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第１ 【企業の概況】 

１ 【主要な経営指標等の推移】 

  

 
(注) １ 当社は中間連結財務諸表を作成しておりませんので、中間連結会計期間等に係る主要な経営指標等の推移に

ついては記載しておりません。 

２ 売上高には、消費税等は含まれておりません。 

３ 持分法を適用した場合の投資利益については、関連会社が存在しないため記載しておりません。 

４ 第７期中、第８期中、第７期及び第８期の潜在株式調整後１株当たり中間(当期)純利益金額については、潜

在株式が存在しないため記載しておりません。第９期中の潜在株式調整後１株当たり中間純利益金額につい

ては、１株当たり中間純損失であり、また、潜在株式が存在しないため記載しておりません。 

  

第一部 【企業情報】

回次 第７期中 第８期中 第９期中 第７期 第８期

会計期間

自 平成16年 
  ６月１日 
至 平成16年 
  11月30日

自 平成17年
  ６月１日 
至 平成17年 
  11月30日

自 平成18年
  ６月１日 
至 平成18年 
  11月30日

自 平成16年 
  ６月１日 
至 平成17年 
  ５月31日

自 平成17年
  ６月１日 
至 平成18年 
  ５月31日

売上高 (千円) 1,754,721 2,087,809 2,088,925 3,662,389 4,161,216

経常利益又は経常損失(△) (千円) 71,030 47,609 △21,141 187,092 132,113

中間(当期)純利益又は 
中間純損失(△)

(千円) 38,741 17,356 △33,324 100,059 7,585

持分法を適用した場合の 
投資利益

(千円) ― ― ― ― ―

資本金 (千円) 143,950 429,215 429,215 191,215 429,215

発行済株式総数 (株) 3,742,700 5,153,700 5,153,700 4,153,700 5,153,700

純資産額 (千円) 236,900 1,028,536 969,569 392,747 1,017,422

総資産額 (千円) 1,746,232 2,449,821 2,267,361 1,865,296 2,408,667

１株当たり純資産額 (円) 63.30 199.57 188.16 93.83 197.45

１株当たり中間(当期) 
純利益金額又は中間 
純損失金額(△)

(円) 10.35 3.61 △6.47 25.46 1.52

潜在株式調整後 
１株当たり中間 
(当期)純利益金額

(円) ― ― ― ― ―

１株当たり配当額 (円) ― ― ― 1.00 3.00

自己資本比率 (％) 13.6 42.0 42.8 21.1 42.2

営業活動による 
キャッシュ・フロー

(千円) 70,715 56,278 △11,213 204,728 184,930

投資活動による 
キャッシュ・フロー

(千円) △188,743 △208,946 △151,317 △377,159 △472,163

財務活動による 
キャッシュ・フロー

(千円) 164,337 518,339 △87,492 253,935 472,245

現金及び現金同等物 
の中間期末(期末)残高

(千円) 129,812 530,680 99,996 165,007 350,019

従業員数 
(外、平均臨時雇用者数)

(名)
84
(302)

101
(349)

106
(386)

95
(303)

102
(366)



２ 【事業の内容】 

当中間会計期間において、当社が営んでいる事業の内容に重要な変更はありません。 

  

３ 【関係会社の状況】 

該当事項はありません。 

  

４ 【従業員の状況】 

(1) 提出会社の状況 

平成18年11月30日現在 

 
(注) 従業員数は、就業人員であります。また、臨時雇用者数は( )内に当中間会計期間の平均人員(一人当り173時

間／月換算)を外書で記載しております。 

  

(2) 労働組合の状況 

労働組合は結成されておりませんが、労使関係は円滑に推移しております。 

従業員数(名)  106 (386)



第２ 【事業の状況】 

１ 【業績等の概要】 

(1) 業績 

当中間会計期間におけるわが国経済は、原油価格の高騰や金利上昇の懸念等による先行き不透明感が

あるものの、好調な企業収益を背景として、民間設備投資が堅調に推移し、また雇用情勢の改善に伴い

個人消費も緩やかに増加し回復基調で推移いたしました。 

 この様な経済情勢の中、当社が属するサービス業界におきましては出店競争、価格競争など厳しさを

増す一方、業界再編成へ向けた動きも活発化しております。 

 当社といたしましては、このような状況のもとで主力事業であるマルチメディアカフェ事業を中心に

設備投資を行ってまいりました。その結果、当中間会計期間における売上高は下表のとおりとなりまし

た。 

                                       (単位：千円）

 
  

（マルチメディアカフェ事業） 

 マルチメディアカフェ事業は、直営事業の５店舗（前中間会計期間以降の新規出店数）の増加により

売上高は1,404百万円（前年同期比105.7％）となりました。 

 

① 直営事業   

 マルチメディアカフェ直営事業は、「充実したサービスの提供」と「明るく開放感があり競争力のあ

る店舗」を目指し、人気ネットゲーム機器の増設、新ジャンルコミックの導入を実施いたしました。店

舗数につきましては、当中間会計期間に新規出店２店舗、フランチャイズから営業譲受１店舗、合計３

店舗を出店し、また１店舗退店したことにより、当中間会計期間末の店舗数は35店舗（前事業年度末33

店舗）となりました。 

 以上の結果、当中間会計期間の売上高は1,361百万円（前年同期比111.0％）となりました。 

 

② フランチャイズ事業  

 マルチメディアカフェフランチャイズ事業は、当中間会計期間に新規出店がなかったため、加盟売上

等の出店時に係る売上が減少いたしました。また、店舗数につきましては、加盟先企業の業態変更に伴

う退店１店舗、立地移転のための一時的な閉店１店舗、直営化１店舗により合計３店舗減少したため、

当中間会計期間末の店舗数は16店舗（前事業年度末19店舗）となりました。 

 以上の結果、当中間会計期間の売上高は43百万円（前年同期比42.2％）となりました。 

事業部門

前中間会計期間 当中間会計期間 前事業年度

（自 平成17年６月１日 （自 平成18年６月１日 （自 平成17年６月１日

   至 平成17年11月30日)   至 平成18年11月30日)   至 平成18年５月31日)

マルチメディア 
カフェ事業

直営事業 1,226,217 1,361,045 2,448,182

フランチャイズ事業 102,516 43,234 192,119

小計 1,328,734 1,404,279 2,640,301

カラオケ事業 587,020 517,774 1,175,449

その他事業 172,054 166,871 345,465

合計 2,087,809 2,088,925 4,161,216



 

  (カラオケ事業) 

  カラオケ事業は、全店フリードリンクサービスの導入や飲食メニューの改訂を行い、またリピーター

獲得へ向け半額還元キャンペーンなどの販売促進や接客レベルの向上を図りお客様サービスの向上に努

めました。店舗数につきましては、当中間会計期間末は前事業年度末と同じ16店舗でありますが、前事

業年度において契約期間満了により２店舗退店しております。 

 以上の結果、当中間会計期間の売上高は517百万円（前年同期比88.2％）となりました。 

  

  (その他事業) 

 自社保有ビルであります「WAO CUBE京都」ビル内におきましてTSUTAYA、外食事業を各１店舗運営し

ております。当中間会計期間の売上高は166百万円（前年同期比97.0％）となりました。  

   

以上の活動により、当中間会計期間の売上高は2,088百万円(前年同期比100.1％）となりました。し

かしながら、新規出店、改装、設備の投資や各種販売促進策の実施により諸経費が増加する結果とな

り、経常損失21百万円（前年同期は47百万円の利益）となりました。 

   

 また、福利厚生を目的としておりました生命保険、損害保険の一部をより充実した保険に契約変更し

たことに伴い25百万円を特別利益に計上いたしましたが、カラオケ機器の人気機種への入換を随時実施

したことに伴い不要となりましたカラオケ機器等のリース解約（31百万円）及び固定資産の減損に係る

会計基準の適用（19百万円）等により特別損失52百万円を計上いたしました。 

 以上の結果により、中間純損失33百万円（前年同期は17百万円の利益）となりました。 

  

(2) キャッシュ・フロー 

当中間会計期間末における現金及び現金同等物（以下「資金」という）は、前事業年度末と比較して

250百万円減少し、99百万円となりました。当中間会計期間におけるキャッシュ・フローの状況は次の

とおりであります。  

  

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

営業活動の結果使用した資金は11百万円となりました。これは主に、減価償却費64百万円に対して、

税引前中間純損失48百万円、売上債権及びたな卸資産の増加14百万円、法人税等の支払が12百万円があ

ったことによるものです。 

   

（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151百万円となりました。これは主に、マルチメディアカフェ「ゆう

遊空間」の新規出店２店舗、フランチャイズからの営業譲受１店舗により、有形固定資産の取得による

支出142百万円、差入敷金保証金の差入による支出37百万円があったこと及び保険積立金の返戻による

収入36百万円などがあったことによるものです。 

   

（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

財務活動の結果使用した資金は87百万円となりました。これは主に、新たな長期借入れによる収入

400百万円に対し、長期借入金の返済502百万円、配当金の支払15百万円などがあったことによるもので

す。  



  



２ 【仕入及び販売の状況】 

(1) 仕入実績 

 当中間会計期間の仕入実績を事業部門別に示すと、次のとおりであります。 

 
(注） １ 金額は、仕入価格によっております。 

  ２ 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

  

(2) 販売実績 

 当中間会計期間の販売実績を事業部門別に示すと、次のとおりであります。 

 
(注） １ 輸出高の総額及び総販売実績に対する輸出高の割合、並びに輸出高の総額に対する主要な輸

出先国又は地域別の輸出の割合については、輸出高がないため記載しておりません。 

   ２ 主な相手先別の販売実績及び当該販売実績の総販売実績に対する割合については、当該割合

が100分の10以上の主要な相手先がいないため記載しておりません。 

      ３ 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

  

事業部門

前中間会計期間 当中間会計期間 前事業年度

（自 平成17年６月１日 （自 平成18年６月１日 （自 平成17年６月１日

  至 平成17年11月30日)   至 平成18年11月30日)   至 平成18年５月31日)

仕入高 
（千円）

前年同期比
（％）

仕入高
（千円）

前年同期比
（％）

仕入高 
（千円）

前年同期比
（％）

マルチメディア 
カフェ事業

直営事業 144,765 144.8 155,932 107.7 281,852 131.5

フランチャイズ事業 54,943 130.4 19,039 34.7 111,188 114.3

小計 199,708 140.6 174,972 87.6 393,041 126.1

 カラオケ事業 88,838 107.1 78,060 87.9 171,868 97.3

 その他事業 102,737 101.1 95,006 92.5 202,000 97.9

合計 391,285 119.8 348,038 88.9 766,910 110.4

事業部門

前中間会計期間 当中間会計期間 前事業年度

（自 平成17年６月１日 （自 平成18年６月１日 （自 平成17年６月１日

   至 平成17年11月30日)   至 平成18年11月30日)   至 平成18年５月31日)

販売高 
（千円）

前年同期比
（％）

販売高
（千円）

前年同期比
（％）

販売高 
（千円）

前年同期比
（％）

マルチメディア 
カフェ事業

直営事業 1,226,217 135.1 1,361,045 111.0 2,448,182 128.5

フランチャイズ事業 102,516 136.0 43,234 42.2 192,119 109.5

小計 1,328,734 135.1 1,404,279 105.7 2,640,301 126.9

 カラオケ事業 587,020 97.1 517,774 88.2 1,175,449 95.1

 その他事業 172,054 103.0 166,871 97.0 345,465 99.9

合計 2,087,809 119.0 2,088,925 100.1 4,161,216 113.6



３ 【対処すべき課題】 

    当中間会計期間において、当社が対処すべき課題について、重要な変更はありません。 

  

４ 【経営上の重要な契約等】 

当中間会計期間において、新たに締結した経営上の重要な契約等はありません。 

  

５ 【研究開発活動】 

該当事項はありません。 

  



第３ 【設備の状況】 

１ 【主要な設備の状況】 

当中間会計期間に以下の設備を取得いたしました。 

 
(注）１ 金額には消費税等は含まれておりません。 

２ 帳簿価額のうち「その他」は、構築物・工具、器具及び備品の合計であります。 

３ 従業員数は、就業人員であります。また、臨時雇用者数は( )内に当中間会計期間の平均人員(一人当たり

173時間／月換算)を外書で記載しております。 

４ 上記の他、主要な賃借及びリース設備として、以下のものを取得いたしました。 

 
  

２ 【設備の新設、除却等の計画】 

(1) 重要な設備計画の変更 

当中間会計期間において、前事業年度末に計画した設備計画について、重要な変更はありません。 

  

(2) 重要な設備計画の完了 

前事業年度末に計画した設備計画のうち、当中間会計期間に完了したものについては、「主要な設備

の状況」の項に記載しております。 

  

(3) 重要な設備の新設等 

当中間会計期間において、新たに確定した重要な設備の新設等はありません。 

  

(4) 重要な設備の除却等 

当中間会計期間において、新たに確定した重要な設備の除却等は次のとおりであります。 

 
(注）１ 当該店舗は平成19年１月に閉店いたしました。また、当該店舗設備の帳簿価額につきましては、

前事業年度に減損処理を行っております。 

  

事業所名 
(所在地)

事業部門 
の名称

設備の
内容

帳簿価額(千円)

完成年月
従業員数
(名)

建物
土地
(面積㎡)

その他 合計

ゆう遊空間あざみ野店
（神奈川県横浜市青葉区）

マルチメディア 
カフェ事業

店舗設備 52,455
―

（―）
12,137 64,592 平成18年６月 2 (9.6)

ゆう遊空間静岡寿店
（静岡県静岡市駿河区）

店舗設備 34,772
―

（―）
4,001 38,774 平成18年７月 2 (7.8)

ゆう遊空間前橋元総社店
（群馬県前橋市）

店舗設備 3,398
―

（―）
989 4,388 平成18年７月 1 (6.9)

事業部門 設備の内容 リース期間
年間リース料
（千円）

リース契約残高
（千円）

マルチメディアカフェ事業 店舗設備 ３～７年 42,686 191,146

事業所名（所在地） 事業部門の名称 設備の内容
帳簿価額
（千円）

閉店時期 閉店後の
減少能力

ゆう遊空間藤沢店（注）１
（神奈川県藤沢市）

マルチメディア
カフェ事業

店舗設備 ― 平成19年１月 67席



第４ 【提出会社の状況】 

１ 【株式等の状況】 

(1) 【株式の総数等】 

① 【株式の総数】 

  

 
  

② 【発行済株式】 

  

 
  

  

(2) 【新株予約権等の状況】 

該当事項はありません。 

  

(3) 【発行済株式総数、資本金等の状況】 

  

 
  

  

種類 発行可能株式総数（株)

普通株式 14,900,000

計 14,900,000

種類
中間会計期間末 
現在発行数（株) 
(平成18年11月30日)

提出日現在
発行数（株） 

(平成19年２月23日)

上場証券取引所名又
は登録証券業協会名

内容

普通株式 5,153,700 5,153,700
東京証券取引所
(マザーズ)

―

計 5,153,700 5,153,700 ― ―

年月日
発行済株式 
総数増減数 
(株)

発行済株式
総数残高 
(株)

資本金
増減額 
(千円)

資本金
残高 
(千円)

資本準備金 
増減額 
(千円)

資本準備金
残高 
(千円)

平成18年６月１日～ 
平成18年11月30日

  ― 5,153,700 ― 429,215 ― 465,865



(4) 【大株主の状況】 

平成18年11月30日現在 

 
  

(5) 【議決権の状況】 

① 【発行済株式】 

平成18年11月30日現在 

 
  

② 【自己株式等】 

平成18年11月30日現在 

 
  

  

氏名又は名称 住所
所有株式数
(株)

発行済株式 
総数に対する 
所有株式数 
の割合(％)

加藤 博彦 静岡県沼津市 1,288,000 24.99

カルチュア・コンビニエンス・ 
クラブ株式会社

大阪府大阪市北区梅田2-5-25 476,000 9.23

加藤 恭枝 静岡県沼津市 390,000 7.56

メディアクリエイト従業員持株会 静岡県沼津市筒井町4-2 188,800 3.66

加藤 晶子 静岡県静岡市葵区 130,000 2.52

加藤 智大 静岡県沼津市 130,000 2.52

加藤 雅彦 静岡県沼津市 130,000 2.52

株式会社ティー・エス・ケー
京都府京都市下京区加茂川端正面上ル
平岡町377-1

91,500 1.77

株式会社ゴトー 静岡県沼津市緑ヶ丘10-1 80,000 1.55

青木 拡憲 東京都渋谷区 78,000 1.51

計 ― 2,982,300 57.86

区分 株式数(株) 議決権の数(個) 内容

無議決権株式 ― ― ―

議決権制限株式(自己株式等) ― ― ―

議決権制限株式(その他) ― ― ―

完全議決権株式(自己株式等) ― ― ―

完全議決権株式(その他)
普通株式    

5,142 ―
5,142,000

単元未満株式
普通株式    

― 一単元（1,000株）未満の株式
11,700

発行済株式総数 5,153,700 ― ―

総株主の議決権 ― 5,142 ―

所有者の氏名 
又は名称

所有者の住所
自己名義
所有株式数 
(株)

他人名義
所有株式数 
(株)

所有株式数 
の合計 
(株)

発行済株式
総数に対する
所有株式数 
の割合(％)

― ― ― ― ― ―

計 ― ― ― ― ―



２ 【株価の推移】 

【当該中間会計期間における月別最高・最低株価】 

 
(注) 最高・最低株価は、株式会社東京証券取引所(マザーズ)におけるものであります。 

  

３ 【役員の状況】 

前事業年度の有価証券報告書提出日後、当半期報告書提出日までの役員の異動は、次のとおりでありま

す。 

(1) 新任役員 

該当事項はありません。 

  

(2) 退任役員 

該当事項はありません。 

  

(3) 役職の異動 

 
  

  

  

月別 平成18年６月 ７月 ８月 ９月 10月 11月

最高(円) 308 275 250 319 250 248

最低(円) 259 196 210 224 205 206

新役名及び職名 旧役名及び職名 氏名 異動年月日

代表取締役社長 
（営業本部長）

代表取締役社長 
（－）

加藤 博彦 平成18年11月１日

専務取締役 
（管理本部長）

専務取締役 
（－）

斉藤 哲明 平成18年11月１日

常務取締役 
（総務部長）

常務取締役 
（ゆう遊空間営業部長）

佐野 雅洋 平成18年11月１日

取締役 
（ゆう遊空間営業部長）

取締役 
（管理部長）

栗原 浩一 平成18年11月１日



第５ 【経理の状況】 

１ 中間財務諸表の作成方法について 

当社の中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和52年大蔵省

令第38号。以下「中間財務諸表等規則」という。)に基づいて作成しております。 

なお、前中間会計期間(平成17年６月１日から平成17年11月30日まで)は、改正前の中間財務諸表等規則

に基づき、当中間会計期間(平成18年６月１日から平成18年11月30日まで)は、改正後の中間財務諸表等規

則に基づいて作成しております。 

  

２ 監査証明について 

当社は、証券取引法第193条の２の規定に基づき、前中間会計期間(平成17年６月１日から平成17年11月

30日まで)及び当中間会計期間(平成18年６月１日から平成18年11月30日まで)の中間財務諸表について、

監査法人トーマツによる中間監査を受けております。 

  

３ 中間連結財務諸表について 

当社には、子会社がありませんので、中間連結財務諸表は作成しておりません。 

  



１【中間連結財務諸表等】 

(1) 【中間連結財務諸表】 

  

該当事項はありません。 

  

(2) 【その他】 

  

該当事項はありません。 



２【中間財務諸表等】 

(1) 【中間財務諸表】 

① 【中間貸借対照表】 

  

 
  

前中間会計期間末

(平成17年11月30日)

当中間会計期間末

(平成18年11月30日)

前事業年度の 
要約貸借対照表 
(平成18年５月31日)

区分
注記 
番号

金額(千円)
構成比
(％)

金額(千円)
構成比
(％)

金額(千円)
構成比
(％)

(資産の部)

Ⅰ 流動資産

１ 現金及び預金 530,680 102,746 352,469

２ 売掛金 49,380 25,551 20,418

３ たな卸資産 86,861 100,585 90,906

４ 前払費用 103,208
 
 

121,443 113,673

５ その他 33,841 41,824 45,457

  貸倒引当金 △1,821 △4,221 △2,091

流動資産合計 802,151 32.7 387,929 17.1 620,834 25.8

Ⅱ 固定資産

１ 有形固定資産 ※１

(1) 建物 ※２ 936,726 968,868 918,759

(2) 土地 ※２ 302,326 302,326 302,326

(3) その他 118,845 197,171 183,111

有形固定資産合計 1,357,898 1,468,365 1,404,197

２ 無形固定資産 9,967 8,487 8,750

３ 投資その他の資産

(1) 差入敷金保証金 222,485 285,058 243,996

(2) その他 57,318 117,520 130,888

投資その他の資産 
合計

279,803 402,578 374,885

固定資産合計 1,647,669 67.3 1,879,431 82.9 1,787,833 74.2

資産合計 2,449,821 100.0 2,267,361 100.0 2,408,667 100.0



前中間会計期間末

(平成17年11月30日)

当中間会計期間末

(平成18年11月30日)

前事業年度の 
要約貸借対照表 
(平成18年５月31日)

区分
注記 
番号

金額(千円)
構成比
(％)

金額(千円)
構成比
(％)

金額(千円)
構成比
(％)

(負債の部)

Ⅰ 流動負債

１ 買掛金 60,874 48,209 40,441

２ 短期借入金 ― 120,000 90,000

３ 一年以内返済予定 
  長期借入金

※２ 432,466 449,904 402,178

４ 未払金 203,864 184,681 180,390

５ 賞与引当金 35,120 33,550 36,200

６ 役員賞与引当金 2,500 ― ―

７ その他 ※３ 48,589 50,064 75,842

流動負債合計 783,414 32.0 886,409 39.1 825,052 34.3

Ⅱ 固定負債

１ 長期借入金 ※２ 608,540 353,055 503,102

２ 退職給付引当金 13,055 17,602 14,839

３ その他 16,274 40,724 48,251

固定負債合計 637,870 26.0 411,382 18.1 566,192 23.5

負債合計 1,421,284 58.0 1,297,791 57.2 1,391,244 57.8

(資本の部)

Ⅰ 資本金 429,215 17.5 ― ― ― ―

Ⅱ 資本剰余金

１ 資本準備金 465,865 ― ―

資本剰余金合計 465,865 19.0 ― ― ― ―

Ⅲ 利益剰余金

１ 利益準備金 400 ― ―

２ 中間未処分利益 133,071 ― ―

利益剰余金合計 133,471 5.5 ― ― ― ―

Ⅳ その他有価証券 
  評価差額金

△14 △0.0 ― ― ― ―

資本合計 1,028,536 42.0 ― ― ― ―

負債及び資本合計 2,449,821 100.0 ― ― ― ―



 
  

前中間会計期間末

(平成17年11月30日)

当中間会計期間末

(平成18年11月30日)

前事業年度の 
要約貸借対照表 
(平成18年５月31日)

区分
注記 
番号

金額(千円)
構成比
(％)

金額(千円)
構成比
(％)

金額(千円)
構成比
(％)

(純資産の部)

Ⅰ 株主資本

 １ 資本金 ― ― 429,215 18.9 429,215 17.8

 ２ 資本剰余金

  (1) 資本準備金 ― 465,865 465,865

   資本剰余金合計 ― ― 465,865 20.6 465,865 19.3

 ３ 利益剰余金

  (1) 利益準備金 ― 400 400

  (2) その他利益剰余金

    繰越利益剰余金 ― 74,516 123,300

   利益剰余金合計 ― ― 74,916 3.3 123,700 5.1

 ４ 自己株式 ― ― △368 △0.0 △368 △0.0

   株主資本合計 ― ― 969,628 42.8 1,018,412 42.2

Ⅱ 評価・換算差額等

 １ その他有価証券 
   評価差額金

― ― △59 △0.0 △107 △0.0

 ２ 繰延ヘッジ損益 ― ― ― ― △882 △0.0

   評価・換算差額等 
   合計

― ― △59 △0.0 △989 △0.0

   純資産合計 ― ― 969,569 42.8 1,017,422 42.2

   負債純資産合計 ― ― 2,267,361 100.0 2,408,667 100.0



② 【中間損益計算書】 

  

 
  

前中間会計期間

(自 平成17年６月１日
至 平成17年11月30日)

当中間会計期間

(自 平成18年６月１日
至 平成18年11月30日)

前事業年度の
要約損益計算書

(自 平成17年６月１日
至 平成18年５月31日)

区分
注記 
番号

金額(千円)
百分比
(％)

金額(千円)
百分比
(％)

金額(千円)
百分比
(％)

Ⅰ 売上高 2,087,809 100.0 2,088,925 100.0 4,161,216 100.0

Ⅱ 売上原価 1,759,083 84.3 1,842,838 88.2 3,507,315 84.3

売上総利益 328,726 15.7 246,086 11.8 653,901 15.7

Ⅲ 販売費及び一般管理費 272,595 13.0 267,794 12.8 514,495 12.3

営業利益又は 
営業損失(△)

56,130 2.7 △21,707 △1.0 139,405 3.4

Ⅳ 営業外収益 ※１ 24,086 1.2 18,906 0.9 43,289 1.0

Ⅴ 営業外費用 ※２ 32,607 1.6 18,340 0.9 50,581 1.2

経常利益又は 
経常損失(△)

47,609 2.3 △21,141 △1.0 132,113 3.2

Ⅵ 特別利益 ※３ ― ― 25,250 1.2 ― ―

Ⅶ 特別損失
※４ 
※５

15,245 0.7 52,250 2.5 111,255 2.7

税引前中間(当期) 
純利益又は税引前 
中間純損失(△)

32,364 1.6 △48,141 △2.3 20,857 0.5

法人税、住民税 
及び事業税

14,745 3,066 54,425

法人税等調整額 261 15,007 0.8 △17,882 △14,816 △0.7 △41,153 13,271 0.3

中間(当期)純利益 
又は中間純損失(△)

17,356 0.8 △33,324 △1.6 7,585 0.2

前期繰越利益 115,714 ― ―

中間未処分利益 133,071 ― ―



③ 【中間株主資本等変動計算書】 

  

当中間会計期間(自 平成18年６月１日 至 平成18年11月30日) 

 
  

 
  

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
利益準備金

その他利益 

剰余金 利益剰余金
合計繰越利益

剰余金

平成18年５月31日残高 (千円) 429,215 465,865 465,865 400 123,300 123,700 △368 1,018,412

中間会計期間中の変動額

 剰余金の配当 △15,458 △15,458 △15,458

 中間純損失 △33,324 △33,324 △33,324

 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 
(千円)

― ― ― ― △48,783 △48,783 ― △48,783

平成18年11月30日残高 (千円) 429,215 465,865 465,865 400 74,516 74,916 △368 969,628

評価・換算差額等

純資産合計その他
有価証券 
評価差額金

繰延ヘッジ 
損益

評価・換算
差額等合計

平成18年５月31日残高 (千円) △107 △882 △989 1,017,422

中間会計期間中の変動額

 剰余金の配当 △15,458

 中間純損失 △33,324

 株主資本以外の項目の中間 
 会計期間中の変動額(純額)

47 882 929 929

中間会計期間中の変動額合計 
(千円)

47 882 929 △47,853

平成18年11月30日残高 (千円) △59 ― △59 969,569



前事業年度(自 平成17年６月１日 至 平成18年５月31日) 

 
  

 

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
利益準備金

その他利益 

剰余金 利益剰余金
合計繰越利益

剰余金

平成17年５月31日残高 (千円) 191,215 78,265 78,265 400 122,867 123,267 ― 392,747

事業年度中の変動額

 新株の発行 238,000 387,600 387,600 625,600

 剰余金の配当 △4,153 △4,153 △4,153

 役員賞与の支払 △3,000 △3,000 △3,000

 当期純利益 7,585 7,585 7,585

 自己株式の取得 △368 △368

 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 
(千円)

238,000 387,600 387,600 ― 432 432 △368 625,664

平成18年５月31日残高 (千円) 429,215 465,865 465,865 400 123,300 123,700 △368 1,018,412

評価・換算差額等

純資産合計その他
有価証券 
評価差額金

繰延ヘッジ 
損益

評価・換算
差額等合計

平成17年５月31日残高 (千円) ― ― ― 392,747

事業年度中の変動額

 新株の発行 625,600

 剰余金の配当 △4,153

 役員賞与の支払 △3,000

 当期純利益 7,585

 自己株式の取得 △368

 株主資本以外の項目の事業 
 年度中の変動額(純額)

△107 △882 △989 △989

事業年度中の変動額合計 
(千円)

△107 △882 △989 624,674

平成18年５月31日残高 (千円) △107 △882 △989 1,017,422



④ 【中間キャッシュ・フロー計算書】 

 
  

前中間会計期間
(自 平成17年６月１日
至 平成17年11月30日)

当中間会計期間
(自 平成18年６月１日
至 平成18年11月30日)

前事業年度の
要約キャッシュ・
フロー計算書

(自 平成17年６月１日
至 平成18年５月31日)

区分
注記 

番号
金額(千円) 金額(千円) 金額(千円)

Ⅰ 営業活動による
  キャッシュ・フロー

 １ 税引前中間(当期)純利益 
   又は税引前中間純損失(△)

32,364 △48,141 20,857

 ２ 減価償却費 54,534 64,833 119,423

 ３ 減損損失 10,044 19,066 98,843

 ４ 貸倒引当金の増減額(減少：△) 993 2,129 1,262

 ５ 賞与引当金の増減額(減少：△) △1,255 △2,650 △175

 ６ 退職給付引当金の増減額(減少：△) 1,898 2,762 3,682

 ７ 役員賞与引当金の増減額(減少：△） 2,500 ― ―

 ８ 受取利息配当金 △1 △13 △3

 ９ 支払利息 11,076 7,909 19,818

 10 新株発行費 11,399 ― 11,399

 11 投資有価証券評価損 ― 174 ―

 12 固定資産除却損 5,201 1,495 12,412

 13 保険解約益 ― △25,250 ―

 14 リース解約損 ― 31,514 ―

 15 売上債権の増減額(増加：△) △33,440 △5,132 △4,478

 16 たな卸資産の増減額(増加：△) 5,225 △9,679 1,180

 17 仕入債務の増減額(減少：△) 23,388 7,768 2,954

 18 未払消費税等の増減額(減少：△) 186 △15,173 8,343

 19 役員賞与の支払額 △3,000 ― △3,000

 20 その他 6,129 11,481 20,129

    小計 127,244 43,093 312,653

 21 利息の受取額 0 12 1

 22 利息の支払額 △11,117 △10,200 △20,000

 23 リース契約解除による支出 ― △31,514 ―

 24 法人税等の支払額 △59,848 △12,604 △107,723

   営業活動による 
   キャッシュ・フロー

56,278 △11,213 184,930

Ⅱ 投資活動による
  キャッシュ・フロー

 １ 有形固定資産の取得による支出 △176,415 △142,638 △375,379

 ２ 有形固定資産の除却に係る支出 △1,359 △577 △4,676

 ３ 差入敷金保証金の差入による支出 △25,895 △37,564 △84,465

 ４ 差入敷金保証金の返還による収入 858 691 7,994

 ５ 保険積立金の積立による支出 △6,826 △6,912 △14,016

 ６ 保険積立金の返戻による収入 ― 36,633 ―

 ７ その他 692 △950 △1,620

   投資活動による 
   キャッシュ・フロー

△208,946 △151,317 △472,163



 
  

前中間会計期間
(自 平成17年６月１日
至 平成17年11月30日)

当中間会計期間
(自 平成18年６月１日
至 平成18年11月30日)

前事業年度の

要約キャッシュ・

フロー計算書
(自 平成17年６月１日
至 平成18年５月31日)

区分
注記 

番号
金額(千円) 金額(千円) 金額(千円)

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(減少：△) △50,000 30,000 40,000

 ２ 長期借入れによる収入 200,000 400,000 300,000

 ３ 長期借入金の返済による支出 △241,172 △502,321 △476,898

 ４ 株式の発行による収入 613,665 ― 613,665

 ５ 自己株式の取得による支出 ― ― △368

 ６ 配当金の支払額 △4,153 △15,171 △4,153

   財務活動による 
   キャッシュ・フロー

518,339 △87,492 472,245

Ⅳ 現金及び現金同等物に係る
  換算差額

― ― ―

Ⅴ 現金及び現金同等物の 
  純増減額(減少：△)

365,672 △250,023 185,012

Ⅵ 現金及び現金同等物の
  期首残高

165,007 350,019 165,007

Ⅶ 現金及び現金同等物の
  中間期末(期末)残高

※１ 530,680 99,996 350,019



中間財務諸表作成の基本となる重要な事項 

 
  

項目
前中間会計期間

(自 平成17年６月１日
至 平成17年11月30日)

当中間会計期間
(自 平成18年６月１日
至 平成18年11月30日)

前事業年度
(自 平成17年６月１日
至 平成18年５月31日)

１ 資産の評価基準及

び評価方法

(1) 有価証券

その他有価証券

時価のあるもの 

・・・中間決算日の市場価 

   格等に基づく時価法 

(評価差額は全部資本直入

法により処理し、売却原価

は移動平均法により算定）

(1) 有価証券

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）

(1) 有価証券

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）

(2) たな卸資産 (2) たな卸資産 (2) たな卸資産

① 商品

 売価還元法による原価法

① 商品

同左

① 商品

同左

② 原材料 

 最終仕入原価法

② 原材料

同左

② 原材料

同左

③ 貯蔵品

 移動平均法による原価法

③ 貯蔵品

同左

③ 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

  建物(建物附属設備を

除く)

       …定額法

  上記以外の資産

       …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   ３年～34年

  工具、器具及び備品

       ３年～８年

(1) 有形固定資産

同左

(1) 有形固定資産

同左

(2) 無形固定資産

  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)

に基づく定額法

(2) 無形固定資産

同左

(2) 無形固定資産

同左



  

 
  

項目
前中間会計期間

(自 平成17年６月１日
至 平成17年11月30日)

当中間会計期間
(自 平成18年６月１日
至 平成18年11月30日)

前事業年度
(自 平成17年６月１日
至 平成18年５月31日)

３ 繰延資産の処理方

法

 新株発行費
 発生時に全額費用として
処理しております。

（追加情報）
  平成17年８月４日を払

込期日とする一般募集に

よる新株式の発行は、引

受証券会社が引受価額で

買取引受を行い、これを

引受価額と異なる発行価

格で一般投資家に販売す

るスプレッド方式によっ

ております。 

 スプレッド方式では、

発行価格と引受価額との

差額54,400千円が事実上

の引受手数料であり、引

受価額と同一の発行価格

で一般投資家に販売する

従来の方式であれば新株

発行費として処理されて

いたものであります。 

 このため、従来の方式

によった場合に比べ、新

株発行費の額と資本金及

び資本準備金合計額は、

それぞれ54,400千円少な

く計上され、経常利益及

び税引前中間純利益は同

額多く計上されておりま

す。

 ―  新株発行費
発生時に全額費用として

処理しております。

（追加情報）
  平成17年８月４日を払

込期日とする一般募集に

よる新株式の発行は、引

受証券会社が引受価額で

買取引受を行い、これを

引受価額と異なる発行価

格で一般投資家に販売す

るスプレッド方式によっ

ております。 

 スプレッド方式では、

発行価格と引受価額との

差額54,400千円が事実上

の引受手数料であり、引

受価額と同一の発行価格

で一般投資家に販売する

従来の方式であれば新株

発行費として処理されて

いたものであります。 

 このため、従来の方式

によった場合に比べ、新

株発行費の額と資本金及

び資本準備金合計額は、

それぞれ54,400千円少な

く計上され、経常利益及

び税引前当期純利益は同

額多く計上されておりま

す。



 
  

項目
前中間会計期間

(自 平成17年６月１日
至 平成17年11月30日)

当中間会計期間
(自 平成18年６月１日
至 平成18年11月30日)

前事業年度
(自 平成17年６月１日
至 平成18年５月31日)

４ 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

  従業員の賞与支給に充

てるため、支給見込額に

基づき計上しておりま

す。

(2) 賞与引当金

同左

(2) 賞与引当金

同左

(3) 役員賞与引当金

  役員に対する賞与支給

に充てるため、支給見込

額のうち中間会計期間負

担分を計上しておりま

す。
（会計方針の変更）
  役員賞与については、

従来は利益処分により株

主総会の決議を経て、未

処分利益の減少として処

理しておりましたが、

「役員賞与に関する会計

基準」（企業会計基準第

４号 平成17年11月29

日）が公表され、「会社

法」（平成17年７月26日

法律第86号）施行日以後

終了する事業年度に係る

中間会計期間から適用さ

れることになったことに

伴い、当中間会計期間か

ら発生時に費用として会

計処理することとしまし

た。

  この結果、販売費及び

一般管理費が2,500千円

増加し、営業利益、経常

利益及び税引前中間純利

益が同額減少しておりま

す。

(3) 役員賞与引当金

  役員に対する賞与支給

に充てるため、支給見込

額のうち中間会計期間負

担分を計上しておりま

す。

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(3) 役員賞与引当金

  役員に対する賞与支給

に充てるため、支給見込

額に基づき計上しており

ます。
（会計方針の変更）
  役員賞与については、

従来は利益処分により株

主総会の決議を経て、未

処分利益の減少として処

理しておりましたが、

「役員賞与に関する会計

基準」（企業会計基準第

４号 平成17年11月29

日）が公表され、「会社

法」（平成17年７月26日

法律第86号）施行日以後

終了する事業年度に係る

会計期間から適用される

ことになったことに伴

い、当事業年度から発生

時に費用として会計処理

することとしました。
（追加情報）
  当事業年度は、期首作

成の事業計画の達成状況

を勘案し、役員賞与の支

給を行わないこととしま

した。そのため損益に与

える影響はありません。

(4) 退職給付引当金

  従業員の退職給付に備

えるため、当中間会計期

間末における退職給付債

務見込額に基づき、当中

間会計期間末において発

生していると認められる

額を計上しております。

なお、退職給付債務につ

いては簡便法により算定

しております。

(4) 退職給付引当金

同左

  

(4) 退職給付引当金

  従業員の退職給付に備

えるため、当事業年度末

における退職給付債務見

込額に基づき計上してお

ります。なお、退職給付

債務については簡便法に

より算定しております。 

 



 
  

項目
前中間会計期間

(自 平成17年６月１日
至 平成17年11月30日)

当中間会計期間
(自 平成18年６月１日
至 平成18年11月30日)

前事業年度
(自 平成17年６月１日
至 平成18年５月31日)

５ リース取引の処理

方法

 リース物件の所有権が借

主に移転すると認められる

もの以外のファイナンス・

リース取引については、通

常の賃貸借取引に係る方法

に準じた会計処理によって

おります。

同左 同左

６ ヘッジ会計の方法 (1) ヘッジ会計の方法

  繰延ヘッジ処理によっ

ております。また、金利

スワップ取引のうち特例

処理の要件を満たしてい

るものについては、特例

処理によっております。

(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

  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

  デリバティブ取引に関

しては、ヘッジ対象とす

る借入金の約定時に取締

役会の承認に基づき対象

となる金利変動リスクを

一定の範囲内でヘッジし

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

半期ごとに比較し、両者

の変動額等を基礎にし

て、ヘッジ有効性を評価

しております。ただし、

特例処理によっている金

利スワップについては、

有効性の評価を省略して

おります。

(4) ヘッジ有効性評価の方

法

同左

(4) ヘッジ有効性評価の方

法

同左

７ 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

８ 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



次へ 

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 

 
  

表示方法の変更 

 
  

前中間会計期間 当中間会計期間 前事業年度
(自 平成17年６月１日 (自 平成18年６月１日 (自 平成17年６月１日
至 平成17年11月30日) 至 平成18年11月30日) 至 平成18年５月31日)

（固定資産の減損に係る会計基準） ― （固定資産の減損に係る会計基準）

  当中間会計期間から、固定資産

の減損に係る会計基準（「固定資

産の減損に係る会計基準の設定に

関する意見書」(企業会計審議会

平成14年８月９日)）及び「固定

資産の減損に係る会計基準の適用

指針」（企業会計基準適用指針第

６号 平成15年10月31日）を適用

しております。

   当事業年度から、固定資産の減

損に係る会計基準（「固定資産の

減損に係る会計基準の設定に関す

る意見書」(企業会計審議会 平

成14年８月９日)）及び「固定資

産の減損に係る会計基準の適用指

針」（企業会計基準適用指針第６

号 平成15年10月31日）を適用し

ております。

  これにより税引前中間純利益は

10,044千円減少しております。

   これにより税引前当期純利益は

98,843千円減少しております。

  なお、減損損失累計額について

は、改正後の中間財務諸表等規則

に基づき各資産の金額から直接控

除しております。

  なお、減損損失累計額について

は、改正後の財務諸表等規則に基

づき各資産の金額から直接控除し

ております。

 （貸借対照表の純資産の部の表示に 

 関する会計基準）

   当事業年度から、「貸借対照表

の純資産の部の表示に関する会計

基準」（企業会計基準第５号 平

成17年12月９日）及び「貸借対照

表の純資産の部の表示に関する会

計基準等の適用指針」（企業会計

基準適用指針第８号 平成17年12

月９日）を適用しております。

  従来の資本の部の合計に相当す

る金額は、1,018,305千円であり

ます。

  なお、財務諸表等規則の改正に

より、当事業年度における貸借対

照表の純資産の部については、改

正後の財務諸表等規則により作成

しております。

前中間会計期間
(自 平成17年６月１日
至 平成17年11月30日)

当中間会計期間
(自 平成18年６月１日
至 平成18年11月30日)

（中間キャッシュ・フロー計算書）

  保険積立金の支出は金額的重要性が増したため、

区分掲記することとしました。前中間会計期間は投

資活動によるキャッシュ・フローの「その他」に

8,159千円含まれております。

（中間キャッシュ・フロー計算書）

  「保険積立金の返戻による収入」は金額的重要性

が増したため、区分掲記することとしました。前中

間会計期間は投資活動によるキャッシュ・フローの

「その他」に1,492千円含まれております。



注記事項 

(中間貸借対照表関係) 

 
  

前中間会計期間末 
(平成17年11月30日)

当中間会計期間末
(平成18年11月30日)

前事業年度末 
(平成18年５月31日)

※１ 有形固定資産の減価償却累計

額       443,096千円

※１ 有形固定資産の減価償却累計

額       542,851千円

※１ 有形固定資産の減価償却累計

額             486,713千円

 

 

※２ 担保資産及び担保付債務

   担保に供している資産は次の

とおりであります。

建 物 253,733千円

土 地 302,326千円

合 計 556,060千円

   担保付債務は次のとおりであ

ります。

長期借入金 400,000千円

 

※２ 担保資産及び担保付債務

   担保に供している資産は次の

とおりであります。

建 物 238,770千円

土 地 302,326千円

合 計 541,097千円

   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

91,405千円

長期借入金 308,595千円

合 計 400,000千円

 

※２ 担保資産及び担保付債務

   担保に供している資産は次の

とおりであります。

建 物 245,976千円

土 地 302,326千円

合 計 548,303千円

   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

39,500千円

長期借入金 360,500千円

合 計 400,000千円

※３ 消費税等の取扱い

   「仮払消費税等」と「仮受消

費税等」は、相殺の上、流動負

債の「その他」に含めて表示し

ております。

※３ 消費税等の取扱い

       同左

※３       ―



次へ 

(中間損益計算書関係) 

前中間会計期間
(自 平成17年６月１日
至 平成17年11月30日)

当中間会計期間
(自 平成18年６月１日
至 平成18年11月30日)

前事業年度
(自 平成17年６月１日
至 平成18年５月31日)

※１ 営業外収益の主要項目

設備等賃貸収入 11,588千円

※１ 営業外収益の主要項目

設備等賃貸収入 10,808千円

※１ 営業外収益の主要項目

設備等賃貸収入 22,676千円

※２ 営業外費用の主要項目

支払利息 11,076千円

設備等賃貸費用 9,136千円

新株発行費 11,399千円

※２ 営業外費用の主要項目

支払利息 7,909千円

設備等賃貸費用 7,224千円

※２ 営業外費用の主要項目

支払利息 19,818千円

設備等賃貸費用 17,184千円

新株発行費 11,399千円

※３      ― ※３ 特別利益の内容

保険解約益 25,250千円

※３      ―

※４ 特別損失の内容

固定資産除却損 5,201千円

減損損失 10,044千円

※４ 特別損失の主要項目

減損損失 19,066千円

リース解約損 31,514千円

※４ 特別損失の内容

固定資産除却損 12,412千円

減損損失 98,843千円

 

 

※５ 減損損失

    当中間会計期間において、当社

は以下の資産グループについて減

損損失を計上しております。

(1) 減損損失を認識した資産グルー

プの概要

用 途 店舗

種 類
建物(建物附属設備を
含む)・工具、器具及
び備品・リース資産

場 所 東海地区の１店舗

金 額 10,044千円

(2) 減損損失の認識に至った経緯

  当該店舗につきましては、市場

環境の激化により当下期中の建物

賃貸借契約満了をもって閉店する

こととしました。

  その結果、想定していた収益が

見込めなくなったことにより、資

産グループの帳簿価格を回収可能

価額まで減額し、当該減少額を減

損損失として特別損失に計上して

おります。

(3) 減損損失の金額 (単位:千円)

種  類 金  額

 建物 6,634

 工具、器具及び備品 531

 リース資産 2,878

合  計 10,044

 (4) 資産のグルーピングの方法

  キャッシュ・フローを生み出す

最小単位として、店舗を基礎とし

てグルーピングをしております。

 (5) 回収可能価額の算定方法

  資産グループの回収可能価額は

使用価値により測定しており、将

来キャッシュ・フローを3.7％で

割引いて算定しております。

 

 

※５ 減損損失

    当中間会計期間において、当社

は以下の資産グループについて減

損損失を計上しております。

(1) 減損損失を認識した資産グルー

プの概要

用 途 店舗

種 類

建物(建物附属設備を
含 む )・構 築 物・工
具、器具及び備品・リ
ース資産

場 所 東海地区の１店舗

金 額 19,066千円

(2) 減損損失の認識に至った経緯

  店舗における営業活動から生ず

る損益が継続してマイナスとなる

見込みである資産グループの帳簿

価額を回収可能価額まで減額し、

当該減少額を減損損失として特別

損失に計上しております。

(3) 減損損失の金額 (単位:千円)

種 類 金 額

 建物 12,822

 構築物 89

 工具、器具及び備品 1,430

 リース資産 4,723

合 計 19,066

 (4) 資産のグルーピングの方法

  キャッシュ・フローを生み出す

最小単位として、店舗及び賃貸物

件を基礎としてグルーピングをし

ております。

 (5) 回収可能価額の算定方法

  資産グループの回収可能価額は

正味売却価額により測定してお

り、取引事例を基準にした合理的

な見積りに基づき評価しておりま

す。

 

 

※５ 減損損失

  当事業年度において、当社は以

下の資産グループについて減損損

失を計上しております。

(1) 減損損失を認識した資産グルー

プの概要

用 途 店舗

種 類

建物(建物附属設備を
含 む )・構 築 物・工
具、器具及び備品・リ
ース資産

場 所
東海地区・関東地区の
各２店舗

金 額 98,843千円

(2) 減損損失の認識に至った経緯

  店舗における営業活動から生ず

る損益が継続してマイナス又は継

続してマイナスとなる見込みであ

る資産グループの帳簿価額を回収

可能価額まで減額し、当該減少額

を減損損失として特別損失に計上

しております。

(3) 減損損失の金額 (単位:千円)

種 類 金 額

建物 54,087

構築物 2,629

工具、器具及び備品 6,157

リース資産 35,968

合 計 98,843

 (4) 資産のグルーピングの方法

  キャッシュ・フローを生み出す

最小単位として、店舗及び賃貸物

件を基礎としてグルーピングをし

ております。

 (5) 回収可能価額の算定方法

  資産グループの回収可能価額は

使用価値により測定しており、将

来キャッシュ・フローを3.7％で

割引いて算定しております。

 ６ 減価償却実施額

有形固定資産 51,846千円

無形固定資産 991千円

 ６ 減価償却実施額

有形固定資産 59,692千円

無形固定資産 913千円

 ６ 減価償却実施額

有形固定資産 114,464千円

無形固定資産 2,029千円



(中間株主資本等変動計算書関係) 

当中間会計期間(自 平成18年６月１日 至 平成18年11月30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 

 
  

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 

(1) 配当金支払額 

 
  

(2) 基準日が当中間会計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当中間会計期間末後となるもの

    該当事項はありません。 

  

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 5,153,700 ― ― 5,153,700

合計 5,153,700 ― ― 5,153,700

自己株式

 普通株式 800 ― ― 800

合計 800 ― ― 800

決議 株式の種類 配当金の総額 １株当たり配当額 基準日 効力発生日

平成18年８月29日 
定時株主総会

普通株式 15,458千円 3円 平成18年５月31日 平成18年８月30日



前へ   次へ 

前事業年度(自 平成17年６月１日 至 平成18年５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 

 
   (注)１ 普通株式の発行済株式総数の増加1,000,000株は、平成17年８月４日を払込期日とする公募増資による 

            増加であります。 

     ２ 普通株式の自己株式の株式数の増加800株は、単元未満株式の買取りによる増加であります。 

  
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 

(1) 配当金支払額 

 
  

(2) 基準日が当期に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌期となるもの 

 
  

(中間キャッシュ・フロー計算書関係) 

 

  

前事業年度末 
株式数 
（株）

当期増加
株式数 
（株）

当期減少
株式数 
（株）

当事業年度末 
株式数 
（株）

発行済株式

 普通株式  (注)１ 4,153,700 1,000,000 ― 5,153,700

合計 4,153,700 1,000,000 ― 5,153,700

自己株式

 普通株式  (注)２ ― 800 ― 800

合計 ― 800 ― 800

決議 株式の種類
配当金の 
総額

１株当たり
配当額

基準日 効力発生日

平成17年８月29日 
定時株主総会

普通株式 4,153千円 1円 平成17年５月31日 平成17年８月30日

決議 株式の種類
配当金の 
総額

配当の原資
１株当たり
配当額

基準日 効力発生日

平成18年８月29日 
定時株主総会

普通株式 15,458千円 利益剰余金 3円 平成18年５月31日 平成18年８月30日

前中間会計期間
(自 平成17年６月１日
至 平成17年11月30日)

当中間会計期間
(自 平成18年６月１日
至 平成18年11月30日)

前事業年度
(自 平成17年６月１日
至 平成18年５月31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

現金及び預金 530,680千円

現金及び 
現金同等物

530,680千円

 

※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

現金及び預金 102,746千円

預入期間が
３ヶ月を超える
定期積金

△2,750千円

現金及び
現金同等物

99,996千円

 

※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 352,469千円

預入期間が
３ヶ月を超える 
定期積金

△2,450千円

現金及び
現金同等物

350,019千円



(リース取引関係) 

 
  

前中間会計期間
(自 平成17年６月１日
至 平成17年11月30日)

当中間会計期間
(自 平成18年６月１日
至 平成18年11月30日)

前事業年度
(自 平成17年６月１日
至 平成18年５月31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) 借主側

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

減価償却 
累計額 
相当額

減損損失 
累計額 
相当額

中間期末 
残高 
相当額

千円 千円 千円 千円

工具、 
器具 
及び 
備品

1,000,068 462,914 2,878 534,275

ソフト 
ウェア

39,866 24,869 － 14,996

合計 1,039,935 487,784 2,878 549,272

(1) 借主側

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

減価償却
累計額 
相当額

減損損失
累計額 
相当額

中間期末
残高 
相当額

千円 千円 千円 千円

工具、 
器具 
及び 
備品

1,091,004 439,718 39,760 611,525

ソフト 
ウェア

15,402 10,163 － 5,239

合計 1,106,407 449,881 39,760 616,765

(1) 借主側

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

減価償却 
累計額 
相当額

減損損失 
累計額 
相当額

期末
残高 
相当額

千円 千円 千円 千円

工具、
器具 
及び 
備品

1,119,524 510,908 34,914 573,702

ソフト
ウェア

39,472 28,439 － 11,033

合計 1,158,997 539,347 34,914 584,735

 

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

内１年以 215,700千円

超１ 年 352,949千円

計合  568,650千円

リース資産減損勘定の残高 

2,878千円

 

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

内１年以 239,881千円

超１ 年 424,413千円

計合  664,294千円

リース資産減損勘定の残高 

31,440千円

 

 

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年以内 239,122千円

超１ 年 396,643千円

計合 635,765千円

リース資産減損勘定の残高 

34,914千円

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

支払リース料 115,774千円

リース資産減損
勘定の取崩額

― 千円

減価償却費 
相当額

107,240千円

支払利息相当額 9,599千円

減損損失 2,878千円

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

支払リース料 138,733千円

リース資産減損
勘定の取崩額

8,196千円

減価償却費
相当額

116,809千円

支払利息相当額 13,528千円

減損損失 4,723千円

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

支払リース料 246,144千円

リース資産減損
勘定の取崩額

1,054千円

減価償却費 
相当額

228,721千円

支払利息相当額 20,903千円

減損損失 35,968千円

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



 
  

前中間会計期間
(自 平成17年６月１日
至 平成17年11月30日)

当中間会計期間
(自 平成18年６月１日
至 平成18年11月30日)

前事業年度
(自 平成17年６月１日
至 平成18年５月31日)

 

(2) 貸主側

  未経過リース料中間期末残高相

当額

１年以内 2,670千円

超１ 年 ― 千円

計合 2,670千円

(注) 上記は、すべて転貸リース取

引に係る貸主側の未経過リース

料中間期末残高相当額でありま

す。

   なお、当該転貸リース取引

は、おおむね同一の条件で第三

者にリースしておりますので、

ほぼ同額の残高が上記の借主側

の未経過リース料中間期末残高

相当額に含まれております。

(2)       ―

 

(2) 貸主側

  未経過リース料期末残高相当額

内１年以 906千円

超１ 年 ― 千円

計合 906千円

(注) 上記は、すべて転貸リース取

引に係る貸主側の未経過リース

料期末残高相当額であります。

   なお、当該転貸リース取引

は、おおむね同一の条件で第三

者にリースしておりますので、

ほぼ同額の残高が上記の借主側

の未経過リース料期末残高相当

額に含まれております。

２        ―

 

２ オペレーティング・リース取引

  未経過リース料

１年以内 1,747千円

超１ 年 3,494千円

計合 5,241千円

２ オペレーティング・リース取引

  未経過リース料

１年以内 1,747千円

超１ 年 4,368千円

計合 6,115千円



前へ   次へ 

(有価証券関係) 

その他有価証券で時価のあるもの 

 
（注）当中間会計期間において、その他有価証券で時価のある株式について174千円の減損処理を行っており、減損 

    処理後の金額を取得原価としております。 

  

(デリバティブ取引関係) 

前中間会計期間末(平成17年11月30日)、当中間会計期間末（平成18年11月30日）及び前事業年度末

(平成18年５月31日）において、該当事項はありません。 

なお、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を適用しておりますので、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) 

当中間会計期間（自 平成18年６月１日 至 平成18年11月30日）及び前事業年度（自 平成17年６

月１日 至 平成18年５月31日）において、該当事項はありません。  

  

(持分法損益等) 

前中間会計期間(自 平成17年６月１日 至 平成17年11月30日)、当中間会計期間（自 平成18年６

月１日 至 平成18年11月30日）及び前事業年度（自 平成17年６月１日 至 平成18年５月31日）に

おいて、当社には関連会社が存在しないため、該当事項はありません。  

  

前中間会計期間末 
（平成17年11月30日）

当中間会計期間末
（平成18年11月30日）

前事業年度末 
（平成18年５月31日）

 
区分 
 

取得原価 中間貸借対
照表計上額

差額 取得原価 中間貸借対
照表計上額

差額 取得原価 貸借対照表 
計上額

差額

（千円） （千円） （千円） （千円） （千円） （千円） （千円） （千円） （千円）

株式 499 476 △23 325 227 △98 499 322 △177

合計 499 476 △23 325 227 △98 499 322 △177



前へ 

(１株当たり情報) 

 
  

(注)１ １株当たり純資産額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。 

 
     

   ２ １株当たり中間(当期)純利益金額又は１株当たり中間純損失金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。 

 
  

(重要な後発事象) 

   該当事項はありません。 

  

(2) 【その他】 

該当事項はありません。 

  

前中間会計期間
(自 平成17年６月１日
至 平成17年11月30日)

当中間会計期間
(自 平成18年６月１日
至 平成18年11月30日)

前事業年度
(自 平成17年６月１日
至 平成18年５月31日)

１株当たり純資産額 199円57銭 １株当たり純資産額 188円16銭 １株当たり純資産額 197円45銭

１株当たり中間純利益金額 3円61銭 １株当たり中間純損失金額 6円47銭 １株当たり当期純利益金額 1円52銭

 なお、潜在株式調整後１株当たり中

間純利益金額については、潜在株式が

存在しないため記載しておりません。

 なお、潜在株式調整後１株当たり中

間純利益金額については、１株当たり

中間純損失であり、また、潜在株式が

存在しないため記載しておりません。

 なお、潜在株式調整後１株当たり当

期純利益金額については、潜在株式が

存在しないため記載しておりません。

項目 前中間会計期間末
（平成17年11月30日）

当中間会計期間末
（平成18年11月30日）

前事業年度末
（平成18年５月31日）

純資産の部の合計額 (千円) ― 969,569 1,017,422

純資産の部の合計額から控除する金額 (千円) ― ― ―

普通株式に係る純資産額 (千円) ― 969,569 1,017,422

普通株式の発行済株式数 (株) ― 5,153,700 5,153,700

普通株式の自己株式数 (株) ― 800 800

１株当たり純資産額の算定に 
用いられる普通株式数

(株) ― 5,152,900 5,152,900

項目
前中間会計期間

(自 平成17年６月１日
至 平成17年11月30日)

当中間会計期間
(自 平成18年６月１日
至 平成18年11月30日)

前事業年度
(自 平成17年６月１日
至 平成18年５月31日)

中間(当期)純利益又は中間純損失(△) (千円) 17,356 △33,324 7,585

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) 17,356 △33,324 7,585

普通株式の期中平均株式数 (株) 4,803,973 5,152,900 4,978,206



第６ 【提出会社の参考情報】 

当中間会計期間の開始日から半期報告書提出日までの間に、次の書類を提出しております。 

  

 
  

  

(1) 有価証券報告書 
及びその添付書類

事業年度
(第８期)

自 平成17年６月１日
至 平成18年５月31日

平成18年８月29日 
東海財務局長に提出。



該当事項はありません。 

第二部 【提出会社の保証会社等の情報】



独立監査人の中間監査報告書 
 

  

 

  

 
  

  
 

  
 

  
 

  

当監査法人は、証券取引法第193条の２の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられ

ている株式会社メディアクリエイトの平成17年６月１日から平成18年５月31日までの第８期事業年度の中間

会計期間(平成17年６月１日から平成17年11月30日まで)に係る中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、

中間損益計算書及び中間キャッシュ・フロー計算書について中間監査を行った。この中間財務諸表の作成責

任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から中間財務諸表に対する意見を表明することにある。

当監査法人は、我が国における中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査の基準は、当監査

法人に中間財務諸表には全体として中間財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者の判断を損なうような

重要な虚偽の表示がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めている。中間監査は分析的手続等を中心

とした監査手続に必要に応じて追加の監査手続を適用して行われている。当監査法人は、中間監査の結果と

して中間財務諸表に対する意見表明のための合理的な基礎を得たと判断している。 

当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成

基準に準拠して、株式会社メディアクリエイトの平成17年11月30日現在の財政状態並びに同日をもって終了

する中間会計期間(平成17年６月１日から平成17年11月30日まで)の経営成績及びキャッシュ・フローの状況

に関する有用な情報を表示しているものと認める。 

  

追記情報 

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の記載のとおり、会社は当中間会計期間から固定

資産の減損に係る会計基準が適用されることとなったため、この会計基準を適用し中間財務諸表を作成して

いる。 

  

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

  

以 上

  

  

平成18年２月17日

株式会社メディアクリエイト

取締役会 御中

監査法人トーマツ

指定社員 
業務執行社員

公認会計士   長    岡  弘   樹  ㊞

指定社員 
業務執行社員

公認会計士   加   納  栄 太 郎  ㊞

※ 上記は、中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は半期報告書提出会社が別

途保管している。



独立監査人の中間監査報告書 
 

  

 

  

 
  

  
 

  
 

  
 

  

当監査法人は、証券取引法第193条の２の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられ

ている株式会社メディアクリエイトの平成18年６月１日から平成19年５月31日までの第９期事業年度の中間

会計期間(平成18年６月１日から平成18年11月30日まで)に係る中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、

中間損益計算書、中間株主資本等変動計算書及び中間キャッシュ・フロー計算書について中間監査を行っ

た。この中間財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から中間財務諸表に対す

る意見を表明することにある。 

当監査法人は、我が国における中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査の基準は、当監査

法人に中間財務諸表には全体として中間財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者の判断を損なうような

重要な虚偽の表示がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めている。中間監査は分析的手続等を中心

とした監査手続に必要に応じて追加の監査手続を適用して行われている。当監査法人は、中間監査の結果と

して中間財務諸表に対する意見表明のための合理的な基礎を得たと判断している。 

当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成

基準に準拠して、株式会社メディアクリエイトの平成18年11月30日現在の財政状態並びに同日をもって終了

する中間会計期間(平成18年６月１日から平成18年11月30日まで)の経営成績及びキャッシュ・フローの状況

に関する有用な情報を表示しているものと認める。 

  

  

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

  

以 上

  

  

平成19年２月20日

株式会社メディアクリエイト

取締役会 御中

監査法人トーマツ

指定社員 
業務執行社員

公認会計士   長    岡  弘   樹  ㊞

指定社員 
業務執行社員

公認会計士   加   納  栄 太 郎  ㊞

※ 上記は、中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は半期報告書提出会社が別

途保管している。
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