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第一部【企業情報】 

第１【企業の概況】 

１【主要な経営指標等の推移】 

提出会社の経営指標等 

 （注）１．当社は連結財務諸表を作成しておりませんので、連結会計年度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（消費税及び地方消費税をいう。以下同じ。）は含まれておりません。 

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

４．当社は第６期の期中、平成15年９月に有限会社から株式会社に組織変更を行いましたので、第５期の発行済

株式総数及び１株当たりの指標は記載しておりません。 

回次 第５期 第６期 第７期 第８期 第９期 

決算年月 平成14年11月 平成15年11月 平成16年11月 平成17年11月 平成18年11月 

売上高 （千円） 1,493,484 2,254,150 3,711,036 4,511,542 5,694,308 

経常利益 （千円） 135,224 319,618 426,151 482,370 613,208 

当期純利益 （千円） 72,593 172,316 191,647 251,885 302,566 

持分法を適用した場合の

投資損益 
（千円） － － － － － 

資本金 （千円） 3,000 10,000 19,000 124,500 483,300 

発行済株式総数 （株） － 200,000 204,500 225,600 5,162,000 

純資産額 （千円） 172,435 348,153 557,775 988,130 1,984,503 

総資産額 （千円） 586,116 1,055,065 1,371,709 1,919,122 2,969,835 

１株当たり純資産額 （円） － 1,740.76 2,678.61 4,273.63 384.44 

１株当たり配当額 

（うち１株当たり中間配

当額） 

（円） 
－ 

(－) 

－ 

(－) 

－ 

(－) 

－ 

(－) 

6.0 

(－) 

１株当たり当期純利益金

額 
（円） － 861.58 908.12 1,095.16 63.66 

潜在株式調整後１株当た

り当期純利益金額 
（円） － － － － 63.40 

自己資本比率 （％） 29.4 33.0 40.7 51.5 66.8 

自己資本利益率 （％） 53.3 66.2 42.3 32.6 20.4 

株価収益率 （倍） － － － － 15.7 

配当性向 （％） － － － － 9.4 

営業活動による 

キャッシュ・フロー 
（千円） － － 305,881 491,742 625,160 

投資活動による 

キャッシュ・フロー 
（千円） － － △414,288 △493,739 △775,083 

財務活動による 

キャッシュ・フロー 
（千円） － － △27,224 134,508 557,935 

現金及び現金同等物の期

末残高 
（千円） － － 58,314 190,824 598,837 

従業員数 

（外,平均臨時雇用者数） 
（人） 

44 

(166) 

63 

(276) 

96 

(366) 

142 

(437) 

183 

(573) 



５．「１株当たり当期純利益に関する会計基準」（企業会計基準第２号）及び「１株当たり当期純利益に関する

会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第４号）が平成14年４月１日以後開始する事業年度に係る財

務諸表から適用されることになったことに伴い、第６期から同会計基準及び適用指針を適用しております。

６．第５期から第８期までの株価収益率については、当社株式は非上場でありますので記載しておりません。 

７．従業員数は就業人員数であり、従業員数の（ ）外書は、臨時従業員の１日８時間換算による平均雇用人数

であります。 

８．第７期以降の財務諸表については、証券取引法第193条の２の規定に基づき、監査法人トーマツの監査を受

けております。 

９．当社は平成18年４月19日付で株式１株につき20株の株式分割を行っております。 



２【沿革】 

年月 事項 

平成９年12月 飲食事業を目的として愛媛県松山市大街道に有限会社パワーアップを設立し、「元祖にんにく

や」を愛媛県松山市に出店。なお、同店は平成16年８月に退店 

平成11年12月 九州地区ショッピングセンター内第１号店を大分県大分市トキハわさだタウン内に出店（元祖に

んにくや わさだ店） 

平成13年６月 四国地区ショッピングセンター内第１号店を愛媛県新居浜市イオンショッピングセンター内に出

店（元祖にんにくや 新居浜店） 

平成13年11月 関東地区第１号店を神奈川県大和市イオンショッピングセンター内に出店（元祖にんにくや 大

和店） 

平成14年９月 北陸地区第１号店を富山県高岡市イオンショッピングセンター内に出店（元祖にんにくや 高岡

店） 

平成14年10月 関西地区第１号店を兵庫県伊丹市ダイヤモンドシティテラス内に出店（元祖にんにくや 伊丹

店） 

平成15年６月 東海地区第１号店を名古屋市熱田区イオンショッピングセンター内に出店（元祖にんにくや 熱

田店） 

平成15年８月 東北地区第１号店を岩手県盛岡市イオンショッピングセンター内に出店（元祖にんにくや 盛岡

店） 

平成15年９月 有限会社パワーアップを株式会社パワーアップ（本店 愛媛県松山市大街道）に組織変更 

平成16年２月 愛媛県松山市三番町に本社機能を移転 

平成16年３月 中国地区第１号店を広島県安芸郡府中町ダイヤモンドシティソレイユ内に出店（ガーリック・き

っちん 広島店） 

平成16年９月 愛媛県松山市三番町に本店移転 

平成16年11月 フードコート店「にんにん」１号店を兵庫県西宮市ららぽーと甲子園内に出店 

平成17年４月 北海道地区第１号店を北海道苫小牧市イオンショッピングセンター内に出店（元祖にんにくや 

苫小牧店） 

平成18年３月 東京都内第１号店を東京都葛飾区アリオ亀有内に出店（元祖にんにくや 亀有店） 

 平成18年４月  甲信地区第１号店を岐阜県本巣市モレラ岐阜内に出店（元祖にんにくや・にんにん 岐阜店） 

平成18年７月 大阪証券取引所ニッポン・ニュー・マーケット－「ヘラクレス」に株式を上場 

レストラン「まかない亭」１号店を奈良県生駒市イオンショッピングセンター内に出店（まかな

い亭 登美ヶ丘店） 



３【事業の内容】 

  当社は、レストランの店舗運営を主たる業務とし、現在はイタリア家庭料理店「元祖にんにくや」、イタリア食堂

「まかない亭」、フードコート「にんにん」等の業態を展開しております。全国各地の大規模商業施設にテナントと

して出店する直営店方式を主体としております。 

  店舗においては、「お客様に感動を届ける」を基本コンセプトに、料理及びサービスを消費者に提供しておりま

す。 

 （注）１．元祖にんにくやの店舗数（ ）内の数字は外数で、フランチャイズ店舗数であります。なお、当面フランチ

ャイズ方式による新規出店計画はありません。 

     ２．駅ビル等、狭小一等地出店を想定して開発したレストランであります。 

３．出店地域（広島県）において他の類似店舗と差別化するために、ガーリック・きっちんの名称を用いており

ます。 

［事業系統図］ 

４【関係会社の状況】 

 該当事項はありません。 

５【従業員の状況】 

(1）提出会社の状況 

 （注）１．従業員数は就業人員であり、臨時雇用者は（ ）内に年間の平均人員（１日８時間換算）を外数で記載して

おります。 

２．従業員数が前期末に比べて41（136）名増加しましたが、その主な理由は、新規出店による新規採用による

ものであります。 

３．平均年間給与は、基準外賃金及び賞与を含んでおります。 

(2）労働組合の状況 

 労働組合は結成されておりませんが、労使関係は円満に推移しております。 

店舗名 店舗数 業務内容 

元祖にんにくや    （注）１ 46（1） イタリア家庭料理レストラン 

まかない亭      （注）２ 4    イタリア家庭料理レストラン 

ガーリック・きっちん （注）３ 1 イタリア家庭料理レストラン 

にんにん 2 イタリア家庭料理フードコート店 

  平成18年11月30日現在

従業員数（人） 平均年齢（歳） 平均勤続年数（年） 平均年間給与（円） 

183（573） 27.4 1.9 3,262,315 



第２【事業の状況】 

１【業績等の概要】 

(1）業績 

      当期におけるわが国経済は、原油価格の動向等に先行き不透明感は残る状況が続いているものの、企業収益の好調

  を背景に設備投資の増加や雇用情勢の改善等により個人消費も緩やかな回復基調で推移いたしました。外食産業にお

  きましては、個人消費の緩やかな回復が反映されておらず、市場規模は縮小しており、中食市場をはじめとした業 

  種・業態を超えた競争が激化するなど依然として厳しい経営環境が続いております。 

   このような環境の中、当社は前期に引き続き、大規模商業施設の新設に伴う好立地への出店機会を積極的に獲得す

  ることに加え、既存の大規模商業施設の増床及びテナント見直し等の出店要請を受け、積極的な店舗展開の新業態 

  「まかない亭」4店舗を含む18店舗の新規出店を実施するとともに、不採算店舗2店舗を閉鎖し、当期末における店舗

  数は53店舗となりました。 

   以上の結果、当期の売上高は5,694,308千円（前期比26.2％増）、経常利益613,208千円（前期比27.1％増）、当期

  純利益302,566千円（前期比20.1％増）となりました。 

  

(2）キャッシュ・フロー 

   当期末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625,160 

  千円の獲得、投資活動によるキャッシュ・フローが775,083千円の使用、財務活動によるキャッシュ・フローが 

  557,935千円の獲得となりました。その結果、当期末の資金残高は598,837千円となり、前期末の残高190,824千円に 

  比べ408,013千円増加しております。 

   営業活動の結果得られた資金は625,160千円となり、前期の491,742千円に比べ133,418千円増加しました。この主 

  な要因は、税引前当期純利益が113,610千円増加したほか、減価償却費が58,554千円増加したことによるものであり 

  ます。 

   投資活動の結果使用した資金は775,083千円となり、前期の493,739千円に比べ281,344千円増加しました。この主 

  な要因は、前期と比較して、有形固定資産の取得による支出が350,966千円増加したことによるものであります。 

   財務活動の結果獲得した資金は557,935千円となり、前期の134,508千円に比べ423,427千円増加しました。この主 

  な要因は、株式発行による収入702,839千円があった一方で、長期借入金の返済による支出144,904千円によるもので

  あります。 

  



２【仕入及び販売の状況】 

(1）仕入実績 

 （注） 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 

 （注） 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

事業部門別 

第９期 
（自 平成17年12月１日 
至 平成18年11月30日） 

金額（千円） 前期比（％） 

レストラン 1,315,170 124.0 

フードコート 24,833 97.0 

合計 1,340,003 123.4 

事業部門別 

第９期 
（自 平成17年12月１日 
至 平成18年11月30日） 

金額（千円） 前期比（％） 

レストラン 5,608,491 126.7 

フードコート 85,817 100.1 

合計 5,694,308 126.2 



３【対処すべき課題】 

    企業としての成長性を継続していくためには、優秀な人材の確保及び人材のレベル向上が最重要課題と考えてお

   ります。雇用環境の急速な好転から獲得競争が激化する状況にあり、人材確保及び登用に係る費用増加はいたしか

   たないことと捉えています。同経費の効率的活用を心掛けつつ当社の知名度の向上を図り、新卒採用及び中途採用

   を積極的に行うとともに、当社アルバイトからの正社員登用を拡充し、多くの優秀な社員の採用を目指します。ま

   た、店舗での実地訓練を推進し、接客サービスの向上に努め店舗の価値向上を図ります。パート・アルバイトにつ

   きましても、サービスの基本を徹底しつつレベルアップを目指し、即戦力として営業基盤の安定に努めたいと存じ

   ます。 

  

４【事業等のリスク】 

    有価証券報告書に記載した事業の状況及び経理の状況等に関する事項のうち、リスク要因となる可能性があると考

    えられる主な事項及び投資者の判断に重要な影響を及ぼす可能性のある事項には、以下のようなものがあります。 

      なお、以下の記載のうち将来に関する事項は、有価証券報告書提出日現在において当社が判断したものでありま  

    す。 

  

(1）人材の確保及び育成について 

    当社の経営に係る基本的な方針は「お客様が主役」であり、当該方針を実現できる優秀な人材を如何に確保して

   いくかを重要な課題として捉えております。今後においても、当該方針を継続しつつ積極的な出店を継続していく

   ためには、従来以上に人材の確保及び育成が重要であり、事業拡大を支えるため内部管理等の人材も充実させる必

   要があると認識しております。万一、当社の事業の拡大に応じた人材が十分に確保できなかった場合には、当社の

   業績に影響を及ぼす可能性があります。 

  

(2）衛生管理について 

    当社の営業店舗は「食品衛生法」の規制を受けております。食品衛生法は、飲食に起因する衛生上の危害の発生

   防止及び公衆衛生の向上に寄与することを目的としており、飲食店を営業するに当たっては食品衛生管理者を置 

   き、厚生労働省令の定めるところにより都道府県知事の許可を受けなければなりません。また、営業店舗での食中

   毒の発生や腐敗物の提供、未認証の添加物の使用などの違反を行った場合には、所轄の保健所は、当該店舗におけ

   る営業許可の取り消し又は営業の全部若しくは一部について期間を定めた営業停止を命じることがあります。 

    当社の店舗では、過去において食中毒等の衛生管理上の問題は発生しておりません。しかしながら、当社店舗に

   て、万が一何らかの要因で食中毒等の事件が発生した場合には、当社の業績に重大な影響を及ぼす可能性がありま

   す。 

  

(3）食材の安全性について 

    食材につきましては、ＢＳＥ（牛海綿状脳症）問題や残留農薬等に代表されるように、その安全性への関心が高

   まっており、以前にも増して安全な食材の確保が重要になっております。当社におきましても、安全かつ安定した

   食材の確保については、慎重に取り組んでいく方針ではありますが、以上のような事態が発生した場合、当社の業

   績は影響を受ける可能性があります。 

  

(4）短時間労働者（パートタイマー等）について 

    当社は短時間労働者の比率が高いため、短時間労働者への社会保険の適用基準の拡大が行なわれた場合には、社

   会保険料の増加、短時間労働の就労希望者の減少等により、当社の業績に影響を及ぼす可能性があります。また、

   労働市場の逼迫等により短時間労働者を確保・雇用するためのコストが増加する場合には、当社の業績に影響を及

   ぼす可能性があります。 

  



(5）出店政策について 

① 出店方針 

        大規模商業施設への店舗展開は集客の相乗効果が期待され、競合他社の郊外型飲食店と比較して低コストの広告

   宣伝で集客ができる、不動産保有リスクが回避できるなどの特徴を有しているため、当社は、全国の大規模商業施

   設に店舗展開すべく力を注いでまいりました。 

        しかし今後、都市計画法の施行に伴い１万平方メートル以上の大規模商業施設の郊外出店が規制され計画どおり

   に出店が出来ない場合、さらに、出店後に商業施設の環境変化等により商流の変化及び周辺の商業施設と競合等が

   生じることで商業施設自体の集客力が低下した場合には、当社の業績に影響を及ぼす可能性があります。 

② 出店形態について 

        当社は、大規模商業施設との定期建物賃貸借方式で出店しており、出店時に敷金・保証金を差入れております 

      が、賃借先の倒産等の事由により、敷金・保証金の全部または一部が回収できなくなった場合には、当社の財政状

      態に影響を及ぼす可能性があります。 

  

(6）競合等の影響について 

    外食産業におきまして、レストラン事業を営む割合が増加し競争激化が予想されます。よって、当社も現状の 

   「味」「サービス」「雰囲気」の維持及びお客様のニーズ把握による業容の向上が鈍化した場合、当社の業績は影

   響を受ける可能性があります。 

  

(7）固定資産の減損会計基準の適用について 

    外食業界の環境悪化等により、当社において営業活動から生ずる損益またはキャッシュ・フローが継続してマイ

   ナスになった場合など、固定資産の減損会計基準の適用により減損損失が計上された場合には、当社の業績は影響

   を受ける可能性があります。 

  



５【経営上の重要な契約等】 

 該当事項はありません。 

６【研究開発活動】 

 該当事項はありません。 

７【財政状態及び経営成績の分析】 

 以下の記載のうち将来に関する事項は、有価証券報告書提出日現在において当社が判断したものであります。 

(1）重要な会計上の見積り 

 当社の財務諸表は、わが国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて作成しております。

この財務諸表の作成に当たっては、決算日における財政状態及び経営成績に影響を与えるような経営者の見積り及

び予測を必要としております。当社は、過去の実績値や状況を踏まえ合理的と判断される前提に基づき、見積り及

び予測を行っております。 

(2）財政状態の分析 

 総資産は、前期末に比べて1,050,712千円増加し、2,969,835千円となりました。流動資産では現金及び預金が

384,012千円増加しましたが、これは、主に下記「(4）キャッシュ・フローの分析」に記載のとおり、現金及び現

金同等物が408,013千円増加したことによるものです。有形固定資産は新規出店に伴う設備投資を行った結果、減

価償却額を上回り444,952千円増加しました。また、店舗の新規出店を進めた結果、敷金・保証金は133,525千円増

加しました。 

 負債合計は、前期末に比べて54,340千円増加し、985,332千円となりました。これは、有利子負債の削減努力に

より借入金が144,904千円減少したものの、店舗数の増加に伴い諸経費や人件費等の未払金が132,727千円増加した

ことなどによるものです。 

 純資産合計は、前期末に比べて996,372千円増加し、1,984,503千円となりました。これは、平成18年7月12日に

実施した公募増資、及び平成18年8月11日に実施した第三者割当増資による資本金358,800千円、資本剰余金

358,800千円の増加や、当期純利益302,566千円の計上に伴い利益剰余金が増加したことによるものです。この結

果、純資産比率は前期末の51.5％から66.8％に上昇しました。 

(3）経営成績の分析 

 売上高は、前期に比べ1,182,765千円増加し、5,694,308千円となりました。これは、既存店の減収はありました

が、新規に出店した店舗の売上が増収に寄与したためであります。また、売上総利益率が原価管理の徹底等により

前期比0.6ポイント上昇したこともあり、売上総利益は、前期と比較して27.1％増加し4,359,984千円となりまし

た。しかし、販売費及び一般管理費は店舗数増加に伴う人件費及び地代家賃等の増加により、前期比26.9％増加し

3,745,101千円となりました。この結果、営業利益は前期比28.8％増加の614,883千円となりました。経常利益は、

営業利益の増加に伴い、前期と比較して130,837千円増加し、613,208千円となりました。 

 当期におきましては、受取保険金19,283千円及び営業補償金4,116千円を特別利益に計上いたしました。また特

別損失として固定資産除却損13,437千円及び減損損失38,383千円を計上しております。以上の結果、当期純利益

は、前期と比較して50,681千円増加し、302,566千円となりました。 

(4）キャッシュ・フローの分析 

   当期末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625,160 

  千円の獲得、投資活動によるキャッシュ・フローが775,083千円の使用、財務活動によるキャッシュ・フローが 

  557,935千円の獲得となりました。その結果、当期末の資金残高は598,837千円となり、前期末の残高190,824千円に 

  比べ408,013千円増加しております。 

   営業活動の結果得られた資金は625,160千円となり、前期の491,742千円に比べ133,417千円増加しました。この主 

  な要因は、税引前当期純利益が113,609千円増加したほか、減価償却費が58,554千円増加したことによるものであり 

  ます。 

   投資活動の結果使用した資金は775,083千円となり、前期の493,739千円に比べ281,342千円増加しました。この主 

  な要因は、前期と比較して、有形固定資産の取得による支出が350,966千円増加したことによるものであります。 

   財務活動の結果獲得した資金は557,935千円となり、前期の134,508千円に比べ423,427千円増加しました。この主 

  な要因は、株式発行による収入702,839千円があった一方で、長期借入金の返済による支出144,904千円によるもので

  あります。 

  

(5）経営環境の現状と見通し 



   経済環境の見通しといたしまして、定率減税の廃止や年金問題など個人消費を取り巻く環境に不安要因が残る状況

  の中、当社は、商業施設における坪当たり売上高上位実績の確保に努め、集客立地である商業施設のみに留まること

  なく、好立地への新規出店を積極的に推進していく計画であります。既存店についても、業務の見直しや適正なコス

  ト管理により収益の確保に努めてまいります。一方、積極的な人材採用及び登用を行う方針による人件費上昇を見込

  んでおります。 

  



第３【設備の状況】 
 以下の設備の状況に記載した金額には、消費税等は含まれておりません。 

  

１【設備投資等の概要】 

 当期におきましては、新規出店に伴う店舗設備に、総額638,055千円の設備投資を行いました。その主要なもの

は、新規18店舗の建物等の店舗設備であります。 

２【主要な設備の状況】 

 （注）１．従業員数の（ ）は、臨時従業員数（１日８時間換算）を外書しております。 

  平成18年11月30日現在

事業所名 
（所在地） 

設備の内容 
帳簿価額（千円） 

従業員数 
（人） 

建物 工具器具備品 合計 

本社 

（愛媛県松山市） 
事務所設備 4,304 3,034 7,338  16（－） 

北海道地区 

（元祖にんにくや） 

３店舗 

営業設備 70,376 14,926 85,302  15（38） 

東北地区 

（元祖にんにくや） 

４店舗 

営業設備 81,922 18,066 99,989  17（33） 

関東地区 

（元祖にんにくや等） 

１４店舗 

営業設備 264,634 46,236 310,871  36（160） 

北陸地区 

（元祖にんにくや） 

２店舗 

営業設備 44,030 7,851 51,882  4（20） 

甲信地区 

 （元祖にんにくや等） 

２店舗 

営業設備 35,011 9,961 44,973  6（12） 

東海地区 

（元祖にんにくや） 

５店舗 

営業設備 93,919 11,115 105,035  17（53） 

関西地区 

（元祖にんにくや等） 

１１店舗 

営業設備 210,951 33,876 244,827  27（125） 

中国地区 

（ガーリック・きっちん） 

１店舗 

営業設備 16,080 86 16,166  2（16） 

四国地区 

（元祖にんにくや） 

３店舗 

営業設備 44,304 7,406 51,710  10（39） 

九州地区 

（元祖にんにくや） 

８店舗 

営業設備 107,179 12,082 119,262  33（77） 



２．リース契約による主な賃借設備は下記のとおりであります。 

３【設備の新設、除却等の計画】 

(1）重要な設備の新設等 

 （注） 投資予定額の総額には差入保証金が含まれております。 

  

(2）重要な設備の除却等 

     重要な設備の除却計画はありません。 

  

名称 契約期間（年） 年間リース料（千円） リース契約残高（千円）

  4 1,344 3,024 

 店舗営業用機器等 

（所有権移転外ファイナンス・リース取引） 
5 52,015 87,491 

  6 7,437 15,495 

合計 60,797 106,011 

設備の内容 
投資予定額（千円）（注） 

資金調達方法 
着手及び完了予定年月 

 完成後の 

 増加能力 

総額 既支払額 着手 完了  増加店舗数 

  店舗の新設 405,000 30,384   自己資金 平成18年12月  平成19年11月   9 



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】 

平成18年４月24日臨時株主総会決議 

 旧商法第280条ノ20及び第280条ノ21の規定に基づき新株予約権を発行しております。 

 （注）１．当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により目的となる株式の数を調整するものとする。た

だし、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的となる株式の数に

ついて行われ、調整の結果生じる１株未満の端数については、これを切り捨てる。 

調整後株式数＝調整前株式数×分割・併合の比率 

また、当社が他社と合併を行い本件新株予約権が承継される場合、または、当社が会社分割を行う場合、な

らびに、当社が完全子会社となる株式交換または株式移転を行い本件新株予約権が承継される場合、当社は

必要と認める株式の数の調整を行う。 

種類 発行可能株式総数（株） 

普通株式 16,000,000 

計 16,000,000 

種類 
事業年度末現在発行数

（株） 
（平成18年11月30日） 

提出日現在発行数 
（株） 

（平成19年２月28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 5,162,000 5,162,000 

大阪証券取引所 

（ニッポン・ニュー・

マーケット－「ヘラク

レス」） 

－ 

計 5,162,000 5,162,000 － － 

区分 
事業年度末現在 

（平成18年11月30日） 
提出日の前月末現在 
（平成19年１月31日） 

新株予約権の数（個）  600 同左 

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式 同左 

新株予約権の目的となる株式の数（株）（注）１.  60,000  同左  

新株予約権の行使時の払込金額（円） （注）２. 565 同左 

新株予約権の行使期間 
平成20年５月１日から 

平成28年３月31日まで 
同左 

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の

発行価格及び資本組入額（円） （注）２. 

発行価格   565 

資本組入額  283 
同左 

新株予約権の行使の条件 （注）３. 同左 

新株予約権の譲渡に関する事項 （注）４. 同左 

代用払込みに関する事項 －   － 



２．当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により１株当たりの払込金額を調整し、調整の結果生

じる１円未満の端数は切り上げる。 

また、当社が時価を下回る価額で、新株を発行する場合または自己株式を処分する場合は、次の算式により

１株当たりの払込金額を調整し、調整の結果生じる１円未満の端数は切り上げる。 

上記算式において「既発行株式数」とは、当社の発行済株式総数から当社が保有する自己株式数を控除した

数とし、自己株式の処分を行う場合には「新規発行」を「自己株式の処分」、「１株当たり払込金額」を

「１株当たり処分金額」と読み替えるものとする。 

さらに、当社が他社と合併を行い本件新株予約権が承継される場合、または、当社が会社分割を行う場合、

ならびに、当社が完全子会社となる株式交換または株式移転を行い本件新株予約権が承継される場合、当社

は必要と認める払込金額の調整を行う。 

３．当該新株予約権の行使の条件は以下のとおりです。 

① 新株予約権の割当を受けた者（以下「新株予約権者」という。）は、権利行使時において当社の取締役ま

たは従業員いずれかの地位を保有していること、あるいは、当社と顧問契約を締結している場合に限り新

株予約権を行使することができる。ただし、定年退職その他取締役会が正当な理由があると認めた場合

は、この限りではない。 

② 新株予約権者が死亡した場合、その者の相続人は新株予約権を行使することができる。 

③ 新株予約権者は、当社普通株式にかかる株券が上場された場合に限り、新株予約権を行使することができ

る。 

④ その他の条件は、株主総会決議及び取締役会決議に基づき、当社と新株予約権者との間で締結した「新株

予約権割当契約書」に定めるところによる。 

４．新株予約権を譲渡する場合は、当社取締役会の承認を要する。 

調整後払込金額 ＝ 調整前払込金額 × 
１ 

分割・併合の比率 

        
既発行株式数 ＋ 

新規発行株式数 × １株当たり払込金額

調整後払込金額 ＝ 調整前払込金額 × 
新規発行前の株価 

既発行株式数 ＋ 新規発行による増加株式数 



(3）【発行済株式総数、資本金等の推移】 

 （注）１．有限会社から株式会社への組織変更に伴う資本組入 

２．有償第三者割当          

発行価格     4,000円 

資本組入額    2,000円 

割当先     当社役員４名、パワーアップ従業員持株会 

３．有償第三者割当         

発行価格     8,900円 

資本組入額    5,000円 

割当先     ＳＭＢＣキャピタル６号投資事業有限責任組合、フォルティスプライベ

ートエクイティアジアファンド 

投資事業有限責任組合えひめベンチャーファンド2004 

他６法人、パワーアップ従業員持株会、当社役員１名 

４．１株につき20株の割合をもって分割しております。 

     ５．有償一般募集（ブックビルディング方式による募集） 

               発行価格     1,200円 

              引受価額     1,104円 

                    資本組入額     552円 

              払込金総額  552,000千円 

     ６．有償第三者割当（オーバーアロットメントによる売出しに関連した第三者割当増資） 

                  発行価格      935円 

              割当価格     1,104円 

資本組入額     552円 

割当先     野村證券株式会社 

  

(4）【所有者別状況】 

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15年９月28日

（注）１ 
200,000 200,000 7,000 10,000 － － 

平成16年11月29日

（注）２ 
4,500 204,500 9,000 19,000 9,000 9,000 

平成17年９月30日

（注）３ 
21,100 225,600 105,500 124,500 82,290 91,290 

平成18年４月19日

（注）４ 
4,286,400 4,512,000 － 124,500 － 91,290 

平成18年７月12日

（注）５ 
500,000 5,012,000 276,000 400,500 276,000 367,290 

 平成18年８月11日 

（注）６ 
150,000 5,162,000 82,800 483,300 82,800 450,090 

  平成18年11月30日現在

区分 

株式の状況（１単元の株式数100株） 
単元未満株
式の状況 
（株） 

政府及び地
方公共団体 

金融機関 証券会社 その他の法人
外国法人等 

個人その他 計 
個人以外 個人 

株主数（人） － 8 13 22 9 － 1,691 1,743 － 

所有株式数

（単元） 
－ 2,230 610 585 2,930 － 45,264 51,619 100 

所有株式数の

割合（％） 
－ 4.32 1.18 1.13 5.68 － 87.69 100.00 － 



(5）【大株主の状況】 

  平成18年11月30日現在

氏名又は名称 住所 
所有株式数 
（千株） 

発行済株式総数に
対する所有株式数
の割合（％） 

大淵雅次 大阪市都島区 3,500 67.8 

     
エイチエスビーシーバンクピ

ーエルシーアカウントアトラ

ンティスジャパングロースフ

ァンド 

常任代理人 香港上海銀行東

京支店 

東京都中央区日本橋３丁目１１番１号 152 2.94 

     
日本トラスティ・サービス信

託銀行株式会社（信託口） 
東京都中央区晴海１丁目８－１１ 122 2.37 

     
SMBCキャピタル６号投資事業

有限責任組合 
東京都中央区京橋１丁目２－１ 100 1.93 

     
フォルティスプライベートエ

クイティアジアファンド 

常任代理人 株式会社三菱東

京UFJ銀行 

東京都千代田区丸の内２丁目７番１号 

カストディ業務部 
70 1.35 

     

投資事業有限責任組合えひめ

ベンチャーファンド２００４ 

京都市中央区烏丸通錦小路上ル手洗水町 

６５９ 

烏丸中央ビル８階 

60 1.16 

     

大西直子 北海道千歳市 50 0.96 

     

パワーアップ従業員持株会 愛媛県松山市三番町６丁目８－７ 44 0.85 

     
モルガンスタンレーアンドカ

ンパニーインターナショナル

リミテッド 

常任代理人 モルガン・スタ

ンレー証券株式会社 

東京都渋谷区恵比寿４丁目２０番３号 

恵比寿ガーデンプレイスタワー 
42 0.83 

     
ジャフコV１－B号投資事業有

限責任組合 
東京都千代田区丸の内１丁目８－２ 40 0.77 

計 － 4,180 80.96 



(6）【議決権の状況】 

①【発行済株式】 

②【自己株式等】 

  平成18年11月30日現在

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5,161,900 51,619 － 

単元未満株式 100 － － 

発行済株式総数 5,162,000 － － 

総株主の議決権 － 51,619 － 

  平成18年11月30日現在

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 － － － － － 



第三者割当等による取得者の株式等の移動状況 

  該当事項はありません。 

(7）【ストックオプション制度の内容】 

 当社は、ストックオプション制度を採用しております。当該制度は、旧商法第280条ノ20及び第280条ノ21の規

定に基づき当社が新株予約権を発行する方法により、当社の取締役及び従業員に対して付与することを平成18年

４月24日開催の臨時取締役会にて決議されたものであります。当該制度の内容は、次のとおりであります。 

 （注） 新株予約権の内容については、「(2）新株予約権等の状況」に記載しております。 

決議年月日 平成18年４月24日 

付与対象者の区分及び人数（名） 
当社取締役５名 

当社従業員３名 

新株予約権の目的となる株式の種類 （注） 

株式の数（株） （注） 

新株予約権の行使時の払込金額（円） （注） 

新株予約権の行使期間 （注） 

新株予約権の行使の条件 （注） 

新株予約権の譲渡に関する事項 （注） 

代用払込みに関する事項  ─ 



２【自己株式の取得等の状況】 

 【株式の種類等】 該当事項はありません。 

(1）【株主総会決議による取得の状況】 

      該当事項はありません。 

  

(2）【取締役会決議による取得の状況】 

      該当事項はありません。 

  

(3）【株主総会決議又は取締役会決議に基づかないものの内容】 

      該当事項はありません。 

  

(4）【取得自己株式の処理状況及び保有状況】 

      該当事項はありません。 

  

３【配当政策】 

    当社は、業績動向及び配当性向等を総合的に勘案した上で、株主に対し利益成長に応じた安定的な配当を検討し

   つつ、事業拡充による将来の利益貢献を図るため、更なる内部留保の充実に努める予定であります。内部留保資金

   につきましては、新規出店投資、人材育成及び内部管理体制強化のための設備投資等の原資とし、競争力の強化を

   図ってまいります。当期（第9期）は、1株当たり年6円の配当を実施しました。 

    当社は、「取締役会の決議により、毎年5月31日を基準日として、中間配当を行うことができる。」旨を定款に 

    に定めております。 

  



４【株価の推移】 

(1）【最近５年間の事業年度別最高・最低株価】 

 （注）最高・最低株価は、大阪証券取引所ニッポン・ニュー・マーケット－「ヘラクレス」におけるものであります。

なお、平成18年７月13日付をもって同取引所に株式を上場いたしましたので、それ以前の株価については該当事

項はありません。 

  

(2）【最近６月間の月別最高・最低株価】 

 （注）最高・最低株価は、大阪証券取引所ニッポン・ニュー・マーケット－「ヘラクレス」におけるものであります。

なお、平成18年７月13日付をもって同取引所に株式を上場いたしましたので、それ以前の株価については該当事

項はありません。 

  

回次 第５期 第６期 第７期 第８期 第９期 

決算年月 平成14年11月 平成15年11月 平成16年11月 平成17年11月 平成18年11月 

最高（円） － － － － 2,275 

最低（円） － － － － 963 

月別 平成18年６月 ７月 ８月 ９月 10月 11月 

最高（円） － 2,275 1,613 1,430 1,180 1,090 

最低（円） － 1,263 1,349 1,023 975 963 



５【役員の状況】 

役名 職名 氏名 生年月日 略歴 
所有株式数 
（株） 

代表取締役 

社長 
  大淵 雅次 昭和30年３月26日生 

昭和54年４月 大阪レジャー開発株式会社入社 

3,500,000 

平成９年12月 有限会社パワーアップ設立 

  当社取締役 

平成15年９月 株式会社パワーアップに組織変

更 

  代表取締役社長（現任） 

常務取締役   大西 直子 昭和44年８月31日生 

平成２年４月 株式会社日本エアシステム入社 

50,000 

  （平成13年10月に株式会社日本

航空ジャパンと経営統合） 

平成15年９月 当社監査役 

平成16年３月 取締役経営企画室担当 

平成17年５月 取締役社長付 

平成18年２月 常務取締役（現任） 

取締役 営業本部長 眞鍋 誠 昭和51年９月20日生 
平成12年９月 当社入社 

15,000 
平成15年９月 取締役営業本部長（現任） 

取締役 
営業本部 

副本部長 
大野 裕之 昭和53年５月29日生 

平成11年５月 当社入社 
10,000 

平成15年９月 取締役営業本部副本部長(現任) 

取締役 管理部長 樽茶 右二 昭和46年９月20日生 

平成５年９月 藤岡会計事務所入所 

1,200 

平成７年４月 山内税理士事務所入所 

平成16年３月 当社入社 経理担当 

平成17年４月 管理部長 

平成18年２月 取締役管理部長（現任） 

常勤監査役   新居 春雄 昭和21年８月12日生 

昭和40年４月 株式会社愛媛相互銀行 

2,000 

  （現 株式会社愛媛銀行）入社 

平成16年３月 同社監査部次長 

平成16年12月 同社より当社へ出向 監査役 

平成18年４月 当社監査役（現任） 

監査役   木本 敦 昭和36年１月24日生 

平成８年４月 公認会計士登録 

5,000 
平成10年１月 木本会計事務所設立 

平成10年２月 税理士登録 

平成16年４月 当社監査役（現任） 

計 3,583,200 



６【コーポレート・ガバナンスの状況】 

コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方 

 当社は最近の反社会的な企業不祥事の続発に鑑み、株主本位の経営に徹しなければならないと考え、現経営陣が株

主の負託に応えるとともに、数多くの利害関係者からの厚い信頼を受けるために、コーポレート・ガバナンスを重視

し「法令遵守、透明性、公平性」を目指して、以下のような具体的施策を実施しております。 

(1）会社の機関の内容及び内部統制システムの整備・監査の状況 

 取締役会は、経営に係る重要な事項を討議及び意思決定することを目的に、非常勤監査役を含めた監査役及び取

締役が出席し、原則として毎月１回開催しております。 

 常勤、非常勤監査役各１名の２名で構成する監査役協議会は、原則として毎月１回開催しております。監査役は

取締役会に出席し積極的に発言するほか、常勤監査役が社内の重要な会議に参加、経理帳票等の精査及び定期的な

各店舗への往査を行うことにより、取締役の職務執行を充分に監視できる体制をとっております。なお、当社の常

勤社外監査役である新居春雄は当社の株式を2,000株保有し、非常勤社外監査役である木本敦は当社の株式を5,000

株保有しております。 

 内部統制につきましては、代表取締役社長の直轄組織として内部監査室を設置しており、担当人員は内部監査室

長１名を配置しております。内部監査室では、随時、業務監査及び会計監査を行っております。計画的な内部監査

を実施するとともに、監査結果を社長及び監査役に報告し、問題があれば社長指示により改善命令を出し、その改

善状況を確認する体制で運営しております。なお、内部監査室の人員は室長１名でありますが、内部監査規程に基

づき、必要に応じ社長の指名により監査補助者を選任し、応援を求める体制が確立しております。 

 会計監査は監査法人トーマツに依頼しており、会計監査を通じてコーポレート・ガバナンスに寄与しておりま

す。同監査法人及び当社監査に従事する同監査法人の業務執行社員との間に特別の利害関係はありません。 

 なお、監査役、内部監査室長及び監査法人は各々の監査活動の効率化及び更なる質的向上に向けて、相互に様々

な連携を図っております。例えば、監査役は、定期的な連絡会の開催、本社の会計監査の際は同席し問題事項等の

把握に努めること等により監査法人との連携を図るとともに、内部監査室とも、往査への同行・店舗往査終了時に

作成される監査結果報告書の閲覧を中心に問題事項等の把握に努める等、都度情報交換を行っております。また、

監査法人は、内部監査室の監査結果報告の閲覧及び質問等を行っております。 

 当期において監査業務を執行した公認会計士の氏名、監査業務に係わる補助者の構成については、下記のとおり

です。 

・監査業務を執行した公認会計士の氏名、継続監査年数 

北田隆、吉井修 

継続監査年数については、７年以下でありますので、記載を省略しております。 

・監査業務に係わる補助者の構成 

公認会計士５名  会計士補４名 

(2）リスク管理体制の整備の状況 

 当社では、取締役会でリスクの発生に関する検討を行うとともに、食中毒、火災、外部からの犯罪行為等の想定

されるリスクについて、定期的に開催される店長会議を通じて社員教育に努めております。店舗でのクレーム等も

すべて本社営業管理チームが取りまとめ、情報の一元化を図っております。また、事件や事故が生じた場合は、経

営トップ直轄の対策本部を設け迅速に対応して事態の早期収拾に努めるとともに、原因追及を行い再発防止に努め

ます。 



(3）役員報酬の内容 

① 取締役及び監査役に支払った報酬 

 （注）１．使用人兼務取締役の使用人分給与は、含まれておりません。 

     ２．社外取締役は選任しておりません。 

３．上記役員報酬には取締役に対する役員賞与30,000千円が含まれております。 

(4）監査報酬の内容 

 監査法人トーマツに対する監査報酬は以下のとおりであります。 

取締役 125,540千円 

監査役 5,700千円 

合計 131,240千円 

     

公認会計士法第２条第１項に規定する業務に基づく報酬 10,000千円 

上記以外の報酬 1,200千円 

合計 11,200千円 



第５【経理の状況】 

１．財務諸表の作成方法について 

 当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和38年大蔵省令第59号。以下「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、前事業年度（平成16年12月１日から平成17年11月30日まで）は、改正前の財務諸表等規則に基づき、当事業

年度（平成17年12月１日から平成18年11月30日まで）は、改正後の財務諸表等規則に基づいて作成しております。 

 ただし、前事業年度（平成16年12月１日から平成17年11月30日まで）については、「財務諸表等の用語、様式及び

作成方法に関する規則等の一部を改正する内閣府令」（平成16年１月30日内閣府令第５号）附則第２項のただし書き

により、改正前の「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、前事業年度（平成16年12月１日から平成17年11月30日まで）及

び当事業年度（平成17年12月１日から平成18年11月30日まで）の財務諸表について、監査法人トーマツにより監査を

受けております。なお、前事業年度に係る監査報告書は、平成18年6月8日提出の有価証券届出書に添付されたものに

よっております。 

３．連結財務諸表について 

 当社は子会社がありませんので、連結財務諸表を作成しておりません。 



【財務諸表等】 

(1）【財務諸表】 

①【貸借対照表】 

    
前事業年度 

（平成17年11月30日） 
当事業年度 

（平成18年11月30日） 

区分 
注記 
番号 

金額（千円） 
構成比
（％）

金額（千円） 
構成比 
（％） 

（資産の部）   

Ⅰ 流動資産   

１．現金及び預金 274,824 658,836 

２．売上預け金 317,151 413,185 

３．原材料 18,215 23,894 

４．前払費用 38,468 44,321 

５．繰延税金資産 27,378 13,185 

６．その他 3,978 10,836 

貸倒引当金 △300 － 

流動資産合計 679,716 35.4 1,164,259 39.2

Ⅱ 固定資産   

１．有形固定資産   

(1）建物 829,708 1,282,397   

減価償却累計額 △194,470 635,238 △309,681 972,715 

(2）工具器具備品 146,590 288,265   

減価償却累計額 △66,218 80,372 △123,619 164,646 

(3）建設仮勘定 3,068 26,269 

有形固定資産合計 718,679 37.5 1,163,631 39.2

２．無形固定資産 1,831 0.1 2,752 0.1

３．投資その他の資産   

(1）投資有価証券 3,242 4,793 

(2）長期前払費用 40,767 10,646 

(3）繰延税金資産 38,360 48,905 

(4）敷金・保証金   406,963 540,488 

(5）保険積立金 29,486 34,282 

(6）長期未収入金 1,500 1,500 

貸倒引当金 △1,425 △1,425 

投資その他の資産合計 518,894 27.0 639,191 21.5

固定資産合計 1,239,405 64.6 1,805,575 60.8

資産合計 1,919,122 100.0 2,969,835 100.0 

    
 



    
前事業年度 

（平成17年11月30日） 
当事業年度 

（平成18年11月30日） 

区分 
注記 
番号 

金額（千円） 
構成比
（％）

金額（千円） 
構成比 
（％） 

（負債の部）    

Ⅰ 流動負債    

１．買掛金  95,211 126,806 

２．１年内返済予定長期借
入金 

 144,904 71,645 

３．未払金  314,237 446,964 

４．未払法人税等  171,263 164,995 

５．未払消費税等  32,024 44,778 

６．その他  12,986 17,493 

流動負債合計  770,627 40.1 872,684 29.4

Ⅱ 固定負債    

１．長期借入金  71,645 － 

２．役員退職慰労引当金  88,719 112,648 

固定負債合計  160,364 8.4 112,648 3.8

負債合計  930,991 48.5 985,332 33.2

     

（資本の部）    

Ⅰ 資本金 ※１ 124,500 6.5 － －

Ⅱ 資本剰余金    

資本準備金  91,290 －   

資本剰余金合計  91,290 4.8 － －

Ⅲ 利益剰余金    

１．任意積立金    

別途積立金  450,000 －   

２．当期未処分利益  321,686 －   

利益剰余金合計  771,686 40.2 － －

Ⅳ その他有価証券評価差額
金 

 654 0.0 － －

資本合計  988,130 51.5 － －

負債・資本合計  1,919,122 100.0 － － 

     
 



    
前事業年度 

（平成17年11月30日） 
当事業年度 

（平成18年11月30日） 

区分 
注記 
番号 

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  － － 483,300 16.3

２．資本剰余金    

    資本準備金  － 450,090   

資本剰余金合計  － － 450,090 15.2

３．利益剰余金    

    その他利益剰余金    

  別途積立金  － 700,000   

  繰越利益剰余金  － 350,252   

利益剰余金合計  － － 1,050,252 35.3

株主資本合計  － － 1,983,642 66.8

Ⅱ 評価・換算差額等    

    その他有価証券評価差
額金 

 － － 860 0.0

  評価・換算差額等合計  － － 860 0.0

  純資産合計  － － 1,984,503 66.8

負債・純資産合計  － － 2,969,835 100.0

     



②【損益計算書】 

  
前事業年度 

（自 平成16年12月１日 
至 平成17年11月30日） 

当事業年度 
（自 平成17年12月１日 
至 平成18年11月30日） 

区分 
注記 
番号 

金額（千円） 
百分比
（％）

金額（千円） 
百分比 
（％） 

Ⅰ 売上高 4,511,542 100.0 5,694,308 100.0 

Ⅱ 売上原価   

１．期首原材料たな卸高 14,601 18,215   

２．当期原材料仕入高 1,086,110 1,340,003   

合計 1,100,711 1,358,218   

３．期末原材料たな卸高 18,215 1,082,496 24.0 23,894 1,334,324 23.4

売上総利益 3,429,046 76.0 4,359,984 76.6

Ⅲ 販売費及び一般管理費 ※１ 2,951,546 65.4 3,745,101 65.8

営業利益 477,499 10.6 614,883 10.8

Ⅳ 営業外収益   

１．販売協力金 9,193 17,604   

２．ロイヤリティ収入 4,700 3,850   

３．雑収入 5,677 19,570 0.4 5,610 27,064 0.5

Ⅴ 営業外費用   

１．支払利息 9,137 2,699   

２．敷金解約損 1,561 355   

３．貸倒引当金繰入額 300 －   

４. 新株発行費 1,249 －   

５．株式交付費 － 14,760   

６. 株式公開費用 － 7,484   

７．雑損失 2,450 14,700 0.3 3,438 28,740 0.5

経常利益 482,370 10.7 613,208 10.8

Ⅵ 特別利益   

  １．受取保険金 － 19,283   

  ２．営業補償金 － 4,116   

 ３．前期損益修正益 ※２ 3,973 3,973 0.1 － 23,400 0.4

 



   
前事業年度 

（自 平成16年12月１日 
至 平成17年11月30日） 

当事業年度 
（自 平成17年12月１日 
至 平成18年11月30日） 

区分 
注記 
番号 

金額（千円） 
百分比
（％）

金額（千円） 
百分比 
（％） 

Ⅶ 特別損失    

１．固定資産除却損 ※３ － 13,437   

２．減損損失 ※４ － 38,383   

３．前期損益修正損 ※５ 15,164 15,164 0.4 － 51,820 0.9

税引前当期純利益  471,178 10.4 584,788 10.3

法人税、住民税及び事業
税 

 245,465 278,713   

法人税等調整額  △26,172 219,293 4.8 3,507 282,220 5.0

当期純利益  251,885 5.6 302,566 5.3

前期繰越利益  69,801 － 

当期未処分利益  321,686 － 

     



③【株主資本等変動計算書】 

当事業年度（自 平成17年12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   

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17年11月30日 残高 
（千円） 

124,500 91,290 91,290 450,000 321,686 771,686 987,476 

事業年度中の変動額               

新株の発行 358,800 358,800 358,800 － － － 717,600 

別途積立金の積立て － － － 250,000 △250,000 － － 

利益処分による役員賞与 － － － － △24,000 △24,000 △24,000 

当期純利益 － － － － 302,566 302,566 302,566 

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） 

358,800 358,800 358,800 250,000 28,566 278,566 996,166 

平成18年11月30日残高 
（千円） 

483,300 450,090 450,090 700,000 350,252 1,050,252 1,983,642 

  

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17年11月30日 残高 
（千円） 

654 654 988,130 

事業年度中の変動額       

新株の発行 － － 717,600 

別途積立金の積立て － － － 

利益処分による役員賞与 － － △24,000 

当期純利益 － － 302,566 

株主資本以外の項目の事業年
度中の変動額（純額） 

206 206 206 

事業年度中の変動額合計 
（千円） 

206 206 996,372 

平成18年11月30日 残高 
（千円） 

860 860 1,984,503 



④【キャッシュ・フロー計算書】 

    
前事業年度 

（自 平成16年12月１日 
至 平成17年11月30日） 

当事業年度 
（自 平成17年12月１日 
至 平成18年11月30日） 

区分 
注記 
番号 

金額（千円） 金額（千円） 

Ⅰ 営業活動によるキャッシュ・フロー   

１．税引前当期純利益   471,178 584,788

２．減価償却費   130,457 189,011

３．役員退職慰労引当金の増加額   19,754 23,929

４．敷金解約損   1,561 355

５．貸倒引当金の増減額（△は減少）   300 △300

６．受取利息及び受取配当金   △15 △117

７．支払利息   9,137 2,699

８．受取保険金   － △19,283

９．営業補償金   － △4,116

10. 固定資産除却損   － 13,437

11. 減損損失   － 38,383

12．役員賞与の支払額   △10,000 △24,000

13．売上債権の増加額   △45,903 △96,034

14．たな卸資産の増加額   △3,981 △5,679

15．仕入債務の増加額   5,252 31,595

16．未払金の増加額   77,558 132,727

17．その他   15,475 40,800

小計   670,773 908,197

18．利息及び配当金の受取額   15 117

19．利息の支払額   △9,300 △2,291

20. 営業補償金の受取額   － 4,116

21．法人税等の支払額   △169,746 △284,981

営業活動によるキャッシュ・フロー   491,742 625,160

Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー   

１．定期預金の預入による支出   △84,000 △60,000

２．定期預金の払出による収入   － 84,000

３．有形固定資産の取得による支出   △310,291 △661,257

４．投資有価証券の取得による支出   △1,203 △1,205

５．敷金・保証金の差入による支出   △96,520 △156,419

６．敷金・保証金の返還による収入   3,096 16,420

７．その他   △4,821 3,380

投資活動によるキャッシュ・フロー   △493,739 △775,083

 



    
前事業年度 

（自 平成16年12月１日 
至 平成17年11月30日） 

当事業年度 
（自 平成17年12月１日 
至 平成18年11月30日） 

区分 
注記 
番号 

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．短期借入金の純減額   △50,000 －

２．長期借入金による収入   400,000 －

３．長期借入金の返済による支出   △403,282 △144,904

４．株式の発行による収入   187,790 702,839

財務活動によるキャッシュ・フロー   134,508 557,935

Ⅳ 現金及び現金同等物の増加額   132,510 408,013

Ⅴ 現金及び現金同等物の期首残高   58,314 190,824

Ⅵ 現金及び現金同等物の期末残高 ※ 190,824 598,837

    



⑤【利益処分計算書】 

  
前事業年度 

（株主総会承認日 
平成18年2月21日） 

区分 
注記 
番号 

金額（千円） 

Ⅰ 当期未処分利益 321,686 

Ⅱ 利益処分額 

１．取締役賞与金 24,000 

２．任意積立金 

別途積立金 250,000 274,000 

Ⅲ 次期繰越利益 47,686 

  



重要な会計方針 

項目 
前事業年度 

（自 平成16年12月１日 
至 平成17年11月30日） 

当事業年度 
（自 平成17年12月１日 
至 平成18年11月30日） 

１．有価証券の評価基準及び

評価方法 

その他有価証券 

時価のあるもの 

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） 

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） 

  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 

２．デリバティブ等の評価基

準及び評価方法 

デリバティブ 

時価法 

デリバティブ 

同 左 

３．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 

４．固定資産の減価償却の方

法 

(1）有形固定資産 

 定率法 

 但し、平成10年４月１日以降取得し

た建物（附属設備を除く）について

は、定額法 

 なお、主な耐用年数は以下のとおり

であります。 

建物    ９年～27年 

(1）有形固定資産 

同 左 

  (2）無形固定資産 

 ソフトウエア（自社利用）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 

  (3）長期前払費用 

 定額法 

(3）長期前払費用 

同 左 

５．繰延資産の処理方法 新株発行費 

 支出時に全額費用として処理しており

ます。 

株式交付費 

同 左 

６．引当金の計上基準 (1）貸倒引当金 

 債権の貸倒れによる損失に備えるた

め、一般債権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勘案し、回

収不能見込額を計上しております。 

(1）貸倒引当金 

同 左 

 



項目 
前事業年度 

（自 平成16年12月１日 
至 平成17年11月30日） 

当事業年度 
（自 平成17年12月１日 
至 平成18年11月30日） 

６．引当金の計上基準 (2）役員退職慰労引当金 

 役員の退職慰労金の支給に充てるた

め、内規に基づく期末要支給額を計上

しております。 

(2）役員退職慰労引当金 

 同 左 

７．リース取引の処理方法  リース物件の所有権が借主に移転する

と認められるもの以外のファイナンス・

リース取引については、通常の賃貸借取

引に係る方法に準じた会計処理によって

おります。 

  同 左 

８．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 

９．その他財務諸表作成のた

めの基本となる重要な事

項 

消費税等の会計処理 

 税抜方式によっております。 

消費税等の会計処理 

 同 左 



重要な会計方針の変更 

前事業年度 
（自 平成16年12月１日 
至 平成17年11月30日） 

当事業年度 
（自 平成17年12月１日 
至 平成18年11月30日） 

  

───── 

１．(固定資産の減損に係る会計基準) 

 当事業年度より、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

り税引前当期純利益は38,383千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。 

  

───── 

  

２.（貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準） 

 当事業年度より、「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1,984,503千円

であり、この適用による増減はありません。 

 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。 

  

           ───── 

 

  

３. （役員賞与に関する会計基準） 

 当事業年度より、「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）を適用しておりま

す。これにより、従来、株主総会決議時に未処分利益の

減少として会計処理していた役員賞与を当事業年度から

発生時に費用処理しております。この結果、営業利益、

経常利益、税引前当期純利益がそれぞれ30,000千円減少

しております。 



追加情報 

前事業年度 
（自 平成16年12月１日 
至 平成17年11月30日） 

当事業年度 
（自 平成17年12月１日 
至 平成18年11月30日） 

（法人事業税における外形標準課税部分の損益計算書上

の表示方法） 

 「法人事業税における外形標準課税部分の損益計算書

上の表示についての実務上の取扱い」（平成16年２月13

日 企業会計基準委員会 実務対応報告第12号）に基づ

き、当事業年度から法人事業税の付加価値割及び資本割

11,296千円を販売費及び一般管理費として処理しており

ます。 

  

 ───── 



注記事項 

（貸借対照表関係） 

前事業年度 
（平成17年11月30日） 

当事業年度 
（平成18年11月30日） 

  

※１ 授権株式数 普通株式 800,000株

発行済株式総数 普通株式 225,600株

 ※１   

─────   

        

 ２ 配当制限 

 有価証券の時価評価により、純資産額が654千円増

加しております。 

 なお、当該金額は商法施行規則第124条第3号の規

定により、配当に充当することが制限されておりま

す。 

  ２ 

  

─────   

  

  



（損益計算書関係） 

前事業年度 
（自 平成16年12月１日 
至 平成17年11月30日） 

当事業年度 
（自 平成17年12月１日 
至 平成18年11月30日） 

※１ 販売費及び一般管理費のうち、主要な費用及び金

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、主要な費用及び金

額は次のとおりであります。 

給与手当 1,223,794千円

水道光熱費 211,836千円

消耗品費 106,040千円

地代家賃 550,810千円

減価償却費 130,457千円

給与手当 1,526,407千円

水道光熱費 260,655千円

消耗品費 140,740千円

地代家賃 691,289千円

減価償却費 189,011千円

※２ 前期損益修正益 ※２  

過年度家賃補助負担精算 

の受入れ 
3,973千円

  

            ────── 

                                           

 

※３ 

────── 

※３  固定資産除却損 

   店舗閉鎖に伴う撤去費用 

                    13,437千円 

  

※４ 

  

────── 

※４ 減損損失 

  当社は、以下の資産グループについて減損損失を計 

 上しました。    

     減損損失の内訳 

    建物               29,807千円 

    工具器具備品             311千円 

    長期前払費用            8,263千円 

    ───────────────────────

    合計               38,383千円 

   当社は、店舗をキャッシュ・フローを生み出す最小 

  の単位として資産のグルーピングを行っております。 

  上記資産グループの回収可能価額は、正味実現可能価 

  額により測定しており、減価償却計算に用いられる税 

  法規定等に基づく残存価額により評価しております。 

用途 種類 金額 

     店舗 

 （尼崎店、東大阪店）

建物、工具器具備

品、長期前払費用 
 38,383千円 

※５ 前期損益修正損 ※５ 

過年度労働債務 15,164千円    ────── 

          

  

  

 



（株主資本等変動計算書関係） 

当事業年度（自 平成17年12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に関する事項 

 （注）１．平成18年4月19日付で1株につき20株の割合を持って株式分割をしております。 

    ２．普通株式の発行済株式総数の増加4,936,400株は、普通株式の分割による増加4,286,400株、公募での新株発 

      行による増加500,000株、第三者割当による新株発行による増加150,000株であります。 

  

２．配当に関する事項 

(1）配当金支払額 

   該当事項はありません。 

  

(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 

   次のとおり決議をいたしました。 

  
前事業年度末 
株式数 

当事業年度増加 
株式数 

当事業年度減少 
株式数 

当事業年度末 
株式数 

発行済株式         

普通株式（注）１.２ 225,600株  4,936,400株  － 5,162,000株  

合計 225,600株  4,936,400株  － 5,162,000株  

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19年2月27日 

定時株主総会 
普通株式 30,972千円   利益剰余金 6円  平成18年11月30日 平成19年2月28日 



（キャッシュ・フロー計算書関係） 

前事業年度 
（自 平成16年12月１日 
至 平成17年11月30日） 

当事業年度 
（自 平成17年12月１日 
至 平成18年11月30日） 

※ 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 

※ 現金及び現金同等物の期末残高と貸借対照表に掲記

されている科目の金額との関係 

（平成17年11月30日現在） （平成18年11月30日現在） 

現金及び預金勘定 274,824千円

預入期間が３ヶ月を超える定期預金 △84,000千円

現金及び現金同等物 190,824千円

現金及び預金勘定 658,836千円

預入期間が３ヶ月を超える定期預金 △60,000千円

現金及び現金同等物 598,837千円



（リース取引関係） 

前事業年度 
（自 平成16年12月１日 
至 平成17年11月30日） 

当事業年度 
（自 平成17年12月１日 
至 平成18年11月30日） 

リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの

以外のファイナンス・リース取引 

リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの

以外のファイナンス・リース取引 

１．リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当

額及び期末残高相当額 

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） 

期末残高相
当額 
（千円） 

工具器具備品 278,851 138,627 140,224 

車両運搬具 22,570 10,925 11,644 

ソフトウェア 5,000 1,666 3,333 

合計 306,421 151,220 155,201 

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） 

工具器具備品 242,497 152,875 89,622

車両運搬具 22,570 15,439 7,130

ソフトウェア 5,000 2,666 2,333

合計 270,067 170,981 99,085

２．未経過リース料期末残高相当額 ２．未経過リース料期末残高相当額等 

１年内 60,604千円

１年超 104,724千円

合計 165,328千円

１年内 54,774千円

１年超 51,237千円

合計 106,011千円

リース資産減損勘定 － 千円

 ３. 支払リース料、減価償却費相当額及び支払利息相当 

   額 

 ３. 支払リース料、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 64,250千円

減価償却費相当額 59,314千円

支払利息相当額 5,566千円

支払リース料 60,797千円

リース資産減損勘定の取崩額  － 千円

減価償却費相当額 56,367千円

支払利息相当額 3,658千円

減損損失  － 千円

４．減価償却費相当額の算定方法 

 リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定

額法によっております。 

４．減価償却費相当額の算定方法 

同 左 

５．利息相当額の算定方法 

 リース料総額とリース物件の取得価額相当額との差

額を利息相当額とし、各期への配分方法については、

利息法によっております。 

５．利息相当額の算定方法 

同 左 



（有価証券関係） 

前事業年度（平成17年11月30日） 

１．その他有価証券で時価があるもの 

２．売却したその他有価証券 

 該当事項はありません。 

３．時価評価されていない主な有価証券の内容及び貸借対照表計上額 

 該当事項はありません。 

４．その他有価証券のうち満期があるものの今後の償還予定額 

 該当事項はありません。 

  取得原価（千円） 
貸借対照表計上額 
（千円） 

差額（千円） 

貸借対照表計上額が取得原価を超え

るもの 
      

(1）株式 2,143 3,242 1,098 

(2）債券 － － － 

(3）その他 － － － 

小計 2,143 3,242 1,098 

貸借対照表計上額が取得原価を超え

ないもの 
      

(1）株式 － － － 

(2）債券 － － － 

(3）その他 － － － 

小計 － － － 

合計 2,143 3,242 1,098 



当事業年度（平成18年11月30日） 

１．その他有価証券で時価があるもの 

２．売却したその他有価証券 

 該当事項はありません。 

３．時価評価されていない主な有価証券の内容及び貸借対照表計上額 

 該当事項はありません。 

４．その他有価証券のうち満期があるものの今後の償還予定額 

 該当事項はありません。 

  取得原価（千円） 
貸借対照表計上額 
（千円） 

差額（千円） 

貸借対照表計上額が取得原価を超え

るもの 
      

(1）株式 3,349 4,793 1,444 

(2）債券 － － － 

(3）その他 － － － 

小計 3,349 4,793 1,444 

貸借対照表計上額が取得原価を超え

ないもの 
      

(1）株式 － － － 

(2）債券 － － － 

(3）その他 － － － 

小計 － － － 

合計 3,349 4,793 1,444 



（デリバティブ取引関係） 

１．取引の状況に関する事項 

２．取引の時価等に関する事項 

金利関連 

 （注） 時価の算定方法は、取引先金融機関から提示された価額等に基づいて算定しております。 

（退職給付関係） 

前事業年度（自 平成16年12月１日 至 平成17年11月30日） 

 該当事項はありません。 

当事業年度（自 平成17年12月１日 至 平成18年11月30日） 

 該当事項はありません。 

前事業年度 
（自 平成16年12月１日 
至 平成17年11月30日） 

当事業年度 
（自 平成17年12月１日 
至 平成18年11月30日） 

(1）取引の内容 

 利用しているデリバティブ取引は、金利スワップ取

引であります。 

(1）取引の内容 

同 左 

(2）取引に対する取組方針 

 デリバティブ取引は、将来の金利の変動によるリス

ク回避を目的としており、投機的な取引は行わない方

針であります。 

(2）取引に対する取組方針 

同 左 

(3）取引の利用目的 

 デリバティブ取引は、借入金利の将来の金利市場に

おける利率上昇による変動リスクを回避する目的で利

用しております。 

(3）取引の利用目的 

同 左 

(4）取引に係るリスクの内容 

 金利スワップ取引は、市場金利の変動によるリスク

を有しておりますが、これはヘッジ対象取引に係るリ

スクと相殺される性格のものであります。また、相手

先金融機関の契約不履行によるリスクは少ないと認識

しております。 

(4）取引に係るリスクの内容 

同 左 

(5）取引に係るリスク管理体制 

 デリバティブ取引の執行・管理については、取引権

限及び取引限度額を定めた社内ルールに従い、担当者

が決裁担当者の承認を得て行っております。 

(5）取引に係るリスク管理体制 

同 左 

(6）取引の時価等に関する事項についての補足説明 

 取引の時価等に関する事項についての契約額等は、

あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約

額、または計算上の想定元本であり、当該金額自体が

デリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではあ

りません。 

(6）取引の時価等に関する事項についての補足説明 

同 左 

区分 取引の種類 

前事業年度 
（平成17年11月30日） 

当事業年度 
（平成18年11月30日） 

契約額等 
（千円） 

契約額等の
うち１年超 
（千円） 

時価 
（千円） 

評価損益 
（千円） 

契約額等 
（千円） 

契約額等の
うち１年超 
（千円） 

時価 
（千円） 

評価損益 
（千円） 

市場取

引以外

の取引 

金利スワップ取引 

受取変動・支払固

定 

100,000 100,000 △2,458 △2,458 100,000 100,000 △865 △865 

合計 100,000 100,000 △2,458 △2,458 100,000 100,000 △865 △865 



（ストック・オプション等関係） 

当事業年度（自 平成17年12月１日 至 平成18年11月30日） 

  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 

 （注）株式数に換算して記載しております。 

  

(2）ストック・オプションの規模及びその変動状況 

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

株式数に換算して記載しております。 

① ストック・オプションの数 

② 単価情報 

  
平成18年 

ストック・オプション 

 付与対象者の区分及び数 
当社取締役 5名 

当社従業員 3名 

ストック・オプション数（注） 普通株式 60,000株 

付与日 平成18年4月24日 

権利確定条件 

 新株予約権の割当を受けた者は、権利行使時において当社の取締役または従業

員いずれかの地位を保有していること、あるいは、当社と顧問契約を締結してい

る場合に限り新株予約権を行使することができる。ただし、定年退職その他取締

役会が正当な理由があると認めた場合は、この限りではない。 

対象勤務期間  定めておりません。 

権利行使期間  平成20年5月1日から平成28年3月31日 

    
平成18年

ストック・オプション 

権利確定前 （株）   

前事業年度末   － 

付与   60,000 

失効   － 

権利確定   － 

未確定残   60,000 

権利確定後 （株）   

前事業年度末   － 

権利確定   － 

権利行使   － 

失効   － 

未行使残   － 

    
平成18年

ストック・オプション 

権利行使価格 （円） 565 

行使時平均株価 （円） － 

公正な評価単価（付与日） （円） － 



（税効果会計関係） 

（持分法損益等） 

前事業年度（自 平成16年12月１日 至 平成17年11月30日） 

 該当事項はありません。 

当事業年度（自 平成17年12月１日 至 平成18年11月30日） 

 該当事項はありません。 

前事業年度 
（平成17年11月30日） 

当事業年度 
（平成18年11月30日） 

１．繰延税金資産及び繰延税金負債の主な発生原因別の

内訳 

１．繰延税金資産及び繰延税金負債の主な発生原因別の

内訳 

繰延税金資産（流動）  

未払事業税 12,211千円

未払金 15,166千円

計 27,378千円

繰延税金資産（固定）  

減価償却費 2,422千円

役員退職慰労引当金 35,876千円

その他 505千円

計 38,805千円

繰延税金負債（固定）計 △444千円

繰延税金資産（固定）の純額 38,360千円

繰延税金資産（流動）  

未払事業税 13,262千円

未払金 2,459千円

前払費用  △2,537千円

計  13,185千円

繰延税金資産（固定）  

減価償却費 3,414千円

役員退職慰労引当金 45,553千円

その他 521千円

計 49,489千円

繰延税金負債（固定）計 △584千円

繰延税金資産（固定）の純額 48,905千円

２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担

率との差異の原因となった主な項目別の内訳 

２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担

率との差異の原因となった主な項目別の内訳 

法定実効税率 40.4％

（調整）  

住民税均等割額 1.7％

留保金課税 3.8％

法定実効税率変更による影響額 0.4％

その他 0.2％

税効果会計適用後の法人税等の負担率 46.5％

法定実効税率 40.4％

（調整）  

住民税均等割額 1.8％

留保金課税 4.0％

役員賞与 2.1％

その他 0.0％

税効果会計適用後の法人税等の負担率 48.3％

３．当期に資本金が１億円超になったことに伴い、当期

の繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用した法

定実効税率は、前期の41.7％から40.4％に変更されて

おります。 

 この結果、繰延税金資産の金額（繰延税金負債の金

額を控除した金額）が2,064千円減少し、当期に計上さ

れた法人税等調整額（貸方）が2,078千円減少し、その

他有価証券評価差額金が13千円増加しております。 

 ３． 

 ───── 



【関連当事者との取引】 

前事業年度（自 平成16年12月１日 至 平成17年11月30日） 

役員及び個人主要株主等 

上記金額のうち、取引金額には消費税等は含まれておりません。 

取引条件及び取引条件の決定方針等 

 （注）１．当社割賦金について、代表取締役社長大淵雅次より債務保証を受けております。なお、債務保証に伴う保証

料は支払っておりません。 

２．当社のリース取引について、代表取締役社長大淵雅次より債務保証を受けております。リース取引に係る債

務被保証の取引金額はリース契約残高を記載しております。なお、債務保証に伴う保証料は支払っておりま

せん。 

３．受取賃料については、第６期及び第７期の代表取締役社長大淵雅次に対する社宅家賃当社負担分でありま

す。 

４．当社と一部の商業施設等への出店契約に係る債務について、代表取締役社長大淵雅次が連帯保証人となって

おります（平成17年11月30日現在、対象32店舗、平成17年11月末日現在の未払諸経費残高合計62,184千

円）。なお、保証料等は支払っておりません。 

当事業年度（自 平成17年12月１日 至 平成18年11月30日） 

役員及び個人主要株主等 

取引条件及び取引条件の決定方針等 

（注） 当社と一部の商業施設等への出店契約に係る債務について、代表取締役社長大淵雅次が連帯保証人となって 

  おります。（平成18年11月30日現在、対象30店舗、平成18年11月末日現在の未払諸経費残高合計58,081千 

  円）。 

  なお、保証料等は支払っておりません。 

属性 氏名 所在地 
資本金又
は出資金 
（千円） 

事業の内
容又は職
業 

議決権等
の被所有
割合 
（％） 

関係内容 

取引の内容 
取引金額 
（千円） 

科目 
期末残高
（千円） 役員の 

兼任等 
事業上 
の関係 

役員及び

その近親

者 

大淵 雅次 － － 

当社 

代表 

取締役 

社長 

直接 

88.65 
－ － 

当社割賦金

に対する債

務被保証 

（注）１ 

－ 未払金 5,481 

リース取引

に対する債

務被保証 

（注）２ 

129,989 － － 

過年度社宅

家賃の受取 

（注）３ 

3,973 － － 

属性 氏名 所在地 
資本金又
は出資金 
（千円） 

事業の内
容又は職
業 

議決権等
の被所有
割合 
（％） 

関係内容 

取引の内容 
取引金額 
（千円） 

科目 
期末残高
（千円） 役員の 

兼任等 
事業上 
の関係 

役員及び

その近親

者 

大淵 雅次 － － 

当社 

代表 

取締役 

 社長 

直接 

67.80 
－ － 

賃貸借契約

の債務保証 

（注） 

－     － － 



（１株当たり情報） 

 （注） １株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は以下のとおりであります。 

前事業年度 
（自 平成16年12月１日 
至 平成17年11月30日） 

当事業年度 
（自 平成17年12月１日 
至 平成18年11月30日） 

１株当たり純資産額 4,273.63円

１株当たり当期純利益金額 1,095.16円

   

 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。 

 

１株当たり純資産額 384.44円

１株当たり当期純利益金額 63.66円

   

潜在株式調整後１株当たり当期

純利益金額 

  

 

63.40円

  

 当社は、平成18年4月19日付をもって、普通株式1株

につき20株の割合で分割しております。当該株式分割

が前事業年度期首に行われたと仮定した場合の前事業

年度における1株当たり情報は、以下のとおりになり

ます。 

１株当たり純資産額 213.68円

１株当たり当期純利益金額 54.75円

 潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額について

は、潜在株式が存在していないため記載しておりませ

ん。 

項目   
前事業年度 

（自 平成16年12月１日 
至 平成17年11月30日） 

当事業年度 
（自 平成17年12月１日 
至 平成18年11月30日） 

当期純利益 (千円) 251,885 302,566 

普通株主に帰属しない金額 (千円) 24,000 － 

（うち利益処分による役員賞与金）   (24,000)             － 

普通株式に係る当期純利益 (千円) 227,885 302,566 

期中平均株式数 (株) 208,084 4,752,548 

当期純利益調整額 （千円） － － 

普通株式増加数 

（うち新株予約権） 
（株）  

－ 

－ 

19,827 

（19,827) 

希薄化効果を有しないため潜在株式調

整後1株当たり当期純利益の算定に含ま

れなかった潜在株式の概要 

（千円） － － 



（重要な後発事象） 

前事業年度 
（自 平成16年12月１日 
至 平成17年11月30日） 

当事業年度 
（自 平成17年12月１日 
至 平成18年11月30日） 

１．当社は、平成18年３月15日開催の取締役会におい

て、当社株式の分割を決議いたしました。 

(1）平成18年４月19日付をもって、普通株式１株につ

き20株に分割します。 

① 分割により増加する株式数 

 普通株式とし、平成18年４月18日最終の発行済

株式総数に20を乗じた株式数とする。 

② 分割方法 

 普通株式とし、平成18年４月18日最終の株主名

簿に記載または記録された株主の所有株式数を、

１株につき20株の割合をもって分割する。 

(2）配当起算日 

 平成17年12月１日 

 当該株式分割が前期首に行われたと仮定した場合

の前期における１株当たり情報及び当期首に行われ

たと仮定した場合の当期における１株当たり情報

は、それぞれ以下のとおりとなります。 

第７期 第８期 

１株当たり純資産額 
133円93銭 

１株当たり純資産額 
213円68銭 

１株当たり当期純利益 
45円40銭 

１株当たり当期純利益 
54円75銭 

潜在株式調整後１株当た
り当期純利益金額 

潜在株式調整後１株当
たり当期純利益金額 

 潜在株式が存在しない
ため記載しておりませ
ん。 

同左 

１. 会社法第165条第2項の規定による定款の定めに基づ

く自己株式の取得 

    当社は、平成19年2月14日開催の取締役会において、

会社法第165条第3項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、自己株式を買い受けることを

決議いたしました。 

 （1）自己株式の取得を行う理由 

    経済情勢の変化に対応した機動的な資本政策を遂行

   するため  

  （2）取得の内容 

   ① 取得する株式の種類 

    当社普通株式 

   ② 取得する株式の総数 

       250,000株（上限） 

       (発行済株式総数に対する割合 4.84％) 

    ③ 株式の取得価額の総額 

       300,000千円（上限） 

    ④ 取得期間 

       平成19年2月15日から平成19年11月30日まで 

  

 （ご参考）平成18年11月30日時点の自己株式の保有状況 

    発行済株式総数（自己株式を除く） 

               5,162,000株 

    自己株式数          －株 

                    



前事業年度 
（自 平成16年12月１日 
至 平成17年11月30日） 

当事業年度 
（自 平成17年12月１日 
至 平成18年11月30日） 

２．当社は、旧商法第280条ノ20及び第280条ノ21の規定

に基づき、平成18年４月24日開催の臨時株主総会及び

同日開催の取締役会においてストックオプションとし

て新株予約権の発行を決議し、平成18年４月24日付で

発行しております。 

(1）発行した新株予約権の数         600個 

(2）新株予約権の目的となる株式の種類及び数 

(3）新株予約権の発行価額 

無償 

(4）新株予約権の行使時の払込金額 

(5）新株予約権の行使により株式を発行する場合の株

式の発行価額及び資本組入額 

(6）新株予約権の行使期間 

 平成20年5月1日から平成28年3月31日 

(7）新株予約権の行使の条件 

① 新株予約権の割当を受けた者（以下「新株予約

権者」という。）は、権利行使時において当社

の取締役または従業員いずれかの地位を保有し

ていること、あるいは、当社と顧問契約を締結

している場合に限り新株予約権を行使すること

ができる。ただし、定年退職その他取締役会が

正当な理由があると認めた場合は、この限りで

はない。 

② 新株予約権者が死亡した場合、その者の相続人

は新株予約権を行使することができる。 

③ その他の条件は、株主総会決議及び取締役会決

議に基づき、当社と新株予約権者との間で締結

する「新株予約権割当契約書」に定めるところ

による。 

④ 新株予約権者は、当社普通株式にかかる株券が

上場された場合に限り、新株予約権を行使する

ことができる。 

(8）新株予約権の譲渡に関する事項 

 新株予約権を譲渡するには取締役会の承認を要す

るものとする。 

普通株式 60,000株

１株当たり 565円

発行価額 565円

資本組入額 283円

  

  

 ───── 

  

  

  

  

  

  

  

 



⑥【附属明細表】 

【有価証券明細表】 

【株式】 

【有形固定資産等明細表】 

 （注） 当期増加額のうち主なものは次のとおりであります。 

     建物     新規出店による増加額 493,570千円 

     工具器具備品 新規出店による増加額 144,485千円 

     建設仮勘定  新規出店による増加額 607,495千円 

当期減少額のうち主なものは次のとおりであります。 

     建物     退店等による減少額   40,882千円 

【借入金等明細表】 

 （注）平均利率については、期末借入金残高に対する加重平均利率を記載しております。 

  

投資有価証

券 

その他有

価証券 

銘柄 株式数（株） 
貸借対照表計上額 

（千円） 

イオンモール㈱ 536.09 3,269 

㈱ダイヤモンドシティ 300.00 1,524 

計 836.09 4,793 

資産の種類 
前期末残高 
（千円） 

当期増加額 
（千円） 

当期減少額 
（千円） 

当期末残高 
（千円） 

当期末減価償
却累計額又は
償却累計額 
（千円） 

当期償却額 
（千円） 

差引当期末残
高（千円） 

有形固定資産               

建物 829,708 493,570 40,882 1,282,397 309,681 126,284 972,715 

工具器具備品 146,590 144,485 2,810 288,265 123,619 59,900 164,646 

建設仮勘定 3,068 607,495 584,294 26,269 - - 26,269 

有形固定資産計 979,366 1,245,551 627,986 1,596,931 433,300 186,185 1,163,631 

無形固定資産計 1,969 1,490 - 3,459 706 569 2,752 

長期前払費用 51,879 278 28,141 24,015 13,369 2,257 10,646 

区分 
前期末残高 
（千円） 

当期末残高 
（千円） 

平均利率 
（％） 

返済期限 

１年以内に返済予定の長期借入金 144,904 71,645 1.52 － 

長期借入金 

（１年以内に返済予定のものを除く） 
71,645 － － － 

計 216,549 71,645 1.52 － 



【引当金明細表】 

 （注） 貸倒引当金の当期減少額（その他）は、洗替計算による戻入額であります。 

区分 
前期末残高 
（千円） 

当期増加額 
（千円） 

当期減少額 
（目的使用） 
（千円） 

当期減少額 
（その他） 
（千円） 

当期末残高 
（千円） 

貸倒引当金 1,725 － － 300 1,425 

役員退職慰労引当金 88,719 23,929 － － 112,648 



(2）【主な資産及び負債の内容】 

① 現金及び預金 

② 売上預け金 

(イ）相手先別内訳 

(ロ）売上預け金の発生及び回収並びに滞留状況 

 （注） 当期発生高には消費税等が含まれております。 

③ 原材料 

区分 金額（千円） 

現金 13,113 

預金   

普通預金 585,722 

定期預金 60,000 

小計 645,722 

合計 658,836 

相手先別 金額（千円） 

イオン㈱ 136,919 

イオンモール㈱ 114,952 

㈱ダイヤモンドシティ 82,574 

㈱イズミ 14,687 

㈱イトーヨーカ堂 12,583 

その他 51,468 

合計 413,185 

前期繰越高 
（千円） 

当期発生高 
（千円） 

当期回収高 
（千円） 

次期繰越高 
（千円） 

回収率（％） 滞留期間（日） 

(A) (B) (C) (D) 
(C) 

───── 
(A) ＋ (B) 

× 100 

(A) ＋ (D) 
───── 
２ 

────── 
(B) 

───── 
365 

317,151 5,985,268 5,889,234 413,185 93.4 22.3 

品目 金額（千円） 

調味料・パスタ 7,412 

ドリンク 4,535 

生鮮食料品 4,411 

ソース 3,205 

その他 4,328 

合計 23,894 



④ 敷金・保証金 

⑤ 買掛金 

⑥ 未払金 

⑦ 未払法人税等 

相手先 金額（千円） 

イオンモール㈱ 147,624 

イオン㈱ 142,830 

㈱ダイヤモンドシティ 141,117 

㈱イズミ 36,530 

㈱イトーヨーカ堂 17,938 

その他 54,449 

合計 540,488 

相手先 金額（千円） 

ユーシーシーフーヅ㈱ 36,842 

尾家産業㈱ 15,686 

岩田産業㈱ 4,656 

伊藤ハム販売㈱ 4,062 

ユーシーシーフーヅサプライ㈱登別支店 2,716 

その他 62,841 

合計 126,806 

相手先 金額（千円） 

当社従業員 168,839 

イオン㈱ 37,946 

イオンモール㈱ 29,815 

松山西社会保険事務所 25,793 

㈱ダイヤモンドシティ 17,496 

その他 167,073 

合計 446,964 

税目 金額（千円） 

法人税 105,637 

事業税 32,802 

市町村民税 18,047 

道府県民税 8,508 

合計 164,995 



(3）【その他】 

  該当事項はありません。 



第６【提出会社の株式事務の概要】 

決算期 11月30日 

定時株主総会 毎事業年度終了後３ヶ月以内 

基準日 11月30日 

株券の種類 100株券、1,000株券、10,000株券 

中間配当基準日 ５月31日 

１単元の株式数 100株 

株式の名義書換え   

取扱場所 
大阪市中央区伏見町三丁目６番３号 

三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社大阪証券代行部 

株主名簿管理人 
東京都千代田区丸の内一丁目４番５号 

三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社 

取次所 三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社全国本支店 

名義書換手数料 無料 

新券交付手数料 無料 

単元未満株式の買取り   

取扱場所 
大阪市中央区伏見町三丁目６番３号 

三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社大阪証券代行部 

株主名簿管理人 
東京都千代田区丸の内一丁目４番５号 

三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社 

取次所 三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社全国本支店 

買取手数料 無料 

公告掲載方法 

電子公告の方法により行います。ただし、電子公告の方法によることができ

ない事故その他のやむを得ない事由が生じたときは、日本経済新聞に掲載い

たします。 

株主に対する特典 ────── 



第７【提出会社の参考情報】 

１【提出会社の親会社等の情報】 

 当社には、親会社等はありません。 

２【その他の参考情報】 

 当事業年度の開始日から有価証券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）有価証券届出書（有償一般募集増資及び売出し）及びその添付書類 

 平成18年６月８日四国財務局長に提出。 

(2）有価証券届出書の訂正届出書 

 平成18年６月23日及び平成18年７月４日四国財務局長に提出。 

 平成18年６月８日提出の有価証券届出書に係る訂正届出書であります。 

  



第二部【提出会社の保証会社等の情報】 

 該当事項はありません。 



独立監査人の監査報告書 

   平成18年５月30日 

株式会社パワーアップ    

 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 鍋嶋 明人  印 

 
指定社員 

業務執行社員
 公認会計士 北田  隆  印 

 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

社パワーアップの平成16年12月１日から平成17年11月30日までの第８期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損

益計算書、キャッシュ・フロー計算書、利益処分計算書及び附属明細表について監査を行った。この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、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準は、当監

査法人に財務諸表に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。監査は、試査を基礎とし

て行われ、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体としての

財務諸表の表示を検討することを含んでいる。当監査法人は、監査の結果として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企業会計の基準に準拠して、株式会社

パワーアップの平成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事業年度の経営成績及びキャッシュ・フロ

ーの状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。 

追記情報 

１．重要な後発事象に記載されているとおり、会社は平成18年３月15日開催の取締役会決議に基づき、平成18年４月19日

に株式分割による新株式を発行した。 

２．重要な後発事象に記載されているとおり、会社は平成18年４月24日開催の臨時株主総会で決議した商法第280条ノ20

及び第280条ノ21の規定に基づくストックオプションとしての新株予約権の発行について、平成18年４月24日開催の

取締役会において具体的内容を決議し新株予約権を発行した。 

 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 

 （注） 上記は、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、その原本は当社（有価証券届出書提出

会社）が別途保管しております。 



独立監査人の監査報告書 

   平成19年２月27日 

株式会社パワーアップ    

 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 北田  隆  印 

 
指定社員 

業務執行社員
 公認会計士 吉井  修  印 

 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

会社パワーアップの平成17年12月１日から平成18年11月30日までの第９期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、

損益計算書、株主資本等変動計算書、キャッシュ・フロー計算書及び附属明細表について監査を行った。この財務諸表の

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、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準は、当監

査法人に財務諸表に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。監査は、試査を基礎とし

て行われ、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体としての

財務諸表の表示を検討することを含んでいる。当監査法人は、監査の結果として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企業会計の基準に準拠して、株式会社

パワーアップの平成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事業年度の経営成績及びキャッシュ・フロ

ーの状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。 

追記情報 

１. 重要な会計方針の変更に記載のとおり、会社は当事業年度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財務諸表を作成している。 

２. 重要な会計方針の変更に記載のとおり、会社は当事業年度から役員賞与に関す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財務諸表を作成している。 

３．重要な後発事象に記載のとおり、会社は平成19年2月14日開催の取締役会において自己株式の取得に関する決議を行 

  った。 

 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 

 （注） 上記は、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、その原本は当社（有価証券報告書提出

会社）が別途保管しております。 
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