257 7.6

株主資本合計   519,023 26.9  1,215,502 36.3  567,757 23.6

純資産合計   519,023 26.9  1,215,502 36.3  567,757 23.6

負債純資産合計   1,932,052 100.0  3,348,661 100.0  2,405,717 100.0
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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   2,425,649 100.0  4,214,281 100.0  3,504,179 100.0

Ⅱ　売上原価   594,592 24.5  1,101,459 26.1  870,017 24.8

売上総利益   1,831,056 75.5  3,112,821 73.9  2,634,162 75.2

Ⅲ　販売費及び一般管理費   1,666,080 68.7  2,987,578 70.9  2,374,765 67.8

営業利益   164,975 6.8  125,243 3.0  259,397 7.4

Ⅳ　営業外収益 ※1  28,911 1.2  33,907 0.8  44,130 1.3

Ⅴ　営業外費用 ※2  11,308 0.5  46,076 1.1  22,970 0.7

経常利益   182,578 7.5  113,074 2.7  280,557 8.0

Ⅵ　特別利益   － －  99 0.0  － －

Ⅶ　特別損失 ※3  9,407 0.4  4,780 0.1  15,498 0.4

税引前四半期（当
期）純利益

  173,171 7.1  108,393 2.6  265,059 7.6

法人税、住民税及び
事業税

※5 81,146   71,263   146,655   

法人税等調整額  
－

 
81,146 3.3 △20,534 50,728 1.2 △22,355 124,299 3.6

四半期（当期）純利
益

  92,025 3.8  57,664 1.4  140,759 4.0
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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）

株主資本

資本金

資本剰余金 利益剰余金

株主資本合
計

純資産合計
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

別途積立金
繰越利益剰
余金

平成18年２月28日　残高（千円） 197,250 187,250 187,250 600 41,897 42,497 426,997 426,997

第３四半期会計期間中の変動額

第３四半期純利益     92,025 92,025 92,025 92,025

第３四半期会計期間中の変動額合計（千
円）

－ － － － 92,025 92,025 92,025 92,025

平成18年11月30日　残高（千円） 197,250 187,250 187,250 600 133,923 134,523 519,023 519,023

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

資本金

資本剰余金 利益剰余金

株主資本合
計

純資産合計
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

 別途積立金
繰越利益剰
余金

平成19年２月28日　残高（千円） 197,250 187,250 187,250 600 182,657 183,257 567,757 567,757

第３四半期会計期間中の変動額

新株の発行 295,040 295,040 295,040 － － － 590,080 590,080

第３四半期純利益     57,664 57,664 57,664 57,664

第３四半期会計期間中の変動額合計（千
円）

295,040 295,040 295,040 － 57,664 57,664 647,744 647,744

平成19年11月30日　残高（千円） 492,290 482,290 482,290 600 240,322 240,922 1,215,502 1,215,502

前事業年度の株主資本等変動計算書（自　平成18年３月１日　至　平成19年２月28日）

株主資本

資本金

資本剰余金 利益剰余金

株主資本合
計

純資産合計
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

 別途積立金
繰越利益剰
余金

平成18年２月28日　残高（千円） 197,250 187,250 187,250 600 41,897 42,497 426,997 426,997

前事業年度中の変動額

当期純利益     140,759 140,759 140,759 140,759

事業年度中の変動額合計（千円） － － － － 140,759 140,759 140,759 140,759

平成19年２月28日　残高（千円） 197,250 187,250 187,250 600 182,657 183,257 567,757 567,757
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(4）四半期キャッシュ・フロー計算書

  
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

    

１ 税引前四半期
（当期)純利益

 173,171 108,393 265,059

２ 減価償却費  69,344 171,590 107,325

３ 貸倒引当金の増加額
（△減額）

 146 △99 427

４ 賞与引当金の増加額  13,298 25,004 3,450

５ 受取利息  △29 △2,250 △220

６ 支払利息  9,335 15,613 13,185

７ 固定資産除却損  5,659 4,780 11,540

８ 未払費用の増加額  33,616 60,883 52,874

９ 前受収益の増加額  20,435 12,172 29,774

10 売上債権の増加額  △11,497 △23,838 △14,515

11 たな卸資産の増加額  △7,197 △8,950 △11,863

12 未収入金の増減額  △12,976 40,425 △56,759

13 仕入債務の増加額  36,624 50,180 44,291

14 その他  59,759 40,923 50,640

小計  389,690 494,828 495,210

15 利息及び配当金の受
取額

 29 1,971 220

16 利息の支払額  △9,315 △16,193 △13,626

17 法人税等の支払額  △58,368 △168,900 △50,997

営業活動による
キャッシュ・フロー

 322,036 311,705 430,807
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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） 金額（千円）

Ⅱ　投資活動による
キャッシュ・フロー

    

１ 定期預金の増加額  △900 △900 △1,200

２ 有形固定資産の取得
による支出

 △324,760 △742,929 △559,899

３ 差入保証金の差入に
よる支出

 △306,321 △242,867 △389,521

４ 差入保証金の回収に
よる収入

 9,861 10,841 9,545

５ 長期前払費用の取得
による支出

 △25,452 △21,203 △35,244

６ その他  △3,400 △20,093 △1,459

投資活動による
キャッシュ・フロー

 △650,975 △1,017,152 △977,779
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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） 金額（千円）

Ⅲ　財務活動による
キャッシュ・フロー

    

１ 短期借入金の純増減
額

 － 200,000 －

２ 長期借入れによる収
入

 520,000 845,000 820,000

３ 長期借入金の返済に
よる支出

 △124,706 △634,480 △187,876

４ 割賦未払金の支払額  △19,665 △19,665 △26,221

５ 株式の発行による収
入

 － 575,875 －

６ その他  － △370 △1,726

財務活動による
キャッシュ・フロー

 375,628 966,359 604,176

Ⅳ　現金及び現金同等物
に係る換算差額

 － △8,687 －

Ⅴ　現金及び現金同等物
の増加額

 46,689 252,225 57,204

Ⅵ　現金及び現金同等物
の期首残高

 334,837 392,041 334,837

Ⅶ　現金及び現金同等物
の四半期期末（期
末）残高

 381,526 644,266 392,041
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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

─────

 

 

 

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

 

─────

 

 

 

 デリバティブ

　時価法

 

デリバティブ

同左

 

デリバティブ

同左

 

 原材料

　最終仕入原価法による原価法

 

原材料

同左

 

原材料

同左

 

２　固定資産の減価償却の

方法

有形固定資産

  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                 ２～20年

　車両運搬具               ６年

　工具器具及び備品     ２～20年

 

有形固定資産

同左

 

 

 有形固定資産

同左

 

 

 無形固定資産

　定額法

 　 なお、自社利用のソフトウェア

　の耐用年数は、社内における利用

　可能期間（５年）によっておりま

　す。

 

無形固定資産

同左

 

 

無形固定資産

同左

 

 

 長期前払費用

　定額法

 

長期前払費用

同左

 

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

 

 

４　引当金の計上基準 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、回収不能見込み額を

　計上しております。

 

貸倒引当金

同左

 

 

貸倒引当金

同左

 

 

 賞与引当金

　　従業員の賞与の支給に備えて、

　賞与支給見込額の当第３四半期会

　計期間負担額を計上しておりま

　す。

 

賞与引当金

同左

 

賞与引当金

　　従業員の賞与の支給に備えて、

　賞与支給見込額の当事業年度負担

　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 ヘッジ会計の方法

　　特例処理の要件を満たす金利ス

　ワップについて、特例処理を採用

　しております。

 

ヘッジ会計の方法

同左

 

 

ヘッジ会計の方法

同左

 

 

 ヘッジ手段

 金利スワップ

ヘッジ手段

同左

ヘッジ手段

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）

 ヘッジ対象

　　市場金利等の変動によりキャッ

　シュ・フローが変動するもの（変

　動金利の借入金）

 

ヘッジ対象

同左

 

 

ヘッジ対象

同左

 

 

 ヘッジ方針

　　デリバティブ取引は金利の変動

　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。デリバティブ取引の

　執行・管理については、取引権限

　及び取引限度額等を定めた社内ル

　ールに従い、資金担当部門が決済

　担当者の承認を得て行っておりま

　す。

 

ヘッジ方針

同左

 

 

ヘッジ方針

同左

 

 

 ヘッジの有効性評価の方法

　　金利スワップは特例処理の要件

　を満たしており、その判定をもっ

　て有効性の評価に代えておりま

　す。

 

ヘッジの有効性評価の方法

同左

 

 

ヘッジの有効性評価の方法

同左

 

 

７　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

　ヶ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

 

 

 

同左

 

 

 

８　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

 

消費税等の会計処理

同左

 

 

消費税等の会計処理 

同左
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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

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）

（貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計

基準）

　当第３四半期会計期間より、「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

519,023千円であります。

 

 

─────

 

 

　

（貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計

基準） 

  当事業年度より、「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

567,757千円であります。

　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。

 

（固定資産の減損に係る会計基準）

当第３四半期会計期間より、「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

準適用指針第６号　平成15年10月31日）を適用

しております。

　なお、この変更に伴う影響はありません。

 

─────

 

 

 

（固定資産の減損に係る会計基準）

当事業年度より、「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」（企業会計基準適用指針

第６号　平成15年10月31日）を適用しておりま

す。

 　なお、この変更に伴う影響はありません。

 

─────

 

 

─────

 

 

 

(ストック・オプション等に関する会計基準)

当事業年度より、「ストック・オプション等

に関する会計基準」（企業会計基準８号　平成

17年12月27日）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

適用指針第11号　平成18年５月31日）を適用し

ております。

 　なお、この変更に伴う影響はありません。

 

─────

 

 

（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、平成19年度の法

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、この変更による当第３四半期会計期間

の利益に与える影響は軽微であります。

─────
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(5）注記事項

（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 ※１. 有形固定資産の減価償却累計額 ※１. 有形固定資産の減価償却累計額

 147,216千円  349,823千円  181,443千円

※２. 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

の上、金額的重要性が乏しいため、流動

負債の「その他」に含めて表示しており

ます。

※２. 　　　　　 同左 ※２. 　　　　　 同左

（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 ※１．営業外収益のうち主要なもの ※１．営業外収益のうち主要なもの

 受取協賛金 25,702千円  受取協賛金 29,216千円  受取協賛金 40,317千円

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

 支払利息 9,335千円  支払利息 15,613千円  支払利息 13,185千円

※３．特別損失のうち主要なもの ※３．特別損失のうち主要なもの ※３．特別損失のうち主要なもの

 固定資産除却損 6,367千円  固定資産除却損 4,780千円  固定資産除却損 11,540千円

　４．減価償却実施額 　４．減価償却実施額 　４．減価償却実施額

 有形固定資産 68,042千円

 無形固定資産 942千円

 有形固定資産 168,462千円

 無形固定資産 3,127千円

 有形固定資産 105,438千円

 無形固定資産 1,887千円

※５．当第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．         ───── ※５．         ───── 

───── （追加情報）

　当第３四半期会計期間における税金費用に

ついては、従来簡便法により計算しておりま

したが、税金費用をより合理的に算定するた

め、当第３四半期会計期間から原則法に変更

しております。

　この結果、従来の方法によった場合に比べ当

第３四半期純利益は5,185千円減少しておりま

す。

 

───── 
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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）

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
間末株式数（株）

発行済株式

普通株式 4,881 － － 4,881

合計 4,881 － － 4,881

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。

 

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
間末株式数（株）

発行済株式

普通株式 4,881 800 － 5,681

合計 4,881 800 － 5,681

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 4,881 － － 4,881

合計 4,881 － － 4,881

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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（四半期キャッシュ・フロー計算書関係）

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．現金及び現金同等物の四半期末残高と

　　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

 

※１．現金及び現金同等物の四半期末残高と

　　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

 

※１．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

 

現金及び預金 358,866千円

預入期間３ヶ月超の

定期預金
△1,300 〃

その他流動資産（預

け金）
23,960 〃

現金及び現金同等物 381,526千円

現金及び預金 592,435千円

預入期間３ヶ月超の

定期預金
△2,500 〃

その他流動資産（預

け金）
54,330 〃

現金及び現金同等物 644,266千円

現金及び預金 367,506千円

預入期間３ヶ月超の

定期預金
△1,600 〃

その他流動資産（預

け金）
26,135 〃

現金及び現金同等物 392,041千円
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（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

累計額相当額及び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

累計額相当額及び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)

四半期
末残高
相当額
(千円)

 工具器具及
 び備品

197,244 45,015 152,229

合計 197,244 45,015 152,229

 

取得価
額相当
額
(千円)

減価償
却累計
額相当
額
(千円)

四半期
末残高
相当額
(千円)

 工具器具及 
 び備品

405,999 108,171 297,827

合計 405,999 108,171 297,827

 

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)

 工具器具及
 び備品

269,460 56,081 213,378

合計 269,460 56,081 213,378

２. 未経過リース料第３四半期末残高相当額

等

 　　　未経過リース料第３四半期末残高相当額

２. 未経過リース料第３四半期末残高相当額

等

 　　　未経過リース料第３四半期末残高相当額

２. 未経過リース料期末残高相当額等

 

 　　　未経過リース料期末残高相当額

１年内 38,291千円

１年超 117,422千円

合計 155,714千円

１年内 80,336千円

１年超 223,309千円

合計 303,646千円

１年内 52,421千円

１年超 164,951千円

合計 217,372千円

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

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 39,225千円

減価償却費相当額 35,336千円

支払利息相当額 4,415千円

支払リース料 57,996千円

減価償却費相当額 52,225千円

支払利息相当額 6,499千円

支払リース料 45,025千円

減価償却費相当額 40,476千円

支払利息相当額 6,067千円

４. 減価償却費相当額の算定方法

　リース期間を耐用年数とし、残存価額を

零とする定額法によっております。

 

４. 減価償却費相当額の算定方法

同左

４. 減価償却費相当額の算定方法

同左

５. 利息相当額の算定方法

  リース料総額とリース物件の取得価額相

当額との差額を利息相当額とし、各期への

配分方法については、利息法によっており

ます。

 

５. 利息相当額の算定方法

同左

 

５. 利息相当額の算定方法

同左

 

(減損損失について)

　リース資産に配分された減損損失はありま

せん。

(減損損失について)

同左

(減損損失について)

同左
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（有価証券関係）

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

 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 10,000

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。

 

（デリバティブ取引関係）

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

　当社は金利スワップ取引を行っておりますが、いずれもヘッジ会計が適用されているので、注記の対象から

除いております。

 

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

　当社は金利スワップ取引を行っておりますが、いずれもヘッジ会計が適用されているので、注記の対象から

除いております。

 

前事業年度（自　平成18年３月１日　至　平成19年２月28日）

　当社は金利スワップ取引を行っておりますが、いずれもヘッジ会計が適用されているので、注記の対象から

除いております。
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（ストック・オプション等関係）

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）

　当第３四半期会計期間においてストック・オプションの付与を行っていないため該当事項はありません。
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前事業年度（自　平成18年３月１日　至　平成19年２月28日）

 　　 　当事業年度において存在したストック・オプションの内容

平成17年

ストック・オプション

平成17年

ストック・オプション

平成18年

ストック・オプション

付与日 平成17年７月30日 平成17年７月30日 平成18年２月25日

付与対象者の区分

当社の取締役　　　　３名 

当社の従業員　　　　25名 

事業推進上の関係者　３名 

事業推進上の関係者　２名 当社の従業員　　　　４名 

ストック・オプション数 普通株式         　285株 普通株式　         115株 普通株式　          30株 

権利確定条件

　本新株予約権の権利行使時

において、当会社又は、将来

当会社の子会社が設立された

場合の当該子会社の取締役又

は従業員たる地位にあたるこ

と又は事業推進上の関係者で

あることを要します。但し、

本新株予約権者が任期満了を

理由に取締役を退任した場合、

または、定年を理由に退職し

た場合及びグループ会社への

転籍に基づく退任・退職した

場合で、取締役会が特に認め

て本新株予約権者に書面で通

知したときは、引続き本新株

予約権を退任・退職後２年間

行使することができます。

　本新株予約権の割当後当権

利行使までに、禁固刑以上の

刑に処されていないこと、当

会社の就業規則により降任・

降格以上の制裁を受けていな

いこと、及び当会社所定の書

面により本新株予約権の全部

まはた一部を放棄する旨を申

し出ていないことを要しま

す。

　本新株予約権者の相続人に

よる本新株予約権の行使は認

められません。

　その他の条件については、

新株予約権者と締結した「新

株予約権割当契約」に定める

ところによります。

 

　本新株予約権の権利行使時

において、当会社又は、将来

当会社の子会社が設立された

場合の当該子会社の取締役又

は従業員たる地位にあたるこ

と又は事業推進上の関係者で

あることを要します。但し、

本新株予約権者が任期満了を

理由に取締役を退任した場合、

または、定年を理由に退職し

た場合及びグループ会社への

転籍に基づく退任・退職した

場合で、取締役会が特に認め

て本新株予約権者に書面で通

知したときは、引続き本新株

予約権を退任・退職後２年間

行使することができます。

　本新株予約権の割当後当権

利行使までに、禁固刑以上の

刑に処されていないこと、当

会社の就業規則により降任・

降格以上の制裁を受けていな

いこと、及び当会社所定の書

面により本新株予約権の全部

まはた一部を放棄する旨を申

し出ていないことを要しま

す。

　その他の条件については、

新株予約権者と締結した「新

株予約権割当契約」に定める

ところによります。

 

 

 

　本新株予約権の権利行使時

において、当会社又は、将来

当会社の子会社が設立された

場合の当該子会社の取締役又

は従業員たる地位にあたるこ

と又は事業推進上の関係者で

あることを要します。但し、

本新株予約権者が任期満了を

理由に取締役を退任した場合、

または、定年を理由に退職し

た場合及びグループ会社への

転籍に基づく退任・退職した

場合で、取締役会が特に認め

て本新株予約権者に書面で通

知したときは、引続き本新株

予約権を退任・退職後２年間

行使することができます。

　本新株予約権の割当後当権

利行使までに、禁固刑以上の

刑に処されていないこと、当

会社の就業規則により降任・

降格以上の制裁を受けていな

いこと、及び当会社所定の書

面により本新株予約権の全部

まはた一部を放棄する旨を申

し出ていないことを要しま

す。

　本新株予約権者の相続人に

よる本新株予約権の行使は認

められません。

　その他の条件については、

新株予約権者と締結した「新

株予約権割当契約」に定める

ところによります。

 

権利行使期間
平成20年７月30日から

平成22年７月29日まで

平成19年３月６日から

平成21年３月５日まで

平成21年２月25日から

平成23年２月24日まで

備考 

  前事業年度末において付与

対象者の区分及び人数は当社

取締役３名、当社従業員22名、

事業推進上の関係者３名に、

株式数は271株になっておりま

す。 

  

 （注）株式数に換算して記載しております。
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（持分法損益等）

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。
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（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 106,335円43銭

１株当たり四半期純利

益金額
18,853円77銭

   なお、潜在株式調整後１株当たり四

半期純利益については、新株予約権の

残高はありますが、当社株式は非上場

であり、期中平均株価が把握できない

ので記載しておりません

１株当たり純資産額 213,959円17銭

１株当たり四半期純利

益金額
10,177円28銭

潜在株式調整後１株当

たり四半期純利益金額
9,599円55銭

１株当たり純資産額 116,319円93銭

１株当たり当期純利益

金額
28,838円27銭

   なお、潜在株式調整後１株当たり当

期純利益については、新株予約権の残

高はありますが、当社株式は非上場で

あり、期中平均株価が把握できないの

で記載しておりません

　（注）　１株当たり四半期（当期）純利益金額及び潜在株式調整後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。

 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株当たり四半期（当期）純利益

金額
   

四半期（当期）純利益（千円） 92,025 57,664 140,759

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（千円）
92,025 57,664 140,759

普通株式の期中平均株式数（株） 4,881 5,666 4,881

潜在株式調整後１株当たり四半期

（当期）純利益金額
   

四半期（当期）純利益調整額（千

円）
－ － －

普通株式増加数（株） － 341 －

（うち新株予約権） (－) (341) (－)

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３種類

  (新株予約権の数合計419

個)

 

 　新株予約権１種類

  (新株予約権の数合計30

個)

 

 　新株予約権３種類

  (新株予約権の数合計416

個)
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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）

─────

 

 

───── 　当社は平成19年３月６日に株式会社大阪証券

取引所ニッポン・ニュー・マーケット「ヘラク

レス」に上場いたしました。

　上場にあたり、平成19年２月１日、平成19年

２月14日及び平成19年２月23日開催の当社取締

役会において、次のとおり新株式の発行を決議

し、平成19年３月５日に払込が完了いたしまし

た。

　この結果、平成19年３月５日付で資本金は、

492,290千円、発行済株式数は、5,681株となっ

ております。

(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　　 800株

(3）発行価格 １株につき

800,000円

　一般募集はこの価格にておこないました。

 

(4）引受価額 １株につき

737,600円

 

　この価額は当社が引受価額との差額の総額

は、引受人の手取額となります。

　なお、発行価格と引受価額との差額の総額

は引受人の手取額となります。

(5）発行価額 １株につき

646,000円

 （資本金組入額

368,800円）

(6）発行価額の総額 516,800千円

(7）払込金額の総額 590,080千円

(8）資本金組入額の

総額

295,040千円

(9）払込期日 平成19年３月５日

(10）資金の使途 新規出店費用に関わる

設備資金に充当
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