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１．平成20年５月期第３四半期の業績（平成19年６月１日　～　平成20年２月29日）

(1）経営成績 （％表示は対前年同四半期増減率） 

売上高 営業利益 経常利益 四半期（当期）純利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

20年５月期第３四半期 8,074 14.8 181 △21.6 185 20.6 94 35.0

19年５月期第３四半期 7,030 － 231 － 153 － 70 －

19年５月期 9,848 － 403 － 306 － 143 －

１株当たり四半期
（当期）純利益

潜在株式調整後１株当たり
四半期（当期）純利益

円 銭 円 銭

20年５月期第３四半期 2,309 60 － －

19年５月期第３四半期 1,895 63 － －

19年５月期 3,776 03 － －

 (注)１．当社は、平成19年５月期第３四半期より四半期財務諸表を作成しているため、平成19年５月期第３四半期の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．潜在株式調整後１株当たり四半期（当期）純利益につきましては、希薄化効果を有している潜在株式がないため記載しておりません。

(2）財政状態  

総資産 純資産 自己資本比率 １株当たり純資産

百万円 百万円 ％ 円 銭

20年５月期第３四半期 3,860 1,105 28.4 26,700 21

19年５月期第３四半期 3,172 728 23.0 19,681 87

19年５月期 3,313 1,003 30.3 24,482 99

(3）キャッシュ・フローの状況  

営業活動による
キャッシュ・フロー

投資活動による
キャッシュ・フロー

財務活動による
キャッシュ・フロー

現金及び現金同等物
期  末  残  高

百万円 百万円 百万円 百万円

20年５月期第３四半期 △390 △336 534 275

19年５月期第３四半期 495 △204 △216 425

19年５月期 586 △214 △254 467

２．配当の状況

１株当たり配当金

（基準日） 第１四半期末 中間期末 第３四半期末 期末 年間

円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭

19年５月期 － － － － － － － － 0 00

20年５月期 － － － － － － － －

20年５月期（予想） － － － － － － － － 0 00

３．平成20年５月期の業績予想（平成19年６月１日　～　平成20年５月31日）
（％表示は対前期増減率）

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 11,810 19.9 407 1.1 380 24.2 187 30.5 4,562 00

－ 1 －



４．その他

(1）四半期財務諸表の作成基準　　　　　　　　　　　　　　：　中間財務諸表作成基準

(2）最近事業年度からの会計処理の方法の変更の有無　　　　：　有

（注）詳細は、15ページ「四半期財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更」をご覧ください。

(3）会計監査人の関与　　　　　　　　　　　　　　　　　　：　有

　四半期財務諸表については、東京証券取引所の「有価証券上場規程施行規則」の別添に定められている「四半期財

務諸表等に対する意見表明に係る基準」に基づく意見表明のための手続きを受けております。

※　業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項

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

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

ださい。
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【定性的情報・財務諸表等】

１．経営成績に関する定性的情報

　当第３四半期会計期間（平成19年６月１日～平成20年２月29日）におけるわが国経済は、企業収益の改善に伴う設備

投資の増加を背景に緩やかな回復基調で推移しておりましたが、米国のサブプライムローン問題を背景とした金融資本

市場の変動や原油価格の上昇等の影響を受けて企業収益が伸び悩み、個人消費や雇用情勢も横ばいとなり、景気に減速

感が出てまいりました。

　当社が属するゴルフ業界では、若手プロゴルファーの活躍によってマス-メディアへのゴルフ情報の露出が増え、プ

レー料金の低価格化もあいまって、幅広い世代にとってゴルフが身近なスポーツとして定着してきております。

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

続しながら事業を展開してまいりました。また、練習場事業、ｅコマース事業といった新規事業の育成にも力を入れて

まいりました。

　この結果、当第３四半期会計期間の売上高は8,074百万円（前年同期比14.8％増）、営業利益は181百万円（前年同期

比21.6％減）、経常利益は185百万円（前年同期比20.6％増）となり、また、第３四半期純利益は94百万円（前年同期比

35.0％増）となりました。

 

事業部門別販売実績

 

当第３四半期会計期間

（自　平成19年６月１日

至　平成20年２月29日）

売上高（千円） 構成比（％） 前年同四半期比（％）

直営事業

商品販売 5,474,435 67.8 122.0

練習場施設利用料 150,002 1.9 236.3

小計 5,624,437 69.7 123.6

フランチャイズ事業

商品販売 1,515,707 18.8 106.6

フランチャイズ役務収入 916,409 11.3 87.9

その他営業収入 17,681 0.2 109.5

小計 2,449,797 30.3 98.8

合　　　　計 8,074,235 100.0 114.8

 

（直営事業）

　当第３四半期会計期間に９店舗の出店を行った結果、61店舗体制となりました。人気商品の買取強化などで商品ラ

インアップを充実させるとともに陳列方法を研究することによって、売上高の増加と粗利益率の改善に努めてまいり

ました。また、平成19年７月にオープンしました、試打してクラブも購入できる総合ゴルフ練習場として３店舗目と

なる『ゴルフパートナー水戸練習場』も順調に立ち上がり、練習場事業も好調に推移しております。さらに、８月に

『ゴルフパートナーオンラインショップ』を立ち上げ、成長するｅコマース市場に本格参入いたしました。

　この結果、ゴルフ練習場での施設利用料も含めて、売上高は5,624百万円（前年同期比23.6％増）となりました。

（フランチャイズ事業）

　当第３四半期会計期間に11店舗の出店が行われた結果、164店舗となりました。全国均一のサービス提供を実現する

ために、加盟店舗における品揃えの充実やサービスレベルの向上に力を注いでまいりました。

　この結果、当第３四半期会計期間におけるフランチャイズ事業の売上高は2,449百万円（前年同期比1.2％減）とな

りました。

 

２．財政状態に関する定性的情報

　①資産・負債・純資産の状況

　　『流動資産』

　　　当第３四半期会計期間末の流動資産は、対前事業年度末329百万円増加し、2,617百万円となりました。主な増加

　　要因は、たな卸資産の増加によるものであります。

　　『固定資産』

　　　当第３四半期会計期間末の固定資産は、対前事業年度末217百万円増加し、1,242百万円となりました。主な増加

　　要因は、基幹システム及び水戸練習場等への設備投資によるものであります。
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　　『流動負債』

　　　当第３四半期会計期間末の流動負債は、対前事業年度末167百万円増加し、1,686百万円となりました。主な増加

　　要因は、たな卸資産の増加に伴う買掛金の増加によるものであります。

　　『固定負債』

　　　当第３四半期会計期間末の固定負債は、対前事業年度末278百万円増加し、1,068百万円となりました。主な増加

　　要因は、基幹システム等への設備投資に伴う長期借入金の増加によるものであります。

　　『純資産』

　　　当第３四半期会計期間末の純資産合計は、対前事業年度末101百万円増加し、1,105百万円となりました。増加要

　　因は、四半期純利益の計上によるものであります。

　②キャッシュ・フローの状況

　　　当第３四半期会計期間末における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、基幹システム及び水戸練習

　　場等への設備投資、たな卸資産の取得、及び法人税等の支払に使用した結果、前事業年度末より192百万円減少

　　し275百万円となりました。

　　　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、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３四半期会計期間において営業活動の結果使用した資金は390百万円（前第３四半期会計期間は495百万円の

　　獲得）となりました。これは主に、税引前四半期純利益を176百万円計上したものの、直営店の出店及び春の繁忙

　　期に向けて品揃えを充実させたことに伴いたな卸資産が604百万円増加したこと、及び法人税等の支払により222

　　百万円支出したことによるものであります。

　　『投資活動によるキャッシュ・フロー』

　　　当第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336百万円（前第３四半期会計期間は204百万円の

　　使用）となりました。これは主に、基幹システム及び水戸練習場等への設備投資に346百万円支出したことによる

　　ものであります。

　　『財務活動によるキャッシュ・フロー』

　　　当第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534百万円（前第３四半期会計期間は216百万円の

　　使用）となりました。これは、短期、長期の借入れにより654百万円純増したこと及び社債の償還により120百万円

　　を支出し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

　通期の見通しにつきましては、金融資本市場の急激な変動や原油価格の高騰等から景気の下振れ懸念が広がっており、

わが国の経済情勢は今後も不透明な状況が続くと予想されます。

　しかし、当社を取り巻くゴルフ市場の環境につきましては、若手プロゴルファーの活躍等によるゴルフ人気の高まり、

プレー料金の低価格化、団塊の世代を中心としたシニア層の再参入等を背景に、プレー人口は緩やかな増加傾向となっ

ております。また、第４四半期会計期間は春のトップシーズンに当たるため、ゴルフ用品市場にも活気が出てくるもの

と見込まれます。

　このような状況のもと、当社は平成20年３月に『八王子高倉店』及び『Ｒ24奈良店』をオープンするなど、今後も直

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

　このため、通期業績予想値につきましては、平成20年１月８日に発表いたしました「平成20年５月期中間期及び通期

業績予想の修正について」より変更いたしておりません。

㈱ゴルフパートナー（3074）平成 20 年５月期 第３四半期財務・業績の概況

－ 4 －



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19年２月28日）

当第３四半期会計期間末
（平成20年２月29日）

前事業年度の要約貸借対照表
（平成19年５月31日）

区分
注記
番号

金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

（資産の部）           

Ⅰ　流動資産           

１．現金及び預金 ※２ 502,177   275,159   502,930   

２．受取手形  －   －   5,200   

３．売掛金  307,211   339,759   414,875   

４．たな卸資産  1,168,074   1,746,342   1,144,527   

５．その他 ※４ 182,423   260,802   222,174   

貸倒引当金  △1,441   △4,070   △1,182   

流動資産合計   2,158,455 68.0  2,617,993 67.8  2,288,526 69.1

Ⅱ　固定資産           

１．有形固定資産           

(1）建物
※1,
2,3

234,032   294,463   227,276   

(2）土地 ※２ 181,011   181,011   181,011   

(3）その他 ※１ 148,763   171,647   137,914   

有形固定資産合計  563,808   647,122   546,203   

２．無形固定資産  117,927   265,704   144,073   

３．投資その他の資産           

(1）差入保証金 ※２ 261,665   283,334   267,096   

(2）その他  121,535   84,141   118,828   

貸倒引当金  △51,057   △37,403   △50,901   

投資その他の資産合計  332,144   330,072   335,022   

固定資産合計   1,013,879 32.0  1,242,899 32.2  1,025,298 30.9

資産合計   3,172,334 100.0  3,860,892 100.0  3,313,825 100.0
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前第３四半期会計期間末
（平成19年２月28日）

当第３四半期会計期間末
（平成20年２月29日）

前事業年度の要約貸借対照表
（平成19年５月31日）

区分
注記
番号

金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

（負債の部）           

Ⅰ　流動負債           

１．買掛金  402,888   515,301   385,507   

２．短期借入金  430,000   400,000   300,000   

３．１年以内返済予定長期
借入金

※２ 207,500   367,436   192,500   

４．１年以内償還予定社債 ※２ 180,000   110,000   150,000   

５．賞与引当金  29,445   29,799   56,410   

６．ポイントサービス引当
金

 87,849   107,540   91,567   

７．株主優待引当金  －   1,476   3,172   

８．その他  ※3,4 246,804   155,390   340,485   

流動負債合計   1,584,487 50.0  1,686,944 43.7  1,519,643 45.9

Ⅱ　固定負債           

１．社債 ※２ 260,000   150,000   230,000   

２．長期借入金 ※２ 364,820   709,150   329,195   

３．預り保証金  233,200   208,200   229,200   

４．その他 ※３ 1,597   1,431   1,984   

固定負債合計   859,617 27.0  1,068,781 27.7  790,379 23.8

負債合計   2,444,105 77.0  2,755,726 71.4  2,310,022 69.7

           

（純資産の部）           

Ⅰ　株主資本           

１．資本金   550,000 17.4  651,200 16.8  651,200 19.6

２．資本剰余金           

(1）資本準備金  202,600   303,800   303,800   

資本剰余金合計   202,600 6.4  303,800 7.9  303,800 9.2

３．利益剰余金           

(1）その他利益剰余金           

繰越利益剰余金  △24,370   143,496   48,802   

利益剰余金合計   △24,370 △0.8  143,496 3.7  48,802 1.5

株主資本合計   728,229 23.0  1,098,496 28.4  1,003,802 30.3

Ⅱ　評価・換算差額等           

　１．繰延ヘッジ損益   － －  △3,787 △0.1  － －

  評価・換算差額等合計   － －  △3,787 △0.1  － －

Ⅲ　新株予約権   － －  10,458 0.3  － －

純資産合計   728,229 23.0  1,105,166 28.6  1,003,802 30.3

負債純資産合計   3,172,334 100.0  3,860,892 100.0  3,313,825 100.0
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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６月１日
至　平成19年２月28日）

当第３四半期会計期間
（自　平成19年６月１日
至　平成20年２月29日）

前事業年度の要約損益計算書
（自　平成18年６月１日
至　平成19年５月31日）

区分
注記
番号

金額（千円）
百分比
（％）

金額（千円）
百分比
（％）

金額（千円）
百分比
（％）

Ⅰ　売上高   7,030,771 100.0  8,074,235 100.0  9,848,073 100.0

Ⅱ　売上原価 ※1,5  4,881,800 69.4  5,663,367 70.1  6,856,954 69.6

売上総利益   2,148,971 30.6  2,410,868 29.9  2,991,119 30.4

Ⅲ　販売費及び一般管理費 ※５  1,917,082 27.3  2,228,990 27.6  2,587,813 26.3

営業利益   231,888 3.3  181,878 2.3  403,306 4.1

Ⅳ　営業外収益           

 １.受取利息  410   1,152   573   

 ２.受取手数料  6,824   9,118   9,273   

 ３.フランチャイズ契約
解約収入

 13,000   14,890   22,000   

 ４.その他  1,149 21,383 0.3 5,238 30,400 0.4 1,912 33,759 0.3

Ⅴ　営業外費用           

 １.支払利息  15,428   15,203   20,449   

 ２.社債利息  1,890   1,893   2,582   

 ３.商品評価損  63,592   －   50,912   

 ４.商品廃棄・減耗損  10,054   9,584   12,073   

 ５.株式交付費  －   －   4,241   

 ６.株式上場諸費用  －   －   39,358   

 ７.その他  8,659 99,625 1.4 300 26,983 0.4 1,256 130,875 1.3

経常利益   153,647 2.2  185,295 2.3  306,189 3.1

Ⅵ　特別利益           

 １.固定資産売却益  －   594   －   

 ２.貸倒引当金戻入益  14,316   3,866   5,475   

 ３.保険差益  1,435 15,751 0.2 1,516 5,977 0.1 2,333 7,808 0.1

Ⅶ　特別損失           

 １.固定資産除却損 ※２ 434   1,772   2,758   

 ２.減損損失 ※３ 7,846   2,196   14,508   

 ３.店舗撤退損失 ※４ 3,245   5,792   3,791   

 ４.店舗譲渡損失  6,841   －   6,841   

 ５.過年度給与手当  14,720   －   14,720   

 ６.金利スワップ解約手数料  － 33,088 0.5 4,759 14,521 0.2 － 42,619 0.4

税引前四半期（当期）
純利益

  136,310 1.9  176,751 2.2  271,378 2.8

法人税、住民税及び事
業税

 62,438   50,847   149,172   

法人税等調整額  3,734 66,172 0.9 31,209 82,057 1.0 △21,105 128,067 1.3

四半期（当期）純利益   70,138 1.0  94,693 1.2  143,311 1.5
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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６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
資本準備金

その他利益
剰余金

繰越利益
剰余金

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

第３四半期会計期間中の変動額

四半期純利益   70,138 70,138

第３四半期会計期間中の変動額合計
                          （千円）

  70,138 70,138

平成19年２月28日残高      （千円） 550,000 202,600 △24,370 728,229

当第３四半期会計期間（自　平成19年６月１日　至　平成20年２月29日）

 株主資本
評価・換算
差額等

 新株予約権  純資産合計

 

資本金

資本剰余金 利益剰余金

株主資本合計
繰延ヘッジ

損益
 

資本準備金

その他利益
剰余金

 
繰越利益
剰余金

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

第３四半期会計期間中の変動額        

四半期純利益   94,693 94,693   94,693

株主資本以外の項目の第３四半期
会計期間中の変動額（純額）

    △3,787 10,458 6,670

第３四半期会計期間中の変動額合計
　　　　　　　　　　　    （千円)

－ － 94,693 94,693 △3,787 10,458 101,364

平成20年２月29日残高　    （千円） 651,200 303,800 143,496 1,098,496 △3,787 10,458 1,105,166

 前事業年度（自　平成18年６月１日　至　平成19年５月31日）

株主資本

資本金

資本剰余金 利益剰余金

株主資本合計
資本準備金

その他利益
剰余金

繰越利益
剰余金

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

事業年度中の変動額

新株の発行 101,200 101,200  202,400

当期純利益   143,311 143,311

事業年度中の変動額合計    （千円）　
　　　　　　　　　

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

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

  
前第３四半期会計期間

 （自　平成18年６月１日
至　平成19年２月28日）

当第３四半期会計期間
 （自　平成19年６月１日

至　平成20年２月29日）

前事業年度の要約キャッ
シュ・フロー計算書

 （自　平成18年６月１日
至　平成19年５月31日）

区分
注記
番号

金額（千円） 金額（千円） 金額（千円）

Ⅰ　営業活動によるキャッシュ・フロー     

税引前四半期（当期）純利益  136,310 176,751 271,378

減価償却費  68,036 121,472 94,737

減損損失  7,846 2,196 13,180

株式報酬費用  － 10,458 －

保証金償却額  20,979 12,562 28,667

賞与引当金の増加額（△減少額）  △26,364 △26,610 600

貸倒引当金の減少額  △9,561 △10,611 △9,975

ポイントサービス引当金の増加額  17,916 15,972 21,635

株主優待引当金の増加額（△減少額）  － △1,695 3,172

受取利息及び受取配当金  △410 △1,152 △573

支払利息  17,318 17,097 23,032

フランチャイズ契約解約収入  △13,000 △14,890 △22,000

固定資産売却益  － △594 －

固定資産除却損  434 1,772 2,758

店舗撤退損失  3,245 5,792 3,791

店舗譲渡損失  6,841 － 6,841

保険差益  △1,435 △1,516 △2,333

売上債権の減少額  118,521 93,676 1,475

たな卸資産の減少額（△増加額）  89,496 △604,729 112,376

前渡金の増加額  △2,926 △32,479 －

仕入債務の増加額  21,713 129,793 4,332

未払費用の増加額（△減少額）  △23,297 9,481 △17,578

前受金の増加額  2,939 4,190 2,052

未払消費税等の増加額（△減少額）  46,455 △91,869 65,993

その他流動資産の減少額（△増加額）  △14,252 25,011 △31,240

その他流動負債の増加額  10,708 4,741 3,491

その他  6,937 △7,840 △517

小計  484,452 △163,020 575,299

利息及び配当金の受取額  377 1,203 515

利息の支払額  △16,144 △18,661 △20,948

保険金収入  15,481 12,283 19,744

法人税等の還付による収入  34,302 － 34,302

法人税等の支払額  △22,822 △222,731 △22,822

営業活動によるキャッシュ・フロー  495,646 △390,926 586,089
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前第３四半期会計期間

 （自　平成18年６月１日
至　平成19年２月28日）

当第３四半期会計期間
 （自　平成19年６月１日

至　平成20年２月29日）

前事業年度の要約キャッ
シュ・フロー計算書

 （自　平成18年６月１日
至　平成19年５月31日）

区分
注記
番号

金額（千円） 金額（千円） 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  △9,000 － －

定期預金の払戻しによる収入  － 35,000 33,000

貸付金の回収による収入  238 － 257

長期前払費用の支出  △6,840 － △12,030

保証金の支出  △46,023 △22,782 △51,603

保証金の回収額  4,493 4,939 4,493

預り保証金収入  8,000 2,000 16,000

預り保証金返済による支出  △8,000 △11,000 △10,000

有形固定資産の取得による支出  △110,002 △165,293 △119,682

有形固定資産の売却による収入  7,222 1,685 7,222

無形固定資産の取得による支出  △45,444 △181,284 △82,477

その他  628 － 628

投資活動によるキャッシュ・フロー  △204,726 △336,735 △214,191

Ⅲ　財務活動によるキャッシュ・フロー     

短期借入金の純増減額  △220,000 100,000 △350,000

長期借入金の借入による収入  300,000 1,124,995 300,000

長期借入金の返済による支出  △196,565 △570,104 △247,190

社債の償還による支出  △100,000 △120,000 △160,000

株式の発行による収入  － － 202,400

財務活動によるキャッシュ・フロー  △216,565 534,891 △254,790

Ⅳ　現金及び現金同等物の増加額（△減少額）  74,354 △192,771 117,107

Ⅴ　現金及び現金同等物の期首残高  350,822 467,930 350,822

Ⅵ　現金及び現金同等物の四半期末（期末）
残高

 ※ 425,177 275,159 467,930
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   四半期財務諸表作成のための基本となる重要な事項

項目
前第３四半期会計期間

（自　平成18年６月１日
至　平成19年２月28日）

当第３四半期会計期間
（自　平成19年６月１日
至　平成20年２月29日）

前事業年度
（自　平成18年６月１日
至　平成19年５月31日）

１．資産の評価基準及び

評価方法

(1）有価証券

  その他有価証券

    時価のないもの

　　　移動平均法による原価法によ

っております。

(2）　　_______________

 

(1）有価証券

  その他有価証券

    時価のないもの

同左

 

(2）デリバティブ

　　時価法によっております。

(1）有価証券

  その他有価証券

    時価のないもの

同左

 

(2）　　_______________

 

 (3）たな卸資産

  ア.商品

　 ①ゴルフクラブ及び買取商品

　　　個別法による原価法によって

おります。

 

 

　 ②ゴルフ関連商品

　　　売価還元法による原価法によっ

ております。

  

 

　 ③その他の商品

　　　先入先出法による原価法によっ

ております。

 

  

  イ.貯蔵品

　  　最終仕入原価法による原価法

によっております。

(3）たな卸資産

  ア.商品

　 ①ゴルフクラブ及び買取商品

　　　個別法による原価法（貸借対

照表価額は収益性の低下に基づ

く簿価切下げの方法により算定）

によっております。

　 ②ゴルフ関連商品

　　　売価還元法による原価法（貸

借対照表価額は収益性の低下に

基づく簿価切下げの方法により

算定）によっております。

　 ③その他の商品

　　　先入先出法による原価法（貸

借対照表価額は収益性の低下に

基づく簿価切下げの方法により

算定）によっております。

  イ.貯蔵品

　  　最終仕入原価法による原価法

（貸借対照表価額は収益性の低

下に基づく簿価切下げの方法に

より算定）によっております。

(3）たな卸資産

  ア.商品

　 ①ゴルフクラブ及び買取商品

　　　個別法による原価法によって

おります。

 

 

　 ②ゴルフ関連商品

　　　売価還元法による原価法によっ

ております。

  

 

　 ③その他の商品

　　　先入先出法による原価法によっ

ております。

 

  

  イ.貯蔵品

　  　最終仕入原価法による原価法

によっております。

２．固定資産の減価償却の

方法

(1）有形固定資産

  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。）

  なお、主な耐用年数は以下の

とおりであります。

建物 ７～30年

構築物 10～30年

機械装置 17年

工具器具備品 ２～20年

 

(1）有形固定資産

建物（建物附属設備は除く）

①平成19年３月31日以前に取得

したもの

 法人税法に規定する旧定額法

②平成19年４月１日以降に取得

したもの

 法人税法に規定する定額法

建物以外

①平成19年３月31日以前に取得

したもの

 法人税法に規定する旧定率法

②平成19年４月１日以降に取得

したもの

 法人税法に規定する定率法

   　なお、主な耐用年数は以下の

 　とおりであります。

建物 ２～30年

構築物　 ２～30年

機械装置 ３～17年

車輌運搬具 ５年

工具器具備品 ２～20年

 

(1）有形固定資産

建物（建物附属設備は除く）

①平成19年３月31日以前に取得

したもの

同左 

②平成19年４月１日以降に取得

したもの

同左

建物以外

①平成19年３月31日以前に取得

したもの

同左

②平成19年４月１日以降に取得

したもの

同左

   　なお、主な耐用年数は以下の

 　とおりであります。

建物 ３～30年

構築物　 ３～30年

機械装置 ３～17年

工具器具備品 　３～20年
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項目
前第３四半期会計期間

（自　平成18年６月１日
至　平成19年２月28日）

当第３四半期会計期間
（自　平成19年６月１日
至　平成20年２月29日）

前事業年度
（自　平成18年６月１日
至　平成19年５月31日）

（追加情報）

  　法人税法改正に伴い、平成19年

３月31日以前に取得いたしました

資産につきましては、改正前の法

人税法に基づく減価償却の方法の

適用により取得価額の５％に到達

した事業年度の翌事業年度より、

取得価額の５％相当額と備忘価額

との差額を５年間にわたり均等償

却し、減価償却費に含めて計上し

ております。

　　なお、この変更に伴う損益への

影響は軽微であります。

 (2）無形固定資産

 　 定額法によっております。なお、

自社利用のソフトウェアについて

は、社内における見込利用可能期

間（５年）に基づく定額法によっ

ております。

(2）無形固定資産

同左

(2）無形固定資産

同左

 (3）長期前払費用

　支出の効果が及ぶ期間で均等償

却をしております。

(3）長期前払費用

同左

(3）長期前払費用

同左

３．繰延資産の処理方法 　　　　　　　　　 　　　　　　　　　 株式交付費

　支出時に全額費用として処理して

おります。

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

   債権の貸倒損失に備えるため、

一般債権については貸倒実績率に

より、貸倒懸念債権等特定の債権

については、個別に回収可能性を

検討し、回収不能見込額を計上し

ております。

同左  同左

 (2) 賞与引当金

　　従業員に対する賞与の支払に備

えるため、賞与の支給見込額のう

ち、当第３四半期会計期間に負担

すべき金額を計上しております。

(2) 賞与引当金

同左

(2) 賞与引当金

    従業員に対する賞与の支払に備

えるため、賞与の支給見込額のう

ち、当事業年度に負担すべき金額

を計上しております。

 (3) ポイントサービス引当金

　将来のポイントカードの利用に

よる売上値引きに備えるために利

用実績率に基づき当第３四半期会

計期間末以降に利用されると見込

まれるポイントに対する見積額を

計上しております。

(3) ポイントサービス引当金

同左

(3) ポイントサービス引当金

    将来のポイントカードの利用に

よる売上値引きに備えるために利

用実績率に基づき当事業年度末以

降に利用されると見込まれるポイ

ントに対する見積額を計上してお

ります。
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項目
前第３四半期会計期間

（自　平成18年６月１日
至　平成19年２月28日）

当第３四半期会計期間
（自　平成19年６月１日
至　平成20年２月29日）

前事業年度
（自　平成18年６月１日
至　平成19年５月31日）

 (4）　　_______________ (4) 株主優待引当金　　

　　将来の株主優待券の利用による

販売促進費の発生に備えるために

当第３四半期会計期間末以降に利

用されると見込まれる株主優待金

額に対する見積額を計上しており

ます。

(4）株主優待引当金

　翌事業年度に発生すると見込ま

れる株主優待券利用による販売促

進費の発生に備えるために株主優

待金額に対する見積額を当事業年

度に計上しております。

　株主優待引当金については、当

事業年度末時点の株主の所有状況

から算出した株主優待券配布見込

額に利用見込率を乗じて算定して

おります。

　なお、利用見込率については当

事業年度が上場初年度であり、株

主優待券の利用率が算出できない

ため、ポイントカードの利用実績

率を参考にして用いております。

（追加情報）

 　株主優待制度の創設に伴い、当

事業年度より株主優待引当金を計

上しております。

　なお、この変更に伴う損益への

影響は軽微であります。

５．リース取引の処理方法   　リース物件の所有権が借主に移

転すると認められるもの以外の

ファイナンス・リース取引につい

ては、通常の賃貸借取引に係る方

法に準じた会計処理によっており

ます。

同左 同左

６．ヘッジ会計の方法 (1) ヘッジ会計の方法

  　原則として繰延ヘッジ処理によっ

ております。なお、特例処理の条

件を充たしている金利スワップに

ついては特例処理を採用しており

ます。

(1) ヘッジ会計の方法

　　原則として繰延ヘッジ処理によっ

ております。なお、振当処理の条

件を充たしている為替予約につい

ては振当処理、特例処理の条件を

充たしている金利スワップについ

ては特例処理を採用しております。

(1) ヘッジ会計の方法

    原則として繰延ヘッジ処理によっ

ております。なお、特例処理の条

件を充たしている金利スワップに

ついては特例処理を採用しており

ます。

 

 (2) ヘッジ手段とヘッジ対象

  　当第３四半期会計期間にヘッジ

会計を適用したヘッジ手段とヘッ

ジ対象は以下のとおりであります。

ヘッジ手段　　金利スワップ

ヘッジ対象　　借入金

(2) ヘッジ手段とヘッジ対象　

  　当第３四半期会計期間にヘッジ

会計を適用したヘッジ手段とヘッ

ジ対象は以下のとおりであります。

 　 ヘッジ手段　　為替予約及び金

利スワップ

　　ヘッジ対象　　外貨建予定取引

及び借入金

(2) ヘッジ手段とヘッジ対象　

  当事業年度にヘッジ会計を適用

したヘッジ手段とヘッジ対象は以

下のとおりであります。　

  ヘッジ手段　　金利スワップ

　ヘッジ対象　　借入金

 

 (3) ヘッジ方針

　当社のヘッジ方針は、金利固定

化により将来の金利リスクを軽減

することを目的としており、投機

目的の取引は行わない方針であり

ます。

(3) ヘッジ方針

  　外貨建予定取引については将来

の為替変動リスクをヘッジするこ

とを目的としております。また金

利スワップ取引については金利固

定化により将来の金利リスクを軽

減することを目的としております。

　　なお、投機目的の取引は行わな

い方針であります。

(3) ヘッジ方針

 　 当社のヘッジ方針は、金利固定

化により将来の金利リスクを軽減

することを目的としており、投機

目的の取引は行わない方針であり

ます。
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項目
前第３四半期会計期間

（自　平成18年６月１日
至　平成19年２月28日）

当第３四半期会計期間
（自　平成19年６月１日
至　平成20年２月29日）

前事業年度
（自　平成18年６月１日
至　平成19年５月31日）

 (4) ヘッジ有効性評価の方法

  期間全体のキャッシュ・フロー

総額の変動額を比較する方法によ

りヘッジ有効性の評価をしており

ます。ただし、特例処理によって

いる金利スワップについては、有

効性の評価を省略しております。

(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

 

 (5) その他

  デリバティブ取引の執行・管

理については、取締役会で承認を

得た後、取引を開始しております。

(5) その他

同左

(5) その他

同左

７．四半期キャッシュ・

フロー計算書（キャッ

シュ・フロー計算書）

における資金の範囲

　手許現金、随時引き出し可能な

預金及び容易に換金可能であり、

かつ、価値の変動について僅少な

リスクしか負わない取得日から

３ヵ月以内に償還期限の到来する

短期投資からなっております。

同左 同左

８．その他四半期財務諸表

（財務諸表）作成のた

めの基本となる重要な

事項

消費税等の会計処理

税抜方式によっております。

消費税等の会計処理

同左

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６月１日
至　平成19年２月28日）

当第３四半期会計期間
（自　平成19年６月１日
至　平成20年２月29日）

前事業年度
（自　平成18年６月１日
至　平成19年５月31日）

　　　　　　　　　 （棚卸資産の評価に関する会計基準）

　「棚卸資産の評価に関する会計基準」（企

業会計基準第９号　平成18年７月５日）が平

成20年３月31日以前に開始する事業年度に係

る財務諸表から適用できることになったこと

に伴い、当第３四半期会計期間から同会計基

準を適用しております。

　なお、同会計基準の適用に伴い、従来、営

業外費用として計上していた商品評価損は、

売上原価として計上しております。

　この結果、従来と同一の基準を採用した場

合と比較して、売上総利益及び営業利益はそ

れぞれ22,941千円減少し、経常利益及び税引

前四半期純利益はそれぞれ5,378千円減少し

ております。

　　　　　　　　　 

　　　　　　　　　 　　　　　　　　　 （有形固定資産の減価償却の方法の変更）

  法人税法の改正（（所得税法等の一部を改

正する法律　平成19年３月30日　法律第６

号)及び（法人税法施行令の一部を改正する

政令　平成19年３月30日　政令第83号））に

伴い、平成19年４月１日以降に取得したもの

については、改正後の法人税法に基づく方法

に変更しております。

　なお、この変更に伴う損益への影響は軽微

であります。
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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19年２月28日）

当第３四半期会計期間末
（平成20年２月29日）

前事業年度末
（平成19年５月31日）

※１．有形固定資産の減価償却累計額

235,839千円

※１．有形固定資産の減価償却累計額　

321,198千円

※１．有形固定資産の減価償却累計額　

257,416千円

   

※２．担保資産及び担保債務 ※２．担保資産及び担保債務 ※２．担保資産及び担保債務

 (1）担保に供している資産は次のとおり

　 であります。

（1）担保に供している資産は次のとおり

   であります。

（1）担保に供している資産は次のとおり

　 であります。　

　定期預金 35,000千円

　土地 181,011千円

　建物 19,808千円

　差入保証金（社債

　の銀行保証に対す

　る担保）

73,492千円

　合計 309,311千円

　土地   181,011千円 

　建物 19,046千円 

　合計 200,058千円 

　定期預金 35,000千円 

　土地 181,011千円 

　建物 19,617千円 

　合計 235,629千円 

(2) 上記に対応する債務

　１年以内返済予定

　長期借入金
107,860千円

　長期借入金 214,280千円

　第３回期限前償還

　条項付無担保社債

　（株式会社三菱東

　京UFJ銀行保証付

　及び適格機関投資

　家限定）(一年内

　償還社債）

60,000千円

　第３回期限前償還

　条項付無担保社債

　（株式会社三菱東

　京UFJ銀行保証付

　及び適格機関投資

　家限定）

210,000千円

　合計 592,140千円

 (2) 上記に対応する債務

　１年以内返済予定

　長期借入金
74,996千円 

　長期借入金 131,250千円 

　合計 206,246千円 

 (2) 上記に対応する債務

　１年以内返済予定

　長期借入金
 92,860千円 

　長期借入金 203,565千円 

　合計 296,425千円 

 

※３．所有権留保付固定資産

　割賦払いの方法で購入しているため売主

に所有権が留保されている店舗建物があり、

代金未払額は2,634千円であります。

 

 

※３．　　___________________　　

 

 

※３．　　___________________　　　 　 　

　

※４．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、金額的に重要性が乏しいた

　　め、流動負債の「その他」に含めて表示

　　しております。

※４．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、金額的に重要性が乏しいた

　　め、流動資産の「その他」に含めて表示

　　しております。

 

※４．　　___________________
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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６月１日
至　平成19年２月28日）

当第３四半期会計期間
（自　平成19年６月１日
至　平成20年２月29日）

前事業年度
（自　平成18年６月１日
至　平成19年５月31日）

※１．　　____________________ ※１．売上原価に含まれている商品評価損

22,941千円

※１．　　____________________ 　　

   

※２．固定資産除却損の内訳は下記のとおりと

なっております。

※２．固定資産除却損の内訳は下記のとおりと

なっております。

※２．固定資産除却損の内訳は下記のとおりと

なっております。

建物及び構築物 434千円

合計 434千円

工具器具備品 1,772千円

合計 1,772千円

建物及び構築物 434千円

工具器具備品 1,763千円

ソフトウェア仮勘定 560千円

合計 2,758千円

※３．当第３四半期会計期間について、当社は

以下の資産グループについて減損損失を計

上いたしました。

※３．当第３四半期会計期間について、当社

　　は以下の資産グループについて減損損失

　　を計上いたしました。

※３．当事業年度について、当社は以下の資産

グループについて減損損失を計上いたしま

した。

(1) 減損を認識した資産

場所 用途 種類

兵庫県神戸市
店舗(フラワーロー

ド三宮店)
建物

広島県広島市 店舗(広島荒神店) 建物

福島県福島市
店舗(福島南バイパ

ス鳥谷野店)

建物及び

構築物

(1) 減損を認識した資産

場所 用途 種類

愛知県岡崎市 店舗(Ｒ１岡崎店)
建物及び

構築物

(1) 減損を認識した資産

場所 用途 種類

兵庫県神戸市
店舗(フラワーロー

ド三宮店)
建物

広島県広島市 店舗(広島荒神店) 建物

福島県福島市
店舗(福島南バイパ

ス鳥谷野店)

建物及び

構築物

愛知県岡崎市 店舗(Ｒ１岡崎店)
建物及び

構築物

東京都世田谷

区

店舗(環八尾山台

店)
建物

(2) 減損を認識するに至った経緯

 　フラワーロード三宮店、広島荒神店及

 び福島南バイパス鳥谷野店については、

 営業損益が悪化しており、今後、投資額

 の回収が見込めなくなったため、帳簿価

 額を回収可能価額まで減額し、減損損失

 を計上いたしました。

(2) 減損を認識するに至った経緯

 　Ｒ１岡崎店については、営業損益が悪

 化しており、今後、投資額の回収が見込

 めなくなったため、帳簿価額を回収可能

 価額まで減額し、減損損失を計上いたし

 ました。

(2) 減損を認識するに至った経緯  

   フラワーロード三宮店、広島荒神店、

 福島南バイパス鳥谷野店、Ｒ１岡崎店、

 環八尾山台店については、営業損益が悪

 化しており、今後、投資額の回収が見込

 めなくなったため、帳簿価額を回収可能

 価額まで減額し、減損損失を計上いたし

 ました。

(3) 減損損失の金額

建物 5,879千円

構築物 638千円

リース資産 1,328千円

合計 7,846千円

  

(3) 減損損失の金額

建物 2,017千円

構築物 179千円

合計 2,196千円

  

(3) 減損損失の金額

建物 9,609千円

構築物 879千円

リース資産 4,020千円

　合計 14,508千円

  

(4) 資産のグルーピング

  当社は、直営事業においては店舗を基本

単位として資産のグルーピングを行ってお

り、その他本社などは共用資産として全体

でグルーピングしております。

 　　　　　   

(4) 資産のグルーピング

同左

 　　　　　   

 (4) 資産のグルーピング

同左

 　　　　　   

(5) 回収可能価額の算定方法

  回収可能価額については、使用価値によ

り測定しており、割引率は５%を用いており

ます。

(5) 回収可能価額の算定方法

同左

 (5) 回収可能価額の算定方法

同左

※４．店舗撤退損失の内容　

  　直営店のフラワーロード三宮店、広島荒

　神店の閉鎖に関する費用

※４．店舗撤退損失の内容　

　　直営店の半田有楽町店の閉鎖に関する

　費用

※４．店舗撤退損失の内容

　　直営店のフラワーロード三宮店、広島荒

　神店の閉鎖に関する費用

保証金未回収分 1,025千円

原状回復工事代金 2,220千円

合計 3,245千円

保証金未回収分 1,040千円

原状回復工事代金 1,055千円

固定資産除却損 2,429千円

リース契約解約損 1,268千円

合計 5,792千円

保証金未回収分 1,025千円

原状回復工事代金 2,766千円

合計 3,791千円

※５．減価償却実施額

有形固定資産 56,187千円

無形固定資産 11,848千円

合計 68,036千円

※５．減価償却実施額

有形固定資産 75,788千円

無形固定資産 45,684千円

合計 121,472千円

※５．減価償却実施額

有形固定資産 78,888千円

無形固定資産 15,848千円

合計 94,737千円

  なお、減価償却実施額には、売上原価に

振り替えられている減価償却費13,790千円

が含まれております。

　なお、減価償却実施額には、売上原価に

振り替えられている減価償却費48,482千円

が含まれております。

　なお、減価償却実施額には、売上原価に

振り替えられている減価償却費18,848千円

が含まれております。
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    (四半期株主資本等変動計算書関係)

前第３四半期会計期間（自　平成18年６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 37,000 ― ― 37,000

合計 37,000 ― ― 37,000

２．新株予約権及び自己新株予約権に関する事項

　　 該当事項はありません。 

３．配当に関する事項

　　　該当事項はありません。

当第３四半期会計期間（自　平成19年６月１日　至　平成20年２月29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 41,000 ― ― 41,000

合計 41,000 ― ― 41,000

２．新株予約権及び自己新株予約権に関する事項

新株予約権の内訳

新株予約権の

目的となる株

式の種類

新株予約権の目的となる株式の数 （株） 当第３四半期

会計期間末

残高

（千円）
 前事業年度末

 当第３四半期

 会計期間増加

 当第３四半期

 会計期間減少

 当第３四半期

 会計期間末

ストック・オプションとしての

新株予約権
－ － － － － 10,458

 合計 － － － － － 10,458

３．配当に関する事項

　　　該当事項はありません。

 

前事業年度（自　平成18年６月１日　至　平成19年５月31日）

１．発行済株式の種類及び総数に関する事項

  前事業年度末株式数（株）
 当事業年度増加株式数

（株） 

 当事業年度減少株式数

（株）  
 当事業年度末株式数（株）

発行済株式     

　　　普通株式 37,000 4,000 － 41,000

合計 37,000 4,000 － 41,000

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

施したことによる増加分であります。

２．新株予約権及び自己新株予約権に関する事項

　　　該当事項はありません。

 

３．配当に関する事項

　　　該当事項はありません。
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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６月１日
至　平成19年２月28日）

当第３四半期会計期間
（自　平成19年６月１日
至　平成20年２月29日）

前事業年度
（自　平成18年６月１日
至　平成19年５月31日）

※ 現金及び現金同等物の第３四半期会計期

間末残高と四半期貸借対照表に掲記されて

いる科目の金額との関係

 　　　　　　（平成19年２月28日現在）

現金及び預金勘定 502,177千円

預入期間が３ヵ月を超える

定期預金
△77,000千円

現金及び現金同等物 425,177千円

※ 現金及び現金同等物の第３四半期会計期

間末残高と四半期貸借対照表に掲記されて

いる科目の金額との関係

 　　　　　　（平成20年２月29日現在）

現金及び預金勘定 275,159千円 

預入期間が３ヵ月を超える

定期預金 
－千円 

現金及び現金同等物 275,159千円 

※ 現金及び現金同等物の事業年度末残高と

貸借対照表に掲記されている科目の金額と

の関係

 　　　　　　（平成19年５月31日現在）

現金及び預金勘定 502,930千円 

預入期間が３ヵ月を超える

定期預金 
△35,000千円 

現金及び現金同等物 467,930千円 

 

 

(リース取引関係)

前第３四半期会計期間
（自　平成18年６月１日
至　平成19年２月28日）

当第３四半期会計期間
（自　平成19年６月１日
至　平成20年２月29日）

前事業年度
（自　平成18年６月１日
至　平成19年５月31日）

リース物件の所有権が借主に移転すると認

められるもの以外のファイナンス・リース

取引

リース物件の所有権が借主に移転すると認

められるもの以外のファイナンス・リース

取引

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３四半期会計期間末残高相

　当額

(1）リース物件の取得価額相当額、減価

　償却累計額相当額、減損損失累計額相

　当額及び第３四半期会計期間末残高相

　当額

(1）リース物件の取得価額相当額、減価

　償却累計額相当額、減損損失累計額相

　当額及び事業年度末残高相当額

 

取得価
額相当
額
 
(千円)

減価償
却累計
額相当
額
(千円)

減損損
失累計
額相当
額
(千円)

四半期
末残高
相当額
 
(千円)

工具器具
備品

179,441 41,040 － 138,401

合計 179,441 41,040 － 138,401

 

取得価
額相当
額
 
(千円)

減価償
却累計
額相当
額
(千円)

減損損
失累計
額相当
額
(千円)

四半期
末残高
相当額
 
(千円)

工具器具
備品

245,764 86,121 2,164 157,478

合計 245,764 86,121 2,164 157,478

 

取得価
額相当
額
 
(千円)

減価償
却累計
額相当
額
(千円)

減損損
失累計
額相当
額 
(千円)

期末残
高相当
額
 
(千円)

工具器具
備品

196,115 52,436 2,691 140,987

合計 196,115 52,436 2,691 140,987

(2）未経過リース料第３四半期会計期間

　末残高相当額及びリース資産減損勘定

　の残高

(2）未経過リース料第３四半期会計期間

　末残高相当額及びリース資産減損勘定

　の残高

(2）未経過リース料事業年度末残高相当

　額及びリース資産減損勘定の残高

１年内 34,700千円

１年超 106,904千円

合計 141,604千円

リース資産減損勘定

の残高
－千円

１年内 49,080千円

１年超 115,449千円

合計 164,530千円

リース資産減損勘定

の残高
2,164千円

１年内 38,291千円

１年超 109,094千円

合計 147,386千円

リース資産減損勘定

の残高
 2,691千円

(3）支払リース料、リース資産減損勘定

　の取崩額、減価償却費相当額、支払利

　息相当額及び減損損失

(3）支払リース料、リース資産減損勘定

　の取崩額、減価償却費相当額、支払利

　息相当額及び減損損失

(3）支払リース料、リース資産減損勘定

　の取崩額、減価償却費相当額、支払利

　息相当額及び減損損失

支払リース料 26,074千円

リース資産減損勘定の

取崩額
1,328千円

減価償却費相当額 23,422千円

支払利息相当額 4,285千円

減損損失 1,328千円

支払リース料 37,338千円

リース資産減損勘定の

取崩額
527千円

減価償却費相当額 33,898千円

支払利息相当額 4,390千円

減損損失 －千円

支払リース料 37,524千円

リース資産減損勘定の

取崩額
 1,328千円

減価償却費相当額 33,817千円

支払利息相当額 5,841千円

減損損失 4,020千円

(4）減価償却費相当額の算定方法

 　　リース期間を耐用年数とし、残存価

   額を零とする定額法によっております。

(4）減価償却費相当額の算定方法

同左

(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

   への配分方法につきましては、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３四半期会計期間末（平成19年２月28日現在）

 １．時価評価されていない主な有価証券の内容

 四半期貸借対照表計上額 (千円)

その他有価証券  

 非上場株式 1,000

　当第３四半期会計期間末（平成20年２月29日現在）

 １．時価評価されていない主な有価証券の内容

 四半期貸借対照表計上額 (千円)

その他有価証券  

 非上場株式 1,000

前事業年度末（平成19年５月31日現在） 

  １．時価評価されていない主な有価証券の内容

 貸借対照表計上額 (千円)

その他有価証券  

 非上場株式 1,000

 (デリバティブ取引関係)

前第３四半期会計期間

（自　平成18年６月１日

至　平成19年２月28日）

当第３四半期会計期間

（自　平成19年６月１日

至　平成20年２月29日）

前事業年度

（自　平成18年６月１日

至　平成19年５月31日）

　特例処理によっているため時価評価してお

りません。

　当社は、デリバティブ取引にはヘッジ会計

を適用しているため該当事項はありません。

　特例処理によっているため時価評価してお

りません。　　　　　　　 　　　　
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    (ストックオプション等関係)

 前第３四半期会計期間（自　平成18年６月１日　至　平成19年２月28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６月１日　至　平成20年２月29日）

 １．ストック・オプションに係る当第３四半期会計期間における費用計上額及び科目名

 　　販売費及び一般管理費　　10,458千円

 

 ２．当第３四半期会計期間に付与したストック・オプションの内容

 平成19年ストック・オプション

付与対象者の区分及び人数 当社取締役　　３名

株式の種類別のストック・

オプションの付与数（注）
普通株式　　 232株

付与日 平成19年10月９日

権利確定条件 　権利確定条件は付されておりません。

対象勤務期間 　対象勤務期間の定めはありません。

権利行使期間
　　５年間（自平成19年10月10日至平成

　24年10月９日）

権利行使価格（円）  　　　　　　　　　　　　144,900

付与日における公正な

評価単価（円）
　　　　　　　　　　　　　45,079

　（注）　株式数に換算して記載しております。

 

 前事業年度（自　平成18年６月１日　至　平成19年５月31日）

 １．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16年ストック・オプション 平成17年ストック・オプション

付与対象者の区分及び人数
当社取締役　　１名

当社従業員　　７名

当社取締役　　４名

当社従業員　　27名

株式の種類別のストック・

オプションの付与数（注）
普通株式　700株 普通株式　1,040株

付与日 平成16年11月24日 平成17年９月７日

権利確定条件

　　付与日（平成16年11月24日）以降、

　権利確定日（平成18年11月17日）まで

　継続して勤務していること。

　　付与日（平成17年９月７日）以降、

　権利確定日（平成19年８月31日）まで

　継続して勤務していること。

対象勤務期間
　　２年間（自平成16年11月17日至平成

　18年11月16日）

　　２年間（自平成17年８月31日至平成

　19年８月30日）

権利行使期間

　　８年間（自平成18年11月17日至平成

　26年11月16日）ただし、権利確定後退

　職した場合は、退職後12ヶ月以内まで

　行使可。

　　８年間（自平成19年８月31日至平成

　27年８月30日）ただし、権利確定後定

　年又は会社都合により退職した場合

　は、退職後12ヶ月以内まで行使可。

権利行使価格（円）  200,000  200,000

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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(持分法損益等)

 前第３四半期会計期間（自　平成18年６月１日　至　平成19年２月28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６月１日　至　平成20年２月29日）

 該当事項はありません。 

 

 前事業年度（自　平成18年６月１日　至　平成19年５月31日）　　

 該当事項はありません。 

　　 

(１株当たり情報)

前第３四半期会計期間

 （自　平成18年６月１日

至　平成19年２月28日）

当第３四半期会計期間

 （自　平成19年６月１日

至　平成20年２月29日）

前事業年度

（自　平成18年６月１日

至　平成19年５月31日）

１株当たり純資産額 19,681円87銭

１株当たり四半期純利益金額 1,895円63銭

１株当たり純資産額 26,700円21銭

１株当たり四半期純利益金額 2,309円60銭

１株当たり純資産額 24,482円99銭

１株当たり当期純利益金額 3,776円03銭

  なお、潜在株式調整後１株当たり四半期純

利益金額につきましては、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。

  なお、潜在株式調整後１株当たり四半期純

利益金額につきましては、希薄化効果を有し

ている潜在株式が存在しないため記載してお

りません。

  なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利

益金額につきましては、希薄化効果を有して

いる潜在株式が存在しないため記載しており

ません。

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

 

前第３四半期会計期間

(自　平成18年６月１日

至　平成19年２月28日)

当第３四半期会計期間

(自　平成19年６月１日

至　平成20年２月29日)

前事業年度

(自　平成18年６月１日

至　平成19年５月31日)

四半期（当期）純利益

（千円）
70,138 94,693 143,311

普通株主に帰属しない金額

（千円）
－ － －

普通株式に係る四半期（当

期）純利益　　　（千円）
70,138 94,693 143,311

期中平均株式数（株） 37,000 41,000 37,953

希薄化効果を有しないため、

潜在株式調整後１株当たり四

半期（当期）純利益の算定に

含めなかった潜在株式の概要

 新株予約権　  　　　   ２種類

（ストック・オプション 1,683個）

 株主総会

 決議日　     平成16年11月16日

 行使金額　   　　   200,000円

 付与数　　   　　　　   660個

 （700個より40個権利喪失）

 株主総会

 決議日　   　平成17年８月30日

 行使金額　　        200,000円

 付与数　　　   　　   1,023個

 （1,040個より17個権利喪失）

 新株予約権　  　　　   ３種類

（ストック・オプション 1,672個）

 株主総会

 決議日　     平成16年11月16日

 行使金額　   　　   200,000円

 付与数　　   　　　　   570個

 （700個より130個権利喪失）

 株主総会

 決議日　   　平成17年８月30日

 行使金額　　        200,000円

 付与数　　　   　　     870個

 （1,040個より170個権利喪失）

 株主総会

 決議日　   　平成19年８月28日

 行使金額　　        144,900円

 付与数　　　   　　     232個

 新株予約権　  　　     ２種類

（ストック・オプション 1,683個）

 株主総会

 決議日　     平成16年11月16日

 行使金額　   　　   200,000円

 付与数　　   　　　　   660個

 （700個より40個権利喪失）

 株主総会

 決議日　   　平成17年８月30日

 行使金額　　        200,000円

 付与数　　　   　　   1,023個

 （1,040個より17個権利喪失）
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(重要な後発事象)

前第３四半期会計期間

（自　平成18年６月１日

至　平成19年２月28日）

当第３四半期会計期間

（自　平成19年６月１日

至　平成20年２月29日）

前事業年度

（自　平成18年６月１日

至　平成19年５月31日）

  当社は、平成19年３月７日に株式会社東京

証券取引所マザーズ市場に株式を上場いたし

ました。株式上場にあたり、平成19年２月２

日及び平成19年２月16日開催の取締役会決議

により下記のとおり新株式を発行し、平成19

年３月６日に払込が完了いたしました。

　この結果、平成19年３月６日付で資本金は、

651,200千円、発行済み株式総数は、41,000

株となっております。

（1） 発行新株式     　         4,000株

（2） 発行価格　　　　　　　　 55,000円

（3） 引受価額　　　　　 　　　50,600円

（4） 発行価額の総額    　  220,000千円

（5） 払込金額の総額        202,400千円

（6） 資本金組入額の総額    101,200千円

（7） 申込期間   　自  平成19年２月28日

　　　　　　　　　 至　平成19年３月２日

（8） 払込期日    　　 平成19年３月６日

（9） 募集方法   ブックビルディング方式

（10） 資金の使途   新規出店、借入金返済

 　　　　　　　　　及びシステム開発

　　　　　　　　　 　平成19年８月28日開催の第10回定時株主総

会において、当社取締役に対し報酬額として

の新株予約権を発行することを決議いたしま

した。その概要は次のとおりであります。

(1)新株予約権の目的となる株式の種類及び

数

　当社普通株式232株を本定時株主総会の翌

日から１年間に発行する新株予約権の目的と

なる株式数の上限とします。

　なお、当社が株式分割（株式無償割当を含

む）または株式併合を行う場合、次の算式に

より目的となる株式の数を調整するものとし

ます。ただし、かかる調整は、新株予約権の

うち、該当時点で権利行使されていない新株

予約権の目的となる株式の数について行われ、

調整の結果生じる１株未満の端数については、

これを切り捨てることとします。

調整後株式数＝調整前株式数×分割・併合の比率

(2)新株予約権の個数

　232個を本定時株主総会の翌日から１年間

に発行する新株予約権の数の上限とします。

　なお、新株予約権１個当たりの目的となる

株式数は、１株とします。

　ただし、(1)に定める株式の数の調整を行っ

た場合は、同様の調整を行います。　

(3)各新株予約権の行使に際して出資される

財産の価額

　新株予約権の行使に際して出資される財産

の価額は、次により決定される１株当たりの

払込価額（以下「行使価額」という）に(2)

に定める新株予約権１個の株式数を乗じた金

額とします。 

　１株当たりの行使価額は、新株予約権を割

り当てる日（以下「割当日」という）の属す

る月の前月の各日（取引が成立していない日

を除く）における東京証券取引所における当

社株式普通取引の終値の平均値または新株予

約権割当日の前日の東京証券取引所における

当社株式普通取引の終値（取引が成立しない

場合はそれに先立つ直近日の終値）のうちい

ずれか高い方に1.05を乗じた金額（１円未満

の端数は切り上げ）とします。

　なお、新株予約権割当日後に、当社が株式

分割（株式無償割当を含む）または株式併合

を行う場合、その他１株当たりの行使価額の

変更をすることが適切な場合は、当社が必要

と定める処理を行うものとします。

(4)新株予約権を行使することができる期間

　新株予約権割当日の翌日から５年間としま

す。

(5)譲渡による新株予約権の取得の制限

　譲渡による新株予約権の取得については、

当社取締役会の決議による承認を要するもの

とします。
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前第３四半期会計期間

（自　平成18年６月１日

至　平成19年２月28日）

当第３四半期会計期間

（自　平成19年６月１日

至　平成20年２月29日）

前事業年度

（自　平成18年６月１日

至　平成19年５月31日）

 

 

(6)新株予約権の行使の条件

・権利を与えられた者は、新株予約権の行使

時において、当社の取締役の地位を有してい

ることを要するものとします。ただし、任期

満了等の正当な理由により退任する限りにお

いては、付与された権利を行使することがで

きるものとします。

・新株予約権者が死亡した場合、その者の相

続人は新株予約権を行使することができるも

のとします。

・その他の条件は、取締役会決議に基づき、

当社と新株予約権者との間で締結する「新株

予約権割当契約」に定めることとします。

(7)新株予約権のその他の内容

　新株予約権に関するその他の内容について

は、今後開催される新株予約権の募集事項を

決定する取締役会の決議において定めること

とします。
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