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１．平成20年５月期の業績（平成19年６月１日～平成20年５月31日）

(1）経営成績 （％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

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

20年５月期 11,488 16.7 328 △18.5 328 7.4 175 22.3

19年５月期 9,848 15.0 403 36.7 306 19.9 143 －

１株当たり
当期純利益

潜在株式調整後
１株当たり当期純利益

自己資本
当期純利益率

総資産
経常利益率

売上高
営業利益率

円 銭 円 銭 ％ ％ ％

20年５月期 4,274 63 － － 16.1 8.6 2.9

19年５月期 3,776 03 － － 17.2 9.4 4.1

（参考）①持分法投資損益 20年５月期 -　 百万円 19年５月期  - 百万円

　　　　②期中平均株式数 20年５月期       41,000株 19年５月期 37,953株

(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 4,340 1,188 27.1 28,720 86

19年５月期 3,313 1,003 30.3 24,482 99

（参考）自己資本 20年５月期 1,177百万円 19年５月期 1,003百万円

(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 △447 △515 793 297

19年５月期 586 △214 △254 467

２．配当の状況

１株当たり配当金 配当金総額
(年間)

配当性向
純資産
配当率（基準日） 第１四半期末 第２四半期末 第３四半期末 期末 年間

円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 百万円 ％ ％

19年５月期 ― ― 0 00 ― ― 0 00 0 00 ― ― ―

20年５月期 ― ― 0 00 ― ― 0 00 0 00 ― ― ―

21年５月期（予想） ― ― 0 00 ― ― 0 00 0 00 ― ― ―

３．平成21年５月期の業績予想（平成20年６月１日～平成21年５月31日）

（％表示は、通期は対前期、第２四半期累計期間は対前年同四半期増減率）

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

第２四半期累計期間 6,860 25.8 184 10.8 174 4.4 90 1.2 2,207 06

通期 13,878 20.8 487 48.4 466 41.8 242 38.6 5,924 61
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４．その他

(1）重要な会計方針の変更

①　会計基準等の改正に伴う変更　無

②　①以外の変更　　　　　　　　有

（注）詳細は、22ページ「会計処理方法の変更」をご覧ください。

(2）発行済株式数（普通株式）

①　期末発行済株式数（自己株式を含む） 20年５月期 41,000株 19年５月期 41,000株

②　期末自己株式数 20年５月期 － 株 19年５月期 － 株

（注）１株当たり当期純利益の算定の基礎となる株式数については、36ページ「１株当たり情報」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

　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。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「１．経営成績　Ⅰ経営成績

に関する分析（次期の見通し）」をご覧ください。

　なお、業績予想には、リース取引に関する会計基準（企業会計基準第13号）適用に係る影響は反映されておりま

せん。
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１．経営成績
Ⅰ．経営成績に関する分析

（当期の経営成績）

　当事業年度（平成19年６月１日～平成20年５月31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

を背景に景気は緩やかな回復基調が続いていたものの、その後は米国のサブプライムローン問題による世界的な金融情

勢の悪化や、急激なエネルギー・原材料価格高騰などの影響を受けて企業収益が伸び悩む状況となりました。さらに物

価の上昇をうけ個人消費も横ばいとなり、景気は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、ここ数年の女子プロゴルフ人気の継続に加え、若手男子プロゴルファーの活躍により

ゴルフが各種メディアに取り上げられる機会が増加し、若年層や女性からの関心が高まってまいりました。さらに、プ

レー料金の低価格化と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、業界全体とし

て長期的な縮小傾向からの脱却が感じられるようになりました。

　このような状況のもと、当社は、前事業年度に引き続き、直営店の積極出店ならびに加盟店の質の向上の２つを柱と

しながら事業を展開してまいりました。また、練習場事業や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、当事業年度の売上高は11,488百万円（前期比116.7％）、営業利益は328百万円（前期比81.5％）、経常利

益は328百万円（前期比107.4％）、当期純利益は175百万円（前期比122.3％）となりました。

事業部門別販売実績

 

当事業年度

（自　平成19年６月１日

至　平成20年５月31日）

売上高（千円） 構成比（％） 前期比（％）

直営事業

商品販売 7,766,071 67.6 123.3

練習場施設利用料 224,872 2.0 230.0

小計 7,990,944 69.6 124.9

フランチャイズ事業

商品販売 2,209,891 19.2 109.3

フランチャイズ役務収入 1,253,843 10.9 90.1

その他営業収入 34,122 0.3 89.8

小計 3,497,857 30.4 101.3

合　　　　計 11,488,801 100.0 116.7

（直営事業）

　　当事業年度に新たに15店舗（うち練習場２店舗）の出店を行った結果、67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工夫することによって、売上高の増加と粗利率の改善

に努めてまいりました。

　また、練習場事業については、試打してクラブも購入できる総合ゴルフ練習場として、平成19年７月に『ゴルフパー

トナー水戸練習場』、平成20年４月に『ゴルフパートナー日高練習場』をオープンさせ、いずれも順調な立ち上がり

を見せております。

　　さらに、ｅコマース事業については、これまで提携先他社インターネットサイトでの販売のみでしたが、平成19年

８月より『ゴルフパートナーオンラインショップ』を立ち上げ当社サイトでの販売を開始し、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、当事業年度における直営事業の売上高は7,990百万円（前期比124.9％）となりました。

 

（フランチャイズ事業）

　　当事業年度に18店舗の出店及び小規模店舗21店舗の閉店があった結果、165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、当事業年度におけるフランチャイズ事業の売上高は3,497百万円（前期比101.3％）となりました。

㈱ゴルフパートナー (3074) 平成 20 年５月期決算短信（非連結）
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（次期の見通し）

　今後の見通しにつきましては、サブプライムローン問題をきっかけとした金融不安や、原油価格の上昇等による企業

収益への影響は避けられず、また物価上昇による個人消費の伸び悩みなどにより景気の後退が懸念されます。

　しかし、当社を取り巻くゴルフ市場環境につきましては、若手プロゴルファーの人気が女性や若年層に対しゴルフへ

の興味関心を持たせるきっかけとなっており、団塊世代の大量退職による余暇利用への期待も合わせ、幅広い世代にわ

たるゴルフ人口の増加、ならびに市場回復の兆しが見えてきました。

　このような状況の下、当社は中古・新品を取り扱う総合ゴルフショップとして、引き続き直営及び加盟店舗の積極出

店を行い、ゴルフ用品市場におけるシェア拡大を図ってまいります。また、在庫管理能力の改善に加え、顧客ニーズを

的確に捉えたプライベートブランド商品の開発に注力することで、店舗の収益性を向上させてまいります。

　また、ゴルフ練習場事業につきましては、直営店舗の出店戦略を継続しつつ、これまでの成功事例をベースに練習場

インショップ加盟店舗の開発に取り組んでまいります。さらにｅコマース事業においては、全国の店舗網に支えられた

豊富な在庫量を生かし、成長幅を拡大させてまいります。

　以上を踏まえまして、翌事業年度の業績見通しにつきましては、売上高13,878百万円（前期比120.8％）、営業利益

487百万円（前期比148.4％）、経常利益466百万円（前期比141.8％）、当期純利益242百万円（前期比138.6％）を見込

んでおります。

Ⅱ．財政状態に関する分析

  ①資産・負債・純資産の状況

　『流動資産』

　当事業年度末の流動資産は、対前事業年度末691百万円増加し、2,979百万円となりました。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』

　当事業年度末の固定資産は、対前事業年度末335百万円増加し、1,360百万円となりました。主な増加要因は、基幹シ

ステム及び練習場等への設備投資によるものであります。

　『流動負債』

　当事業年度末の流動負債は、対前事業年度末684百万円増加し、2,204百万円となりました。主な増加要因は、たな卸

資産の増加に伴う買掛金及び短期借入金の増加によるものであります。

　『固定負債』

　当事業年度末の固定負債は、対前事業年度末157百万円増加し、948百万円となりました。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』

　当事業年度末の純資産合計は、対前事業年度末184百万円増加し、1,188百万円となりました。主な増加要因は、新株

予約権及び当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

　当事業年度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170百万円減少し297百万円となりました。

　当事業年度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』

　当事業年度において営業活動の結果使用した資金は447百万円（前事業年度は586百万円の獲得）となりました。これ

は主に、税引前当期純利益を321百万円計上したものの、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765百万円増加したこと、及び法人税等の支払により210百万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』

　当事業年度において投資活動の結果使用した資金は515百万円（前期比240.7％）となりました。これは主に、基幹シ

ステム及び練習場等への設備投資に511百万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』

　当事業年度において財務活動の結果得られた資金は793百万円（前事業年度は254百万円の使用）となりました。これ

は、短期、長期の借入れにより943百万円純増したこと及び社債の償還により150百万円を支出したことによるものであ

ります。
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③当社のキャッシュ・フロー関連指標の推移

当社のキャッシュ・フロー関連指標の推移は下記のとおりであります。

平成18年５月期 平成19年５月期 平成20年５月期

自己資本比率（％）

（注）１，２
20.4 30.3 27.1

時価ベースの自己資本比率（％）

（注）１，２
－ 155.9 133.2

キャッシュ・フロー対有利子負債比率（年）

（注）１，３，４
－ 2.1 －

インタレスト・カバレッジ・レシオ（倍）

（注）１，４
－ 28.0 －

 （注）１．各指標の算定方式は以下のとおりであります。

　　　　　自己資本比率　　　　　　　　　　　：自己資本/総資産

　　　　　時価ベースの自己資本比率　　　　　：株式時価総額/総資産

　　　　　キャッシュ・フロー対有利子負債比率：有利子負債/キャッシュ・フロー計算書の営業キャッシュ・フロー

　　　　　インタレスト・カバレッジ・レシオ　：キャッシュ・フロー計算書の営業キャッシュ・フロー/キャッシュ

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・フロー計算書の利息の支払額

 　　　２．18年５月期については当社は未上場であり、株式時価総額を把握することができないため、時価ベースの

　　　　　自己資本比率は記載しておりません。

 　　　３．有利子負債は、貸借対照表に計上されている負債のうち利子を支払っているすべての負債を対象としてお

　　　　　ります。

 　　　４．18年５月期及び20年５月期については営業キャッシュ・フローがマイナスのため記載しておりません。

Ⅲ．利益配分に関する基本方針及び当期・次期の配当

　当社は株主に対する利益還元を経営の最重要課題の一つとして位置付けており、今後の当社の配当政策の基本方針と

しては、株主への利益還元と内部留保充実のバランスを総合的に判断し、業績と市場動向の状況に応じた柔軟な対応を

とっていく所存です。

　しかしながら、株主への長期的な利益還元を実現するため、まず内部留保資金を充実し、ビジネス環境の変化を先取

りした積極的な事業展開を行う必要があると考え、当面、十分な内部留保が確保できるまでは無配とする予定でありま

す。

　なお、当社は、会社法第454条第５項に規定する中間配当を行うことができる旨、定款に定めております。
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Ⅳ．事業等のリスク

  当決算短信に記載した経営成績及び財務状況等に関する事項のうち、投資家の判断に重要な影響を及ぼす可能性のあ

る事項には、以下のようなものがあります。なお、文中の将来に関する事項は、当事業年度末（平成20年５月31日）現

在において当社が判断したものであります。

１．事業の内容及び特徴について

（１）ゴルフ用品市場の動向について

　　当社は、多様化する顧客ニーズへの対応や、これまでの中心顧客層であった中高年男性から、女性、ビギナー、

  若年層への顧客層の拡大を試みておりますが、ゴルフ関連産業は他のスポーツ・レジャーと比べ法人需要の比率が

  高く、景況感の影響を受け易い産業であるため、景気低迷などの不況感を受けた場合、中古ゴルフ市場が収縮し、

  当社の販売計画が下回るなど、業績に影響を及ぼす可能性があります。

（２）季節的変動及び天候による影響

　　ゴルフ関連用品の需要は春・秋に高まり、特に春先には各ゴルフクラブメーカーの新製品が出揃うこともあっ

　て、当社の商品売上高のうち第４四半期（３月～５月）に占める割合がやや大きくなっております。また、冬には

　ゴルフ関連用品の需要は落ち込む傾向がありますが、特に厳冬・降雪などの天候要因によりゴルフプレーが不可能

　となる時期が長くなった場合、消費マインドの低下により業績に影響を及ぼす可能性があります。

（３）競合の出現について

　　当社は、「ゴルフパートナー」の直営店及び加盟店を合わせた232店舗網（平成20年５月31日現在）の販売情報

　をリアルタイムで分析し、適正な買取・販売価格を「バーディーネット」システムを通じて全店に情報共有できる

　ことが最大の差別化要因であります。

　　しかしながら、今後中古ゴルフ関連用品市場に、資金力、ブランド力を有する小売業者等が新たに参入し当社と

　類似するビジネスモデルを展開してきた場合、当社の業績に影響を及ぼす可能性があります。

（４）店舗運営システムの開発について

　　当社は、直営店及び加盟店におけるゴルフ関連用品の共有在庫・価格査定のために「バーディーネット」システ

　ムを開発し、販売機会を逃さず、適正な価格に基づく買取サービスを目指しております。また、「バーディーネッ

　ト」システムから抽出される全国の店頭販売動向のデータ分析に基づき顧客ニーズを反映したオリジナル商品の開

　発販売を行っております。しかし、想定以上の事業環境の変化により、新たなシステム開発が必要となり従来シス

　テムの開発投資を回収できなくなるなど当社の業績に影響を及ぼす可能性があります。

（５）直営店出店戦略について

　　当社は、直営店67店舗（平成20年５月31日現在）を全国展開しております。今後も積極的な新規出店計画に基づ

　き物件発掘活動を実施してまいりますが、当社の出店条件に合致する物件が確保できないことにより計画通りの出

　店ができない場合、当社の業績に影響を及ぼす可能性があります。

（６）フランチャイズ展開について

　　当社は、「ゴルフパートナー」をフランチャイズ方式で展開しており、加盟店の出店動向及び業績状況等によっ

　て、当社の経営成績は影響を受ける可能性があります。

　　当社は、加盟者と相互の繁栄を目指すことから、加盟店の店長をはじめ従業員に対する研修制度を有するほか、

　営業力や経営成績向上のため店舗運営指導などの支援活動を実施しております。しかしながら、加盟店の出店に

　は、出店条件に合致した物件の確保が必要であり、出店数や出店時期が当社の計画通り進まない可能性もありま

　す。さらに、加盟者におきまして、当社に起因しない諸事情の発生などにより出店計画を見直す可能性もありま

　す。これらの事象が生じた場合には、当社の業績に影響を及ぼす可能性があります。

 

２．法的規制への対応について

（１）古物営業法に関する規制について

　　当社の店舗において販売もしくは買取を行っている中古ゴルフ関連用品は、「古物営業法」に定められた「古

　物」に該当するため、同法による規制を受けており、管轄する各都道府県公安委員会より営業許可を取得しており

　ます。

　　当社では同法の趣旨に従い、全ての買取内容の記録、文書などの保管を徹底し、盗品売買の防止に努めるととも

　に、監督官庁の捜査協力に速やかに協力できる体制をとっております。しかしながら、当社が同法に定める規制に

　違反した場合、古物営業許可が取り消され営業停止処分を受ける可能性があります。その場合、当社の業績に影響

　を及ぼす可能性があります。
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　　さらに、当社が買取を行った商品が盗難品であった場合、買取から１年以内であれば持主に無償で引き渡さなけ

　ればなりませんので、その場合、買取金額分の損失が発生する可能性があります。

（２）中小小売商業振興法等に関する規制について

　　当社は、加盟店の募集及び加盟店との取引に関して、それぞれ「中小小売商業振興法」「私的独占の禁止及び公

　正取引の確保に関する法律（独占禁止法）」による規制を受けております。具体的には、加盟募集に当たり加盟希

　望者が適切な判断をするのに十分な情報開示を行い、当社のフランチャイズ事業内容や加盟契約内容などを書面に

　より事前説明することが義務付けられています。また、法律上、加盟店は当社から独立した事業者でありますの

　で、当社がフランチャイズシステムによる営業を的確に実施する範囲を超えて、加盟店に対して正常な商習慣に照

　らし不当に不利益を与えることは独占禁止法違反に該当します。

　　当社は、これらの法令を遵守したフランチャイズ展開を基本方針としており、社内においても指導・教育を行っ

　ておりますが、それにも拘らず法令違反が生じた場合には、加盟店から訴訟が提起される可能性や、当社に対して

　行政処分が行われる可能性があります。そのような事態に陥った場合、当社の業績に影響を及ぼす可能性がありま

　す。

　　　

３．商品について 

（１）中古ゴルフ関連用品の仕入れについて

　　中古ゴルフ関連用品は新品ゴルフ関連用品と異なり、仕入量の調節が難しいという性質を有しております。当社

　の中古ゴルフ関連用品の仕入れにおいては各店舗商圏内の個人顧客からの買取が大半を占めております。当社では

　運営マニュアル・研修・広告宣伝活動などを通じて中古ゴルフクラブの安定確保に努めておりますが、競合先の出

　店状況や買取施策の変化により安定的な中古ゴルフ関連用品の仕入れが困難になった場合、仕入価格相場が上昇す

　ることで当社の業績に影響を及ぼす可能性があります。

（２）新品ゴルフ関連用品の仕入れについて

　　当社は、様々な顧客ニーズに応えるため、中古のほか新品ゴルフ関連用品の充実にも力を入れております。当社

　は、主要ゴルフ用品メーカーの商品発売時期を想定して、仕入れ及び販売計画を立てております。しかしながら、

　当社の予測に反して主力商品の発売が遅延もしくは中止になった場合、新品ゴルフ関連用品の販売計画が下回るな

　ど、当社の業績に影響を及ぼす可能性があります。

（３）在庫リスクについて

　　中古ゴルフ関連用品については、メーカー、商品によって価格推移にばらつきがあります。当社では前述の「バ

　ーディーネット」システムによりチェーン全体の在庫を単品管理し、日々需給バランスを把握することにより、頻

　繁に価格変更をすることで在庫リスクを回避しております。しかしながら、当社の予測に反した価格推移をした場

　合、商品に評価損が生じるなど、当社の業績に影響を及ぼす可能性があります。

　　また、新品商品については、店舗からの受注に基づき仕入れをしておりますが、一部人気商品については、予め

　当社が一括して仕入れております。今後、顧客ニーズの読み違いにより大量の不良在庫が発生した場合、当社の業

　績に影響を及ぼす可能性があります。　

 

（４）ゴルフ用具の性能規制について

　　ゴルフクラブやゴルフボールなどゴルフ用具の日本国内における競技使用には、日本ゴルフ協会「ゴルフ規則」

　による規制があり、同規則は不定期に変更があります。最近では、高反発クラブの使用が平成20年１月１日より

　「ゴルフ規則」上ルール違反となりました。当社は規制後の状況を想定した買取価格を設定し、在庫リスクの回避

　に努めておりますが、今後も同様の規制が生じた場合、規制対象となった商品の販売価格が低下するなど、当社の

　業績に影響を及ぼす可能性があります。

（５）新商品の開発について 

　　当社は、商品構成の多様化と、顧客ニーズへのより一層の対応を図るため「バーディーネット」システムの販売

　データを駆使して、オリジナルゴルフ関連用品を開発しております。当社は継続して魅力ある新商品を開発してい

　く予定ですが、顧客ニーズの変化を十分予測できなかった場合、魅力ある商品を開発できない可能性があります。

　その結果、当社の業績に影響を及ぼす可能性があります。　
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（６）商品の欠陥の発生について

　　当社は、ゴルフクラブやボールなどのオリジナルゴルフ関連用品の製造を委託しております。該当商品について

　は、当社の品質基準に従い、クオリティーの維持・確保に努めておりますが、万一、該当商品に重大な欠陥が見つ

　かり大規模なリコールが必要となった場合、保険で賄いきれない多額の支払が生ずるとともに、該当商品のみなら

　ず当社の信頼性や評判に悪影響を及ぼす可能性があります。その結果、当社の業績に影響を及ぼす可能性がありま

　す。

４．内部管理体制について

（１）個人情報の漏洩について

　　当社は、事業を展開するにあたり、顧客の住所・氏名をはじめとして多種多様かつ大量の個人情報を取り扱って

　おります。当社におきましては、平成19年６月に（財）日本情報処理開発協会により制定された「プライバシーマ

　ーク」を取得し、個人情報管理の意識を高めるとともに、個人情報が漏洩しないよう社内体制作りに取組んでおり

　ます。これまで、当該個人情報の漏洩などによる問題は発生しておりませんが、今後、不測の事態により個人情報

　が外部へ漏洩した場合、当社の信用失墜による売上高の減少、損害賠償による多額の費用発生などの可能性があり

　ます。その結果、当社の業績に影響を及ぼす可能性があります。

（２）システムの障害について

　　当社は、フランチャイズチェーン「ゴルフパートナー」全体の受発注管理、在庫・物流管理、売上管理、顧客管

　理などをデータベース化し、コンピューターネットワークシステムを活用して業務を行っております。そのため、

　データのバックアップ体制の構築をはじめ、セキュリティー管理の強化、システム保守メンテナンス専門業者との

　提携などによりシステム管理体制を整備しております。しかしながら、自然災害や人為的錯誤などによりシステム

　の破壊やトラブルが発生した場合の店舗への商品供給の麻痺、経理システムが機能しなくなることによる適時開示

　情報への支障など、直接的・間接的損害が生じる可能性があります。

５．その他

（１）配当について

　　配当については、財務体質の強化や将来の事業拡大のために必要な内部留保の充実を考慮しつつ、経営成績及び

　財政状況を勘案した上で、利益配当による株主への利益還元を総合的に決定してまいります。

　

（２）レッドホースアソシエイツ株式会社及び同社の特別関係者による株式保有について

　　平成20年５月31日現在において、レッドホースアソシエイツ株式会社及び同社の特別関係者の当社発行済株式総

　数に対する所有割合は46.5％であります。同社は当社株式を純粋な投資目的で保有しており、現段階においては売

　却等の予定はないとするものの、今後については当社株式を売却する可能性があります。その場合には、当社株式

　の株価形成に影響を及ぼす可能性があります。

（３）加盟店との紛争・訴訟について

　　当社は平成17年５月20日まで加盟開発業務を外部委託しておりました。平成17年６月に過去の加盟開発に関する

　営業活動を巡って元加盟店より外部委託先加盟開発業者及び当社に対して契約解除及び損害賠償を求める通知があ

　り、当社は平成18年３月に和解金の一部（60百万円）を支払っております。現在は当社独自の加盟開発体制に変更

　するとともに加盟開発営業担当者の教育を徹底することで同様のトラブルが発生しないよう努めております。ま　

　た、当社は加盟店との相互の繁栄を目指すことから、加盟店に対して様々な支援活動を実施しておりますが、オー

　プン時の販売見込みとその後の状況が大きく相違する場合などにより加盟店との紛争・訴訟に至るケースがあり、

　結果として賠償金の支払など当社の業績に影響を与える場合があります。

（４）ストック・オプションの状況について

　　平成20年５月31日現在、当社のストック・オプションによる潜在株式数は1,670株で、発行済株式総数41,000株

　の4.1％の割合となっております。これらストック・オプションが将来権利行使された場合に当社の１株当たりの

　株式価値が希薄化する可能性があります。

（５）有利子負債への依存度について

　　当社は、直営店新規出店などの投資資金を金融機関からの借入れにより調達をしているため、総資産に対する有

　利子負債への依存度は比較的高い水準となっております。今後は、資金の内部留保など自己資本により投資資金を

　確保し有利子負債の削減に努めますが、現行の金利水準が変動した場合には、当社の業績に影響を及ぼす可能性が

　あります。
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（６）業績等の推移について

回次 第７期 第８期 第９期 第10期 第11期

決算年月 平成16年５月 平成17年５月 平成18年５月 平成19年５月 平成20年５月

売上高 （千円） 5,606,198 7,847,929 8,561,458 9,848,073 11,488,801

売上高の内、商品売上高 （千円） 3,803,751 6,234,525 7,049,045 8,321,415 9,975,963

売上高の内、フランチャイズ収入 （千円） 1,673,080 1,515,334 1,448,315 1,390,908 1,253,843

営業利益 （千円） 251,724 312,652 294,986 403,306 328,591

経常利益 （千円） 265,314 252,065 255,357 306,189 328,771

当期純利益 （千円） 139,113 127,236 10,145 143,311 175,259

期末直営店舗数 23 33 43 54 67

期末加盟店舗数 195 192 185 168 165

（注）第11期より「棚卸資産の評価に関する会計基準」（企業会計基準第９号）を適用したことにより、商品

　　評価損を売上原価として計上しております。この結果、営業利益は従来と同一の基準を採用した場合と比較

　　して、減少しております。

 

　各期の売上高及び営業利益につきましては、直営店の店舗数の増加に比例して増加しております。

　しかし、第９期は店舗数拡大に伴う初期投資費用及び採用関連費用などの販売費及び一般管理費が増加したため、

売上高の増加に応じた営業利益の確保が実現いたしませんでした。また、経常利益につきましては、各期の支払利息、

棚卸減耗損及び商品評価損の多寡による影響がありました。さらに、当期純利益につきましては、第９期に旧基幹シ

ステムの除却を行ったことなどによる特別損失の発生により当期純利益が減少いたしました。

　今後につきましては、売上高の増加に伴う利益の確保ができますよう経営してまいりますが、直営店舗の出店によ

る初期費用などにより、売上高の増加に応じた利益が確保できない場合があります。また、経営環境の変化などによ

る特別損失などの発生により利益が減少する場合もあります。
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２．企業集団の状況
　当社は、親会社、子会社及び関連会社を有しておりません。

　当社は、『全てのゴルファーにとって唯一の存在を目指す』を経営理念としております。その実現のために、直営店な

らびにフランチャイズチェーン加盟店（以下「加盟店」という）の店舗網において、中古のゴルフクラブ及び新品のゴル

フ用品（以下「ゴルフ関連用品」という）の販売を行っております。また、共有在庫・価格査定システム「バーディーネッ

ト」（以下「バーディーネット」という）から得られる科学的な適正価格情報に基づく買取サービスや、チェーン店舗網

から得られたデータに基づく顧客ニーズを反映した付加価値の高いオリジナル商品の開発・販売も行っております。さら

に、インターネットを通じたゴルフ関連用品の販売や店舗を併設したゴルフ練習場の運営など、顧客のニーズに対応した

商品、サービス及び情報提供を行っております。　　

　当社は、より多くの顧客に「ゴルフパートナー」を利用していただくため、積極的な店舗展開を行っております。平成

20年５月31日現在の店舗数は直営店67店舗（うち練習場４店舗）、加盟店165店舗の計232店舗であります。

　※バーディーネットとは下記の特徴を備えた「ゴルフパートナー」チェーン基幹システムです。

① チェーン全店における在庫データが登録され、他店在庫の自店販売、自店在庫の他店販売を可能とする「共有在

庫」機能を持ち、チェーン全体の在庫回転率の向上と販売機会の創出に効果があります。（ウッド166,869本、ア

イアン34,743セット　平成20年５月31日現在）

　　② チェーン全店の商品販売・買取情報をリアルタイムで収集し、適正な買取・販売価格の算出をしております。併

　　　せて販売価格帯、回転率などの分析から商品別顧客ニーズを分析する機能を有しております。

　（１）直営事業

　　　当社は、直営店67店舗（平成20年５月31日現在）を運営し、顧客が保有するゴルフクラブを店頭にて査定した上

で買取る中古買取サービス、ゴルフクラブ・ゴルフ関連用品の店頭小売、「バーディーネット」を通じた在庫情報

の提供を行っております。

　また、平成18年３月よりゴルフ練習場の運営を開始しました。練習場内にはインショップを併設し、試打クラブ

の貸出しやクラブアドバイスなど、これまで直営店で築いてきたノウハウをもとに当社ならではのサービスを提供

しております。

　さらに、インターネットを通じた「ｅコマース」でも商品の販売を行っており、平成19年８月からは、当社サイ

ト『ゴルフパートナーオンラインショップ』での販売を開始しております。

 

　（２）フランチャイズ事業

　　　　当社は、全国的な店舗展開を目標として、法人または個人とフランチャイズ加盟契約を締結しております。平成

20年５月31日現在の加盟店は165店舗であります。加盟店に対しては商標商号を利用する権利を与えるとともに、店

舗経営指導や「バーディーネット」の利用をはじめとする各種サービスの提供を行っております。加盟店からは、

その対価として加盟金、ロイヤリティなどの収入を得ております。具体的なサービスは以下の通りです。

① 店舗開発サービス

　　　　　加盟店募集、店舗物件の情報提供、立地診断サービスを行っております。

② オープンサポートサービス

　　　　加盟店のオープンにあたり、店舗の設計や経営に必要なノウハウを提供するとともに、徹底した研修を行い、

早期に収益を獲得する体制作りについて指導・援助しております。

　また、店舗に必要な什器の準備や人員の派遣も行い、オープン時におけるスムーズな店舗運営を支援しており

ます。

③ スーパーバイジングサービス

　　　　加盟店オープン後は、直営店運営で培った店舗運営ノウハウをスーパーバイザーの店舗指導や勉強会などを通じ

て提供しております。

　　　④ 加盟店向商品販売サービス

当社は、加盟店に対して「ゴルフ関連用品」の卸販売を行っております。また、販促品としてのぼりやＰＯＰな

どのツールを販売しております。

⑤ ゴルフ関連用品ネット販売サービス

　　　　当社インターネットサイト、及び業務提携しております他社インターネットサイトにおいて、加盟店がゴルフ

　　　関連用品の販売をできるサービスを提供しております。
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［事業系統図］
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３．経営方針
（１）会社の経営の基本方針

　当社は、「全てのゴルファーにとって唯一の存在を目指す」ことを経営理念として掲げ、事業活動を展開しており

ます。

　中古ゴルフリサイクル市場のリーディングカンパニーとして、当社は更なる店舗網の拡大により競争優位性を高め、

現在の地位を更に確固たるものとすることに加え、顧客ニーズに対応した新たな商品の開発やサービスの提供を行う

ことで、市場全体の活性化と拡大を図っていく所存であります。

 

（２）目標とする経営指標

　当社は、未だ成長過程にあり投資が先行しております。従って、期毎に経営指標を比較した場合に大きく変動して

しまうことから具体的な数値目標は設定しておりません。現状は、売上規模の拡大を図りつつ高い収益力が実現でき

る企業体質を目標とした経営をしてまいります。 

 

（３）中長期的な会社の経営戦略

　当社は平成19年６月に策定しました「中期経営計画」に基づき、直営店の積極的な出店による規模の拡大を図ると

ともに、人材育成やブランド力強化に向けた投資、商品調達力の強化ならびにプライベートブランド商品の開発を通

じて、チェーン全体の競争力を向上させてまいります。また、ゴルフ練習場の運営やｅコマースをはじめとした、既

存のビジネスとシナジー効果の発揮できる分野に対して投資し、育成してまいります。

 

（４）会社の対処すべき課題

　当社は、「ゴルフライフの総合パートナー」を目指して、今後も新しい市場の創造と事業モデルの構築を行い、継

続的な成長を図ってまいります。そのために、以下の課題に取組んでまいります。

　①市場シェアの拡大

　昨今、大手新品ショップの中古市場参入に伴い、中古ショップと新品ショップの垣根が低くなっていく傾向にあり

ます。さらに、競合他社も積極的な出店戦略を継続しており、今後も中古ゴルフショップの利用者は拡大すると思わ

れます。新規顧客を確実に取り込み、店舗サービスの充実、人気商品の安定供給、新サービスの提供、店舗網の拡大

などを推進し、市場シェアを拡大してまいります。

　②新規事業の育成

　既存の事業を成長させつつ、軌道に乗り始めたゴルフ練習場事業やｅコマース事業を確実に第２、第３の収益の柱

に育てることに力をいれてまいります。

　③人材の確保

　今後も直営店・加盟店ともに積極的に出店する計画でありますが、全国で均一な店舗サービスを実現するため、出

店計画に応じた人材の採用と早期育成に力を入れてまいります。

　④内部管理体制の整備・強化

　迅速な意思決定を行うため、正確な経営管理数値をスピーディーに活用できる内部管理体制を整備してまいります。

企業の成長スピードを落とさないよう、基幹インフラシステムの改善を含めこれまでの業務プロセスを見直し、効率

と内部牽制のバランスの取れた組織を構築してまいります。

　⑤システムの構築

　店舗運営システムをはじめ、商品受発注や顧客への新サービス提供システムなど一連のシステム構築を今後も継続

し、強固なフランチャイズチェーンを築いてまいります。

　　上記課題を中心に取り組むことを通じて、今後も更なる成長を続ける企業として、株主価値を高めてまいりたいと

考えております。
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４．財務諸表
(1）貸借対照表

  
前事業年度

（平成19年５月31日）
当事業年度

（平成20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
（％）

（資産の部）        

Ⅰ　流動資産        

１．現金及び預金 ※  502,930   297,695  

２．受取手形   5,200   －  

３．売掛金   414,875   522,300  

４．商品   1,139,508   1,907,295  

５．貯蔵品   5,019   －  

６．前渡金   9,144   19,607  

７．預け金   7,048   10,637  

８．前払費用   92,866   85,732  

９．繰延税金資産   101,609   103,126  

10．未収消費税等   －   31,431  

11．その他 　  11,505   6,403  

貸倒引当金   △1,182   △4,373  

流動資産合計   2,288,526 69.1  2,979,857 68.6

Ⅱ　固定資産        

(1）有形固定資産        

１．建物 ※ 312,018   446,998   

減価償却累計額  84,741 227,276  131,512 315,485  

２．構築物  87,493   163,999   

減価償却累計額  22,635 64,857  46,248 117,751  

３．機械装置  18,281   22,693   

減価償却累計額  2,726 15,555  7,709 14,983  

４．車両運搬具  －   302   

減価償却累計額  － －  138 163  

５．工具器具備品  204,552   231,103   

減価償却累計額  147,313 57,239  168,114 62,988  

６．土地 ※  181,011   181,011  

７．建設仮勘定   262   4,975  

有形固定資産合計   546,203 16.5  697,359 16.1

(2）無形固定資産        

１．のれん   6,264   65,217  

２．商標権   3,249   2,391  

３．ソフトウェア   27,088   160,155  

４．ソフトウェア仮勘定   106,061   91,950  

５．その他   1,409   1,555  

無形固定資産合計   144,073 4.3  321,270 7.4

(3）投資その他の資産        

１．投資有価証券   1,000   1,000  

２．出資金   50   50  

３．破産更生債権等   64,270   24,982  

４．長期前払費用   19,228   7,292  

５．差入保証金   267,096   306,438  

６．繰延税金資産   34,278   19,663  

貸倒引当金   △50,901   △17,141  

投資その他の資産合計   335,022 10.1  342,286 7.9

固定資産合計   1,025,298 30.9  1,360,916 31.4

資産合計   3,313,825 100.0  4,340,773 100.0
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前事業年度

（平成19年５月31日）
当事業年度

（平成20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
（％）

（負債の部）        

Ⅰ　流動負債        

１．買掛金   385,507   516,590  

２．短期借入金   300,000   780,000  

３．１年以内返済予定長期借入金 ※  192,500   367,436  

４．１年以内償還予定社債   150,000   110,000  

５．未払金   55,545   88,341  

６．未払費用   43,196   61,764  

７．未払法人税等   145,000   66,298  

８．未払消費税等   65,993   －  

９．前受金   6,454   8,382  

10．預り金   16,517   16,071  

11．前受利用料   7,070   －  

12．賞与引当金   56,410   65,766  

13．ポイントサービス
引当金

  91,567   118,357  

14．株主優待引当金   3,172   1,432  

15．その他   707   3,972  

流動負債合計   1,519,643 45.9  2,204,413 50.8

Ⅱ　固定負債        

１．社債   230,000   120,000  

２．長期借入金 ※  329,195   617,291  

３．預り保証金   229,200   208,200  

４．その他   1,984   2,855  

固定負債合計   790,379 23.8  948,346 21.8

負債合計   2,310,022 69.7  3,152,759 72.6

（純資産の部）        

Ⅰ　株主資本        

１．資本金   651,200 19.6  651,200 15.0

２．資本剰余金        

(1）資本準備金  303,800   303,800   

資本剰余金合計   303,800 9.2  303,800 7.0

３．利益剰余金        

(1）その他利益剰余金        

繰越利益剰余金  48,802   224,062   

利益剰余金合計   48,802 1.5  224,062 5.2

株主資本合計   1,003,802 30.3  1,179,062 27.2

Ⅱ　評価・換算差額等        

１．繰延ヘッジ損益   － －  △1,507 △0.0

評価・換算差額等合計   － －  △1,507 △0.0

Ⅲ　新株予約権   － －  10,458 0.2

純資産合計   1,003,802 30.3  1,188,013 27.4

負債純資産合計   3,313,825 100.0  4,340,773 100.0
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(2）損益計算書

  
前事業年度

（自　平成18年６月１日
至　平成19年５月31日）

当事業年度
（自　平成19年６月１日
至　平成20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
（％）

Ⅰ　売上高        

１．商品売上高  8,321,415   9,975,963   

２．フランチャイズ収入  1,390,908   1,253,843   

３．その他営業収入  135,749 9,848,073 100.0 258,994 11,488,801 100.0

Ⅱ　売上原価        

１．商品売上原価        

(1）期首商品たな卸高  1,263,873   1,139,508   

(2）当期商品仕入高  6,231,879   8,253,311   

合計  7,495,752   9,392,819   

(3）他勘定振替高 ※１ 50,912   －   

(4）期末商品たな卸高 ※２ 1,139,508   1,907,295   

商品売上原価  6,305,331   7,485,523   

２．フランチャイズ収入原価  475,280   428,168   

３．その他収入原価 ※８ 76,342 6,856,954 69.6 153,647 8,067,339 70.2

売上総利益   2,991,119 30.4  3,421,461 29.8

Ⅲ　販売費及び一般管理費 ※3,8  2,587,813 26.3  3,092,870 26.9

営業利益   403,306 4.1  328,591 2.9

Ⅳ　営業外収益        

１．受取利息  573   1,181   

２．受取手数料  9,273   12,180   

３．フランチャイズ契約
解約収入

 22,000   19,890   

４．その他  1,912 33,759 0.3 5,281 38,534 0.3

Ⅴ　営業外費用        

１．支払利息  20,449   22,450   

２．社債利息  2,582   2,413   

３．商品評価損  50,912   －   

４．商品廃棄・減耗損  12,073   13,041   

５．株式交付費  4,241   －   

６．株式上場諸費用  39,358   －   

７．その他  1,256 130,875 1.3 448 38,354 0.3

経常利益   306,189 3.1  328,771 2.9

Ⅵ　特別利益        

１．貸倒引当金戻入益  5,475   9,973   

２．固定資産売却益 ※４ －   594   

３．保険差益  2,333 7,808 0.1 3,429 13,997 0.1

Ⅶ　特別損失        

１．固定資産除却損 ※５ 2,758   2,230   

２．減損損失 ※６ 14,508   8,314   

３．店舗撤退損失 ※７ 3,791   5,792   

４．店舗譲渡損失  6,841   －   

５．過年度給与手当  14,720   －   

６．金利スワップ解約手数料  － 42,619 0.4 4,759 21,097 0.2

税引前当期純利益   271,378 2.8  321,671 2.8

法人税、住民税及び
事業税

 149,172   132,279   

法人税等調整額  △21,105 128,067 1.3 14,131 146,411 1.3

当期純利益   143,311 1.5  175,259 1.5
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(3）株主資本等変動計算書

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

当事業年度（自　平成19年６月１日　至　平成20年５月31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

事業年度中の変動額        

当期純利益   175,259 175,259   175,259

株主資本以外の項目の事業年度中
の変動額（純額）

    △1,507 10,458 8,951

事業年度中の変動額合計    （千円) － － 175,259 175,259 △1,507 10,458 184,211

平成20年５月31日残高　    （千円） 651,200 303,800 224,062 1,179,062 △1,507 10,458 1,188,013
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(4）キャッシュ・フロー計算書

  
前事業年度

（自　平成18年６月１日
至　平成19年５月31日）

当事業年度
（自　平成19年６月１日
至　平成20年５月31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    

税引前当期純利益  271,378 321,671

減価償却費  94,737 170,876

のれん償却費  － 7,369

減損損失  13,180 8,314

株式報酬費用  － 10,458

保証金償却額  28,667 13,695

賞与引当金の増加額  600 9,355

貸倒引当金の増加額（△減少額）  △9,975 △30,569

ポイントサービス引当金の増加額  21,635 26,789

株主優待引当金の増加額（△減少額）  3,172 △1,740

受取利息及び受取配当金  △573 △1,181

支払利息  23,032 24,864

フランチャイズ契約解約収入  △22,000 △19,890

固定資産除却損  2,758 2,230

店舗撤退損失  3,791 5,792

固定資産売却益  － △594

店舗譲渡損失  6,841 －

保険差益  △2,333 △3,429

売上債権の減少額（△増加額）  1,475 △66,045

たな卸資産の減少額（△増加額）  112,376 △765,683

仕入債務の増加額  4,332 131,083

未払費用の増加額（△減少額）  △17,578 19,053

前受金の増加額  2,052 1,927

未払消費税等の増加額（△減少額）  65,993 △97,436

その他流動資産の減少額（△増加額）  △31,240 3,123

その他流動負債の増加額  3,491 7,298

その他  △517 △8,287

小計  575,299 △230,954

利息及び配当金の受取額  515 1,233

利息の支払額  △20,948 △27,144

保険金収入  19,744 19,458

法人税等の還付による収入  34,302 －

法人税等の支払額  △22,822 △210,248

営業活動によるキャッシュ・フロー  586,089 △447,654
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前事業年度

（自　平成18年６月１日
至　平成19年５月31日）

当事業年度
（自　平成19年６月１日
至　平成20年５月31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    

定期預金の払戻しによる収入  33,000 35,000

貸付金の回収による収入  257 －

長期前払費用の支出  △12,030 △1,629

保証金の支出  △51,603 △46,283

保証金の回収額  4,493 5,335

預り保証金収入  16,000 13,000

預り保証金返済による支出  △10,000 △11,000

有形固定資産の取得による支出  △119,682 △212,876

有形固定資産の売却による収入  7,222 1,685

無形固定資産の取得による支出  △82,477 △195,699

事業譲受けによる支出 ※２ － △103,144

その他  628 －

投資活動によるキャッシュ・フロー  △214,191 △515,611

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  △350,000 480,000

長期借入金の借入による収入  300,000 1,124,995

長期借入金の返済による支出  △247,190 △661,963

社債の償還による支出  △160,000 △150,000

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  △254,790 793,032

Ⅳ　現金及び現金同等物の増加額（△減少額）  117,107 △170,234

Ⅴ　現金及び現金同等物の期首残高  350,822 467,930

Ⅵ　現金及び現金同等物の期末残高 ※１ 467,930 297,695
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　継続企業の前提に重要な疑義を抱かせる事象又は状況

　  該当事項はありません。

 

 

重要な会計方針

項目
前事業年度

（自　平成18年６月１日
至　平成19年５月31日）

当事業年度
（自　平成19年６月１日
至　平成20年５月31日）

１．有価証券の評価基準

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によっておりま

す。

その他有価証券

　時価のないもの

同左

２．デリバティブ等の評

価基準及び評価方法

──────

 

デリバティブ

　時価法によっております。

３．たな卸資産の評価基

準及び評価方法

(1）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。

(1）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。

(2）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）　　　　　──────

４．固定資産の減価償却

の方法

(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　　　　　　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 

(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　　　　　　２～30年

　　構築物　　　　　２～30年

　　機械装置　　　　３～17年

　　車両運搬具　　　　　５年

　　工具器具備品　　２～20年 
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項目
前事業年度

（自　平成18年６月１日
至　平成19年５月31日）

当事業年度
（自　平成19年６月１日
至　平成20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、これ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

(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

５．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。

──────

６．引当金の計上基準 (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。

(1）貸倒引当金

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。

(2）賞与引当金

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。

(3）ポイントサービス引当金

同左

(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。

(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、当事業年度以降に

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。
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項目
前事業年度

（自　平成18年６月１日
至　平成19年５月31日）

当事業年度
（自　平成19年６月１日
至　平成20年５月31日）

７．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

８．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。

(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。

(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

 

　　　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

(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。

(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

(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

９．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

10．のれんの償却に関す

る事項

　────── 　のれんの償却については、５年間の均等償

却を行っております。

11．その他財務諸表作成

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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会計処理方法の変更

前事業年度
（自　平成18年６月１日
至　平成19年５月31日）

当事業年度
（自　平成19年６月１日
至　平成20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、当事業年度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25,424千円減少し、経

常利益及び税引前当期純利益はそれぞれ5,787千円減少して

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。

──────

表示方法の変更

前事業年度
（自　平成18年６月１日
至　平成19年５月31日）

当事業年度
（自　平成19年６月１日
至　平成20年５月31日）

（貸借対照表）

　前事業年度において、「営業権」として掲記されていた

ものは、当事業年度から「のれん」と表示しております。

──────

追加情報

前事業年度
（自　平成18年６月１日
至　平成19年５月31日）

当事業年度
（自　平成19年６月１日
至　平成20年５月31日）

（株主優待引当金）

　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。

──────
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注記事項

（貸借対照表関係）

前事業年度
（平成19年５月31日）

当事業年度
（平成20年５月31日）

※　担保資産及び担保付債務 ※　担保資産及び担保付債務

(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。

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

土地 181,011千円

建物 18,856千円

合計 199,868千円

(2）上記に対応する債務は次のとおりであります。 (2）上記に対応する債務は次のとおりであります。

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

１年以内返済予定長期借入金 74,996千円

長期借入金 112,501千円

合計 187,497千円
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（損益計算書関係）

前事業年度
（自　平成18年６月１日
至　平成19年５月31日）

当事業年度
（自　平成19年６月１日
至　平成20年５月31日）

※１．他勘定振替高の内訳は次のとおりであります。

営業外費用（商品評価損）に振替 50,912千円

合計 50,912千円

※１．　　____________________

※２．　　____________________ ※２．期末商品たな卸高は収益性の低下に伴う簿価切下後

の金額であり、商品評価損25,424千円が売上原価に含

まれております。

※３．販売費に属する費用のおおよその割合は74.7％、一

般管理費に属する費用のおおよその割合は25.3％であ

ります。

※３．販売費に属する費用のおおよその割合は80.2％、一

般管理費に属する費用のおおよその割合は19.8％であ

ります。

　主要な費目及び金額は次のとおりであります。 　主要な費目及び金額は次のとおりであります。

販促宣伝費 186,114千円

給与手当 869,536千円

地代家賃 365,610千円

減価償却費 75,888千円

のれん償却費 －千円

賞与引当金繰入額 56,410千円

株主優待引当金繰入額 3,172千円

販促宣伝費 180,626千円

給与手当 1,048,370千円

地代家賃 410,773千円

減価償却費 100,611千円

のれん償却費 7,369千円

賞与引当金繰入額 65,766千円

株主優待引当金繰入額 1,432千円

※４．　　____________________ ※４．固定資産売却益の内訳は以下のとおりとなっており

ます。

建物他 594千円

合計 594千円

※５．固定資産除却損の内訳は次のとおりであります。 ※５．固定資産除却損の内訳は次のとおりであります。

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

建物及び構築物    362千円

工具器具備品      1,868千円

合計      2,230千円

※６．当事業年度において、当社は以下の資産グループに

つきまして減損損失を計上いたしました。

※６．当事業年度において、当社は以下の資産グループに

つきまして減損損失を計上いたしました。

(1）減損を認識した資産 (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）

建物及びリース
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

愛知県豊橋市
店舗（豊橋南陽通り
店）

建物及びリース
資産

東京都多摩市
店舗（多摩ニュータ
ウン通り店） 

建物
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前事業年度
（自　平成18年６月１日
至　平成19年５月31日）

当事業年度
（自　平成19年６月１日
至　平成20年５月31日）

(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、環八尾山台店につきま

しては、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、豊橋南陽通り店、多摩ニュータウン

通り店につきましては、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 (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

建物 5,832千円

構築物 179千円

リース資産 2,302千円

合計 8,314千円

(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

(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

※７．店舗撤退損失の内容 ※７．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

直営店の半田有楽町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 2,766千円

合計 3,791千円

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

※８．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18,848千円が含まれております。

※８．減価償却実施額

有形固定資産 108,530千円

無形固定資産 62,346千円

合計 170,876千円

　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70,264千円が含まれております。
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（株主資本等変動計算書関係）

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。

当事業年度（自　平成19年６月１日　至　平成20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 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）
当事業年度末
残高

（千円）前事業年度末
当事業年度
増加

当事業年度
減少

当事業年度末

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。

（キャッシュ・フロー計算書関係）

前事業年度
（自　平成18年６月１日
至　平成19年５月31日）

当事業年度
（自　平成19年６月１日
至　平成20年５月31日）

※１．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

※１．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） （平成20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ヶ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

現金及び預金勘定    297,695千円

預入期間が３ヶ月を超える定期預金 　　 －千円

現金及び現金同等物     297,695千円

※２．　　　　　　____________________ ※２．当事業年度に事業の譲受けにより増加した資産の主

な内訳

有形固定資産 36,821千円　

無形固定資産 66,322千円　

固定資産合計 103,144千円　

資産合計 103,144千円　
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（リース取引関係）

前事業年度
（自　平成18年６月１日
至　平成19年５月31日）

当事業年度
（自　平成19年６月１日
至　平成20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

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

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) 

事業年度
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

 

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) 

事業年度
末残高相
当額
（千円）

工具器具
備品

317,241 107,389 4,286 205,565

合計 317,241 107,389 4,286 205,565

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

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 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

　１年内 63,389千円

　１年超      151,983千円

　合計      215,373千円

リース資産減損勘定の残高     4,286千円

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

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

支払リース料       55,301千円

リース資産減損勘定の取崩額     707千円

減価償却費相当額       50,426千円

支払利息相当額      6,204千円

減損損失      2,302千円

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

（有価証券関係）

前事業年度（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

当事業年度（平成20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
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（デリバティブ取引関係）

１．取引の状況に関する事項

前事業年度
（自　平成18年６月１日
至　平成19年５月31日）

当事業年度
（自　平成19年６月１日
至　平成20年５月31日）

(1）取引の内容

　当社で利用しているデリバティブ取引は金利スワップ

取引であります。

(1）取引の内容

  当社で利用しているデリバティブ取引は為替予約取引

及び金利スワップ取引であります。

(2）取引に対する取組方針

　当社のデリバティブ取引は、将来の為替・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。

(2）取引に対する取組方針

同左

(3）取引の利用目的

　当社のデリバティブ取引は、借入金利の将来の金利市

場における利率上昇による変動リスクを回避する目的で

利用しております。

　なお、金利スワップ取引は特例処理によっております。

(3）取引の利用目的

  当社のデリバティブ取引は、外貨建予定取引の将来の

為替変動リスクの回避と借入金利の将来の金利市場にお

ける利率上昇による変動リスクを回避する目的で利用し

ております。

　なお、為替予約取引は振当処理、金利スワップ取引は

特例処理によっております。

(4）取引に係るリスクの内容

　市場金利の変動によるリスクを有しております。

　なお、取引相手先は高格付を有する金融機関であるた

め、信用リスクはほとんどないと認識しております。

(4）取引に係るリスクの内容

  通貨関連における為替予約取引においては、為替相場

の変動リスクを有しております。

　また金利関連における金利スワップ取引においては、

市場金利の変動によるリスクを有しております。

　なお、取引相手先は高格付を有する金融機関であるた

め、信用リスクはほとんどないと認識しております。

(5）取引に係るリスク管理体制

　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。また、市場

金利と重要な乖離が生じた場合取締役会に報告いたしま

す。

(5）取引に係るリスク管理体制

  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。また、為替

相場及び市場金利と重要な乖離が生じた場合取締役会に

報告いたします。

(6）取引の時価等に関する事項についての補足説明

　特例処理によっているため省略いたしております。

(6）取引の時価等に関する事項についての補足説明

  為替予約については振当処理、金利スワップについて

は特例処理によっているため省略いたしております。

２．取引の時価等に関する事項

前事業年度
（自　平成18年６月１日
至　平成19年５月31日）

当事業年度
（自　平成19年６月１日
至　平成20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。

（退職給付関係）

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。

当事業年度（自　平成19年６月１日　至　平成20年５月31日）

　該当事項はありません。
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（ストック・オプション等関係）

前事業年度（自　平成18年６月１日　至　平成19年５月31日）

１．ストック・オプションの内容、規模及びその変動状況

(1）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

ストック・オプション数

（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。

　（注）　株式数に換算して記載しております。

(2）ストック・オプションの規模及びその変動状況

　当事業年度において存在したストック・オプションを対象とし、ストック・オプションの数については、

株式数に換算して記載しております。

①ストック・オプションの数

  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

権利確定前 （株）   

前事業年度末  660 1,040

付与  － －

失効  － 17

権利確定  660 －

未確定残  － 1,023

権利確定後  （株）   

権利確定  660 －

権利行使  － －

失効  － －

未行使残  660 －

②単価情報

  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

権利行使価格 （円） 200,000 200,000

行使時平均株価 （円） － －

付与日における公正な評価単価 （円） － －
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当事業年度（自　平成19年６月１日　至　平成20年５月31日）

１．ストック・オプションに係る当事業年度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．ストック・オプションの内容、規模及びその変動状況

(1）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
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　　１名

当社従業員　　７名

当社取締役　　４名

当社従業員　　27名
当社取締役　　３名

株式の種類別のストック・

オプションの数（注）
普通株式　700株 普通株式　1,040株 普通株式　　 232株

付与日 平成16年11月24日 平成17年９月７日 平成19年10月９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。

権利確定条件は付されてお

りません。

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）

対象勤務期間の定めはあり

ません。

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。

５年間（自平成19年10月10

日至平成24年10月９日）

　（注）　株式数に換算して記載しております。
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(2）ストック・オプションの規模及びその変動状況

　当事業年度において存在したストック・オプションを対象とし、ストック・オプションの数については、

株式数に換算して記載しております。

①ストック・オプションの数

  
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
平成19年ストック・オプ

ション

権利確定前 （株）    

前事業年度末  － 1,023 －

付与  － － 232

失効  － 85 －

権利確定  － 938 232

未確定残  － － －

権利確定後 （株）    

前事業年度末  660 － －

権利確定  － 938 232

権利行使  － － －

失効  90 70 －

未行使残  570 868 232

②単価情報

  
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
平成19年ストック・オプ

ション

権利行使価格 （円） 200,000 200,000 144,900

行使時平均株価 （円） － － －

付与日における公正な評価単

価
（円） － － 45,079
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３．ストック・オプションの公正な評価単価の見積方法

　　当事業年度において付与された平成19年ストック・オプションについての公正な評価単価の見積方法は

　以下のとおりであります。

　①　使用した評価技法　　　　　ブラック・ショールズ式

　②　主な基礎数値及び見積方法

 平成19年ストック・オプション

株価変動性（注）１． 54.792％

予想残存期間（注）２． 2.5年

予想配当（注）３． ０円

無リスク利子率（注）４． 0.932％

（注）１．2.5年間（平成17年４月８日～平成19年10月９日）の株価実績に基づき算定しております。

　なお、上場日（平成19年３月７日）以前につきましては、類似企業の株価実績に基づく株価収

　益率の平均値を株価変動性の見積りに用いております。

２．十分なデータの蓄積がなく、合理的な見積りが困難であるため、権利行使期間の中間点にお

　いて行使されるものと推定して見積もっております。

３．配当の実績が無いため、０円としております。

４．予想残存期間に対応する期間に対応する国債の利回りであります。

 

４．ストック・オプションの権利確定数の見積方法

　　基本的には、将来の失効数の合理的な見積りは困難であるため、実績の失効数のみ反映させる方法を採

　用しております。
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（税効果会計関係）

前事業年度
（自　平成18年６月１日
至　平成19年５月31日）

当事業年度
（自　平成19年６月１日
至　平成20年５月31日）

１．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の

内訳

１．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の

内訳

 （単位：千円）

繰延税金資産  

貸倒引当金損金算入限度超過額 21,193

賞与引当金否認額 22,953

ポイントサービス引当金否認額 37,258

商品評価損否認額 22,874

未払費用否認額 2,797

未払事業税否認額 11,871

のれん償却否認額 5,979

前受利用料 2,877

減損損失 4,226

礼金償却否認額 1,412

未払事業所税否認額 1,212

株主優待引当金否認額 1,290

その他 2,758

繰延税金資産　小計 138,706

評価性引当額 △1,273

繰延税金資産　合計 137,433

繰延税金負債  

仮払税金認定損（償却資産税） △1,526

その他 △18

繰延税金負債　合計 △1,545

繰延税金資産の純額 135,888

 （単位：千円）

繰延税金資産  

貸倒引当金損金算入限度超過額 8,754

賞与引当金否認額 26,760

ポイントサービス引当金否認額 48,159

商品評価損否認額 17,105

未払費用否認額 3,297

未払事業税否認額 6,226

減損損失 5,430

礼金償却否認額 2,432

未払事業所税否認額 1,255

株主優待引当金否認額 582

株式報酬費用否認額 4,255

繰延ヘッジ損益 1,034

その他 618

繰延税金資産　小計 125,912

評価性引当額 △1,814

繰延税金資産　合計 124,098

繰延税金負債  

仮払税金認定損（償却資産税） △1,295

その他 △12

繰延税金負債　合計 △1,307

繰延税金資産の純額 122,790

２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率

との差異の原因となった主な項目別の内訳

２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率

との差異の原因となった主な項目別の内訳

法定実効税率 40.69 ％

（調整）   

住民税均等割額 3.89  

交際費等永久に損金に算入されない項

目
1.72  

その他 0.89  

税効果会計適用後の法人税等の負担率 47.19  

法定実効税率 40.69 ％

（調整）   

住民税均等割額 3.79  

交際費等永久に損金に算入されない項

目
1.59  

その他 △0.55  

税効果会計適用後の法人税等の負担率 45.52  

（持分法損益等）

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。

当事業年度（自　平成19年６月１日　至　平成20年５月31日）

　該当事項はありません。
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（企業結合等関係）

　　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。

 

　　当事業年度（自　平成19年６月１日　至　平成20年５月31日）

　　　パーチェス法適用

　　　１．企業結合の概要（事業の譲受け）

　　　　(1）事業を取得した相手企業の名称

　　　　　　タニミズ企画株式会社

　　　　(2）取得した事業の内容

　　　　　　福岡県北九州市『空港ゴルフガーデン』ゴルフ練習場の運営に関する事業

　　　　(3）企業結合（事業の譲受け）を行った主な理由

　　　　　　ゴルフ練習場事業の拡大のため。

　　　　(4）企業結合日（事業の譲受け日）

　　　　　　平成20年５月９日

　　　　(5）企業結合の法的形式

　　　　　　事業の譲受け

　　　　(6）財務諸表に含まれている取得した事業の業績の期間

　　　　　　事業の譲受け後、平成20年６月14日より『ゴルフパートナー小倉練習場』として営業を開始しているため、

　　　　　当事業年度中には含まれておりません。

 

　　　２．取得した事業の取得原価及びその内訳

　　　　(1）取得原価　　　　 　103,144千円　　　　　　　　　　

 

　　　　(2）取得原価の内訳

有形固定資産 36,821千円

無形固定資産 66,332千円

固定資産合計 103,144千円

資産合計 103,144千円

 

　　　３．発生したのれんの金額等

(1）のれんの金額      66,322千円

(2）発生原因 今後の事業の展開によって期待される

将来の収益力から発生したものであり

ます。

(3）償却方法及び償却期間 のれんの償却については、５年間の均

等償却を行っております。

 

　　　４．企業結合日（事業譲受け日）が当事業年度開始の日に完了したと仮定した場合の当事業年度の損益計算書に

　　　　及ぼす影響の概算額

　　　　　概算額の算出が困難であるため、記載しておりません。
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（関連当事者との取引）

前事業年度（自　平成18年６月１日　至　平成19年５月31日）

(1）役員及び個人主要株主等

属性 氏名 住所
資本金又
は出資金
(千円)

事業の内容
又は職業

議決権等
の所有
(被所有)
割合(％)

関係内容

取引の内容
取引金額
(千円)

科目
事業年度
末残高
(千円)

役員の
兼任等

事業上
の関係

役員 香本育良  － －

 当社取締役
ピーエス
アール福崎
㈱取締役

 （被所有）

0.1
 －  －

才加練習場の賃借料の支払
（注）２,３

26,100 前払費用 3,045

才加練習場に係る賃貸借契
約に基づく保証金の預託
（注）２,３

8,700 差入保証金 8,700

 ピーエスアール福崎㈱が立
替えている才加練習場の水
道光熱費等経費の精算
（注）２,４

3,142 未払金 459

 当社が立替えているピーエ
スアール福崎㈱が発行した
プリペイドカード料金の精
算
（注）２,５

2,035 立替金 30

　（注）１．上記金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、事業年度末残高には消費税等が含まれておりま

す。

２．上記取引は、当社取締役香本育良がピーエスアール福崎㈱の代表者として行った取引であります。

３．賃借料及び保証金金額については、近隣の実勢取引相場等を加味して決定しております。

４．ピーエスアール福崎㈱が立替えた金額と同額の請求を当社が受け、精算を行っております。

５．当社が才加練習場を運営する以前にピーエスアール福崎㈱が発行していたプリペイドカードについては、一

旦、当社がお客様の要望により買取を行った後、買取金額と同額をピーエスアール福崎㈱に請求し、精算を

行っております。

当事業年度（自　平成19年６月１日　至　平成20年５月31日）

(1）役員及び個人主要株主等

属性 氏名 住所
資本金又
は出資金
(千円)

事業の内
容又は職業

議決権等
の所有
(被所有)
割合(％)

関係内容

取引の内容
取引金額
(千円)

科目
事業年度
末残高
(千円)

役員の
兼任等

事業上
の関係

役員 香本育良  － －

 当社取締役
ピーエス
アール福崎
㈱取締役

 （被所有）

0.1
 －  －

才加練習場の賃借料の支払
（注）２,３

34,800 前払費用 3,045

才加練習場に係る賃貸借契
約に基づく保証金の預託
（注）２,３

－ 差入保証金 8,700

ピーエスアール福崎㈱が立
替えている才加練習場の水
道光熱費等経費の精算
（注）２,４

6,239 未払金 504

当社が立替えているピーエ
スアール福崎㈱が発行した
プリペイドカード料金の精
算
（注）２,５

218 立替金　 4

当社商品の販売　　　　　
（注）２,６

95 売掛金 －

　（注）１．上記金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、事業年度末残高には消費税等が含まれておりま

す。

２．上記取引は、当社取締役香本育良がピーエスアール福崎㈱の代表者として行った取引であります。

３．賃借料及び保証金金額については、近隣の実勢取引相場等を加味して決定しております。

４．ピーエスアール福崎㈱が立替えた金額と同額の請求を当社が受け、精算を行っております。

５．当社が才加練習場を運営する以前にピーエスアール福崎㈱が発行していたプリペイドカードについては、一

旦、当社がお客様の要望により買取を行った後、買取金額と同額をピーエスアール福崎㈱に請求し、精算を

行っております。

６．商品の販売については、一般の取引先条件と同様に決定しております。
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（１株当たり情報）

前事業年度
（自　平成18年６月１日
至　平成19年５月31日）

当事業年度
（自　平成19年６月１日
至　平成20年５月31日）

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

１株当たり純資産額 28,720円86銭

１株当たり当期純利益金額 4,274円63銭

　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、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い

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。

 
前事業年度

（自　平成18年６月１日
至　平成19年５月31日）

当事業年度
（自　平成19年６月１日
至　平成20年５月31日）

当期純利益（千円） 143,311 175,259

普通株主に帰属しない金額（千円） － －

普通株式に係る当期純利益（千円） 143,311 175,259

期中平均株式数（株） 37,953 41,000

希薄化効果を有しないため、潜在株式調

整後１株当たり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 1,670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　　　   　　     868個

 （1,040個より172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
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（重要な後発事象）

前事業年度
（自　平成18年６月１日
至　平成19年５月31日）

当事業年度
（自　平成19年６月１日
至　平成20年５月31日）

 　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。　

──────
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前事業年度
（自　平成18年６月１日
至　平成19年５月31日）

当事業年度
（自　平成19年６月１日
至　平成20年５月31日）

　 　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。

(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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５．その他
(1）役員の異動

   記載が可能になり次第「決算発表資料の追加（役員の異動）」として開示いたします。
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