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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）

(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 4,707 △0.5 45 △51.7 33 △74.7 △25 －

19年８月中間期 4,731 43.7 93 33.3 132 13.1 84 47.9

20年２月期 9,425 － 218 － 309 － 170 －

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 △896 68 － －

19年８月中間期 2,976 82 2,624 41

20年２月期 5,946 22 5,287 74
（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

(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 7,222 1,494 20.7 53,673 08

19年８月中間期 5,909 1,509 25.5 52,405 63

20年２月期 6,089 1,595 26.2 55,362 76
（参考）自己資本 20年８月中間期 1,494百万円 19年８月中間期 1,509百万円 20年２月期 1,595百万円

(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 105 △1,426 1,226 249

19年８月中間期 485 △699 146 307

20年２月期 996 △1,321 293 343

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

21年２月期 － － － － 0　00

21年２月期（予想） － － － － 0　00

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 9,705 3.0 77 △64.7 76 △75.4 10 △94.1 357 44
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４．その他

(1）期中における重要な子会社の異動（連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動）　無

(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　　　　　　　　有

（注）詳細は、20ページ「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」をご覧ください。

(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 28,850株 19年８月中間期 28,798株 20年２月期 28,810株

②　期末自己株式数 20年８月中間期 1,000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、33ページ「１株当たり情報」

をご覧ください。

（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 4,595 2.3 34 △41.2 25 △72.9 △29 －

19年８月中間期 4,489 38.8 58 △33.6 95 △25.5 62 △2.4

20年２月期 8,953 － 147 － 236 － 128 －

１株当たり中間
（当期）純利益

円 銭

20年８月中間期 △1,066 43

19年８月中間期 2,181 64

20年２月期 4,498 10

(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 6,811 1,438 21.1 51,652 91

19年８月中間期 5,732 1,476 25.8 51,271 41

20年２月期 5,755 1,543 26.8 53,575 47

（参考）自己資本 20年８月中間期 1,438百万円 19年８月中間期 1,476百万円 20年２月期 1,543百万円

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 9,426 5.3 60 △59.2 61 △74.2 2 △98.4 71 49

※　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、３ページ「１．経営成績 (1) 経

営成績に関する分析」をご覧ください。

２．通期の業績予想に関する事項につきまして、中間期の実績及び今後の見通しを勘案し、予想数値を修正しており

ます。なお、当該数値の修正に関する事項は、平成20年10月４日公表の「業績予想の修正に関するお知らせ」を

ご参照ください。

３．「３．平成20年２月期の連結業績予想」及び「（参考）個別業績の概要　２．平成20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等を考慮した予想期中平均株式数27,977

株により算出しております。
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１．経営成績
(1）経営成績に関する分析

① 当中間連結会計期間の概況

　当中間連結会計期間におけるわが国経済は、サブプライムローン問題に端を発した米国経済の低迷や原油・原材

料価格の高騰等により企業業績の減速傾向がより鮮明となり、依然として先行き不透明な状況で推移いたしました。

個人消費におきましても物価の上昇等を背景に停滞感が強まり、回復の兆しが見えない状況が続きました。

　外食業界におきましては、景気悪化に伴う個人消費の低迷が続く中で、食材価格の高騰や水道光熱費など諸経費

の上昇懸念は依然として強く、また、食品の偽装表示や不正表示に関する問題、輸入加工食品に関する問題、食の

安全を脅かす事件の発生など、当業界を取り巻く環境は引き続き厳しい状況でありました。

　このような環境のもと、当社グループでは、コアブランドである「芋蔵」など居酒屋業態の出店と収益力強化に

注力するとともに、業態ごとの専門性をより一層向上するため、新たにレストラン事業部及びＳＣ（ショッピング

センター）事業部を新設し、提供する料理の品質やサービスの向上に努めてまいりました。また、前期より注力し

ておりますプロジェクト出店として、名古屋駅前のダイヤモンドウェイ、名古屋ルーセントタワーに続き、３つ目

のプロジェクトとなる飲食店ビル「G-SEVENS 刈谷（ジーセブンカリヤ）」（愛知県刈谷市）を平成20年６月にオー

プンいたしました。プロジェクト出店とは、ビルや商業施設等へ開発段階から積極的に提案等を行い、飲食フロア

のトータルプロデュースやビルの再開発を通じて付加価値を高め、より良い条件での出店を可能とする出店モデル

であります。プロジェクト出店につきましては、飲食事業における投資コストの抑制や賃料等のランニングコスト

の低減が見込まれ、収益性の向上につながるものと考えております。

　新規出店等におきましては、上記「G-SEVENS 刈谷」内に出店した２店舗を含め東海地区３店舗、関東地区２店舗、

関西地区２店舗、仙台地区１店舗の合計８店舗の新規出店と既存店５店舗のリニューアルオープンを行い、平成20

年８月31日現在の業態数及び店舗数は、35業態75店舗となりました。

　以上の結果、当中間連結会計期間の売上高は4,707百万円（前年同期比0.5%減）、営業利益は45百万円（同51.7%

減）、経常利益は33百万円（同74.7%減）となり、減損損失等の特別損失を計上した結果、中間純損失は25百万円

（前年同期は中間純利益84百万円）となりました。

　事業の種類別セグメントごとの業績の概況は、次のとおりであります。

ａ．飲食事業

　新規出店及びリニューアルオープンにより、新たに８つの業態を展開いたしました。

　コアブランドである「芋蔵」につきましては、平成20年３月に「芋蔵五反田店」（東京都品川区）、同年６月に

「芋蔵国分町店」（仙台市青葉区）及び「芋蔵刈谷店」（愛知県刈谷市）、同年８月に「芋蔵豊橋店」（愛知県豊

橋市）の計４店舗を新規出店いたしました。また、新業態につきましては、平成20年３月に「薩摩とりとん千里中

央店」（大阪府豊中市）及び「ほろほろ」（東京都港区）、同年６月に「凪」（愛知県刈谷市）の３店舗を新規出

店いたしました。

　既存店につきましては、５店舗をリニューアルオープンし、「LAPEROUSE（ラペルーズ）」（名古屋市西区）、

「金山鍋蔵KINNABE（キンナベ）」（名古屋市熱田区）など５つの新業態を展開いたしました。

　また、仕入原価につきましては、原材料価格が上昇傾向にありますが、メニューやレシピの見直し、漁港からの

直送による仕入ルートの開拓など、原価率の低減に取り組みました。

　その結果、飲食事業における売上高は4,519百万円（前年同期比1.9%増）、営業利益は15百万円（同75.5%減）と

なりました。

ｂ．ブライダル事業

　「LUCENT TOWER and VILLA（ルーセントタワーアンドヴィラ）」（名古屋市西区）が稼働２年目に入り、新規物

件としての訴求力が薄れてきたことから、営業体制の強化に取り組み改善を図りました。その結果、下半期の受注

獲得件数は改善が見られてまいりましたが、当中間連結会計期間につきましては、受注件数の伸び悩みから、ブラ

イダル事業における売上高は157百万円（前年同期比56.8%減）、営業損失は15百万円（前年同期は営業利益６百万

円）となりました。

ｃ．不動産事業

　テナントビル「ダイヤモンドウェイ」や「G-SEVENS 刈谷」などの賃貸収入等により、不動産事業における売上高

は85百万円（前年同期比35.3%増）、営業利益は33百万円（同86.0%増）となりました。

ｄ．その他の事業

　広告代理業務等のその他の事業における売上高は140百万円（前年同期比12.7%増）、営業利益は８百万円（同

228.4%増）となりました。
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② 当期の見通し

　当期の見通しにつきましては、米国経済の低迷や原油・原材料価格の高騰等により企業業績は減速傾向にあり、

個人消費においても物価の上昇等を背景に停滞感が強まり、当面は急速な景気回復が見込めない状況と考えられま

す。また、外食業界におきましても、食材価格の高騰や諸経費の上昇など、厳しい経営環境が続くものと見込まれ

ます。

　そうした環境のもと、当社グループでは、当中間期において８店舗の新規出店と５店舗のリニューアルオープン

を行い、中間期においてはオープン経費等の初期コストが発生しておりますが、これら新店等の稼働により通期業

績への寄与があるものと見込んでおります。また、食材原価を含む諸経費は上昇傾向が見込まれておりますが、引

き続き付加価値の高いメニューの開発に努めるとともに、コスト改善に取り組んでまいります。

　これらの結果、通期の連結業績は、売上高9,705百万円（前年同期比3.0%増）、営業利益77百万円（同64.7%減）、

経常利益76百万円（同75.4%減）、当期純利益10百万円（同94.1%減）を見込んでおります。なお、通期の業績予想

に関する事項につきましては、平成20年２月期決算短信（平成20年４月10日公表）に記載いたしました業績予想を

修正しております。当該業績予想の修正に関する事項は、平成20年10月４日公表の「業績予想の修正に関するお知

らせ」をご参照ください。また、１株当たり予想当期純利益につきましては、当中間連結会計期間における新株予

約権の権利行使による増加株式数及び自己株式の取得実績を踏まえて期中平均株式数（予想）を見直した上で、修

正しております。

 ※ 上記の見通しは、本資料の発表日現在において入手可能な情報に基づき判断したものであり、多分に不確定な要素

を含んでおります。実際の業績等は、業況の変化などの様々な要因により上記見通しと異なる可能性があります。

(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総資産は7,222百万円（前連結会計年度末比1,132百万円増加）となり、負債は

5,727百万円（同1,232百万円増加）、純資産は1,494百万円（同100百万円減少）となりました。

　流動資産につきましては、現金及び預金が349百万円（前連結会計年度末比63百万円減少）、売掛金が259百万円

（同42百万円増加）となり、前連結会計年度末に比べ総額で25百万円増加し887百万円となりました。

　固定資産につきましては、新規出店や社員寮及びテナントビルの取得等による建物及び構築物の増加（前連結会

計年度末比497百万円増加）、社員寮及びテナントビルの取得に伴う土地の増加（同424百万円）、差入保証金の増

加（同77百万円増加）を主な要因として、前連結会計年度末に比べ1,106百万円増加し6,334百万円となりました。

　流動負債につきましては、前連結会計年度末に比べ456百万円増加し2,024百万円となりました。これは、短期借

入金が415百万円増加したこと及び一年以内返済予定長期借入金が170百万円増加したことに加え、未払法人税等が

116百万円減少したことなどが主な要因であります。

　固定負債につきましては、前連結会計年度末に比べ776百万円増加し3,703百万円となりました。これは、長期借

入金が765百万円増加し3,636百万円となったことが主な要因であります。増加した長期借入金の主な使途は、社員

寮及びテナントビルの取得や新規出店のための設備投資であります。

　純資産につきましては、前連結会計年度末に比べ100百万円減少し1,494百万円となりました。これは、当中間連

結会計期間中の自己株式の取得76百万円、利益剰余金の減少（前連結会計年度末比25百万円減少）が主な要因であ

ります。

② 当中間連結会計期間のキャッシュ・フローの状況

　当中間連結会計期間における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105百万円（前年同期比78.2%減）の資金増、投資活動によるキャッシュ・フローが1,426百万円（同103.9%

増）の資金減、財務活動によるキャッシュ・フローが1,226百万円（同737.7%増）の資金増となりました。その結果、

当中間連結会計期間末の資金残高は249百万円となり、前連結会計年度末の343百万円に比べ93百万円減少しており

ます。

　当中間連結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）

　営業活動の結果得られた資金は105百万円（前年同期比78.2%減）となりました。これは主に、税金等調整前中間

純損失を23百万円、非資金項目である減価償却費を257百万円計上したことに加え、法人税等の支払額が127百万円

あったことなどによるものであります。
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（投資活動によるキャッシュ・フロー）

　投資活動の結果使用した資金は1,426百万円（前年同期比103.9%増）となりました。これは主に、新規出店や社員

寮及びテナントビルの取得等の有形固定資産の取得による支出が1,291百万円、差入保証金の差入による支出が96百

万円あったことなど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）

　財務活動の結果得られた資金は1,226百万円（前年同期比737.7%増）となりました。これは主に、長期借入れによ

る収入が1,250百万円、短期借入金の純増額が415百万円、長期借入金の返済による支出が313百万円、自己株式の取

得による支出が76百万円あったことなどによるものであります。

（参考）キャッシュ・フロー関連指標の推移

 平成18年２月期 平成19年２月期 平成20年２月期
平成20年８月

中間期 

 自己資本比率(％) 38.6 24.8 26.2 20.7　

 時価ベースの自己資本比率(％) － 103.9 47.3 23.9　

 キャッシュ・フロー対有利子負債比率(年) 1.5 10.1 3.6 23.1　

 インタレスト・カバレッジ・レシオ(倍) 30.0 8.6 16.5 3.0　

　　（注）１．各指標の算出は以下の算式を使用しております。

　　　　　　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

　　　　　　　（中間期については、キャッシュ・フローを年額に換算するため２倍しております。）

　　　　　　インタレスト・カバレッジ・レシオ＝キャッシュ・フロー／利払い

　　　　　　　※ 各指標は、いずれも連結ベースの財務数値により算出しております。

　　　　　　　※ 株式時価総額は、自己株式を除く発行済株式数をベースに計算しております。

　　　　　　　※ キャッシュ・フローは、連結（中間連結）キャッシュ・フロー計算書の営業活動によるキャッシュ・

　　　　　　　　 フローを使用しております。

　　　　　　　※ 有利子負債は、連結（中間連結）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全ての

　　　　　　　　 負債を対象としております。また、利払いは、連結（中間連結）キャッシュ・フロー計算書の利息の

　　　　　　　　 支払額を使用しております。

　　　　　２．時価ベースの自己資本比率については、当社株式は平成18年11月30日上場のため、平成18年２月期につい

ては記載しておりません。

(3）利益配分に関する基本方針及び当期の配当

　当社は、株主に対する利益還元を経営の重要な課題の一つとして位置付けておりますが、現在当社は成長過程にあ

ると考えており、設立以降現在に至るまで利益配当を行っておりません。現時点におきましては、内部留保の充実を

図り、新規出店や人材育成、管理体制強化のための投資等に充当することで競争力の強化と業容の拡大に努め、企業

価値の向上を目指すことが、株主に対する利益還元に繋がるものと考えております。将来的には、業績、事業展望、

財務状況等を総合的に勘案した上で、配当による利益還元を実現してまいりたいと考えておりますが、当面は内部留

保に重点を置く方針であります。なお、当期におきましては、新規出店や人材育成、管理体制強化のための投資等に

充当するため内部留保を優先させて頂きたいと考えております。
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(4）事業等のリスク

　以下において、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主な事項を記載しており

ます。また、必ずしも事業上のリスクに該当しない事項についても、投資判断あるいは当社グループの事業活動を理

解する上で重要と考えられる事項については、投資家に対する積極的な情報開示の観点から記載しております。当社

グループは、これらのリスク発生の可能性を認識した上で発生の予防及び発生した場合の迅速な対応に努める方針で

ありますが、当社株式に関する投資判断は、本項記載事項及び本項以外の記載内容も併せて慎重に検討した上で行わ

れる必要があると考えております。また、以下の記載は、当社株式への投資に関する全てのリスクを網羅するもので

はございませんのでご留意ください。なお、本文中における将来に関する事項は、本資料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 外食業界の動向について

　当社グループの主たる事業が属している外食業界は、景気低迷が続いたことによる消費不況、調理済食材や惣菜

等を持ち帰って食する中食市場の成長等の影響により、成熟市場となっており、外食事業者の既存店売上高は減少

傾向にあります。

　当社グループといたしましては、永く愛される魅力的な店づくりとともに、サービスの質の向上、メニュー変更、

内外装のリニューアル及び業態変更等を実施することにより、既存店売上高の維持と拡大を図っておりますが、当

社グループが出店している商業施設、駅前、商業集積地等の立地において商流の変化及び周辺の商業施設との競合

等が生じることで、その集客力が低下した場合、既存店舗の売上高が減少し当社グループの業績等に影響を及ぼす

可能性があります。

② 事業展開について

ａ．出店政策について

　当社グループの基本的な出店方針は、ドミナントを形成しながら出店地域を徐々に拡大していく方式であり、

居酒屋については繁華街やビジネス街等の中心地への出店、レストラン等の食事をメインとした店舗については

ショッピングセンター等の商業施設への出店を基本としております。現在の展開エリアにつきましては、主に名

古屋市、東京都、横浜市等、東海地区及び関東地区を中心として、大阪府、神戸市等の関西地区及び宮城県に店

舗展開しております。

　当社グループでは、出店候補地の立地特性、賃貸条件、売上予測、投資採算性等を慎重に検討し、出店地を決

定しております。そのため、当該展開エリアにおいて、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

可能性があり、その場合には、当社グループの業績見通し及び事業展開に影響を及ぼす可能性があります。

ｂ．業態開発について

　当社グループは、立地特性やお客様のニーズ、地域のニーズに応じて業態を開発し、または既存業態をアレン

ジし、多業態による店舗展開を行うことで事業の拡大を図っております。今後も引き続き新規業態の開発を進め

る予定でありますが、市場ニーズ及び消費者嗜好の変化等により、お客様に受け入れられる業態を開発できなかっ

た場合には、当社グループの業績見通し及び事業展開に影響を及ぼす可能性があります。

ｃ．出退店時に発生する費用及び損失について

　当社グループでは、新規出店時や業態変更時に什器備品等の消耗品や販売促進に伴う費用が一時的に発生する

ため、大量の新規出店・業態変更や期末に近い時点での新規出店は、利益を押し下げる要因となります。また、

収益性の向上を図るため、業績の改善が見込めない店舗については閉鎖しております。店舗閉鎖時には、キャッ

シュ・フロー及び業績への影響を総合的に勘案し、撤退時期の選定や内装設備等の売却等により費用及び損失を

最小限に抑えられるよう努めておりますが、固定資産除却損、賃貸借契約やリース契約の解約に伴う違約金等が

発生する可能性があります。

　したがって、大量の新規出店、業態変更や退店を行った場合、あるいは出店時における内装工事の遅れや入居

する商業施設等の完成時期のずれ込み等が発生し新規出店が期末に近い時点に偏った場合には、当社グループの

業績等に影響を及ぼす可能性があります。

③ 食材の安全性及び安定供給について

　近年、食品の偽装表示や不正表示に関する問題や輸入加工食品に関する問題など、様々な問題が生じたことによ

り、食の安全性に対する関心が以前にも増して高まっております。

　当社グループにおきましては、多業態を展開しているため特定の食材に依存している事実はなく、引き続き食材

の安全かつ安定的な確保に積極的に取り組む方針でありますが、天候不順による農作物の不作や政府によるセーフ

ガード（緊急輸入制限措置）の発動など需給関係の変動に伴う市況変動や、食材の安全性に関わる不安等による消

費者の外食離れが生じた場合には、当社グループの業績等に影響を及ぼす可能性があります。
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④ 人材の確保及び育成について

　当社グループでは、地域や立地における特性やお客様のニーズに柔軟に対応し、各業態、各店舗の個性を最大限

に発揮するため、店舗運営、サービスの提供方法等について画一的な運営を行わず、各業態、各店舗の創意工夫を

活かす仕組みとしております。その結果が店舗活性化のノウハウや市場ニーズへの適応力等のソフト面の経営資源

の蓄積につながり、競争力の向上に寄与するものと考えております。また、当社グループにおける最も大切な経営

資源は「人」であり、サービス向上の原動力、差別化の源泉として、「人間力」の生み出す風土は他社が模倣しえ

ない経営資源であると考えております。そのため、各業態、各店舗によってお客様に提供するサービス及び店舗運

営方法等が異なり、提供するサービスの水準は各店舗の人材に影響を受けますので、優秀な人材の確保及び育成は

経営上の重要課題であると認識しております。

　当社グループは、新卒採用の充実と即戦力となる中途採用を強化し、継続的な人材の確保に注力するとともに、

待遇、業務内容、福利厚生等において従業員の満足度を高める諸施策の一層の充実を図ることで、定着率の向上に

努めてまいります。加えて、教育研修の充実を図り、お客様へのサービスの質の向上と将来の幹部人材の育成を進

めていく方針であります。しかしながら、今後の積極的な業態開発及び新規出店等の事業展開を図る中で、人材の

確保及び育成が計画どおりに進まない場合には、当社グループの業績及び事業展開に影響を及ぼす可能性がありま

す。

⑤ 食品衛生法について

　当社グループが経営する店舗は、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

おります。当社グループでは、店舗内の食品衛生管理マニュアルに基づき日常の衛生管理の徹底を図るとともに、

必要に応じて内部監査により衛生管理状況を確認し、食品の安全衛生の維持に努めております。また、食品衛生委

員会を設置し定期的な社内講習を実施することで社内での啓蒙活動を進め、衛生管理に対する意識の向上と周知徹

底に努めております。これらの実施により当社グループでは、設立以来食中毒の発生等で行政処分を受けた事例は

ございませんが、当社グループの実施する衛生管理諸施策にもかかわらず、食中毒事故等を起こした場合には、食

品等の廃棄処分、営業許可の取消し、営業の禁止、若しくは一定期間の営業停止処分、被害者からの損害賠償請求、

当社グループの信用力低下等により、当社グループの業績等に影響を及ぼす可能性があります。

⑥ 金利変動の影響について

　当社グループは、出店時における設備投資資金を主として金融機関からの借入により調達しており、平成20年８

月31日現在における総資産に占める有利子負債の割合は67.6％（有利子負債残高4,880百万円／総資産額7,222百万

円）となっております。今後の出店政策に伴う資金調達について、引き続き経済情勢や金利動向、財務バランスを

総合的に勘案し、有利子負債の適正水準の維持に努めながら事業展開を行う予定でございますが、有利子負債への

依存度が高い状態で金利が上昇した場合、当社グループの業績等に影響を及ぼす可能性があります。

⑦ 差入保証金について

　当社グループは、賃借により出店等を行うことを基本方針としており、平成20年８月31日現在、当社所有ビル内

の店舗（４店舗）を除くすべての店舗（71店舗）が賃借物件となっております。物件の賃借においては、賃貸人に

対し、差入保証金等を預け入れる場合があります。差入保証金の残高は平成20年２月末日現在1,189百万円、平成20

年８月31日現在1,267百万円となっており、総資産に占める割合は、各々19.5％、17.5％となっております。

　今後の賃貸人の経営状況によっては、当該店舗における営業の継続に支障が生じたり、退店時に差入保証金等の

全部または一部が返還されない可能性があります。また、当社グループ側の都合によって不採算店舗の契約を中途

解約する場合等には、締結している賃貸借契約の内容によって、差入保証金等の全部または一部が返還されない場

合があり、当社グループの業績等に影響を及ぼす可能性があります。

⑧ 代表者への依存について

　当社の代表取締役である新田二郎は、創業以来、経営方針の策定や経営戦略の決定、業態開発及び立地開発等、

当社グループの業務執行において重要な役割を果たしてまいりました。

　当社グループでは、組織体制の充実や職務分掌及び職務権限規程に基づく権限の委譲など、同氏に過度に依存し

ない組織体制への移行を進めており、人材の育成、充実が進むにつれ同氏への依存度は相対的に低下するものと考

えておりますが、そうした経営体制への移行の過程において、何らかの理由により同氏の業務執行が困難となった

場合には、当社グループの業績及び事業展開に影響を及ぼす可能性があります。
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⑨ ストックオプションの行使等、株式の希薄化に係る影響について

　当社グループでは、役員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制度を採用してお

り、平成13年改正旧商法第280条ノ20及び第280条ノ21の規定に基づく新株予約権を付与しております。平成20年９

月末日現在において、新株予約権による潜在株式数は4,296株であり、発行済株式総数28,850株の14.9％に相当して

おります。これらの新株予約権の行使が行われた場合には、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。

➉ 商標等について

　当社グループの各店舗等において使用する名称については、その使用に先立ち、外部の専門家を通じて第三者の

商標権等を侵害しないかについて確認し、侵害のおそれのある名称は使用を避け、かつ、可能な限り当社グループ

において商標登録を取得する等により、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ております。

しかしながら、当社グループの各店舗の名称又は業態等が第三者のものと類似する等の理由により、第三者から当

社グループの商標登録の無効審判、損害賠償、商標使用差止、営業差止等を請求され、仮にこれらの請求が認めら

れる場合には当社グループの業績等に影響を及ぼす可能性があります。
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２．企業集団の状況
最近の有価証券報告書（平成20年５月29日提出）における「事業系統図（事業の内容）」及び「関係会社の状況」か

ら重要な変更がないため開示を省略しております。

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

　平成20年２月期決算短信（平成20年４月10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.jproject.jp/ir/index.html

　（東京証券取引所ホームページ（上場会社情報検索ページ））

http://www.tse.or.jp/listing/compsearch/index.html
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４．中間連結財務諸表
(1）中間連結貸借対照表

  
前中間連結会計期間末
（平成19年８月31日）

当中間連結会計期間末
（平成20年８月31日）

前連結会計年度の
要約連結貸借対照表
（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
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

（資産の部）           

Ⅰ　流動資産           

１．現金及び預金 ※２  306,738   349,738   413,338  

２．売掛金   289,219   259,438   216,994  

３．たな卸資産   65,519   69,953   68,129  

４．繰延税金資産   23,476   16,109   20,629  

５．その他   149,278   194,514   145,306  

貸倒引当金   △1,884   △2,600   △3,030  

流動資産合計   832,348 14.1  887,154 12.3  861,367 14.1

Ⅱ　固定資産           

１．有形固定資産 ※１          

(1）建物及び構築物 ※２ 2,803,214   3,160,371   2,662,879   

(2）土地 ※２ 863,820   1,456,023   1,031,599   

(3）建設仮勘定  81,637   143,347   74,144   

(4）その他  228,578 3,977,250 67.3 188,161 4,947,904 68.5 179,010 3,947,633 64.8

２．無形固定資産   3,365 0.1  7,675 0.1  2,899 0.0

３．投資その他の資産           

(1）投資有価証券  7,075   7,028   7,042   

(2）差入保証金  1,012,712   1,267,251   1,189,354   

(3）その他  76,593   105,108   81,161   

貸倒引当金  △10 1,096,371 18.6 △0 1,379,388 19.1 △12 1,277,545 21.0

固定資産合計   5,076,986 85.9  6,334,967 87.7  5,228,078 85.9

資産合計   5,909,335 100.0  7,222,122 100.0  6,089,445 100.0
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前中間連結会計期間末
（平成19年８月31日）

当中間連結会計期間末
（平成20年８月31日）

前連結会計年度の
要約連結貸借対照表
（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
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

（負債の部）           

Ⅰ　流動負債           

１．買掛金   210,776   203,683   179,763  

２．短期借入金   －   465,520   50,000  

３．一年以内返済予定
    長期借入金

※２  585,179   778,842   608,009  

４．一年以内償還予定社債   110,000   －   50,000  

５．未払金   414,411   411,750   337,417  

６．未払法人税等   103,919   26,438   142,816  

７．賞与引当金   15,932   －   －  

８．その他   165,024   137,809   199,743  

流動負債合計   1,605,243 27.2  2,024,044 28.0  1,567,750 25.7

Ⅱ　固定負債           

１．長期借入金 ※２  2,736,152   3,636,026   2,870,444  

２．その他   58,762   67,256   56,249  

固定負債合計   2,794,914 47.3  3,703,282 51.3  2,926,693 48.1

負債合計   4,400,157 74.5  5,727,327 79.3  4,494,444 73.8

           

（純資産の部）           

Ⅰ　株主資本           

１．資本金   653,075 11.1  653,725 9.1  653,225 10.7

２．資本剰余金   583,075 9.9  583,725 8.1  583,225 9.6

３．利益剰余金   273,078 4.6  333,423 4.6  358,621 5.9

４．自己株式   － －  △76,000 △1.1  － －

株主資本合計   1,509,228 25.5  1,494,873 20.7  1,595,071 26.2

Ⅱ　評価・換算差額等           

１．その他有価証券
　　評価差額金

  △50 △0.0  △78 △0.0  △70 △0.0

評価・換算差額等合計   △50 △0.0  △78 △0.0  △70 △0.0

純資産合計   1,509,177 25.5  1,494,795 20.7  1,595,001 26.2

負債純資産合計   5,909,335 100.0  7,222,122 100.0  6,089,445 100.0
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(2）中間連結損益計算書

  
前中間連結会計期間

（自　平成19年３月１日
至　平成19年８月31日）

当中間連結会計期間
（自　平成20年３月１日
至　平成20年８月31日）

前連結会計年度の
要約連結損益計算書

（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
（％）

金額（千円）
百分比
（％）

Ⅰ　売上高   4,731,061 100.0  4,707,408 100.0  9,425,151 100.0

Ⅱ　売上原価   1,368,367 28.9  1,328,358 28.2  2,730,753 29.0

売上総利益   3,362,694 71.1  3,379,050 71.8  6,694,397 71.0

Ⅲ　販売費及び一般管理費 ※１  3,269,300 69.1  3,333,974 70.8  6,475,991 68.7

営業利益   93,393 2.0  45,075 1.0  218,406 2.3

Ⅳ　営業外収益           

１．協賛金収入  63,366   16,366   97,576   

２. 賃貸料収入  5,515   5,079   10,664   

３．その他  10,237 79,118 1.7 12,473 33,919 0.7 59,839 168,080 1.8

Ⅴ　営業外費用           

１．支払利息  32,032   34,177   62,043   

２．その他  8,356 40,388 0.9 11,403 45,581 1.0 15,339 77,383 0.8

経常利益   132,123 2.8  33,413 0.7  309,102 3.3

Ⅵ　特別利益           

１．貸倒引当金戻入  －   441   44   

２．固定資産売却益 ※２ 40,586 40,586 0.9 919 1,360 0.0 40,586 40,630 0.4

Ⅶ　特別損失           

１．固定資産除却損 ※３ 6,339   5,598   11,750   

２．減損損失 ※４ － 6,339 0.1 52,596 58,194 1.2 3,542 15,292 0.2

税金等調整前
中間（当期）純利益又は中
間純損失（△）

  166,369 3.5  △23,421 △0.5  334,441 3.5

法人税、住民税及び
事業税

 94,490   14,332   165,048   

法人税等調整額  △13,090 81,399 1.7 △12,556 1,776 0.0 △1,121 163,927 1.7

中間（当期）純利益又は中
間純損失（△）

  84,970 1.8  △25,197 △0.5  170,513 1.8
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(3）中間連結株主資本等変動計算書

前中間連結会計期間（自　平成19年３月１日　至　平成19年８月31日）

（単位：千円）

 
株主資本

資本金 資本剰余金 利益剰余金 株主資本合計

平成19年２月28日　残高 631,825 561,825 188,107 1,381,757

中間連結会計期間中の変動額     

新株の発行 21,250 21,250 － 42,500

中間純利益 － － 84,970 84,970

株主資本以外の項目の中間連結会
計期間中の変動額（純額）

－ － － －

中間連結会計期間中の変動額合計 21,250 21,250 84,970 127,470

平成19年８月31日　残高 653,075 583,075 273,078 1,509,228

 

評価・換算差額等

純資産合計
その他有価証券
評価差額金

評価・換算差額等合計

平成19年２月28日　残高 △51 △51 1,381,706

中間連結会計期間中の変動額    

新株の発行 － － 42,500

中間純利益 － － 84,970

株主資本以外の項目の中間連結会
計期間中の変動額（純額）

0 0 0

中間連結会計期間中の変動額合計 0 0 127,471

平成19年８月31日　残高 △50 △50 1,509,177
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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）

（単位：千円）

 
株主資本

資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計

平成20年２月29日　残高 653,225 583,225 358,621 － 1,595,071

中間連結会計期間中の変動額      

新株の発行 500 500 － － 1,000

中間純損失 － － △25,197 － △25,197

自己株式の取得 － － － △76,000 △76,000

株主資本以外の項目の中間連結会
計期間中の変動額（純額）

－ － － － －

中間連結会計期間中の変動額合計 500 500 △25,197 △76,000 △100,197

平成20年８月31日　残高 653,725 583,725 333,423 △76,000 1,494,873

 

評価・換算差額等

純資産合計
その他有価証券
評価差額金

評価・換算差額等合計

平成20年２月29日　残高 △70 △70 1,595,001

中間連結会計期間中の変動額    

新株の発行 － － 1,000

中間純損失 － － △25,197

自己株式の取得 － － △76,000

株主資本以外の項目の中間連結会
計期間中の変動額（純額）

△8 △8 △8

中間連結会計期間中の変動額合計 △8 △8 △100,205

平成20年８月31日　残高 △78 △78 1,494,795
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前連結会計年度の連結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）

（単位：千円）

 
株主資本

資本金 資本剰余金 利益剰余金 株主資本合計

平成19年２月28日　残高 631,825 561,825 188,107 1,381,757

連結会計年度中の変動額     

新株の発行 21,400 21,400 － 42,800

当期純利益 － － 170,513 170,513

株主資本以外の項目の連結会計年
度中の変動額（純額）

－ － － －

連結会計年度中の変動額合計 21,400 21,400 170,513 213,313

平成20年２月29日　残高 653,225 583,225 358,621 1,595,071

 

評価・換算差額等

純資産合計
その他有価証券
評価差額金

評価・換算差額等合計

平成19年２月28日　残高 △51 △51 1,381,706

連結会計年度中の変動額    

新株の発行 － － 42,800

当期純利益 － － 170,513

株主資本以外の項目の連結会計年
度中の変動額（純額）

△18 △18 △18

連結会計年度中の変動額合計 △18 △18 213,295

平成20年２月29日　残高 △70 △70 1,595,001
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(4）中間連結キャッシュ・フロー計算書

  
前中間連結会計期間

（自　平成19年３月１日
至　平成19年８月31日）

当中間連結会計期間
（自　平成20年３月１日
至　平成20年８月31日）

前連結会計年度の要約連結
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） 金額（千円）

Ⅰ　営業活動によるキャッシュ・フロー     

税金等調整前中間（当期）純利益又
は中間純損失（△）

 166,369 △23,421 334,441

減価償却費  277,428 257,088 582,045

減損損失  － 52,596 3,542

貸倒引当金の増減額（△は減少）  1,327 △441 2,475

賞与引当金の増減額（△は減少）  2,661 － △13,271

受取利息及び受取配当金  △810 △992 △1,688

支払利息  32,032 34,177 62,043

固定資産売却益  △40,586 △919 △40,586

固定資産除却損  5,004 1,044 10,415

売上債権の増減額（△は増加）  △57,676 △42,444 14,548

たな卸資産の増加額  △12,331 △1,824 △14,941

仕入債務の増加額  41,036 23,920 10,024

未払金の増減額（△は減少）  27,907 59,995 △964

その他  93,394 △91,327 162,645

小計  535,758 267,452 1,110,729

利息及び配当金の受取額  743 914 1,641

利息の支払額  △30,340 △34,732 △60,455

法人税等の支払額  △21,123 △127,924 △55,121

営業活動によるキャッシュ・フロー  485,038 105,709 996,793

Ⅱ　投資活動によるキャッシュ・フロー     

定期預金の預入による支出  － △30,084 △70,000

有形固定資産の取得による支出  △630,143 △1,291,123 △955,769

有形固定資産の売却による収入  90,000 2,480 90,000

無形固定資産の取得による支出  △1,500 △1,362 △1,500

貸付けによる支出  △3,580 △6,735 △12,957

貸付金の回収による収入  3,878 5,563 10,678

差入保証金の回収による収入  10,432 3,120 10,592

差入保証金の差入による支出  △164,894 △96,039 △344,307

その他  △3,577 △11,904 △48,698

投資活動によるキャッシュ・フロー  △699,385 △1,426,084 △1,321,961

Ⅲ　財務活動によるキャッシュ・フロー     

短期借入金純増減額  △50,000 415,520 －

長期借入れによる収入  480,000 1,250,000 970,000

長期借入金の返済による支出  △316,060 △313,585 △648,938

社債の償還による支出  △10,000 △50,000 △70,000

株式の発行による収入  42,500 1,000 42,800

自己株式の取得による支出  － △76,244 －

財務活動によるキャッシュ・フロー  146,440 1,226,690 293,862
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前中間連結会計期間

（自　平成19年３月１日
至　平成19年８月31日）

当中間連結会計期間
（自　平成20年３月１日
至　平成20年８月31日）

前連結会計年度の要約連結
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） 金額（千円）

Ⅳ　現金及び現金同等物の減少額  △67,906 △93,683 △31,306

Ⅴ　現金及び現金同等物の期首残高  374,985 343,679 374,985

Ⅵ　現金及び現金同等物の中間期末
　　（期末）残高

※１ 307,079 249,995 343,679
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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
前中間連結会計期間

（自　平成19年３月１日
至　平成19年８月31日）

当中間連結会計期間
（自　平成20年３月１日
至　平成20年８月31日）

前連結会計年度
（自　平成19年３月１日
至　平成20年２月29日）

１．連結の範囲に関する

事項

連結子会社の数　２社

株式会社　ジェイメディックス

株式会社　ジェイブライダル

連結子会社の数　２社

同左

 

連結子会社の数　２社

同左

 

２．連結子会社の中間決

算日（決算日）等に

関する事項

　全ての連結子会社の中間決算日は、

中間連結決算日と一致しております。

同左 　全ての連結子会社の決算日は、連

結決算日と一致しております。

３．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

 

 

イ　有価証券

その他有価証券

時価のあるもの

　中間連結決算日の市場価格

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）を採用しており

ます。

イ　有価証券

その他有価証券

時価のあるもの

同左

イ　有価証券

その他有価証券

時価のあるもの

　連結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）を採用しております。

 

 

時価のないもの

移動平均法による原価法

時価のないもの

同左

時価のないもの

同左

 

 

ロ　デリバティブ

時価法

ロ　デリバティブ

同左

ロ　デリバティブ

同左

 

 

 

ハ　たな卸資産

原材料及び貯蔵品

最終仕入原価法

ハ　たな卸資産

原材料及び貯蔵品

同左

ハ　たな卸資産

原材料及び貯蔵品

同左

(2）重要な減価償却資

産の減価償却の方

法

 

 

イ　有形固定資産

　定率法によっております。

　ただし、平成10年４月１日以降

に取得した建物（建物附属設備を

除く）については定額法を採用し

ております。

　また、主な耐用年数は以下のと

おりであります。

建物及び構築物　　５～39年

車両運搬具　　　　６年

工具器具備品　　　２～15年

　なお、取得価額10万円以上20万

円未満の少額減価償却資産につい

ては、３年間の均等償却によって

おります。

イ　有形固定資産

　定率法によっております。

　ただし、平成10年４月１日以降

に取得した建物（建物附属設備を

除く）については定額法を採用し

ております。

　また、主な耐用年数は以下のと

おりであります。

建物及び構築物　　３～47年

車両運搬具　　　　６年

工具器具備品　　　２～20年

　なお、取得価額10万円以上20万

円未満の少額減価償却資産につい

ては、３年間の均等償却によって

おります。

イ　有形固定資産

　定率法によっております。

　ただし、平成10年４月１日以降

に取得した建物（建物附属設備を

除く）については定額法を採用し

ております。

　また、主な耐用年数は以下のと

おりであります。

建物及び構築物　５～39年

車両運搬具　　　６年

工具器具備品　　２～15年

　なお、取得価額10万円以上20万

円未満の少額減価償却資産につい

ては、３年間の均等償却によって

おります。

 

 

ロ　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利用可能

期間（５年）に基づいております。

ロ　無形固定資産

同左

　

ロ　無形固定資産

同左

 

 

ハ　長期前払費用

　均等償却を採用しております。

　なお、償却期間については、法

人税法に規定する方法と同一の基

準によっております。

ハ　長期前払費用

同左

 

ハ　長期前払費用

同左
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項目
前中間連結会計期間

（自　平成19年３月１日
至　平成19年８月31日）

当中間連結会計期間
（自　平成20年３月１日
至　平成20年８月31日）

前連結会計年度
（自　平成19年３月１日
至　平成20年２月29日）

(3）重要な引当金の計

上基準

イ　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、回収不能見込額を計

上しております。

イ　貸倒引当金

同左

イ　貸倒引当金

同左

 

 

ロ　賞与引当金

　従業員に対して支給する賞与の

支出に充てるため、支給見込額に

基づき当中間連結会計期間負担額

を計上しております。

ロ　賞与引当金

同左

ロ　賞与引当金

　従業員に対して支給する賞与の

支出に充てるため、支給見込額に

基づき当連結会計年度負担額を計

上しております。

(4）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。

同左 同左

(5）重要なヘッジ会計

の方法

イ　ヘッジ会計の方法

　繰延ヘッジ処理によっておりま

す。なお、特例処理の要件を満た

す金利スワップ取引については、

特例処理を採用しております。

イ　ヘッジ会計の方法

同左

イ　ヘッジ会計の方法

同左

 

 

 

ロ　ヘッジ手段とヘッジ対象

ヘッジ手段　金利スワップ取引

ヘッジ対象　借入金の利息

ロ　ヘッジ手段とヘッジ対象

同左

 

ロ　ヘッジ手段とヘッジ対象

同左

 

 

ハ　ヘッジ方針

　借入金の金利変動リスクを回避

する目的で金利スワップ取引を行っ

ております。

ハ　ヘッジ方針

同左

ハ　ヘッジ方針

同左

 

 

ニ　ヘッジ有効性評価の方法

　ヘッジ対象のキャッシュ・フロー

変動の累計とヘッジ手段のキャッ

シュ・フロー変動の累計を半期毎

に比較し、両者の変動額を基礎に

して、ヘッジ有効性を評価してお

ります。

ニ　ヘッジ有効性評価の方法

同左

ニ　ヘッジ有効性評価の方法

同左

(6）その他中間連結財

務諸表（連結財務

諸表）作成のため

の重要な事項

消費税等の会計処理

　消費税等の会計処理は税抜方式に

よっております。

消費税等の会計処理

同左

消費税等の会計処理

同左

４．中間連結キャッ

シュ・フロー計算書

（連結キャッシュ・

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

満期日の到来する短期投資からなっ

ております。

同左 同左
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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

（会計処理方法の変更）

前中間連結会計期間
（自　平成19年３月１日
至　平成19年８月31日）

当中間連結会計期間
（自　平成20年３月１日
至　平成20年８月31日）

前連結会計年度
（自　平成19年３月１日
至　平成20年２月29日）

（減価償却方法の変更）

 当中間連結会計期間から法人税法の改正に伴

い、平成19年４月１日以降取得の有形固定資産

については、改正法人税法に規定する償却方法

により減価償却費を計上しております。これに

より減価償却費は9,461千円増加し、営業利益、

経常利益及び税金等調整前中間純利益は同額減

少しております。

 ────── （固定資産の減価償却方法の変更）

　当連結会計年度から法人税法の改正にともな

い、平成19年４月１日以降取得の有形固定資産

については、改正法人税法に規定する償却方法

により減価償却費を計上しております。これに

より減価償却費は25,203千円増加し、営業利益、

経常利益及び税金等調整前当期純利益は同額減

少しております。

（不動産賃貸収入及び不動産賃貸原価の計上区

分）

 従来、賃貸資産に関する受取賃貸料及び費用

は、営業外収益及び営業外費用に計上しており

ましたが、テナントビル取得に伴い不動産賃貸

収入の金額的重要性が高まり、経営成績をより

適正に表示するため、当中間連結会計期間から

売上高及び売上原価に計上する方法に変更いた

しました。

　この変更により、従来の方法と比較して、売

上高は49,537千円、売上原価は33,747千円増加

し、営業外収益は49,537千円、営業外費用は

33,747千円減少するとともに、売上総利益及び

営業利益は15,790千円増加しておりますが、経

常利益及び税金等調整前中間純利益への影響は

ありません。

 ────── （不動産賃貸収入及び不動産賃貸原価の計上区

分）

　従来、賃貸資産に関する受取賃貸料及び費用

は、営業外収益及び営業外費用に計上しており

ましたが、定款の事業目的の変更を行い不動産

事業を重要な収益基盤として位置づけたこと及

びテナントビル取得に伴う不動産賃貸収入の金

額的重要性が高まったことにより、経営成績を

より適正に表示するため、当連結会計年度から

売上高及び売上原価に計上する方法に変更いた

しました。

　この変更により、従来の方法と比較して、売

上高は105,446千円、売上原価は67,783千円増

加し、営業外収益は105,446千円、営業外費用

は67,783千円減少するとともに、売上総利益及

び営業利益は37,662千円増加しておりますが、

経常利益及び税金等調整前当期純利益への影響

はありません。

（表示方法の変更）

前中間連結会計期間
（自　平成19年３月１日
至　平成19年８月31日）

当中間連結会計期間
（自　平成20年３月１日
至　平成20年８月31日）

前連結会計年度
（自　平成19年３月１日
至　平成20年２月29日）

 ──────  （中間連結貸借対照表）

前中間連結会計期間末において、流動資産

の「有価証券」として掲載されていたものは、

当中間連結会計期間末から「その他」に含め

て表示しております。

 ──────

 ──────  （中間連結損益計算書）

前中間連結会計期間において、営業外収益

の「その他」に含めて表示しておりました

「賃貸料収入」は、営業外収益の総額の100

分の10を超えたため、当中間連結会計期間よ

り区分掲記しております。

 ──────
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（追加情報）

前中間連結会計期間
（自　平成19年３月１日
至　平成19年８月31日）

当中間連結会計期間
（自　平成20年３月１日
至　平成20年８月31日）

前連結会計年度
（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）

法人税法の改正にともない、平成19年３月

31日以前に取得した有形固定資産については、

改正前の法人税法に規定する償却方法により

取得価額の５％相当額に到達した連結会計年

度の翌連結会計年度より、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、減価償却に含めて計上しておりま

す。

　これにより、営業利益、経常利益及び税金

等調整前中間純損失に与える影響は軽微であ

ります。

 ──────
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注記事項

（中間連結貸借対照表関係）

前中間連結会計期間末
（平成19年８月31日）

当中間連結会計期間末
（平成20年８月31日）

前連結会計年度
（平成20年２月29日）

※１．有形固定資産の減価償却累計額

1,334,068千円

※１．有形固定資産の減価償却累計額

1,789,171千円

※１．有形固定資産の減価償却累計額

1,619,478千円

※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。

※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。

※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。

建物及び構築物 906,756千円

土地 863,733千円

計 1,770,490千円

現金及び預金 100.084千円

建物及び構築物 1,385,664千円

土地 1,452,212千円

計 2,937,961千円

現金及び預金 70,000千円

建物及び構築物 892,323千円

土地 1,031,512千円

計 1,993,836千円

担保付債務は次のとおりであります。 担保付債務は次のとおりであります。 担保付債務は次のとおりであります。

一年以内返済予定

長期借入金
105,448千円

長期借入金 1,484,258千円

計 1,589,706千円

一年以内返済予定

長期借入金
180,755千円

長期借入金 2,308,439千円

リース債務 550,875千円

計 3,040,069千円

一年以内返済予定

長期借入金
105,448千円

長期借入金 1,591,534千円

リース債務 589,870千円

計 2,286,852千円
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（中間連結損益計算書関係）

前中間連結会計期間
（自　平成19年３月１日
至　平成19年８月31日）

当中間連結会計期間
（自　平成20年３月１日
至　平成20年８月31日）

前連結会計年度
（自　平成19年３月１日
至　平成20年２月29日）

※１．販売費及び一般管理費のうち、主要な費

目及び金額は次のとおりであります。

※１．販売費及び一般管理費のうち、主要な費

目及び金額は次のとおりであります。

※１．販売費及び一般管理費のうち、主要な費

目及び金額は次のとおりであります。

役員報酬 114,150千円

給料手当 1,354,166千円

地代家賃 475,760千円

減価償却費 260,635千円

水道光熱費 178,177千円

備品消耗品費 87,480千円

広告宣伝費 75,887千円

リース料 89,212千円

貸倒引当金繰入 1,327千円

賞与引当金繰入 35,716

役員報酬 108,000千円

給料手当 1,382,569千円

地代家賃 523,671千円

減価償却費 236,883千円

水道光熱費 196,718千円

備品消耗品費 87,107千円

広告宣伝費 79,921千円

リース料 122,206千円

役員報酬 228,900千円

給料手当 2,675,100千円

地代家賃 981,903千円

減価償却費 548,173千円

水道光熱費 368,485千円

備品消耗品費 161,347千円

広告宣伝費 146,050千円

貸倒引当金繰入 2,519千円

賞与引当金繰入 19,783千円

※２．固定資産売却益の内訳 ※２．固定資産売却益の内訳 ※２．固定資産売却益の内訳

建物及び構築物 38,431千円

工具器具備品 2,154千円

計 40,586千円

車両運搬具 919千円 建物及び構築物 38,431千円

工具器具備品 2,154千円

計 40,586千円

※３．固定資産除却損の内訳 ※３．固定資産除却損の内訳 ※３．固定資産除却損の内訳

建物及び構築物 5,778千円

工具器具備品 561千円

計 6,339千円

撤去費用 4,554千円

工具器具備品 884千円

その他 159千円

計 5,598千円

建物及び構築物 7,439千円

工具器具備品 4,310千円

計 11,750千円

※４．　　　　　───── ※４．減損損失 ※４．減損損失

当中間連結会計期間において、当社グ

ループは、以下の資産について減損損失

を計上しております。

当連結会計年度において、当社グループ

は、以下の資産について減損損失を計上

しております。

用途場所 種別 減損損失

 直営店舗
 　岐阜県他
 　　３店舗

建物及び構築物 40,098千円

工具器具備品 8,010千円

リース資産 4,487千円

計  52,596千円

用途場所 種別 減損損失

 直営店舗
 　愛知県
 　　１店舗

建物及び構築物 2,282千円

工具器具備品 1,259千円

計  3,542千円

当社グループは、キャッシュ・フローを

生み出す最小単位として、直営店舗を基

本単位とした資産のグルーピングを行っ

ております。直営店舗については収益性

の低下により営業活動から生ずる損益が

継続してマイナスである資産グループの

帳簿価額を回収可能額まで減額し、当該

減少額52,596千円を減損損失として特別

損失に計上しております。

また、資産グループ毎の回収可能価額は

正味売却価額により測定しており、正味

売却価額は売却が困難であるため零とし

て評価しております。

当社グループは、キャッシュ・フローを

生み出す最小単位として、直営店舗を基

本単位とした資産のグルーピングを行っ

ております。直営店舗については収益性

の低下により営業活動から生ずる損益が

継続してマイナスである資産グループの

帳簿価額を回収可能額まで減額し、当該

減少額3,542千円を減損損失として特別

損失に計上しております。

また、資産グループ毎の回収可能価額は

正味売却価額により測定しており、正味

売却価額は売却が困難であるため零とし

て評価しております。
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（中間連結株主資本等変動計算書関係）

前中間連結会計期間（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

 
前連結会計年度末
株式数（株）

当中間連結会計期間
増加株式数（株）

当中間連結会計期間
減少株式数（株）

当中間連結会計期間
末株式数（株）

発行済株式     

普通株式（注） 27,098 1,700 － 28,798

合計 27,098 1,700 － 28,798

（注）発行済株式数の増加は、新株予約権の行使によるものであります。

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．発行済株式の種類及び総数に関する事項

 
前連結会計年度末
株式数（株）

当中間連結会計期間
増加株式数（株）

当中間連結会計期間
減少株式数（株）

当中間連結会計期間
末株式数（株）

発行済株式     

普通株式（注） 28,810 40 － 28,850

合計 28,810 40 － 28,850

（注）発行済株式数の増加は、新株予約権の行使によるものであります。

２．自己新株に関する事項

前連結会計年度末
株式数（株）

当中間連結会計期間
増加株式数（株）

当中間連結会計期間
減少株式数（株）

当中間連結会計期間
末株式数（株）

普通株式 － 1,000 － 1,000

合計 － 1,000 － 1,000

３．配当に関する事項

　該当事項はありません。

前連結会計年度（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

 
前連結会計年度末
株式数（株）

当連結会計年度
増加株式数（株）

当連結会計年度
減少株式数（株）

当連結会計年度末
株式数（株）

発行済株式     

普通株式（注） 27,098 1,712 － 28,810

合計 27,098 1,712 － 28,810

（注）発行済株式数の増加は、新株予約権の行使によるものであります。

２．新株予約権及び自己新株予約権に関する事項

　該当事項はありません。

３．配当に関する事項

　該当事項はありません。
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（中間連結キャッシュ・フロー計算書関係）

前中間連結会計期間
（自　平成19年３月１日
至　平成19年８月31日）

当中間連結会計期間
（自　平成20年３月１日
至　平成20年８月31日）

前連結会計年度
（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

間連結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

間連結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連結貸

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８月31日現在） （平成20年８月31日現在） （平成20年２月29日現在）

 （千円）

現金及び預金勘定 306,738

ＭＲＦ 340

現金及び現金同等物 307,079

 （千円）

現金及び預金勘定 349,738

ＭＲＦ 341

預入期間が３ヶ月を超え

る定期預金
△100,084

現金及び現金同等物 249,995

 （千円）

現金及び預金勘定 413,338

ＭＲＦ 341

預入期間が３ヶ月を超え

る定期預金
△70,000

現金及び現金同等物 343,679
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（リース取引関係）

前中間連結会計期間
（自　平成19年３月１日
至　平成19年８月31日）

当中間連結会計期間
（自　平成20年３月１日
至　平成20年８月31日）

前連結会計年度
（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）

建物及び
構築物

875,009 41,521 833,488

 その他 447,782 179,349 268,433

合計 1,322,792 220,870 1,101,921

 

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）

中間期
末残高
相当額
（千円）

建物及び
構築物

1,081,270 148,166 － 933,103

その他 422,346 184,590 4,557 233,197

無形固定
資産

18,558 5,258 － 13,300

合計 1,522,175 338,016 4,557 1,179,601

 
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）

建物及び
構築物

1,017,035 92,282 924,752

 その他 441,137 188,482 252,655

無形固定
資産

18,558 3,402 15,155

合計 1,476,731 284,167 1,192,564

(2）未経過リース料中間期末残高相当額等

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等

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等

未経過リース料期末残高相当額

１年内 157,794千円

１年超 950,277千円

計 1,108,071千円

１年内 176,161千円

１年超 1,025,947千円

計 1,202,108千円

リース資産減損勘定

の残高
4,487千円

１年内 170,899千円

１年超 1,030,295千円

計 1,201,194千円

(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 84,080千円

リース資産減損勘定の取

崩額
249千円

減価償却費相当額 71,440千円

支払利息相当額 13,642千円

支払リース料 111,781千円

減価償却費相当額 98,765千円

支払利息相当額 20,155千円

支払リース料 190,803千円

リース資産減損勘定の取

崩額
249千円

減価償却費相当額 163,813千円

支払利息相当額 32,990千円

(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
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（有価証券関係）

前中間連結会計期間末（平成19年８月31日現在）

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）

(1）株式 7,160 7,075 △85

(2）債券 － － －

(3）その他 － － －

合計 7,160 7,075 △85

２．時価評価されていない主な有価証券の内容

 中間連結貸借対照表計上額（千円）

その他有価証券  

 ＭＲＦ 340

当中間連結会計期間末（平成20年８月31日現在）

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）

(1）株式 7,160 7,028 △132

(2）債券 － － －

(3）その他 － － －

合計 7,160 7,028 △132

２．時価評価されていない主な有価証券の内容

 中間連結貸借対照表計上額（千円）

その他有価証券  

 ＭＲＦ 341
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前連結会計年度（平成20年２月29日現在）

１．その他有価証券で時価のあるもの

 取得原価（千円）
連結貸借対照表計上額
（千円）

差額（千円）

(1）株式 7,160 7,042 △118

(2）債券 － － －

(3）その他 － － －

合計 7,160 7,042 △118

２．時価評価されていない主な有価証券の内容

 連結貸借対照表計上額（千円）

その他有価証券  

ＭＲＦ 341

（デリバティブ取引関係）

前中間連結会計期間末（平成19年８月31日現在）

デリバティブ取引の契約額等、時価及び評価損益の状況

　該当事項はありません。

当中間連結会計期間末（平成20年８月31日現在）

デリバティブ取引の契約額等、時価及び評価損益の状況

　該当事項はありません。

前連結会計年度（平成20年２月29日現在）

デリバティブ取引の契約額等、時価及び評価損益の状況

　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）

前中間連結会計期間（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。

当中間連結会計期間（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。

前連結会計年度（自　平成19年３月１日　至　平成20年２月29日）

　当連結会計年度において存在したストック・オプションの内容

決議日  平成15年８月30日

付与対象者の区分及び人数
取締役３名、監査役１名、当社従業員87名、

当社子会社従業員１名

株式の種類別のストック・オプションの数（注） 普通株式　3,000株

付与日 平成15年８月31日

権利確定条件 定めておりません。

対象勤務期間 定めておりません。

権利行使期間
自　平成17年９月１日

至　平成25年８月31日

権利行使価格（円）  25,000

付与日における公正な評価単価（円）  －

（注）株式数に換算して記載しております。
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（セグメント情報）

ａ．事業の種類別セグメント情報

前中間連結会計期間（自　平成19年３月１日　至　平成19年８月31日）

飲食事業

（千円）

ブライダル
事業

（千円）

不動産事業

（千円） 

その他の
事業

（千円）

計

（千円）

消去又は
全社

（千円）

連結

（千円）

売上高        

(1) 外部顧客に対する

　　売上高
4,304,049 365,221 49,537 12,252 4,731,061 － 4,731,061

(2) セグメント間の内部

    売上高又は振替高
130,114 － 13,290 112,814 256,218 (256,218) －

計 4,434,163 365,221 62,827 125,066 4,987,279 (256,218) 4,731,061

営業費用 4,370,303 359,204 45,021 122,625 4,897,155 (259,487) 4,637,667

営業利益 63,859 6,017 17,806 2,441 90,124 3,269 93,393

(注)１．事業区分の方法

事業の種類別セグメントは、内部管理上採用している区分によっております。

２．各事業区分の主要な内容

飲食事業・・・・・・居酒屋、レストラン等での飲食サービスの提供

ブライダル事業・・・挙式・披露宴サービスの提供

不動産事業・・・・・不動産の賃貸・管理業務等

その他の事業・・・・広告代理業等

３．不動産賃貸収入及び不動産賃貸原価の計上区分

「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」に記載のとおり、賃貸資産に関する受取賃

貸料及び費用は、従来、営業外収益及び営業外費用に計上しておりましたが、当中間連結会計期間から売上高

及び売上原価に計上する方法に変更しております。また、この変更により、事業の種類別セグメントとして新

たに不動産事業を設けております。
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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）

飲食事業

（千円）

ブライダル
事業

（千円）

不動産事業

（千円） 

その他の
事業

（千円）

計

（千円）

消去又は
全社

（千円）

連結

（千円）

売上高        

(1) 外部顧客に対する

　　売上高
4,465,557 157,605 69,672 14,573 4,707,408  4,707,408

(2) セグメント間の内部

    売上高又は振替高
54,013 － 15,336 126,348 195,698 △195,698 －

計 4,519,570 157,605 85,008 140,921 4,903,106 △195,698 4,707,408

営業費用 4,503,896 172,815 51,881 132,904 4,861,498 △199,164 4,662,333

営業利益又は営業損失(△) 15,673 △15,209 33,126 8,017 41,608 3,466 45,075

(注)１．事業区分の方法

事業の種類別セグメントは、内部管理上採用している区分によっております。

２．各事業区分の主要な内容

飲食事業・・・・・・居酒屋、レストラン等での飲食サービスの提供

ブライダル事業・・・挙式・披露宴サービスの提供

不動産事業・・・・・不動産の賃貸・管理業務等

その他の事業・・・・広告代理業等

３．固定資産の減価償却方法

法人税法の改正にともない、平成19年３月31日以前に取得した有形固定資産については、改正前の法人税法

に規定する償却方法により取得価額の５％相当額に到達した連結会計年度の翌連結会計年度より、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、減価償却に含めて計上しております。

これにより、営業利益、経常利益及び税金等調整前中間純損失に与える影響は軽微であります。
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前連結会計年度（自　平成19年３月１日　至　平成20年２月29日）

飲食事業

（千円）

ブライダル
事業

（千円）

不動産事業

（千円）

その他の
事業

（千円）

計

（千円）

消去又は
全社

（千円）

連結

（千円）

Ⅰ　売上高及び営業損益        

売上高        

(1) 外部顧客に対する

売上高
8,601,116 672,349 105,446 46,238 9,425,151 － 9,425,151

(2) セグメント間の内部

売上高又は振替高
236,269 － 26,740 192,746 455,755 △455,755 －

計 8,837,385 672,349 132,186 238,984 9,880,906 △455,755 9,425,151

営業費用 8,689,379 663,930 88,708 227,254 9,669,273 △462,528 9,206,745

営業利益 148,005 8,419 43,477 11,729 211,632 6,773 218,406

(注)１．事業区分の方法

事業の種類別セグメントは、内部管理上採用している区分によっております。

２．各事業区分の主要な内容

飲食事業・・・・・・居酒屋、レストラン等での飲食サービスの提供

ブライダル事業・・・挙式・披露宴サービスの提供

不動産事業・・・・・不動産の賃貸・管理業務等

その他の事業・・・・広告代理業等

３．不動産賃貸収入及び不動産賃貸原価の計上区分

　「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」に記載のとおり、賃貸資産に関する受取賃貸料

及び費用は、従来、営業外収益及び営業外費用に計上しておりましたが、当連結会計年度から売上高及び売上

原価に計上する方法に変更しております。また、この変更により、事業の種類別セグメントとして新たに不動

産事業を設けております。

４．会計処理方法の変更

　「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」に記載のとおり、当連結会計年度より、法人税

法の改正に伴い、平成19年４月１日以降に取得した減価償却資産については、、改正後の法人税法に基づく償

却方法により減価償却費を計上しております。

　この変更により、従来の方法によった場合と比較して、各セグメントの営業費用は飲食事業が25,095千円、

不動産事業が67千円、消去又は全社が41千円それぞれ増加し、営業利益がそれぞれ同額減少しております。

ｂ．所在地別セグメント情報

前中間連結会計期間（自　平成19年３月１日　至　平成19年８月31日）、当中間連結会計期間（自　平成20年

３月１日　至　平成20年８月31日）及び前連結会計年度（自　平成19年３月１日　至　平成20年２月29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、該当事項はありません。

ｃ．海外売上高

前中間連結会計期間（自　平成19年３月１日　至　平成19年８月31日）、当中間連結会計期間（自　平成20年

３月１日　至　平成20年８月31日）及び前連結会計年度（自　平成19年３月１日　至　平成20年２月29日）

　海外売上高がないため、該当事項はありません。
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（１株当たり情報）

前中間連結会計期間
（自　平成19年３月１日
至　平成19年８月31日）

当中間連結会計期間
（自　平成20年３月１日
至　平成20年８月31日）

前連結会計年度
（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 52,405円63銭

１株当たり中間純利益 2,976円82銭

潜在株式調整後１株当たり

中間純利益
2,624円41銭

１株当たり純資産額 53,673円08銭

１株当たり中間純損失 896円68銭

  

　なお、潜在株式調整後１株当たり中間純利

益については、１株当たり中間純損失が計上

されているため記載しておりません。

１株当たり純資産額 55,362円76銭

１株当たり当期純利益 5,946円22銭

潜在株式調整後１株当たり

当期純利益
5,287円74銭

　（注）　１株当たり中間（当期）純利益又は中間純損失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。

 
前中間連結会計期間

（自　平成19年３月１日
至　平成19年８月31日）

当中間連結会計期間
（自　平成20年３月１日
至　平成20年８月31日）

前連結会計年度
（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

又は中間純損失
   

中間（当期）純利益

又は中間純損失（千円）
84,970 △25,197 170,513

普通株主に帰属しない金額（千円） － － －

普通株式に係る中間（当期）純利益

又は中間純損失（千円）
84,970 △25,197 170,513

普通株式の期中平均株式数（株） 28,544 28,101 28,676

    

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（千円） － － －

普通株式増加数（株） 3,833 － 3,571

（うち新株予約権） （3,833） （－） (3,571)

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

含めなかった潜在株式の概要

───── ───── ─────
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（重要な後発事象）

前中間連結会計期間
（自　平成19年３月１日
至　平成19年８月31日）

当中間連結会計期間
（自　平成20年３月１日
至　平成20年８月31日）

前連結会計年度
（自　平成19年３月１日
至　平成20年２月29日）

 ─────  ───── 自己株式の取得

　当社は平成20年４月17日開催の取締役会にお

いて、会社法第165条第３項の規定により読み

替えて適用される同法第156条の規定に基づき、

自己株式を取得すること及びその具体的な取得

方法について決議し、以下のとおり自己株式の

取得を実施いたしました。

(1）自己株式取得に関する取締役会の決議内

容

① 自己株式の取得を行う理由

　経営環境の変化に対応した機動的な資本

政策を行うため

② 取得する株式の種類

当社普通株式

③ 取得する株式の総数

1,100株（上限）

④ 取得する期間

平成20年４月18日～平成20年４月25日

⑤ 取得価額の総額

84,000千円（上限）

⑥ 取得の方法

　東京証券取引所の立会時間外取引である

ToSTNeT-3（自己株式立会外買付取引）によ

る取得

(2）取得日

平成20年４月18日

(3）その他

　上記ToSTNeT-3による取得の結果、当社自

己株式1,000株（取得価額76,000千円）を取

得いたしました。
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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）
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
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

（資産の部）           

Ⅰ　流動資産           

１．現金及び預金 ※２ 237,603   288,473   352,263   

２．売掛金  276,049   264,709   221,901   

３．たな卸資産  65,429   69,842   67,902   

４．繰延税金資産  21,555   11,627   16,675   

５．その他
※４
　

161,505   177,457   139,989   

貸倒引当金  △557   △36   △438   

流動資産合計   761,587 13.3  812,074 11.9  798,293 13.9

Ⅱ　固定資産           

１．有形固定資産 ※１          

(1）建物 ※２ 2,718,398   3,087,802   2,582,854   

(2）土地 ※２ 803,733   1,228,157   803,733   

(3）建設仮勘定  81,637   80,767   74,144   

(4）その他  255,396   206,869   203,311   

有形固定資産合計  3,859,166  67.3 4,603,596  67.6 3,664,044  63.7

２．無形固定資産  3,095  0.1 7,405  0.1 2,629  0.0

３．投資その他の資産           

(1）投資有価証券  7,075   7,028   7,042   

(2）差入保証金  1,008,404   1,262,943   1,185,046   

(3）その他  93,643   118,528   98,211   

貸倒引当金  △10   △0   △12   

投資その他の資産合計  1,109,113  19.3 1,388,500  20.4 1,290,287  22.4

固定資産合計   4,971,374 86.7  5,999,502 88.1  4,956,960 86.1

資産合計   5,732,961 100.0  6,811,577 100.0  5,755,254 100.0
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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）
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
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

（負債の部）           

Ⅰ　流動負債           

１．買掛金  210,776   203,683   179,763   

２．短期借入金  －   465,520   80,000   

３．一年以内返済予定
　　長期借入金

※２ 573,059   761,807   595,889   

４．一年以内償還予定社債  110,000   －   50,000   

５．未払金  397,769   390,646   319,818   

６．未払法人税等  87,249   22,085   108,771   

７．賞与引当金  15,932   －   －   

８．その他 ※４ 144,325   106,563   182,328   

流動負債合計   1,539,112 26.8  1,950,305 28.6  1,516,571 26.4

Ⅱ　固定負債           

１．長期借入金 ※２ 2,658,572   3,355,481   2,638,924   

２．その他  58,762   67,256   56,249   

固定負債合計   2,717,334 47.4  3,422,737 50.2  2,695,173 46.8

負債合計   4,256,447 74.2  5,373,043 78.9  4,211,744 73.2

（純資産の部）           

Ⅰ　株主資本           

１．資本金   653,075 11.4  653,725 9.6  653,225 11.4

２．資本剰余金           

(1）資本準備金  583,075   583,725   583,225   

資本剰余金合計   583,075 10.2  583,725 8.6  583,225 10.1

３．利益剰余金           

(1）その他利益剰余金           

繰越利益剰余金  240,414   277,162   307,129   

利益剰余金合計   240,414 4.2  277,162 4.1  307,129 5.3

４．自己株式   － －  △76,000 △1.1  － －

株主資本合計   1,476,564 25.8  1,438,612 21.1  1,543,579 26.8

Ⅱ　評価・換算差額等           

１．その他有価証券
　　評価差額金

  △50 △0.0  △78 △0.0  △70 △0.0

評価・換算差額等合計   △50 △0.0  △78 △0.0  △70 △0.0

純資産合計   1,476,514 25.8  1,438,533 21.1  1,543,509 26.8

負債純資産合計   5,732,961 100.0  6,811,577 100.0  5,755,254 100.0
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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）

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
（％）

金額（千円）
百分比
（％）

Ⅰ　売上高   4,489,575 100.0  4,595,063 100.0  8,953,945 100.0

Ⅱ　売上原価   1,206,868 26.9  1,255,494 27.3  2,422,422 27.1

売上総利益   3,282,706 73.1  3,339,569 72.7  6,531,522 72.9

Ⅲ　販売費及び一般管理費   3,223,709 71.8  3,304,905 71.9  6,384,441 71.3

営業利益   58,996 1.3  34,663 0.8  147,081 1.6

Ⅳ　営業外収益 ※１  75,192 1.7  35,142 0.8  164,818 1.8

Ⅴ　営業外費用 ※２  39,163 0.9  44,045 1.0  75,200 0.8

経常利益   95,025 2.1  25,760 0.6  236,698 2.6

Ⅵ　特別利益 ※３  40,214 0.9  1,331 0.0  40,256 0.4

Ⅶ　特別損失 ※4,5  6,339 0.1  58,194 1.3  15,292 0.2

税引前中間（当期）純利益
又は中間純損失（△）

  128,900 2.9  △31,102 △0.7  261,663 2.9

法人税、住民税及び
事業税

 77,798   10,892   129,843   

法人税等調整額  △11,170 66,628 1.5 △12,027 △1,135 △0.0 2,832 132,675 1.5

中間（当期）純利益又は中
間純損失（△）

  62,272 1.4  △29,967 △0.7  128,987 1.4
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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）

（単位：千円）

 

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 資本剰余金合計

　その他利益
　　剰余金

利益剰余金合計
繰越利益剰余金

平成19年２月28日　残高 631,825 561,825 561,825 178,142 178,142 1,371,792

中間会計期間中の変動額       

新株の発行 21,250 21,250 21,250 － － 42,500

中間純利益 － － － 62,272 62,272 62,272

株主資本以外の項目の中間会計期
間中の変動額（純額）

－ － － － － －

中間会計期間中の変動額合計 21,250 21,250 21,250 62,272 62,272 104,772

平成19年８月31日　残高 653,075 583,075 583,075 240,414 240,414 1,476,564

 

評価・換算差額等

純資産合計
その他有価証券
評価差額金

評価・換算差額
等合計

平成19年２月28日　残高 △51 △51 1,371,740

中間会計期間中の変動額    

新株の発行 － － 42,500

中間純利益 － － 62,272

株主資本以外の項目の中間会計期
間中の変動額（純額）

0 0 0

中間会計期間中の変動額合計 0 0 104,773

平成19年８月31日　残高 △50 △50 1,476,514
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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）

（単位：千円）

 

株主資本

資本金

資本剰余金 利益剰余金

自己株式
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
合計繰越利益

剰余金

平成20年２月29日　残高 653,225 583,225 583,225 307,129 307,129 － 1,543,579

中間会計期間中の変動額        

新株の発行 500 500 500 － － － 1,000

中間純損失 － － － △29,967 △29,967 － △29,967

自己株式の取得 － － － － － △76,000 △76,000

株主資本以外の項目の中間会計期
間中の変動額（純額）

－ － － － － － －

中間会計期間中の変動額合計 500 500 500 △29,967 △29,967 △76,000 △104,967

平成20年８月31日　残高 653,725 583,725 583,725 277,162 277,162 △76,000 1,438,612

 

評価・換算差額等

純資産合計
その他有価証券
評価差額金

評価・換算差額
等合計

平成20年２月29日　残高 △70 △70 1,543,509

中間会計期間中の変動額    

新株の発行 － － 1,000

中間純損失 － － △29,967

自己株式の取得 － － △76,000

株主資本以外の項目の中間会計期
間中の変動額（純額）

△8 △8 △8

中間会計期間中の変動額合計 △8 △8 △104,975

平成20年８月31日　残高 △78 △78 1,438,533
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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）

（単位：千円）

 

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 資本剰余金合計

その他利益
剰余金

利益剰余金合計
繰越利益剰余金

平成19年２月28日　残高 631,825 561,825 561,825 178,142 178,142 1,371,792

事業年度中の変動額       

新株の発行 21,400 21,400 21,400 － － 42,800

当期純利益 － － － 128,987 128,987 128,987

株主資本以外の項目の事業年度中
の変動額（純額）

－ － － － － －

事業年度中の変動額合計 21,400 21,400 21,400 128,987 128,987 171,787

平成20年２月29日　残高 653,225 583,225 583,225 307,129 307,129 1,543,579

 

評価・換算差額等

純資産合計
その他有価証券
評価差額金

評価・換算差額
等合計

平成19年２月28日　残高 △51 △51 1,371,740

事業年度中の変動額    

新株の発行 － － 42,800

当期純利益 － － 128,987

株主資本以外の項目の事業年度中
の変動額（純額）

△18 △18 △18

事業年度中の変動額合計 △18 △18 171,768

平成20年２月29日　残高 △70 △70 1,543,509
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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

 

(1）有価証券

①　子会社株式

　移動平均法による原価法を採

用しております。

(1）有価証券

①　子会社株式

同左

(1）有価証券

①　子会社株式

同左

 

 

 

②　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）を採用しております。

②　その他有価証券

時価のあるもの

同左

②　その他有価証券

時価のあるもの

　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）を採用しております。

 

 

時価のないもの

移動平均法による原価法

時価のないもの

同左

時価のないもの

同左

 

 

 

(2）デリバティブ

時価法

(2）デリバティブ

同左

(2）デリバティブ

同左

 

 

 

(3）たな卸資産

原材料及び貯蔵品

最終仕入原価法

(3）たな卸資産

原材料及び貯蔵品

同左

(3）たな卸資産

原材料及び貯蔵品

同左

２．固定資産の減価償却

の方法

 

 

(1）有形固定資産

　定率法によっております。

　ただし、平成10年４月１日以降

取得した建物（建物附属設備を除

く）については定額法を採用して

おります。

　また、主な耐用年数は以下のと

おりであります。

建物　　　　　　５～29年

構築物　　　　　６～20年

車両運搬具　　　６年

工具器具備品　　２～15年

　なお、取得価額10万円以上20万

円未満の少額減価償却資産につい

ては、３年間の均等償却によって

おります。

(1）有形固定資産

　定率法によっております。

　ただし、平成10年４月１日以降

取得した建物（建物附属設備を除

く）については定額法を採用して

おります。

　また、主な耐用年数は以下のと

おりであります。

建物　　　　　　３～47年

構築物　　　　　10～20年

車両運搬具　　　６年

工具器具備品　　２～20年

　なお、取得価額10万円以上20万

円未満の少額減価償却資産につい

ては、３年間の均等償却によって

おります。

(1）有形固定資産

　定率法によっております。

　ただし、平成10年４月１日以降

に取得した建物（建物附属設備を

除く）については定額法を採用し

ております。

　また、主な耐用年数は以下のと

おりであります。

建物 　　　　　５～29年

構築物 　　　　６～20年

車両運搬具　 　６年

工具器具備品 　２～15年

　なお、取得価額10万円以上20万

円未満の少額減価償却資産につい

ては、３年間の均等償却によって

おります。

 

 

(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利用可能

期間（５年）に基づいております。

(2）無形固定資産

同左

 

(2）無形固定資産

同左

　

 

 

(3）長期前払費用

　均等償却を採用しております。

　なお、償却期間については、法

人税法に規定する方法と同一の基

準によっております。

(3）長期前払費用

同左

 

(3）長期前払費用

同左

　

３．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、回収不能見込額を計

上しております。

(1）貸倒引当金

同左

(1）貸倒引当金

同左

 

 

(2）賞与引当金

　従業員に対して支給する賞与の

支出に充てるため、支給見込額に

基づき当中間会計期間負担額を計

上しております。

(2）賞与引当金

同左

(2）賞与引当金

　従業員に対して支給する賞与の

支出に充てるため、支給見込額に

基づき当事業年度負担額を計上し

ております。
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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）

４．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

５．ヘッジ会計の方法

 

(1）ヘッジ会計の方法

　繰延ヘッジ処理によっておりま

す。

　なお、特例処理の要件を満たす

金利スワップ取引については、特

例処理を採用しております。

(1）ヘッジ会計の方法

同左

 

(1）ヘッジ会計の方法

同左

 

 

 

(2）ヘッジ手段とヘッジ対象

ヘッジ手段　金利スワップ取引

ヘッジ対象　借入金の利息

(2）ヘッジ手段とヘッジ対象

同左

 

(2）ヘッジ手段とヘッジ対象

同左

 

 

 

(3）ヘッジ方針

　借入金の金利変動リスクを回避

する目的で金利スワップ取引を行っ

ております。

(3）ヘッジ方針

同左

(3）ヘッジ方針

同左

 

 

(4）ヘッジ有効性評価の方法

　ヘッジ対象のキャッシュ・フロー

変動の累計とヘッジ手段のキャッ

シュ・フロー変動の累計を半期毎

に比較し、両者の変動額を基礎に

して、ヘッジ有効性を評価してお

ります。

(4）ヘッジ有効性評価の方法

同左

(4）ヘッジ有効性評価の方法

同左

６．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

　消費税等の会計処理は税抜方式

によっております。

消費税等の会計処理

　同左

消費税等の会計処理

同左
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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

（会計処理方法の変更）

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法人税法の改正に伴い、

平成19年４月１日以降取得の有形固定資産につ

いては、改正法人税法に規定する償却方法によ

り減価償却費を計上しております。これにより

減価償却費は9,461千円増加し、営業利益、経

常利益及び税引前中間純利益は同額減少してお

ります。

 ────── （固定資産の減価償却方法の変更）

　当事業年度から法人税法の改正にともない、

平成19年４月１日以降取得の有形固定資産につ

いては、改正法人税法に規定する償却方法によ

り減価償却費を計上しております。これにより

減価償却費は25,203千円増加し、営業利益、経

常利益及び税引前当期純利益は同額減少してお

ります。

（不動産賃貸収入及び不動産賃貸原価の計上区

分）

 従来、賃貸資産に関する受取賃貸料及び費用

は、営業外収益及び営業外費用に計上しており

ましたが、テナントビル取得に伴い不動産賃貸

収入の金額的重要性が高まり、経営成績をより

適正に表示するため、当中間会計期間から売上

高及び売上原価に計上する方法に変更いたしま

した。

　この変更により、従来の方法と比較して、売

上高は54,945千円、売上原価は32,774千円増加

し、営業外収益は54,945千円、営業外費用は

32,774千円減少するとともに、売上総利益及び

営業利益は22,170千円増加しておりますが、経

常利益及び税引前中間純利益への影響はありま

せん。

 ────── （不動産賃貸収入及び不動産賃貸原価の計上区

分）

　従来、賃貸資産に関する受取賃貸料及び費用

は、営業外収益及び営業外費用に計上しており

ましたが、定款の事業目的の変更を行い不動産

事業を重要な収益基盤として位置づけたこと及

びテナントビル取得に伴う不動産賃貸収入の金

額的重要性が高まったことにより、経営成績を

より適正に表示するため、当事業年度から売上

高に「賃貸収入」として及び売上原価に「賃貸

原価」として計上する方法に変更いたしました。

　この変更により、従来の方法と比較して、売

上高は116,559千円、売上原価は65,838千円増

加し、営業外収益は116,559千円、営業外費用

は65,838千円減少するとともに、売上総利益及

び営業利益は50,720千円増加しておりますが、

経常利益及び税引前当期純利益への影響はあり

ません。

（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）

前会計年度
（自　平成19年３月１日
至　平成20年２月29日）

 ──────  （中間貸借対照表）

１.前中間会計期間末において、流動資産の

「有価証券」として掲載されていたものは、

当中間会計期間末から「その他」に含めて表

示しております。

 ──────

２.前中間会計期間末において、投資その他の

資産の「繰延税金資産」として掲載されてい

たものは、当中間会計期間末から「その他」

に含めて表示しております。

（追加情報）

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）

法人税法の改正にともない、平成19年３月

31日以前に取得した有形固定資産については、

改正前の法人税法に規定する償却方法により

取得価額の５％相当額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、

減価償却に含めて計上しております。

　これにより、営業利益、経常利益及び税引

前中間純損失に与える影響は軽微であります。

 ──────

株式会社ジェイプロジェクト（3063）平成 21 年２月期 中間決算短信

－ 43 －



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．有形固定資産の減価償却累計額

1,283,958千円

※１．有形固定資産の減価償却累計額

1,777,262千円

※１．有形固定資産の減価償却累計額

1,609,430千円

※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通りであり

ます。

※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通りであり

ます。

※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通りであり

ます。

建物 864,090千円

土地 803,733千円

計 1,667,824千円

現金及び預金 100,084千円

建物 1,344,061千円

土地 1,224,433千円

計 2,668,578千円

現金及び預金 70,000千円

建物 850,189千円

土地 803,733千円

計 1,723,922千円

担保付債務は次のとおりであります。 担保付債務は次のとおりであります。 担保付債務は次のとおりであります。

一年以内返済予定

長期借入金
93,328千円

長期借入金 1,406,678千円

計 1,500,006千円

一年以内返済予定長

期借入金
163,720千円

長期借入金 2,027,894千円

リース債務 550,875千円

計 2,742,489千円

一年以内返済予定長

期借入金
93,328千円

長期借入金 1,360,014千円

リース債務 589,870千円

計 2,043,212千円

３．　　　　 ───── ３．偶発債務

債務保証

次の関係会社について、金融機関から

の借入に対し債務保証を行っておりま

す。

㈱ジェイメディッ

クス
220,000千円

３．偶発債務

債務保証

次の関係会社について、金融機関から

の借入に対し債務保証を行っておりま

す。

㈱ジェイメディッ

クス
160,000千円

※４．消費税等の取扱い

仮払消費税等及び仮受消費税等は、相殺

のうえ金額的に重要性が乏しいため、流

動負債の「その他」に含めております。

※４．消費税等の取扱い

仮払消費税等及び仮受消費税等は、相殺

のうえ金額的に重要性が乏しいため、流

動資産の「その他」に含めております。

※４．　　　　 ─────
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（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

 協賛金収入 63,366千円

 賃貸料収入 5,515千円

協賛金収入 16,366千円

賃貸料収入 5,079千円

保険金収入 4,017千円

協賛金収入 97,576千円

賃貸料収入 10,664千円

保険金収入 36,967千円

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

 支払利息 31,306千円 支払利息 32,645千円 支払利息 60,360千円

 ※３．特別利益のうち主要なもの ※３．特別利益のうち主要なもの ※３．特別利益のうち主要なもの

 固定資産売却益 40,214千円 固定資産売却益 919千円

貸倒引当金戻入 412千円　

固定資産売却益 40,214千円

 ※４．特別損失のうち主要なもの ※４．特別損失のうち主要なもの ※４．特別損失のうち主要なもの

 固定資産除却損 6,339千円 固定資産除却損 5,598千円 固定資産除却損 11,750千円

 ※５．　　　　　─────

 

※５．減損損失

当事業年度において、当社は、以下の

資産について減損損失を計上しており

ます。

※５．減損損失

当事業年度において、当社は、以下の資

産について減損損失を計上しております。

用途場所 種別 減損損失

直営店舗
岐阜県他
３店舗

建物 36,602千円

工具器具備品 8,010千円

その他 3,495千円

リース資産 4,487千円

計 52,596千円

用途場所 種別 減損損失

直営店舗
愛知県
１店舗

建物 2,282千円

工具器具備品 1,259千円

計 3,542千円

 

 

当社は、キャッシュ・フローを生み出す

最小単位として、直営店舗を基本単位と

した資産のグルーピングを行っておりま

す。直営店舗については収益性の低下に

より営業活動から生ずる損益が継続して

マイナスである資産グループの帳簿価額

を回収可能額まで減額し、当該減少額

52,596千円を減損損失として特別損失に

計上しております。

また、資産グループ毎の回収可能価額は

正味売却価額により測定しており、正味

売却価額は売却が困難であるため零とし

て評価しております。

当社は、キャッシュ・フローを生み出す

最小単位として、直営店舗を基本単位と

した資産のグルーピングを行っておりま

す。直営店舗については収益性の低下に

より営業活動から生ずる損益が継続して

マイナスである資産グループの帳簿価額

を回収可能額まで減額し、当該減少額

3,542千円を減損損失として特別損失に

計上しております。

また、資産グループ毎の回収可能価額は

正味売却価額により測定しており、正味

売却価額は売却が困難であるため零とし

て評価しております。

 ６．減価償却実施額  ６．減価償却実施額 ６．減価償却実施額

 有形固定資産 268,849千円 

 無形固定資産 422千円 

 有形固定資産 248,263千円 

 無形固定資産 936千円 

 有形固定資産 564,743千円 

 無形固定資産 888千円 
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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）

自己株式の種類及び株式数に関する事項

　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）

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）

普通株式（注） － 1,000 － 1,000

合計 － 1,000 － 1,000

（注）普通株式の自己株式の株式数の増加1,000株は、取締役会決議による自己株式の取得によるものであります。

        前事業年度（自　平成19年３月１日　至　平成20年２月29日）

 　　　 自己株式の種類及び株式数に関する事項

 　　　 　該当事項はありません。
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（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）

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）

建物 875,009 41,521 833,488

その他 447,782 179,349 268,433

合計 1,322,792 220,870 1,101,921

 

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）

中間期
末残高
相当額
（千円）

建物 1,081,270 148,166 － 933,103

その他 422,346 184,590 4,557 233,197

無形固定
資産

18,558 5,258 － 13,300

合計 1,522,175 338,016 4,557 1,179,601

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）

建物 1,017,035 92,282 924,752

その他 441,137 188,482 252,655

無形固定
資産

18,558 3,402 15,155

合計 1,476,731 284,167 1,192,564

(2）未経過リース料中間期末残高相当額等

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等

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等

未経過リース料期末残高相当額

１年内 157,794千円

１年超 950,277千円

合計 1,108,071千円

１年内 176,161千円

１年超 1,025,947千円

合計 1,202,108千円

リース資産減損

勘定の残高
4,487千円

１年内 170,899千円

１年超 1,030,295千円

計 1,201,194千円

(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 84,080千円

リース資産減損勘定の

取崩額
249千円

減価償却費相当額 71,440千円

支払利息相当額 13,642千円

支払リース料 111,781千円

減価償却費相当額 98,765千円

支払利息相当額 20,155千円

支払リース料 190,803千円

リース資産減損勘定の

取崩額
249千円

減価償却費相当額 163,813千円

支払利息相当額 32,990千円

(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
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（有価証券関係）

　前中間会計期間、当中間会計期間及び前事業年度のいずれにおいても子会社株式で時価のあるものはありません。

株式会社ジェイプロジェクト（3063）平成 21 年２月期 中間決算短信

－ 48 －



（１株当たり情報）

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 51,271円41銭

１株当たり中間純利益 2,181円64銭

潜在株式調整後１株当たり

中間純利益
1,923円36銭

１株当たり純資産額 51,652円91銭

１株当たり中間純損失 1,066円43銭

  

　なお、潜在株式調整後１株当たり中間利益

については、１株当たり中間純損失が計上さ

れているため記載しておりません。

１株当たり純資産額 53,575円47銭

１株当たり当期純利益 4,498円10銭

潜在株式調整後１株当たり

当期純利益
3,999円98銭

　（注）　１株当たり中間（当期）純利益又は中間純損失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。

 
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

又は中間純損失
   

中間（当期）純利益

又は中間純損失（千円）
62,272 △29,967 128,987

普通株主に帰属しない金額（千円） － － －

普通株式に係る中間（当期）純利益又は

中間純損失（千円）
62,272 △29,967 128,987

普通株式の期中平均株式数（株） 28,544 28,101 28,676

    

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（千円） － － －

普通株式増加数（株） 3,833 － 3,571

（うち新株予約権） （3,833） （－） (3,571)

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

含めなかった潜在株式の概要

 　　　　─────

 

 　　　　─────

 

─────
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（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）

────── ────── 自己株式の取得

　当社は平成20年４月17日開催の取締役会にお

いて、会社法第165条第３項の規定により読み

替えて適用される同法第156条の規定に基づき、

自己株式を取得すること及びその具体的な取得

方法について決議し、以下のとおり自己株式の

取得を実施いたしました。

(1）自己株式取得に関する取締役会の決議内

容

① 自己株式の取得を行う理由

　経営環境の変化に対応した機動的な資本

政策を行うため

② 取得する株式の種類

当社普通株式

③ 取得する株式の総数

1,100株（上限）

④ 取得する期間

平成20年４月18日～平成20年４月25日

⑤ 取得価額の総額

84,000千円（上限）

⑥ 取得の方法

　東京証券取引所の立会時間外取引である

ToSTNeT-3（自己株式立会外買付取引）によ

る取得

(2）取得日

平成20年４月18日

(3）その他

　上記ToSTNeT-3による取得の結果、当社自

己株式1,000株（取得価額76,000千円）を取

得いたしました。
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