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１．平成20年８月中間期の連結業績（平成20年３月１日～平成20年８月31日）

（注）当社は、平成20年８月中間期より中間連結財務諸表を作成しているため、平成19年８月中間期及び平成20年２月期

の数値並びに対前年中間期増減率については記載しておりません。

(1）連結経営成績 （％表示は対前年中間期増減率）

売上高 営業利益 経常利益 中間（当期）純利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

20年８月中間期 － － － － － － － －

19年８月中間期 － － － － － － － －

20年２月期 － － － － － － － －

１株当たり中間
（当期）純利益

潜在株式調整後１株当たり

中間（当期）純利益

円 銭 円 銭

20年８月中間期 － － － －

19年８月中間期 － － － －

20年２月期 － － － －

（参考）持分法投資損益 20年８月中間期 －百万円 19年８月中間期 －百万円 20年２月期 －百万円

（注）当中間連結会計期間は、連結子会社のみなし取得日を当中間連結会計期間末としており、中間貸借対照表のみが連

　　　結対象となるため、中間連結損益計算書は作成しておりません。したがって連結経営成績は記載しておりません。

 

(2）連結財政状態

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８月中間期 4,623 1,484 32.1 259,083 94

19年８月中間期 － － － － －

20年２月期 － － － － －

（参考）自己資本 20年８月中間期 1,484百万円 19年８月中間期 －百万円 20年２月期 －百万円

(3）連結キャッシュ・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８月中間期 － － － －

19年８月中間期 － － － －

20年２月期 － － － －

（注）当中間連結会計期間は、連結子会社のみなし取得日を当中間連結会計期間末としており、中間貸借対照表のみが連

　　　結対象となるため、中間連結キャッシュ・フロー計算書は作成しておりません。当社キャッシュ・フローの状況に

　　　ついては、５．中間個別財務諸表内の（4）中間キャッシュ・フロー計算書を作成しておりますので、ご参照くだ

　　　さい。

 

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

20年２月期 － － － － 0 00 0 00 0 00

21年２月期 0 00 0 00 － －

21年２月期（予想） － － 0 00 0 00 0 00
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３．平成21年２月期の連結業績予想（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

通期 8,600 － 530 － 520 － 300 － 52,255 70

（注）(1) 当社は、平成20年８月中間期より中間連結財務諸表を作成しているため、対前年増減率については記載して

　　おりません。

(2) １株当たり予想当期純利益は、新株予約権の権利行使による増加株式数を考慮しない予想期末発行済株式

　　5,741株により算出しております。

 

４．その他

(1）期中における重要な子会社の異動　有

新規 １社 （社名　株式会社サンプール）    

（注）詳細は、９ページ「企業集団の状況」をご覧ください。

(2）中間連結財務諸表作成に係る会計処理の原則・手続、表示方法等の変更（中間連結財務諸表作成のための基本とな

る重要な事項の変更に記載されるもの）

①　会計基準等の改正に伴う変更　無

②　①以外の変更　　　　　　　　無

 

(3）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８月中間期 5,741株 19年８月中間期 5,681株 20年２月期 5,696株

②　期末自己株式数 20年８月中間期 11株 19年８月中間期 －株 20年２月期 －株

（注）１株当たり中間（当期）純利益（連結）の算定の基礎となる株式数については、16ページ「１株当たり情報」

をご覧ください。
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（参考）個別業績の概要

１．平成20年８月中間期の個別業績（平成20年３月１日～平成20年８月31日）

(1）個別経営成績 （％表示は対前年中間期増減率）

売上高 営業利益 経常利益 中間（当期）純利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

20年８月中間期 3,813 40.4 275 262.3 273 278.4 158 368.0

19年８月中間期 2,715 79.9 76 △43.6 72 △51.7 33 △59.6

20年２月期 5,948 － 319 － 320 － 166 －

１株当たり中間
（当期）純利益

円 銭

20年８月中間期 27,835 45

19年８月中間期 5,993 05

20年２月期 29,340 41

(2）個別財政状態

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８月中間期 4,524 1,484 32.8 259,067 01

19年８月中間期 2,924 1,191 40.7 209,778 60

20年２月期 3,394 1,325 39.0 232,625 66

（参考）自己資本 20年８月中間期 1,484百万円 19年８月中間期 1,191百万円 20年２月期 1,325百万円

２．平成21年２月期の個別業績予想（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

通期 8,354 40.4 516 61.3 511 59.6 264 59.1 46,136 38

※　業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項

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

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

　　想の前提となる仮定及び業績予想のご利用にあたっての注意事項等については、５ページ「(３)業績予想に関す

　　る定性的情報」をご覧ください。

２．「２．平成21年２月期の個別業績予想」の１株当たり予想当期純利益は、新株予約権の権利行使による増加株式

　　数を考慮しない予想期末発行済株式5,741株により算出しております。
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１．経営成績
　当社グループの連結子会社は、みなし取得日を当中間連結会計期間末としており、中間貸借対照表のみが連結対象

となるため、これに伴い、(１)経営成績に関する分析、(２)財政状態に関する分析の内、②当中間会計期間のキャッ

シュ・フローの状況、及び(３)業績予想に関する定性的情報につきましては、当社のみを記載しております。

 

(１)経営成績に関する分析

　①当中間会計期間の経営成績

　　当中間会計期間におけるわが国経済は、米国金融市場の不安定、原材料価格高、世界的な景気減速等の影響を受

　け、設備投資や輸出の減少幅が広がるなど景気の後退感が強まることとなりました。特に、個人消費は年金問題、

　後期高齢者医療制度、賃金の伸び悩みを背景に低迷状況が続くこととなりました。

　　外食業界におきましては、産地や賞味期限の偽装問題等により食の安全・安心に対する消費者の意識が高まり、

　同業他社や中食との競争の激化、労働力不足による人件費等の高騰及び原材料価格の高騰懸念等により、業界を取

　り巻く環境は、引き続き厳しい状況で推移しております。

　　このような環境の中、当社は平成20年６月30日に東京都心の駅前好立地に当社既存店と形態を同じくする店舗を

　有する株式会社サンプール（７店舗）の株式を100％取得し、連結子会社といたしました。新規店舗展開といたし

　ましては、首都圏ターミナル駅周辺への出店を中心に、当中間会計期間において11店舗の出店を行い、平成20年８

　月31日現在の店舗数は64店舗となり、新規店舗及び業態変更実施店舗共に概ね好調な業績で推移し更なる事業規模

　の拡大を図ってまいりました。

　　以上の結果、当中間会計期間における売上高は3,813百万円、営業利益は275百万円、経常利益は273百万円、中

　間純利益は158百万円となりました。

 

　②売上総利益

　　当中間会計期間の売上高は前中間会計期間と比較して40.4％増の3,813百万円となりました。これは既存店の売

　上高が順調であったことに加え、新規出店した11店舗の売上高が増収に寄与したこと等によるものであります。ま

　た、売上総利益は前中間会計期間と比較して42.0％増の2,845百万円となりました。

 

　③営業利益

　　販売費及び一般管理費は、前中間会計期間と比較して33.3％増の2,569百万円となりました。販売費及び一般管

　理費の売上高比率は、前中間会計期間の71.0％から67.4％と3.6％減少しております。これは、主として新規出店

　した11店舗が増収に寄与したことに加え、既存店の売上高が概ね計画どおり推移し、売上高対本部費割合が相対的

　に低下したこと等によるものであります。

　　以上の結果、営業利益は前中間会計期間と比較して262.3％増の275百万円となりました。

 

　④経常利益

　　営業外収益は15百万円となりました。これは、主として新規出店11店舗を行ったことに係る受取協賛金を14百万

　円を計上したこと等によるものであります。また、営業外費用は18百万円となりました。これは、支払利息を14百

　万円を計上したこと等によるものであります。

　　以上の結果、経常利益は前中間会計期間と比較して278.4％増の273百万円となりました。

 

　⑤中間純利益

　　当中間純利益は、前中間会計期間と比較して368.0％増の158百万円となりました。

 

(２)財政状態に関する分析

　①当中間連結会計期間末の資産、負債、純資産の状況

　　当中間連結会計期間末における資産の部は4,623百万円、負債の部は3,139百万円、純資産の部は1,484百万円と

　なりました。

　　資産の部につきましては、11店舗新規出店したことにより、有形固定資産が1,679百万円となりました。また、

　当該新規出店に加え、当中間連結会計期間以降に開店する店舗分の差入保証金を新たに差入れたこと等により、差

　入保証金が1,263百万円となりました。借入金の返済、店舗改装費用の支出等もありましたが、これらを上回る本

　業での利益が寄与し、現金及び預金は619百万円となりました。

　　負債の部につきましては、11店舗新規出店したこと及び子会社株式取得に伴い長期借入金が1,184百万円となり

　ました。

　　純資産の部につきましては、中間純利益の計上により158百万円増加し、自己株式の購入により２百万円減少し

　た結果、1,484百万円となりました。

－ 4 －



　②当中間会計期間のキャッシュ・フローの状況

　　当中間会計期間における当社の現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、営業活動によるキャッシュ・

　フローが650百万円の資金増、投資活動によるキャッシュ・フローが994百万円の資金減、財務活動によるキャッシ

　ュ・フローが658百万円の資金増となりました。その結果、当中間会計期間末の資金残高は、前事業年度末と比較

　して313百万円増加し、当中間会計期間末には728百万円となりました。

　　当中間会計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は以下のとおりであります。

 

　(営業活動によるキャッシュ・フロー）

　　当中間会計期間において営業活動の結果得られた資金は650百万円となりました。これは、主として税引前中間

　純利益を272百万円計上したほか、継続的な新規出店のための設備投資に伴い減価償却費を148百万円計上したこ

　とに加え、仕入債務が205百万円及び未払費用が81百万円それぞれ増加したこと等によるものであります。

　(投資活動によるキャッシュ・フロー）

　　当中間会計期間において投資活動の結果使用した資金は994百万円となりました。これは、主として新規出店に

　伴う有形固定資産の取得による支出231百万円、並びに差入保証金の差入による支出125百万円がそれぞれあったこ

　とに加え、投資有価証券の取得による支出152百万円及び子会社株式の取得による支出477百万円があったこと等に

　よるものであります。

　(財務活動によるキャッシュ・フロー）

　　当中間会計期間において財務活動の結果得られた資金は658百万円となりました。これは、主として出店のため

　の長期借入れによる収入635百万円、長期借入金の返済による支出196百万円に加え、短期借入金の純増額が231百

　万円があったこと等によるものであります。

(３)業績予想に関する定性的情報

　　　　通期（平成20年３月１日から平成21年２月28日）につきましては、売上高8,354百万円、営業利益516百万円、経

　　　常利益511百万円、当期純利益264百万円となる見通しであります。

　　　　当中間会計期間以降に計画している新規出店店舗の出店時期の遅れの可能性や、物件獲得の進捗が順調に推移し

　　　ているため、現在公表している新規出店店舗数を上回る出店数となる可能性がございます。

　　　　また、当期におけるわが国経済は、米国経済の減速や原油・原材料価格の高騰などにより減速基調となり、個人

　　　消費においても消費意欲の減退傾向が顕著となるなど環境は厳しい状況で推移しております。当社においてはこの

　　　ような状況のもと、当面は売上高、利益ともに順調な推移を見込んでおりますが、経済情勢が不安定であり個人消

　　　費における消費意欲の減退リスク及び当該中間期業績数値を勘案し、通期見通しを上方修正しております。

　　　　下半期につきましては、サービス、メニュー等に付加価値をつけ、集客力の向上を図り、一方でローコスト・効

      率経営を強化し、利益の確保を図っていく所存であります。

　　　　なお、下半期における新規出店は、９月に横浜市西区南幸にBelgian Beer & Grill「GLASS DANCE」、10月に東

　　　京都新宿区高田馬場に焼酎・九州料理「九州男酒」の２店舗を出店しており、通期出店計画数については21店舗と

　　　なる計画であります。

 

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

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

　　　　となる可能性があります。

 

(４)利益配分に関する基本方針及び当期の配当

　　　当社グループは、設立以来配当を実施した実績はありませんが、株主に対する利益還元を経営の重要課題の一

　　つとして位置付けております。当面は、内部留保の充実を基本方針として、経営体質の強化及び設備投資等、将

　　来の事業展開に備えることとし、株主資本利益率の向上を図っていきたいと考えております。

　　　今後については、業績及び財務状態等を総合的に勘案しながら配当による利益還元を検討していきたいと考え

　　ております。なお、当期におきましては、経営体質の強化及び新規出店に伴う設備投資等に充当するため内部留

　　保を優先させていただきたく考えております。

－ 5 －



(５)事業等のリスク 

　　　下記において、当社グループの事業展開上のリスク要因となる可能性があると考えられる事項を記載しており

　　ます。当社グループはこれらのリスク発生の可能性を十分認識した上で、発生の回避もしくは発生した場合で

　　も、影響を最小限にとどめるべく、企業体力の充実、財務体質の向上に努めております。なお、リスク要因はこ

　　れらの事項に限られるものではなく、将来発生しうる全てのリスクを必ずしも網羅したものではありません。

　　　また、記載内容のうち将来に関する事項は、本資料の提出日現在において当社グループが判断したものであり

　　ます。

 

　①出店政策について

　　当社グループが属している外食業界は、事業者間の激しい競争、調理済食材を家庭に持ち帰って食する中食市

　場の成長等の影響により、市場全体の規模は縮小傾向にあり成熟した市場となっております。最近は、世界的な

　景気減速等の影響も受け、外食事業者の既存店売上高については減少する傾向が続いている等、依然として厳し

　い状況にあります。

　　このような環境の中、当社グループは、従来の飲食事業とは一味違った「非日常性」と「食へのこだわり」を

　基本コンセプトとして、独自の業態開発を進めております。今後も、店舗開発力の更なる向上、新業態の開発に

　積極的に取り組むことにより、他社との差別化を進めていく方針ではありますが、顧客満足度の高い業態を開発

　できなかった場合や類似店舗の出店が相次いだ場合には、当社グループの業績に影響を与える可能性がありま　

　す。

　　当社グループは、高い集客が見込める都心部及び首都圏主要都市を中心に出店しており、立地条件、賃貸条

　件、採算性等の観点から、出店候補地を決定しております。そのため、計画した出店数に見合った出店地を十分

　に確保できない可能性もあり、その場合には、当社グループの業績に影響を与える可能性があります。また、商

　業ディベロッパーとの交渉の結果、当社グループの計画した業態と異なる業態の出店を行う場合があります。

　　当社グループにおいては、各業態によりその収益力に差異があるため、計画通りの店舗数を出店した場合で

　あっても、業態構成の状況によっては、当社グループの業績に影響を与える可能性があります。

　　当社グループは、各店舗の収益力向上のため、業績の改善が見込まれない店舗については、業態変更や閉鎖を

　検討していく方針でありますが、これに伴う固定資産の除却損、各種契約の解除による違約金が、当社グループ

　の業績に影響を与える可能性があります。

 

　②差入保証金について

　　当社グループは、自社で物件の賃借を行い、直営で出店を行うことを基本方針としており、賃貸借契約の締結

　に際して家主に差入保証金を差入れております。差入保証金の残高は平成20年８月31日現在1,263,122千円となっ

　ており、資産総額に対して27.3％を占めております。

　　賃貸借契約において差入保証金の全部又は一部が償却され、当社グループに返還されない旨が規定されている

　場合があります。また、今後の賃貸人の経営状況等によっては、退店時に差入保証金の全部又は一部が返還され

　ない可能性や、当社グループ側の都合によって賃貸借契約を中途解約する場合等には、契約の内容によっては差

　入保証金の全部又は一部が返還されない可能性があり、これらが生じた場合には、当社グループの業績に影響を

　与える可能性があります。

 

　　③有利子負債依存度について

　　当社グループは、出店時における設備投資資金の一部を金融機関からの借入により調達していることから、平

　成20年８月31日現在での有利子負債依存度は41.2％となっております。現在は、当該資金を主として固定金利に

　基づく長期借入金等により調達しており、概ね一定期間においては金利変動の影響を受けないこととなりますが、

　今後借換えや新たに借入を行う際に、資金調達コストが上昇している場合には、当社グループの業績に影響を与

　える可能性があります。

 

　　④食材について

　　食材につきましては狂牛病や鳥インフルエンザ、輸入農産物の残留農薬等の発生により食材の安全性が消費者

　から厳しく問われる状況下にあります。当社グループでは、多様な業態を運営しているため、特定食材に依存し

　ていることはありませんが、これまで以上に安全な食材の確保に取り組んでいく方針であります。

　　しかしながら、食材の安全性確保に疑問が生じ、食材輸入が制限されたり、天候不順などによる農作物の不作

　などで需要関係が逼迫して食材の仕入価格が上昇した場合等、食材の確保に支障が生じる事態となった場合、当

　社グループの業績に影響を与える可能性があります。
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　　⑤代表者への依存について

　　当社グループの代表取締役社長である松村厚久は、創業以来の最高経営責任者であり、経営方針や事業戦略の

　決定及びその遂行において極めて重要な役割を果たしております。当社グループでは、積極的に権限委譲を進め

　るとともに、常勤役員を増員する等、経営組織の強化を図り、同氏に過度に依存しない経営体制の整備を進めて

　おりますが、何らかの理由により同氏が当社グループの業務を継続することが困難になった場合、当社グループ

　の事業展開及び業績に影響を与える可能性があります。

 

　⑥人材の育成及び確保について

　　当社グループは、従業員のサービス精神・発想力の強化を図るため、店舗の運営において、基本的なマニュア

　ル統制に留め、現場における創意工夫を行わせることにより、経営参画意識を高めております。そのため、当社

　グループは人材の育成及び確保を経営上の重要課題であると認識しております。

　　人材の育成については、サービス向上と店舗管理マネジメント、オペレーション教育を計画的に進めることが

　可能となるよう、人材教育に努めております。また、人材の確保については、即戦力となる中途採用に加え、将

　来経営幹部となる人材の確保のためにも積極的に新卒採用を進めていく方針であります。

　　ただし、当社グループは積極的な業態開発及び店舗展開を図っていく方針であるため、充分な人材の育成及び

　確保が出来ない場合には、サービスの低下による集客力の低下が生じ、また、出店計画通りの出店が困難とな

　り、当社グループの業績に影響を与える可能性があります。

 

　⑦食品衛生法について

　　当社グループでは、食品衛生法の規定に基づき所管保健所より飲食店営業の営業許可を取得して、すべての店

　舗に食品衛生責任者を配置しております。また、当社グループにおいては、衛生検査マニュアルに基づき、従業

　員の衛生管理や品質管理を徹底するとともに、外部の専門機関による検査を実施して衛生管理体制の強化を図っ

　ております。

　　平成20年６月に当社グループ運営店舗「もつ陣」（東京都武蔵野市吉祥寺本町）をご利用いただいたお客様の

　うち、７名の方から食中毒の症状が見られ、うち２名の方及び当社グループ従業員１名よりカンピロバクター菌

　が検出されました。このため、当該店舗は多摩府中保健所より食品衛生法の規定に基づき、平成20年６月６日か

　ら７日間の営業停止処分を受けております。

　　当社グループは、これを機に従来以上に衛生管理の徹底を図り、衛生面のチェック体制の強化、従業員への衛

　生管理教育の充実を図るほか、外部業者による菌検査等を定期的に実施しております。

　　なお、当該店舗の食中毒事故以後、平成20年８月末現在まで食中毒事故は発生しておりませんが、今後当社グ

　ループの店舗において食中毒が発生した場合、当社グループの業績に影響を与える可能性があります。

 

　⑧商標管理について

　　当社グループは、多業態による店舗展開を行っており、多数の店舗ブランドを保有しているため、業態ごとの

　ブランドを当社グループの事業にとって重要なものと位置付け、店舗ブランドについて、外部の弁理士を通じ調

　査を行った上で、商標権の出願、登録を行っております。そのため、創業以来、第三者からの権利侵害である旨

　のクレーム等を受けた事例はありません。今後も新規の業態の店舗出店する際には、外部の弁理士を通じて、可

　能な限り商標権の出願、登録を行う方針であり、これら商標の使用権の確保及び第三者の権利侵害の回避に努め

　ることを常に留意しております。

　　反面、当社グループは、多数の店舗ブランドを保有しているため、少数ブランドをチェーン展開する外食企業

　と比較して、商標権侵害等による係争・訴訟のリスクが相対的に高いものと認識しております。本書提出日現

　在、店舗ブランドに関する問題が生じた事実はありませんが、これまでに出店した一部の業態において商標出願

　をしたものの審議中等のため、登録に至っていないケースもあり、また当社グループの調査内容が十分である保

　証はなく、当社グループの見解が常に正当性があるとは保証できません。

　　そのため、商標出願時における当社グループの調査が十分でなく、使用した商標が第三者のものと類似する

　等、第三者の商標権を侵害していると認定され、その結果、商標使用差止、損害賠償等を請求される可能性は否

　定できず、仮にこれらの請求が認められた場合には、当該第三者から当社商標の使用差止、使用料及び損害賠償

　請求等の支払請求をなされる可能性があるほか、店舗名の変更及びそれに伴う費用が生じる可能性があり、かか

　る場合には、当社グループの業績に影響を与える可能性があります。
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　⑨個人情報データの取扱いについて

　　当社グループは、顧客満足度向上のために多数の顧客情報を保有しており、「個人情報の保護に関する法律

　（個人情報保護法）」に定める「個人情報取扱事業者」に該当し、個人情報の取扱いに関して一定の義務を負っ

　ております。当社グループでは社内規程を作成し、システム上や運用上においてこれらの情報の漏洩がないよ

　う、データベースサーバーへのアクセス権限者の制限やアクセス履歴管理を厳重にしております。しかしなが

　ら、人為的なミスや何らかの不正な方法等により顧客情報が漏洩する可能性もあります。その場合には、当社グ

　ループの信用低下による売上の減少、当該個人からの損害賠償請求等が招来し、当社グループの業績に影響を与

　える可能性があります。

 

　⑩短時間労働者について

　　厚生労働省は現在新しい労働契約法や労働基準法改正案などの議論を進めております。その議論では、長時間

　労働の是正のための割増率を引き上げることなどが検討されています。また、短時間労働者の雇用管理の改善等

　に関する法律等の関連法の改正により、短時間労働者（１週間の所定労働時間が同一の事業所に雇用される通常

　の労働者の１週間の所定労働時間に比べて短い労働者）に対する厚生年金や健康保険の適用基準を拡大すること

　も検討されています。

　　当社グループは、多くの短時間労働者が就業しております。今後、短時間労働者に関する法的規制が変更され

　た場合には、当社グループが負担する時間外等の割増賃金や保険料の増加等により、当社の業績に影響を与える

　可能性があります。

 

　⑪新株予約権の行使による株式価値の希薄化等について

　　当社は、旧商法第280条ノ20及び旧商法第280条ノ21の規定に従って、平成17年７月28日開催の臨時株主総会決

　議及び平成18年２月23日開催の臨時株主総会決議に基づき、当社役員、従業員及び事業上の関係者に対するイン

　センティブを目的とし、新株予約権（以下「ストック・オプション」）を付与しております。平成20年８月31日

　現在、ストック・オプションによる潜在株式数は343株であり、発行済株式総数5,741株の6.0％に相当しており

　ます。今後につきましても、当社取締役及び従業員に対するインセンティブを目的として、ストック・オプショ

　ンの付与を検討していく方針であります。

　　現在発行している、または今後発行するストック・オプションが行使された場合、発行済株式総数が増加し１

　株当たりの株式価値が希薄化する可能性があり、この株式価値の希薄化が株価の形成に影響を及ぼす可能性があ

　ります。

　　また、会社法施行日以降に付与されるストック・オプションについては費用計上が義務付けられるため、今後

　のストック・オプションの付与により、当社グループの業績に影響を与える可能性があります。

 

　⑫ベンチャーキャピタル等による株式の所有について

　　平成20年８月31日現在における当社の発行済株式総数は5,741株であります。このうちベンチャーキャピタル及

　びベンチャーキャピタルが組成した投資事業組合（以下「ＶＣ等」という）が所有している株式数は500株であ

　り、その所有割合は8.7％（発行済株式総数に対する割合）であります。一般的にＶＣ等による株式の所有目的

　は、株式公開後に株式を売却してキャピタルゲインを得ることにあるため、当社の株式上場後にＶＣ等が所有す

　る株式の全部又は一部を売却することが想定されます。その場合には、短期的な株式の需給バランスの悪化か

　ら、当社株式の市場価格の変動要因になる可能性があります。
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２．企業集団の状況
当社グループは、「お客様歓喜」を経営理念として、従来の飲食事業とは一味違った「非日常性」と「食へのこだわ

り」を基本的なコンセプトとして、マルチコンセプト（個店主義）戦略の下、自社グループで業態を開発し都心部及び

首都圏ターミナル駅を中心に、当社64店舗に加え連結子会社７店舗（平成20年８月31日現在）の飲食店を直営にて展開

しております。

当社グループとしては、「内装」「空間」「コンセプト（物語）」「サービス」等あらゆるプロダクトを付加し新た

なブランド・業態を開発することにより、当社グループが経営する店舗間での相乗効果も活用して顧客を当社へシフト

させ、リピーターとして定着させていくことが重要と考えております。

　一般的に居酒屋チェーンやレストランチェーンは、少数のブランドを開発し、展開していく傾向にありますが、これ

に対し当社は、多様な市場ニーズに合わせた多数のブランドを開発し、出店候補地の実地調査やマーケティング分析を

行うとともに、細かい内装や価格帯の設定を継続的に行うことで、今後も引続き事業拡大に取り組む方針であります。

　

[事業系統図]

 

連結子会社 
株式会社サンプール 

当 社 
株式会社ダイヤモンドダイニング 

顧 客 

サービスと商品の提供 サービスと商品の提供 

原材料の供給 

仕 入 業 者 

原材料の供給 

当社グループ 

３．経営方針
(1）会社の経営の基本方針、(2）目標とする経営指標、(3）中長期的な会社の経営戦略、(4）会社の対処すべき課題

  上記につきましては、平成20年２月期決算短信（平成20年４月14日開示）により開示を行った内容から重要な変更

がないため開示を省略しております。

  当該決算短信は、次のＵＲＬからご覧いただくことができます。

（当社ホームページ）

 http://www.diamond-dining.com/ir/index.html

（大阪証券取引所ホームページ（上場会社情報検索ページ））

 http://www.ose.or.jp/

－ 9 －



４．中間連結財務諸表
(1）中間連結貸借対照表

  
当中間連結会計期間末
（平成20年８月31日）

区分
注記

番号
金額（千円）

構成比
（％）

（資産の部）     

Ⅰ　流動資産     

１　現金及び預金   619,563  

２　売掛金   85,026  

３　有価証券   78,271  

４　たな卸資産   37,055  

５　前払費用   121,006  

６　その他   166,741  

貸倒引当金   △577  

流動資産合計   1,107,087 23.9

Ⅱ　固定資産     

１　有形固定資産     

(1）建物  1,987,960   

　　減価償却累計額  511,633 1,476,327  

(2）車両運搬具  2,929   

　　減価償却累計額  2,787 142  

(3）工具器具及び備品  383,986   

　　減価償却累計額  189,193 194,793  

(4）建設仮勘定   8,400  

有形固定資産合計   1,679,663 36.3

２　無形固定資産     

　(1）のれん   240,102  

　(2）その他   11,957  

　　無形固定資産合計   252,059 5.5

３　投資その他の資産     

(1）長期前払費用   65,473  

(2）差入保証金   1,263,122  

(3）その他   256,342  

投資その他の資産合計   1,584,937 34.3

固定資産合計   3,516,660 76.1

資産合計   4,623,748 100.0
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当中間連結会計期間末
（平成20年８月31日）

区分
注記

番号
金額（千円）

構成比
（％）

（負債の部）     

Ⅰ　流動負債     

１　買掛金   379,294  

２　短期借入金   231,595  

３　一年以内返済予定の長期借入金   448,982  

４　未払費用   275,524  

５　未払法人税等   137,242  

６　賞与引当金   20,295  

７　その他 　※１  379,910  

流動負債合計   1,872,844 40.5

Ⅱ　固定負債     

１　長期借入金   1,184,374  

２　その他   81,978  

固定負債合計   1,266,352 27.4

負債合計   3,139,197 67.9

     

（純資産の部）     

Ⅰ　株主資本     

１　資本金   493,790 10.7

２　資本剰余金   483,790 10.5

３　利益剰余金   508,520 11.0

４　自己株式　   △2,413 △0.1

株主資本合計   1,483,687 32.1

Ⅱ　評価・換算差額等　     

　１　その他有価証券評価差額金   863  

　　　評価・換算差額等合計   863 0.0

純資産合計   1,484,550 32.1

負債純資産合計   4,623,748 100.0
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(2）中間連結損益計算書

　　　当中間連結会計期間は、連結子会社のみなし取得日を当中間連結会計期間末としており、中間貸借対照表のみが

　　連結対象となるため、中間連結損益計算書は作成しておりません。

 

(3）中間連結株主資本等変動計算書

　　　当中間連結会計期間は、連結子会社のみなし取得日を当中間連結会計期間末としており、中間貸借対照表のみが

　　連結対象となるため、中間連結株主資本等変動計算書は作成しておりません。

 

(4）中間連結キャッシュ・フロー計算書

　　　当中間連結会計期間は、連結子会社のみなし取得日を当中間連結会計期間末としており、中間貸借対照表のみが

　　連結対象となるため、中間連結キャッシュ・フロー計算書は作成しておりません。

　　　

中間連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項

項目
当中間連結会計期間

（自　平成20年３月１日
至　平成20年８月31日）

１．連結の範囲に関する事項 （イ）連結子会社の数　１社

　　　子会社の名称　　株式会社サンプール

　　　当中間連結会計期間より連結子会社となりました。なお、中

　　間期末日をみなし取得日としているため、当中間連結会計期間

　　は貸借対照表のみ連結しております。

（ロ）非連結子会社の名称

　　　該当事項はありません。

２．持分法の適用に関する事

項

─────

３．連結子会社の中間決算日

等に関する事項

　連結子会社である株式会社サンプールの中間決算日は平成20年２

月29日であり、中間連結決算日と異なっております。

　中間連結財務諸表の作成に当たっては、この会社について中間連

結決算日現在で実施した仮決算に基づく財務諸表を使用しておりま

す。

４．会計処理基準に関する事

項

(1）重要な資産の評価基準及び評価方法

①　その他有価証券

　　　時価のあるもの

　　　　中間決算日の市場価格等に基づく時価法（評価差額は全

　　　部純資産直入法により処理し、売却原価は、移動平均法に

　　　より算定)によっております。(外貨建その他有価証券は、

　　　中間決算日直物為替相場により円換算し、換算差額は評価

　　　差額として処理しております。また、差額は全部純資産直

　　　入法により処理しております。)

　　　時価のないもの

　　　　移動平均法による原価法

 ②　デリバティブ

　　　時価法

 (2）たな卸資産の評価基準及び評価方法

 　　原材料

　　　　最終仕入原価法による原価法

 (3）重要な減価償却資産の減価償却の方法

①　有形固定資産

　　　定率法

　　　　なお、主な耐用年数は以下の通りであります。

　　　　建物　　　　　　　　３～20年

　　　　車両運搬具　　　　　　　６年

　　　　工具器具及び備品　　２～20年

－ 12 －



項目
当中間連結会計期間

（自　平成20年３月１日
至　平成20年８月31日）

 ②　無形固定資産

　　　定額法

　　　　なお、自社利用のソフトウェアの耐用年数は、社内にお

　　　ける利用可能期間（５年）によっております。

 ③　長期前払費用

　　　定額法

 (4）重要な引当金の計上基準

　①　貸倒引当金

　　　　債権の貸倒による損失に備えるため、一般債権については

　　　貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個

　　　別に回収可能性を検討し、回収不能見込み額を計上しており

　　　ます。

　②　賞与引当金

　　　　従業員の賞与の支給に備えて、賞与支給見込額の当中間連

　　　結会計期間負担額を計上しております。

 (5）重要な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。

 (6）重要なヘッジ会計の方法

　①　ヘッジ会計の方法

　　　　特例処理の要件を満たす金利スワップについて、特例処理

　　　を採用しております。

　②　ヘッジ手段

　　　　金利スワップ

　③　ヘッジ対象

　　　　市場金利等の変動によりキャッシュ・フローが変動するも

　　　の（変動金利の借入金）

　④　ヘッジ方法

　　　　デリバティブ取引は金利の変動によるリスク回避を目的と

　　　しており、投機的な取引は行わない方針であります。デリバ

　　　ティブ取引の執行・管理については、取引権限及び取引限度

　　　額等を定めた社内ルールに従い、資金担当部門が決裁担当者

　　　の承認を得て行っております。

　⑤　ヘッジの有効性評価の方法

　　　　金利スワップは特例処理の要件を満たしており、その判

　　　定をもって有効性の評価に代えております。

 (7）その他中間連結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

５．連結子会社の資産及び負

債に関する事項

　連結子会社の資産及び負債の評価については、全面時価評価法を

採用しております。

６．のれんの償却に関する事

項

　５年間の定額法により償却を行うこととしております。ただし、

当中間連結会計期間は、中間期末日が連結子会社のみなし取得日と

なるため、のれんは下期より償却いたします。

７．中間連結キャッシュ・フ

ロー計算書における資金

の範囲

　当中間連結会計期間は、貸借対照表のみが連結対象であるため、

中間連結キャッシュ・フロー計算書は作成しておりません。
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注記事項

（中間連結貸借対照表関係）

当中間連結会計期間末
（平成20年８月31日）

※１．消費税等の取扱い　

　　　　仮払消費税等及び仮受消費税等は、納税主体ご

　　　とに相殺の上、金額的重要性が乏しいため、流動

　　　負債の「その他」に含めて表示しております。　

（中間連結損益計算書関係）

　　　当中間連結会計期間は、連結子会社のみなし取得日を当中間連結会計期間末としており、中間貸借対照表のみが

　　連結対象となるため、中間連結損益計算書は作成しておりません。

（中間連結株主資本等変動計算書関係）

　　　当中間連結会計期間は、連結子会社のみなし取得日を当中間連結会計期間末としており、中間貸借対照表のみが

　　連結対象となるため、中間連結株主資本等変動計算書は作成しておりません。

（中間連結キャッシュ・フロー計算書関係）

　　　当中間連結会計期間は、連結子会社のみなし取得日を当中間連結会計期間末としており、中間貸借対照表のみが

　　連結対象となるため、中間連結キャッシュ・フロー計算書は作成しておりません。
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（リース取引関係）

当中間連結会計期間
（自　平成20年３月１日
至　平成20年８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

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

び中間期末残高相当額

 

取得価
額相当
額
(千円)

減価償
却累計
額相当
額
(千円)

中間期
末残高
相当額
(千円)

工具器具及び
備品

524,254 190,702 333,552

合計 524,254 190,702 333,552

２．未経過リース料中間期末残高相当額

１年以内       102,847千円

１年超        238,222千円

合計        341,069千円

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

　　　中間連結損益計算書を作成していない

　　ため、記載を省略しております。 

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。

 

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。

 

　（減損損失について）

 　 　リース資産に配分された減損損失は

　　ありません。

（有価証券関係）

当中間連結会計期間（自　平成20年３月１日　至　平成20年８月31日）

１．その他有価証券で時価のあるもの

取得原価（千円）
中間連結貸借対照表計上
額（千円）

差額（千円）

　中間連結貸借対照表計上額が取得原

　価を超えるもの

債券 152,463 153,920 1,456

合計 152,463 153,920 1,456

２．その他有価証券で時価評価されていないもの

中間連結貸借対照表計上額（千円）

その他有価証券

非上場株式 　 10,000
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（デリバティブ取引関係）

当中間連結会計期間（自　平成20年３月１日　至　平成20年８月31日）

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

いております。

（ストック・オプション等関係）

当中間連結会計期間（自　平成20年３月１日　至　平成20年８月31日）

　当中間会計期間においてストック・オプションの付与を行っていないため該当事項はありません。

（セグメント情報）

ａ．事業の種類別セグメント情報

当中間連結会計期間（自　平成20年３月１日　至　平成20年８月31日）

　          当社グループは飲食事業単一であり、売上高及び営業利益の金額における事業の種類別セグメント情報の記

　　　　　載を省略しております。

ｂ．所在地別セグメント情報

当中間連結会計期間（自　平成20年３月１日　至　平成20年８月31日）

　　　　　　本邦以外の国又は地域に所在する連結子会社及び在外支店がないため、記載しておりません。　

ｃ．海外売上高

当中間連結会計期間（自　平成20年３月１日　至　平成20年８月31日）

　　　　　　海外売上高がないため、記載しておりません。　

　　　　

（１株当たり情報）

項目
当中間連結会計期間

（自　平成20年３月１日
至　平成20年８月31日）

１株当たり純資産額      259,083円94銭

　（注）当中間連結会計期間は、連結子会社のみなし取得日を当中間連結会計期間末としており、中間貸借対照表のみが

連結対象となり、中間連結損益計算書を作成していないため、１株当たり中間純利益及び潜在株式調整後の１株

当たり中間純利益金額は、記載を省略しております。

（重要な後発事象）

　　該当事項はありません。

－ 16 －



５．中間個別財務諸表
(1）中間貸借対照表

  
前中間会計期間末

（平成19年８月31日）
当中間会計期間末

（平成20年８月31日）
対前中間
期比

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
（％）

増減
（千円）

金額（千円）
構成比
（％）

（資産の部）            

Ⅰ　流動資産            

１　現金及び預金   308,223   567,085    376,403  

２　売掛金   54,950   77,857    65,062  

３　有価証券   －   78,271    －  

４　原材料   28,203   35,324    32,472  

５　前払費用   82,778   112,277    102,718  

６　その他   90,768   150,315    115,620  

貸倒引当金   △423   △619    △649  

流動資産合計   564,500 19.3  1,020,512 22.6 456,011  691,628 20.4

Ⅱ　固定資産            

１　有形固定資産            

(1）建物  1,235,060   1,791,818    1,580,610   

　　減価償却累計額  189,133 1,045,926  394,291 1,397,527   285,096 1,295,514  

(2）工具器具及び備品  278,675   355,502    301,985   

　　減価償却累計額  91,156 187,518  169,621 185,880   133,825 168,160  

(3）建設仮勘定   62,264   8,400    83,991  

(4）その他   166   142    159  

有形固定資産合計   1,295,877 44.3  1,591,950 35.2   1,547,826 45.6

２　無形固定資産   11,808 0.4  11,366 0.2   12,249 0.3

３　投資その他の資産            

(1）関係会社株式   －   477,805    －  

(2）長期前払費用   56,053   60,729    49,304  

(3）差入保証金   949,321   1,139,571    1,037,067  

(4）その他   47,262   222,086    56,597  

投資その他の資産合
計

  1,052,637 36.0  1,900,192 42.0   1,142,969 33.7

固定資産合計   2,360,322 80.7  3,503,508 77.4 1,143,185  2,703,045 79.6

資産合計   2,924,823 100.0  4,524,021 100.0 1,599,197  3,394,673 100.0
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前中間会計期間末

（平成19年８月31日）
当中間会計期間末

（平成20年８月31日）
対前中間
期比

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
（％）

増減
（千円）

金額（千円）
構成比
（％）

（負債の部）            

Ⅰ　流動負債            

１　買掛金   134,084   343,635    137,654  

２　短期借入金   40,000   231,595    －  

３　一年以内返済予定の
長期借入金 

  319,080   436,982    330,110  

４　未払費用   180,353   266,227    184,470  

５　未払法人税等   49,586   137,178    139,365  

６　賞与引当金   13,697   20,295    14,062  

７　その他
※１
　

 149,605   345,445    321,537  

流動負債合計   886,407 30.3  1,781,360 39.4 894,952  1,127,200 33.2

Ⅱ　固定負債            

１　長期借入金   736,970   1,184,374    852,320  

２　その他   109,693   73,832    90,117  

固定負債合計   846,663 28.9  1,258,206 27.8 411,542  942,437 27.8

負債合計   1,733,071 59.3  3,039,567 67.2 1,306,495  2,069,638 61.0

            

（純資産の部）            

Ⅰ　株主資本            

１　資本金   492,290 16.8  493,790 10.9 1,500  492,665 14.5

２　資本剰余金            

(1）資本準備金  482,290   483,790    482,665   

資本剰余金合計   482,290 16.5  483,790 10.7 1,500  482,665 14.2

３　利益剰余金            

(1）その他利益剰余金            

  　別途積立金  600   600    600   

繰越利益剰余金  216,572   507,823    349,105   

利益剰余金合計   217,172 7.4  508,423 11.2 291,251  349,705 10.3

４　自己株式　   － －  △2,413 △0.1 △2,413  － －

株主資本合計   1,191,752 40.7  1,483,590 32.8 291,837  1,325,035 39.0

Ⅱ　評価・換算差額等　            

　１　その他有価証券評価
差額金

  －   863    －  

　評価・換算差額等合計   － －  863 0.0 863  － －

純資産合計   1,191,752 40.7  1,484,453 32.8 292,701  1,325,035 39.0

負債純資産合計   2,924,823 100.0  4,524,021 100.0 1,599,197  3,394,673 100.0
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(2）中間損益計算書

  
前中間会計期間

（自　平成19年３月１日
至　平成19年８月31日）

当中間会計期間
（自　平成20年３月１日
至　平成20年８月31日）

対前中間
期比

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
（％）

増減
（千円）

金額（千円）
百分比
（％）

Ⅰ　売上高   2,715,896 100.0  3,813,917 100.0 1,098,020  5,948,822 100.0

Ⅱ　売上原価   711,268 26.2  968,151 25.4 256,882  1,529,153 25.7

売上総利益   2,004,627 73.8  2,845,766 74.6 841,138  4,419,669 74.3

Ⅲ　販売費及び一般
管理費

  1,928,476 71.0  2,569,906 67.4 641,429  4,099,690 68.9

営業利益   76,151 2.8  275,859 7.2 199,708  319,979 5.4

Ⅳ　営業外収益 ※１  26,594 1.0  15,961 0.4 △10,633  49,629 0.8

Ⅴ　営業外費用 ※２  30,537 1.1  18,610 0.5 △11,926  49,344 0.8

経常利益   72,208 2.7  273,210 7.2 201,002  320,263 5.4

Ⅵ　特別利益   148 0.0  30 0.0 △117  － －

Ⅶ　特別損失 ※３  4,502 0.2  424 0.0 △4,078  5,463 0.1

税引前中間
（当期）純利
益

  67,853 2.5  272,816 7.2 204,963  314,800 5.3

法人税、住民
税及び事業税

 42,484   126,798    172,881   

法人税等調整
額

 △8,545 33,938 1.2 △12,699 114,099 3.0 80,160 △24,528 148,352 2.5

中間（当期）
純利益

  33,914 1.2  158,717 4.2 124,803  166,448 2.8
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(3）中間株主資本等変動計算書

前中間会計期間（自平成19年３月１日　至平成19年８月31日）

 株主資本 

純資産合計

 

 資本金

 資本剰余金 利益剰余金 

株主資本
合計

 

資本準備金
資本剰余金
合計

その他利益剰余金 
利益剰余金
合計

 別途積立金
繰越利益剰
余金

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

中間会計期間中の変動額         

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

中間純利益     33,914 33,914 33,914 33,914

中間会計期間中の変動額合計
（千円）

295,040 295,040 295,040 － 33,914 33,914 623,994 623,994

平成19年８月31日残高（千円） 492,290 482,290 482,290 600 216,572 217,172 1,191,752 1,191,752

当中間会計期間（自平成20年３月１日　至平成20年８月31日）

 株主資本 評価・換算差額等

純資産合
計

 

 資本金

 資本剰余金 利益剰余金 

自己株
式

株主資本
合計

その他
有価証
券評価
差額金
　

評価・
換算差
額金等
合計　

 

資本準
備金

資本剰
余金合
計

その他利益剰余金 
利益剰
余金合
計 

別途積
立金

繰越利
益剰余
金

平成20年２月29日残高
（千円）

492,665 482,665 482,665 600 349,105 349,705 － 1,325,035 － － 1,325,035

中間会計期間中の変動額            

新株予約権の行使による新
株の発行

1,125 1,125 1,125   － － 2,250 － － 2,250

自己株式の取得       △2,413 △2,413   △2,413

株主資本以外の項目の中間
会計期間中の変動額　

        863 863 863

中間純利益     158,717 158,717  158,717   158,717

中間会計期間中の変動額合
計
（千円）

1,125 1,125 1,125 － 158,717 158,717 △2,413 158,554 863 863 159,417

平成20年８月31日残高（千
円）

493,790 483,790 483,790 600 507,823 508,423 △2,413 1,483,590 863 863 1,484,453

前事業年度の株主資本等変動計算書（自平成19年３月１日　至平成20年２月29日）

 株主資本

純資産合計

 

資本金

資本剰余金 利益剰余金

株主資本合
計

 

資本準備金
資本剰余金
合計

その他利益剰余金 
利益剰余金
合計

 
別途積立
金 

繰越利益剰
余金

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

事業年度中の変動額         

　新株の発行 295,415 295,415 295,415   － 590,830 590,830

当期純利益     166,448 166,448 166,448 166,448

事業年度中の変動額合計（千円） 295,415 295,415 295,415 － 166,448 166,448 757,278 757,278

平成20年２月29日残高（千円） 492,665 482,665 482,665 600 349,105 349,705 1,325,035 1,325,035
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(4）中間キャッシュ・フロー計算書

  
前中間会計期間

（自　平成19年３月１日
至　平成19年８月31日）

当中間会計期間
（自　平成20年３月１日
至　平成20年８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）
増減
(千円)

金額（千円）

Ⅰ　営業活動によるキャッシュ・フ
ロー

     

１　税引前中間（当期）純利益  67,853 272,816 204,963 314,800

２　減価償却費  103,510 148,937 45,426 245,123

３　貸倒引当金の増減額  △148 △30 117 78

４　賞与引当金の増加額  4,103 6,232 2,129 4,468

５　受取利息  △407 △379 27 △8,744

６　支払利息  9,595 14,814 5,219 22,470

７　固定資産除却損  381 424 42 1,342

８　未払費用の増加額  62,417 81,776 19,359 66,577

９　前受収益の増減額  13,735 △5,540 △19,275 11,661

10　売上債権の増加額  △17,224 △12,794 4,429 △27,337

11　たな卸資産の増加額  △3,748 △2,851 896 △8,017

12　仕入債務の増加額  41,733 205,981 164,247 45,303

13　その他  49,134 85,381 36,247 79,868

小計  330,936 794,767 463,831 747,597

14　利息及び配当金の受取額  407 379 △27 8,744

15　利息の支払額  △9,644 △14,320 △4,675 △22,811

16　法人税等の支払額  △126,568 △130,174 △3,606 △169,049

営業活動によるキャッシュ・フ
ロー

 195,131 650,652 455,521 564,480
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前中間会計期間

（自　平成19年３月１日
至　平成19年８月31日）

当中間会計期間
（自　平成20年３月１日
至　平成20年８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）
増減
(千円)

金額（千円）

Ⅱ　投資活動によるキャッシュ・フ
ロー

     

１　定期預金の純増減額  △600 △600 － △1,200

２　有形固定資産の取得による支出  △568,814 △231,437 337,377 △850,829

３　投資有価証券の取得による支出  － △152,463 △152,463 －

４　関係会社株式の取得による支出  － △477,805 △477,805 －

５　差入保証金の差入による支出  △229,599 △125,581 104,017 △317,485

６　差入保証金の回収による収入  10,701 － △10,701 10,841

７　長期前払費用の増加額  △21,481 △1,761 19,720 △26,613

８　その他  △18,459 △4,971 13,488 △23,799

投資活動によるキャッシュ・フ
ロー

 △828,253 △994,620 △166,366 △1,209,086

Ⅲ　財務活動によるキャッシュ・フ
ロー

     

１　短期借入金の純増減額  40,000 231,595 191,595 －

２　長期借入れによる収入  470,000 635,000 165,000 845,000

３　長期借入金の返済による支出  △474,480 △196,074 278,406 △723,100

４　割賦未払金の支払額  △13,110 △12,187 923 △26,221

５　株式の発行による収入  577,161 2,250 △574,911 590,830

６　自己株式取得による支出  － △2,413 △2,413 －

７　その他  － △20 △20 △13,288

財務活動によるキャッシュ・フ
ロー

 599,570 658,150 58,579 673,220

Ⅳ　現金及び現金同等物に係る換算差
額

 － △1,151 △1,151 △5,022

Ⅴ　現金及び現金同等物の増加額（△
減少額）

 △33,551 313,030 346,581 23,591

Ⅵ　現金及び現金同等物の期首残高  392,041 415,633 23,591 392,041

Ⅶ　現金及び現金同等物の中間期末
（期末）残高

※１ 358,490 728,663 370,173 415,633
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中間財務諸表作成のための基本となる重要な事項

項目
前中間会計期間

（自　平成19年３月１日
至　平成19年８月31日）

当中間会計期間
（自　平成20年３月１日
至　平成20年８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

子会社株式

─────

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

子会社株式

移動平均法による原価法

その他有価証券

時価のあるもの

　中間決算日の市場価格等に基づ

く時価法(評価差額は全部純資産

直入法により処理し、売却原価は、

移動平均法により算定)によって

おります。(外貨建その他有価証

券は、中間決算日直物為替相場に

より円換算し、換算差額は評価差

額として処理しております。また、

差額は全部純資産直入法により処

理しております。)

 

 

同左

子会社株式

─────

その他有価証券

─────

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

同左

 デリバティブ

時価法 

デリバティブ 

同左 

デリバティブ 

同左

２. たな卸資産の評価基準及

び評価方法

原材料

最終仕入原価法による原価法

原材料

同左

原材料

同左

３. 固定資産の減価償却の

方法

有形固定資産

定率法

　なお、主な耐用年数は以下のと

おりであります。

有形固定資産

定率法

　なお、主な耐用年数は以下のと

おりであります。　

有形固定資産

定率法

　なお、主な耐用年数は以下のと

おりであります。

建物　　　　　　　２～20年

車両運搬具　　　　　　６年

工具器具及び備品　２～20年

建物　　　　　　　３～20年

車両運搬具　　　　　　６年

工具器具及び備品　２～20年

建物　　　　　　　２～20年

車両運搬具　　　　　　６年

工具器具及び備品　２～20年

無形固定資産

定額法

　なお、自社利用のソフトウェア

の耐用年数は、社内における利用

可能期間（５年）によっておりま

す。

 

無形固定資産

同左

　

無形固定資産 

同左

 

長期前払費用

定額法

長期前払費用

同左

 

長期前払費用 

同左

４. 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

 

株式交付費

同左

 

５. 引当金の計上基準 貸倒引当金 

　債権の貸倒による損失に備える

ため、一般債権については貸倒実

績率により、貸倒懸念債権等特定

の債権については個別に回収可能

性を検討し、回収不能見込み額を

計上しております。 

 

貸倒引当金 

同左

貸倒引当金  

同左

賞与引当金

　従業員の賞与の支給に備えて、

賞与支給見込額の当中間会計期間

負担額を計上しております。

賞与引当金

同左

賞与引当金 

　従業員の賞与の支給に備えて、

賞与支給見込額の当期負担額を計

上しております。

－ 23 －



項目
前中間会計期間

（自　平成19年３月１日
至　平成19年８月31日）

当中間会計期間
（自　平成20年３月１日
至　平成20年８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）

６. 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

７. ヘッジ会計の方法 ヘッジ会計の方法

　特例処理の要件を満たす金利ス

ワップについて、特例処理を採用

しております。

 

ヘッジ会計の方法

同左

ヘッジ会計の方法 

同左

ヘッジ手段

金利スワップ

 

ヘッジ手段

同左

ヘッジ手段 

同左

ヘッジ対象

　市場金利等の変動によりキャッ

シュ・フローが変動するもの（変

動金利の借入金）

 

ヘッジ対象

同左

ヘッジ対象

同左

ヘッジ方針

　デリバティブ取引は金利の変動

によるリスク回避を目的としてお

り、投機的な取引は行わない方針

であります。デリバティブ取引の

執行・管理については、取引権限

及び取引限度額等を定めた社内

ルールに従い、資金担当部門が決

裁担当者の承認を得て行っており

ます。

 

ヘッジ方針

同左

ヘッジ方針 

同左

 ヘッジの有効性評価の方法

　金利スワップは特例処理の要件

を満たしており、その判定をもっ

て有効性の評価に代えております。

 

ヘッジの有効性評価の方法

同左

ヘッジの有効性評価の方法 

同左 

８. 中間キャッシュ・フロー

計算書（キャッシュ・フ

ロー計算書）における資

金の範囲

　手許現金、随時引き出し可能な

預金及び容易に換金可能であり、

かつ、価値の変動について僅少な

リスクしか負わない取得日から

３ヶ月以内に償還期限の到来する

短期投資からなっております。

 

同左 同左

 

９. その他中間財務諸表（財

務諸表）作成のための基

本となる重要な事項

消費税等の会計処理

税抜方式

消費税等の会計処理

同左

消費税等の会計処理 

同左
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中間財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更

前中間会計期間
（自　平成19年３月１日
至　平成19年８月31日）

当中間会計期間
（自　平成20年３月１日
至　平成20年８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）

（固定資産の減価償却方法の変更）

 当中間会計期間から、平成19年度の法人税

法の改正((所得税法等の一部を改正する法律

平成19年３月30日　法律第６号)及び(法人税

法施行令の一部を改正する政令　平成19年３

月30日政令第83号))に伴い、平成19年４月１

日以降に取得したものについては、改正後の

法人税法に基づく方法に変更しております。

　なお、この変更による当中間会計期間の利

益に与える影響は軽微であります。

───── （固定資産の減価償却方法の変更）

当事業年度から、平成19年度の法人税法の

改正((所得税法等の一部を改正する法律平成

19年３月30日　法律第６号)及び(法人税法施

行令の一部を改正する政令　平成19年３月30

日政令第83号))に伴い、平成19年４月１日以

降に取得したものについては、改正後の法人

税法に基づく方法に変更しております。

　なお、この変更による当事業年度の利益に

与える影響は軽微であります。 

　表示方法の変更

前中間会計期間

（自　平成19年３月１日

至　平成19年８月31日）

当中間会計期間　

（自　平成20年３月１日

至　平成20年８月31日）　

──────  前中間会計期間まで、減価償却累計額について直接法で処理してお

りましたが、貸借対照表をより明瞭に表示するため、当中間会計期間

より、間接法に変更して減価償却累計額を表示しております。 

注記事項

（中間貸借対照表関係）

前中間会計期間末
（平成19年８月31日）

当中間会計期間末
（平成20年８月31日）

前事業年度末
（平成20年２月29日）

※１．消費税等の取扱い

　仮払消費税等及び仮受消費税等は、

相殺の上、金額的重要性が乏しいため、

流動負債の「その他」に含めて表示し

ております。

※１．消費税等の取扱い

同左

 ───── 

（中間損益計算書関係）

前中間会計期間
（自　平成19年３月１日
至　平成19年８月31日）

当中間会計期間
（自　平成20年３月１日
至　平成20年８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．営業外収益のうち主要なもの ※１．営業外収益のうち主要なもの ※１．営業外収益のうち主要なもの

受取協賛金 24,109千円 受取協賛金     14,319千円 受取協賛金     36,604千円

 

※２．営業外費用のうち主要なもの

 

※２．営業外費用のうち主要なもの

 

※２．営業外費用のうち主要なもの

営業外支払手数料 14,204千円

支払利息 9,595千円

営業外支払手数料 187千円

支払利息 14,814千円

営業外支払手数料    14,575千円

支払利息　 22,470千円

 

※３. 特別損失のうち主要なもの

 

※３. 特別損失のうち主要なもの

 

※３. 特別損失のうち主要なもの

原状回復費 4,120千円 固定資産除却損      424千円 固定資産除却損     1,342千円

原状回復費　 4,120千円

 

　４．減価償却実施額

 

　４．減価償却実施額

 

　４．減価償却実施額

有形固定資産 101,692千円

無形固定資産 1,817千円

有形固定資産    146,278千円

無形固定資産      2,658千円

有形固定資産    240,329千円

無形固定資産      4,793千円
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（中間株主資本等変動計算書関係）

前中間会計期間（自　平成19年３月１日　至　平成19年８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）

当中間会計期間増
加株式数（株）

当中間会計期間減
少株式数（株）

当中間会計期間末
株式数（株）

発行済株式     

普通株式 4,881 800 － 5,681

合計 4,881 800 － 5,681

　（注）　普通株式の増加800株は、新株式発行（有償一般募集）による増加であります。

２．新株予約権等に関する事項

　新株予約権を会社法施行前に付与しております。当中間会計期間に係る新株予約権の変動状況は注記事項

「ストック・オプション等関係」をご参照ください。

３．配当に関する事項

  該当事項はありません。

当中間会計期間（自　平成20年３月１日　至　平成20年８月31日）

１．発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項

 
前事業年度末株式
数（株）

当中間会計期間増
加株式数（株）

当中間会計期間減
少株式数（株）

当中間会計期間末
株式数（株）

発行済株式     

普通株式 (注１) 5,696 45 － 5,741

合計 5,696 45 － 5,741

自己株式     

普通株式 (注２) － 11 － 11

合計 － 11 － 11

　(注１)　普通株式の45株の増加は、新株予約権（ストック・オプション）の行使に伴う普通株式45株による増加で

          あります。

　(注２)　普通株式の自己株式の11株の増加は、すべて市場からの買取によるものであります。

　

２．新株予約権等に関する事項

新株予約権を会社法施行前に付与しております。当中間会計期間に係る新株予約権の変動状況は注記事項

「ストック・オプション等関係」をご参照ください。

 

３．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．発行済株式の種類及び総数に関する事項

 
前事業年度末株式
数（株）

当事業年度増加株
式数（株）

当事業年度減少株
式数（株）

当事業年度末株式
数（株）

発行済株式     

普通株式 4,881 815 － 5,696

合計 4,881 815 － 5,696

２．新株予約権等に関する事項

　新株予約権を会社法施行前に付与しております。当事業年度に係る新株予約権の変動状況は注記事項「ス

トック・オプション等関係」をご参照ください。

３．配当に関する事項 

 　 該当事項はありません。
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（中間キャッシュ・フロー計算書関係）

前中間会計期間
（自　平成19年３月１日
至　平成19年８月31日）

当中間会計期間
（自　平成20年３月１日
至　平成20年８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．現金及び現金同等物の中間期末残高と

中間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中間期末残高と

中間貸借対照表に掲記されている科目

の金額との関係

※１．現金及び現金同等物の期末残高と貸借

対照表に掲記されている科目の金額と

の関係

現金及び預金 308,223千円

預入期間３ヶ月超の

定期預金
△2,200 〃

その他流動資産（預

け金）
52,467 〃

現金及び現金同等物 358,490千円

現金及び預金 567,085千円

有価証券(ＭＭＦ) 78,271 〃

預入期間３ヶ月超の

定期預金
△3,400 〃

その他流動資産（預

け金）
86,707 〃

現金及び現金同等物 728,663千円

現金及び預金 376,403千円

預入期間３ヶ月超の

定期預金
△2,800 〃

その他流動資産（預

け金）
42,029 〃

現金及び現金同等物 415,633千円

（リース取引関係）

前中間会計期間
（自　平成19年３月１日
至　平成19年８月31日）

当中間会計期間
（自　平成20年３月１日
至　平成20年８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）

　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

び中間期末残高相当額

１．リース物件の取得価額相当額、減価償却

累計額相当額、減損損失累計額相当額及

び中間期末残高相当額

１．リース物件の取得価額相当額、減価償却

累計額相当額、減損損失累計額相当額及

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)

中間期
末残高
相当額
(千円)

工具器具及び
備品

362,468 88,725 273,742

合計 362,468 88,725 273,742

 

取得価
額相当
額
(千円)

減価償
却累計
額相当
額
(千円)

中間期
末残高
相当額
(千円)

工具器具及び
備品

510,405 178,514 331,891

合計 510,405 178,514 331,891

 

取得価
額相当
額
(千円)

減価償
却累計
額相当
額
(千円)

期末残
高相当
額
(千円)

工具器具及び
備品

470,530 130,734 339,796

合計 470,530 130,734 339,796

２．未経過リース料中間期末残高相当額 ２．未経過リース料中間期末残高相当額 ２．未経過リース料期末残高相当額

１年以内 71,415千円

１年超 207,512千円

合計 278,927千円

１年以内       101,590千円

１年超        237,766千円

合計        339,356千円

１年以内     93,463千円

１年超 252,807千円

合計 346,270千円

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 36,537千円

減価償却費相当額 32,779千円

支払利息相当額 4,242千円

支払リース料       54,543千円

減価償却費相当額       50,590千円

支払利息相当額      4,915千円

支払リース料 81,373千円

減価償却費相当額 74,787千円

支払利息相当額 8,963千円

４．減価償却費相当額の算定方法

　リース期間を耐用年数とし、残存価額

を零とする定額法によっております。

 

４．減価償却費相当額の算定方法

　　　　　　　 同左 

４．減価償却費相当額の算定方法

　　　　　　　 同左 

５．利息相当額の算定方法

　リース料総額とリース物件の取得価額

相当額との差額を利息相当額とし、各期

への配分方法については、利息法によっ

ております。

 

５．利息相当額の算定方法

　　　　　　　 同左 

５．利息相当額の算定方法

　　　　　　　 同左  

（減損損失について）

　リース資産に配分された減損損失はあり

ません。

（減損損失について）

 　　　　　　　  同左 

（減損損失について）

 　　　　　　　  同左 
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（有価証券関係）

前中間会計期間（自　平成19年３月１日　至　平成19年８月31日）

前中間貸借対照表計上額（千円）

その他有価証券

非上場株式 10,000

当中間連結会計期間（自　平成20年３月１日　至　平成20年８月31日）

　　　中間連結財務諸表の注記事項（有価証券関係）における記載内容と同一のため、記載しておりません。な

　　お、当中間会計期間において、子会社株式で時価のあるものはありません。

 

前事業年度（自　平成19年３月１日　至　平成20年２月29日）

前事業年度貸借対照表計上額（千円）

その他有価証券　

非上場株式 10,000

（デリバティブ取引関係）

前中間会計期間（自　平成19年３月１日　至　平成19年８月31日）

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

いております。

当中間会計期間（自　平成20年３月１日　至　平成20年８月31日）

　中間連結財務諸表の注記事項（デリバティブ取引関係）における記載内容と同一のため、記載しておりません。

前事業年度（自　平成19年３月１日　至　平成20年２月29日）

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

いております。

（ストック・オプション等関係）

前中間会計期間（自　平成19年３月１日　至　平成19年８月31日）

　当中間会計期間においてストック・オプションの付与を行っていないため該当事項はありません。

当中間会計期間（自　平成20年３月１日　至　平成20年８月31日）

　中間連結財務諸表の注記事項（ストック・オプション等関係）における記載内容と同一のため、記載しており

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．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17年

ストック・オプション

平成17年

ストック・オプション

平成18年

ストック・オプション

付与日 平成17年７月30日 平成17年７月30日 平成18年２月25日

付与対象者の区分

当社の取締役　　　　３名 

当社の従業員　　　　25名 

事業推進上の関係者　３名 

事業推進上の関係者　２名 当社の従業員　　　　４名 

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

権利確定条件

　本新株予約権の権利行使時

において、当会社又は、将来

当会社の子会社が設立された

場合の当該子会社の取締役又

は従業員たる地位にあたるこ

と又は事業推進上の関係者で

あることを要します。但し、

本新株予約権者が任期満了を

理由に取締役を退任した場

合、または、定年を理由に退

職した場合及びグループ会社

への転籍に基づく退任・退職

した場合で、取締役会が特に

認めて本新株予約権者に書面

で通知したときは、引続き本

新株予約権を退任・退職後２

年間行使することができま

す。

　本新株予約権の割当後当権

利行使までに、禁固刑以上の

刑に処されていないこと、当

会社の就業規則により降任・

降格以上の制裁を受けていな

いこと、及び当会社所定の書

面により本新株予約権の全部

まはた一部を放棄する旨を申

し出ていないことを要しま

す。

　本新株予約権者の相続人に

よる本新株予約権の行使は認

められません。

　その他の条件については、

新株予約権者と締結した「新

株予約権割当契約」に定める

ところによります。

　本新株予約権の権利行使時

において、当会社又は、将来

当会社の子会社が設立された

場合の当該子会社の取締役又

は従業員たる地位にあたるこ

と又は事業推進上の関係者で

あることを要します。但し、

本新株予約権者が任期満了を

理由に取締役を退任した場

合、または、定年を理由に退

職した場合及びグループ会社

への転籍に基づく退任・退職

した場合で、取締役会が特に

認めて本新株予約権者に書面

で通知したときは、引続き本

新株予約権を退任・退職後２

年間行使することができま

す。

　本新株予約権の割当後当権

利行使までに、禁固刑以上の

刑に処されていないこと、当

会社の就業規則により降任・

降格以上の制裁を受けていな

いこと、及び当会社所定の書

面により本新株予約権の全部

まはた一部を放棄する旨を申

し出ていないことを要しま

す。

　その他の条件については、

新株予約権者と締結した「新

株予約権割当契約」に定める

ところによります。

 

  

　本新株予約権の権利行使時

において、当会社又は、将来

当会社の子会社が設立された

場合の当該子会社の取締役又

は従業員たる地位にあたるこ

と又は事業推進上の関係者で

あることを要します。但し、

本新株予約権者が任期満了を

理由に取締役を退任した場

合、または、定年を理由に退

職した場合及びグループ会社

への転籍に基づく退任・退職

した場合で、取締役会が特に

認めて本新株予約権者に書面

で通知したときは、引続き本

新株予約権を退任・退職後２

年間行使することができま

す。

　本新株予約権の割当後当権

利行使までに、禁固刑以上の

刑に処されていないこと、当

会社の就業規則により降任・

降格以上の制裁を受けていな

いこと、及び当会社所定の書

面により本新株予約権の全部

まはた一部を放棄する旨を申

し出ていないことを要しま

す。

　本新株予約権者の相続人に

よる本新株予約権の行使は認

められません。

　その他の条件については、

新株予約権者と締結した「新

株予約権割当契約」に定める

ところによります。

権利行使期間
平成20年７月30日から

平成22年７月29日まで

平成19年３月６日から

平成21年３月５日まで

平成21年２月25日から

平成23年２月24日まで

備考 

  当事業年度末現在において

付与対象者の区分及び人数は

当社取締役３名、当社従業員

18名、事業推進上の関係者３

名、株式数は261株になってお

ります。

　当事業年度末現在において

付与対象者の区分及び人数は

事業推進上の関係者１名、株

式数は100株になっておりま

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

　前事業年度末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17年７月30日付与
ストック・オプション

平成17年７月30日付与
ストック・オプション

平成18年２月25日付与
ストック・オプション

権利確定前　　　　　　（株）    

前事業年度末 271 115 30

付与 － － －

失効 10 － －

権利確定 － 115 －

未確定残 261 － 30

権利確定後　　　　　　（株）    

前事業年度末 － － －

権利確定 － 115 －

権利行使 － 15 －

失効 － － －

未行使残 － 100 －

②　単価情報

平成17年７月30日付与
ストック・オプション

平成17年７月30日付与
ストック・オプション

平成18年２月25日付与
ストック・オプション

権利行使価格　　　　　　（円） 50,000 50,000 800,000

行使時平均株価　　　　　（円） － 262,947 －

公正な評価単価（付与日）（円） － － －

（持分法損益等）

 前中間会計期間（自　平成19年３月１日　至　平成19年８月31日）

 　該当事項はありません。

 当中間会計期間（自　平成20年３月１日　至　平成20年８月31日）

 　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）

 　該当事項はありません。
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（１株当たり情報）

項目
前中間会計期間

（自　平成19年３月１日
至　平成19年８月31日）

当中間会計期間
（自　平成20年３月１日
至　平成20年８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 209,778円60銭      259,067円01銭  232,625円66銭

１株当たり中間（当期）純利益 5,993円05銭      27,835円45銭 29,340円41銭

潜在株式調整後

１株当たり中間（当期）純利益  

5,645円85銭      26,576円99銭 27,718円26銭

　（注）　１株当たり中間（当期）純利益及び潜在株式調整後１株当たり中間（当期）純利益の算定上の基礎は、以下の

とおりであります。

項目
前中間会計期間

(自　平成19年３月１日
至　平成19年８月31日)

当中間会計期間
(自　平成20年３月１日
至　平成20年８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株当たり中間（当期）純利益    

中間損益計算書（損益計算書）上の中間

（当期）純利益
33,914 158,717 166,448

普通株式に係る中間（当期）純利益

（千円）
33,914 158,717 166,448

普通株主に帰属しない金額（千円） － － －

普通株式の期中平均株式数（株） 5,659 5,702 5,673

潜在株式調整後１株当たり中間（当期）

純利益 
   

中間（当期）純利益調整額 － － －

普通株式増加数（株） 348 270 332

（うち新株予約権） (348) (270) (332)

希薄化効果を有しないため、潜在株式調

整後１株当たり中間（当期）純利益の算

定に含まれなかった潜在株式の概要

　新株予約権１種類

（新株予約権の数合計

30個）

　新株予約権１種類

（新株予約権の数合計

30個）

　新株予約権１種類

（新株予約権の数合計

30個）

（重要な後発事象）

前中間会計期間
（自　平成19年３月１日
至　平成19年８月31日）

当中間会計期間
（自　平成20年３月１日
至　平成20年８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）

　該当事項はありません。 同左 同左
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