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上 場 会 社 名 株式会社 トレジャー・ファクトリー 上場取引所 東証マザーズ
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問合せ先責任者 (役職名) 専務取締役管理本部長 (氏名) 野坂 淳 ＴＥＬ：03-3880-8822

（百万円未満切捨）

１．平成 21 年２月期第１四半期の業績（平成 20 年３月１日～平成 20 年５月 31 日）

(1) 経営成績 （％表示は対前年同四半期増減率）

売上高 営業利益 経常利益
四半期(当期)

純利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

21 年２月期第１四半期 981 ― 61 ― 61 ― 34 ―

20 年２月期第１四半期 ― ― ― ― ― ― ― ―

20 年２月期 3,372 23.1 237 48.7 217 36.6 116 31.8

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

21 年２月期第１四半期 2,913 84 2,811 83

20 年２月期第１四半期 ― ― ― ―

20 年２月期 11,807 64 11,233 96

(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 20 年２月期第１四半期の数値及

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

21 年２月期第１四半期 1,560 761 48.8 64,196 83

20 年２月期第１四半期 ― ― ― ― ―

20 年２月期 1,588 726 45.7 61,294 24

(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

21 年２月期第１四半期 △45 △57 △16 205

20 年２月期第１四半期 ― ― ― ―

20 年２月期 139 △193 290 324

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

20 年２月期 ― ― ― ― 0 00

21 年２月期

21 年２月期(予想) 1,800 00 1,800 00

３．平成 21 年２月期の業績予想（平成 20 年３月１日～平成 21 年２月 28 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

中 間 期 1,822 15.3 83 △24.0 80 △25.3 43 △26.6 3,687 01

通 期 3,957 17.3 267 12.5 263 21.2 142 21.7 11,985 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

１． 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。

２． 平成 20 年５月８日付、新株予約権の行使による新株発行により発行済株式総数が 10 株増加しております。「平

成 20 年８月中間期の業績」の１株当たり予想当期純利益の算出につきましては、当該増加分を含めて計算した予

想期中平均株式数の 11,856 株によっております。また、「平成 21 年２月期の業績」の１株当たり予想当期純利益

の算出につきましては、当該増加分を含めて計算した予想期中平均株式数の 11,858 株によっております。
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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
当第１四半期会計期間におけるわが国経済は、原油高騰に伴う原材料価格の上昇による企業収益の伸び

悩みや物価上昇による消費者の購買意欲の低下などから、景気の先行きに不透明感が強まる状況となりま
した。

このような状況下、当社は、①直営店舗網の拡大、②店舗業態の多様化、③新規ビジネスの立ち上げと
いう中期的な事業目標の下、直営店の店舗出店と仕入力強化を中心に事業展開を進めました。

仕入面においては、店頭で買取を行う持込買取、顧客宅を訪問して買取を行う出張買取、宅配便を利用
して遠方からの買取依頼に応じる宅配買取の３つの一般買取チャネルの強化を図りました。宅配買取にお
いては、平成 20 年４月に有機野菜等の通信販売を行っているオイシックス社と提携し、通信販売を利用
している顧客に当社の宅配買取の利用を促進するというスキームを開発いたしました。一般買取の強化に
注力することにより、当第１四半期会計期間における売上総利益率は、65.6％となりました。

また、平成 18 年秋にオープンした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」
は当第１四半期会計期間においても、順調に収益を確保し、店舗運営ノウハウの構築及び収益モデルの確
立を図ることができました。

出店政策においては、平成 20 年４月に埼玉県富士見市に、平成 20 年５月に東京都立川市に総合リサイ
クルショップを出店し、その結果、平成 20 年５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」27 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 29 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 31 店舗体制となりました。

一方で、インターネットにおいては、店舗サイトに前年から店舗ブログ（「店舗トピックス」）を開設し、
店舗の商品の入荷状況やトピックスを随時更新することにより、店舗誘致につなげる試みを進めてきまし
た。また、中古・リサイクルショップ検索コミュニティサイト「うるハピ」（http://www.uruhapi.com/）
においては、ユーザー会員による口コミ機能の搭載など新規機能の追加を進め、その機能強化を図りまし
た。

これらの結果、当期の業績につきましては、売上高 981,363 千円、経常利益 61,146 千円、第１四半期
純利益 34,537 千円となりました。

なお、当第１四半期会計期間における商品別仕入実績及び事業別商品別販売実績は以下のとおりであり
ます。
①商品別仕入実績

品名 仕入高（千円） 構成比（％） 前年同期比（％）

生活雑貨 60,829 15.1 ―

衣料・服飾雑貨 154,204 38.4 ―

電気製品 109,332 27.2 ―

家具 33,317 8.3 ―

ホビー用品 26,953 6.7 ―

その他 17,411 4.3 ―

合計 402,049 100.0 ―

（注）１．上記の金額には、消費税等は含まれておりません。
２．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、前年同期との

比較分析は行っておりません。
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②事業別商品別販売実績

事業 品目 売上高（千円） 構成比（％） 前年同期比（％）

生活雑貨 165,218 16.8 ―

衣料・服飾雑貨 333,634 34.0 ―

電化製品 277,047 28.2 ―

家具 127,053 13.0 ―

ホビー商品 70,594 7.2 ―

その他 5,749 0.6 ―

直営事業

小計 979,298 99.8 ―

ＦＣ事業 2,064 0.2 ―

合計 981,363 100.0 ―

（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、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１四半期会計期間末における資産合計は、新規出店への投資等に伴い現金及び預金が 119,158 千円
減少した一方で、たな卸資産が 62,650 千円増加したこと等により、前事業年度末と比較して 27,760 千円
減少し、1,560,240 千円となりました。

当第１四半期会計期間末における負債合計は、未払法人税等が 57,205 千円減少したこと及び長期借入
金が 28,855 千円減少したこと等により、前事業年度末と比較して 62,798 千円減少し、798,865 千円とな
りました。

当第１四半期会計期間末における純資産合計は、当第１四半期会計期間に計上した第１四半期純利益に
よる利益剰余金の増加 34,537 千円により、前事業年度末と比較して 35,037 千円増加し、761,374 千円と
なりました。

〔キャッシュ・フローの分析〕
当第１四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 119,158 千円減少

し、205,605 千円となりました。当第１四半期会計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの
要因は次のとおりであります。
（営業活動によるキャッシュ・フロー）

当第１四半期会計期間の営業活動によるキャッシュ・フローは 45,314 千円の支出となりました。これ
は主に税引前第１四半期純利益 61,146 千円、減価償却費 15,469 千円があった一方で、法人税等の支払額
62,895 千円、たな卸資産の増加額 62,650 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１四半期会計期間の投資活動によるキャッシュ・フローは 57,821 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 42,020 千円、敷金保証金の支払による支出 16,006
千円があったことによるものであります。
（財務活動によるキャッシュ・フロー）

当第１四半期会計期間の財務活動によるキャッシュ・フローは 16,023 千円の支出となりました。これ
は主に短期借入金の純増減額 24,000 千円があった一方で、長期借入金の返済による支出 40,521 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
当社は、今後も総合リサイクルショップ「トレジャーファクトリー」、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」の直営店のドミナント出店を軸とした事業展開を行ってまいります。当
期につきましては、６～７店舗の新規出店を予定しております。

仕入面においては、当社事業と相乗効果が見込める他の事業会社との提携による仕入強化や当社買取サ
イトの強化を進め、仕入力の向上を図ってまいります。

通期の業績予想といたしましては、売上高 3,957 百万円（前期比 17.3％増）、営業利益 267 百万円（前
期比 12.5％増）、経常利益 263 百万円（前期比 21.2％増）、当期純利益 142 百万円（前期比 21.7％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 20 年４月 11 日に公表いたしました「平成 20
年２月期 決算短信（非連結）」からの変更はありません。
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４．第１四半期財務諸表

（１）第１四半期貸借対照表

当第１四半期会計期間末
（平成20年５月31日）

前事業年度の要約貸借対照表
（平成20年２月29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 269,011 388,170

２．売掛金 25,172 20,124

３．たな卸資産 479,719 417,068

４．その他 70,749 81,873

貸倒引当金 △259 △206

流動資産合計 844,393 54.1 907,030 57.1

Ⅱ 固定資産

(1）有形固定資産 ※１

１．建物 ※２ 238,470 223,819

２．土地 ※２ 141,555 141,555

３．その他 80,124 73,597

有形固定資産合計 460,150 29.5 438,973 27.7

(2)無形固定資産 3,695 0.2 1,763 0.1

(3）投資その他の資産

１．敷金保証金 215,228 203,946

２．その他 36,772 36,286

投資その他の資産合計 252,000 16.2 240,233 15.1

固定資産合計 715,846 45.9 680,970 42.9

資産合計 1,560,240 100.0 1,588,000 100.0
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当第１四半期会計期間末
（平成20年５月31日）

前事業年度の要約貸借対照表
（平成20年２月29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 16,710 11,402

２．短期借入金 72,000 48,000

３．1年以内返済予定
長期借入金

※２ 156,611 168,277

４．未払金 69,788 72,456

５．未払費用 100,104 80,609

６．未払法人税等 15,137 72,343

７．賞与引当金 21,249 36,806

８．その他 ※３ 31,428 27,078

流動負債合計 483,029 31.0 516,972 32.6

Ⅱ 固定負債

１．長期借入金 ※２ 315,836 344,691

固定負債合計 315,836 20.2 344,691 21.7

負債合計 798,865 51.2 861,663 54.3

（純資産の部）

Ⅰ 株主資本

１．資本金 231,700 14.9 231,450 14.6

２. 資本剰余金

資本準備金 166,700 166,450

資本剰余金合計 166,700 10.7 166,450 10.5

３. 利益剰余金

その他利益剰余金

繰越利益剰余金 362,974 328,436

利益剰余金合計 362,974 23.2 328,436 20.6

株主資本合計 761,374 48.8 726,336 45.7

純資産合計 761,374 48.8 726,336 45.7

負債純資産合計 1,560,240 100.0 1,588,000 100.0
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（２）第１四半期損益計算書

当第１四半期会計期間
（自 平成20年３月１日
至 平成20年５月31日）

前事業年度の要約損益計算書
（自 平成19年３月１日
至 平成20年２月29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 981,363 100.0 3,372,314 100.0

Ⅱ 売上原価 337,339 34.4 1,190,144 35.3

売上総利益 644,024 65.6 2,182,170 64.7

Ⅲ 販売費及び一般管理費 582,689 59.4 1,944,256 57.7

営業利益 61,334 6.2 237,914 7.0

Ⅳ 営業外収益

１．受取利息 178 372

２．受取配当金 ― 15

３．自販機収入 1,536 6,156

４．その他 409 2,124 0.2 1,182 7,726 0.2

Ⅴ 営業外費用

１．支払利息 2,275 10,453

２．上場関連費用 ― 14,299

３．その他 36 2,312 0.2 3,679 28,432 0.8

経常利益 61,146 6.2 217,208 6.4

Ⅵ 特別損失

１．固定資産除却損 ― ― ― 736 736 0.0

税引前第１四半期
（当期）純利益

61,146 6.2 216,471 6.4

法人税、住民税及び
事業税

11,600 101,500

法人税等調整額 15,009 26,609 2.7 △1,794 99,705 2.9

第１四半期(当期)
純利益

34,537 3.5 116,765 3.5
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（３）第１四半期株主資本等変動計算書

当第１四半期会計期間（自 平成 20 年３月１日 至 平成 20 年５月 31 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20年２月29日 残高
（千円）

231,450 166,450 166,450 328,436 328,436 726,336 726,336

第１四半期会計期間中の変
動額

新株の発行 250 250 250 500 500

第１四半期純利益 34,537 34,537 34,537 34,537

第１四半期会計期間中の変
動額合計 （千円）

250 250 250 34,537 34,537 35,037 35,037

平成20年５月31日 残高
（千円）

231,700 166,700 166,700 362,974 362,974 761,374 761,374

前事業年度（自 平成 19 年３月１日 至 平成 20 年２月 29 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

事業年度中の変動額

新株の発行 133,200 133,200 133,200 266,400 266,400

当期純利益 116,765 116,765 116,765 116,765

事業年度中の変動額合計
（千円）

133,200 133,200 133,200 116,765 116,765 383,165 383,165

平成20年２月29日 残高
（千円）

231,450 166,450 166,450 328,436 328,436 726,336 726,336
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（４）第１四半期キャッシュ・フロー計算書

当第１四半期会計期間
（自 平成20年３月１日
至 平成20年５月31日）

前事業年度の要約
キャッシュ・フロー計算書
（自 平成19年３月１日
至 平成20年２月29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１四半期（当期）純利益 61,146 216,471

減価償却費 15,469 52,782

賞与引当金の増加額
（△減少額）

△15,556 108

貸倒引当金の増加額 53 34

受取利息及び受取配当金 △178 △388

支払利息 2,275 10,453

上場関連費用 ― 14,299

固定資産除却損 ― 736

売上債権の増加額 △5,048 △3,630

たな卸資産の増加額 △62,650 △78,744

仕入債務の増加額 5,307 3,910

未払金の増加額
（△減少額）

2,882 △3,378

その他 15,963 28,978

小計 19,664 241,632

利息及び配当金の受取額 105 344

利息の支払額 △2,188 △10,593

法人税等の支払額 △62,895 △91,443

営業活動によるキャッシュ・フロー △45,314 139,940
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当第１四半期会計期間
（自 平成20年３月１日
至 平成20年５月31日）

前事業年度の要約
キャッシュ・フロー計算書
（自 平成19年３月１日
至 平成20年２月29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

― △50,000

有形固定資産の取得による
支出

△42,020 △89,893

有形固定資産の売却による
収入

― 150

無形固定資産の取得による
支出

△550 △588

敷金保証金の支払による支
出

△16,006 △41,636

敷金保証金の回収による収
入

4,724 275

長期前払費用の支払による
支出

△2,721 △12,664

その他 △1,248 403

投資活動によるキャッシュ・
フロー

△57,821 △193,953

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 24,000 18,000

長期借入れによる収入 ― 190,000

長期借入金の返済による支
出

△40,521 △166,358

株式発行による収入 498 263,170

上場関連費用による支出 ― △14,299

財務活動によるキャッシュ・
フロー

△16,023 290,513

Ⅳ 現金及び現金同等物の増加額
（△減少額）

△119,158 236,500

Ⅴ 現金及び現金同等物の期首残
高

324,764 88,263

Ⅵ 現金及び現金同等物の第１四
半期末（期末）残高

※ 205,605 324,764
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四半期財務諸表作成のための基本となる重要な事項

項目
当第１四半期会計期間
（自 平成20月３月１日
至 平成20年５月31日）

前事業年度
（自 平成19年３月１日
至 平成20年２月29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。

（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。

（１）有価証券

その他有価証券

同左

（２）たな卸資産

①商品

同左

②仕掛品

個別法による原価法を採用しておりま

す。

③貯蔵品

最終仕入原価法を採用しております。

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

（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）

法人税法の改正に伴い、当事業年度よ

り、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、この変更による営業利益、経常

利益及び税引前当期純利益に与える影響

額は、3,135千円であります。
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項目
当第１四半期会計期間
（自 平成20月３月１日
至 平成20年５月31日）

前事業年度
（自 平成19年３月１日
至 平成20年２月29日）

（追加情報）

法人税法改正に伴い、平成19年３月31

日以前に取得した資産については、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、この変更による営業利益、経常

利益及び税引前第１四半期純利益に与え

る影響額は、軽微であります。

（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。

（２）無形固定資産

同左

（３）長期前払費用

定額法を採用しております。

（３）長期前払費用

同左

３．繰延資産の処理方法 株式交付費

支出時に全額費用処理しております。

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

（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１四半期会計

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１四半期キャッシ

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１四半期財

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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注記事項

（第１四半期貸借対照表関係）

当第１四半期会計期間末
（平成20年5月31日）

前事業年度末
（平成20年２月29日）

※１ 有形固定資産の減価償却累計額

165,525千円

※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 38,321千円

土地 141,555千円

計 179,876千円

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。

※１ 有形固定資産の減価償却累計額

150,231千円

※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 38,882千円

土地 141,555千円

計 180,437千円

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 ―

（第１四半期損益計算書関係）

当第１四半期会計期間
（自 平成20年３月１日
至 平成20年５月31日）

前事業年度
（自 平成19年３月１日
至 平成20年２月29日）

１ 減価償却実施額

有形固定資産 15,293千円

無形固定資産 175千円

１ 減価償却実施額

有形固定資産 52,186千円

無形固定資産 596千円

（第１四半期株主資本等変動計算書関係）

当第１四半期会計期間（自平成 20 年３月１日 至平成 20 年５月 31 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１四半期会計
期間増加株式数

（株）

当第１四半期会計
期間減少株式数

（株）

当第１四半期会計
期間末残高
（株）

普通株式 11,850 10 ― 11,860

（注）普通株式の発行済株式総数の増加 10 株は、新株予約権の行使による増加であります。

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
当第１四半期
会計期間末

当第１四
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
― ― ― ― ― ―

４．配当に関する事項

該当事項はありません。
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前事業年度（自平成 19 年３月１日 至平成 20 年２月 29 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） 9,450 2,400 ― 11,850

（注）普通株式の発行済株式総数の増加 2,400 株は、株式上場に伴う公募増資による増加であります。

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１四半期キャッシュ・フロー計算書関係）

当第１四半期会計期間
（自 平成20年３月１日
至 平成20年５月31日）

前事業年度
（自 平成19年３月１日
至 平成20年２月29日）

※現金及び現金同等物の第１四半期期末残高と第

１四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５月31日現在）

現金及び預金勘定 269,011千円

預入期間が３ヵ月を超える定期預金 △63,406千円

現金及び現金同等物 205,605千円

※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20年２月29日現在）

現金及び預金勘定 388,170千円

預入期間が３ヵ月を超える定期預金 △63,406千円

現金及び現金同等物 324,764千円
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（リース取引関係）

当第１四半期会計期間
（自 平成20年３月１日
至 平成20年５月31日）

前事業年度
（自 平成19年３月１日
至 平成20年２月29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１四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１四半
期期末残
高相当額
(千円)

車両運搬具 3,784 1,892 1,892

工具器具備品 8,018 6,548 1,470

合計 11,803 8,440 3,362

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 1,734 2,050

工具器具備品 8,018 6,147 1,870

合計 11,803 7,882 3,921

（２）未経過リース料第１四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 2,447千円

１年超 1,804千円

合計 4,251千円

１年内 2,576千円

１年超 2,313千円

合計 4,890千円

（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 659千円

減価償却費相当額 558千円

支払利息相当額 20千円

支払リース料 4,029千円

減価償却費相当額 3,448千円

支払利息相当額 151千円

（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 1,630千円

１年超 2,508千円

合計 4,138千円

２．オペレーティング・リース取引

未経過リース料

１年内 2,217千円

１年超 2,736千円

合計 4,953千円
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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１四半期会計期間
（平成20年５月31日現在）

前事業年度
（平成20年２月29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 1,603

（デリバティブ取引関係）

当第１四半期会計期間（自平成 20 年３月１日 至平成 20 年５月 31 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 19 年３月１日 至平成 20 年２月 29 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。

（退職給付関係）

当第１四半期会計期間（自平成 20 年３月１日 至平成 20 年５月 31 日）

当社は、退職給付制度を採用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 19 年３月１日 至平成 20 年２月 29 日）

当社は、退職給付制度を採用しておりませんので、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）

当第１四半期会計期間（自平成 20 年３月１日 至平成 20 年５月 31 日）

当社は、当第１四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 19 年３月１日 至平成 20 年２月 29 日）

１．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。

（持分法損益等）

当第１四半期会計期間（自平成 20 年３月１日 至平成 20 年５月 31 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 19 年３月１日 至平成 20 年２月 29 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。
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（１株当たり情報）

当第１四半期会計期間
（自 平成20年３月１日

至 平成20年５月31日）

前事業年度
（自 平成19年３月１日
至 平成20年２月29日）

１株当たり純資産額 64,196.83円 １株当たり純資産額 61,294.24円

１株当たり第１四半期純利益金額 2,913.84円 １株当たり当期純利益金額 11,807.64円

潜在株式調整後１株あたり

当期純利益 2,811.83円

潜在株式調整後１株あたり

当期純利益 11,233.96円

（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１四半期会計期間
（平成20年５月31日）

前事業年度
（平成20年２月29日）

純資産の部の合計額（千円） 761,374 726,336

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１四半期会計期間（当期）末の

純資産額（千円）
761,374 726,336

１株当たり純資産額の算定に用いられた第１四

半期会計期間（当期）末の普通株式の数（株）
11,860 11,850

（注）２．１株当たり第１四半期（当期）純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

当第１四半期会計期間
（自 平成20年３月１日

至 平成20年５月31日）

前事業年度
（自 平成19年３月１日
至 平成20年２月29日）

第１四半期（当期）純利益（千円） 34,537 116,765

普通株主に帰属しない金額（千円） ― ―

普通株式に係る第１四半期（当期）純利益（千円） 34,537 116,765

期中平均株式数（株） 11,853 9,889

当期純利益調整額（千円） ― ―

潜在株式調整後１株当たり当期純利益の算定に

用いられた普通株式増加数の主な内訳（数）

新株予約権

430 505

普通株式増加数（数） 430 505

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１四半期（当期）純利益の算定に含めな

かった潜在株式の概要

― ―

（重要な後発事象）

該当事項はありません。


