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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】

回次 第９期中 第10期中 第11期中 第９期 第10期

会計期間

自平成17年
12月１日
至平成18年
５月31日

自平成18年
12月１日
至平成19年
５月31日

自平成19年
12月１日
至平成20年
５月31日

自平成17年
12月１日
至平成18年

11月30日

自平成18年
12月１日
至平成19年

11月30日

売上高 （千円） － 3,421,703 3,491,387 5,694,308 6,739,395

経常利益 （千円） － 522,718 366,924 613,208 899,795

中間（当期）純利益 （千円） － 284,444 198,534 302,566 442,964

持分法を適用した場合の

投資損益
（千円） － － － － －

資本金 （千円） － 483,300 483,300 483,300 483,300

発行済株式総数 （株） － 5,162,000 5,162,000 5,162,000 5,162,000

純資産額 （千円） － 2,203,581 2,471,158 1,984,503 2,314,783

総資産額 （千円） － 3,206,009 3,404,147 2,969,835 3,416,530

１株当たり純資産額 （円） － 430.85 490.60 384.44 457.82

１株当たり中間（当期）

純利益金額
（円） － 55.25 39.32 63.66 86.65

潜在株式調整後１株当た

り中間(当期)純利益金額
（円） － 55.04 － 63.40 86.35

１株当たり配当額 （円） － － － 6.0 7.0

自己資本比率 （％） － 68.7 72.6 66.8 67.8

営業活動による

キャッシュ・フロー
（千円） － 451,767 194,457 625,160 928,836

投資活動による

キャッシュ・フロー
（千円） － △187,838 △151,645 △775,083 △574,412

財務活動による

キャッシュ・フロー
（千円） － △104,940 △42,884 557,935 △185,017

現金及び現金同等物の中

間期末（期末）残高
（千円） － 757,827 768,172 598,837 768,245

従業員数

（外,平均臨時雇用者数）
（人）

－

(－)

177

(612)

214

(608)

183

(573)

194

(616)

　（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、中間連結会計期間及び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。また、第10期中間会計期間より中間財務諸表を作成している

ため、それ以前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．第11期中の潜在株式調整後１株当たり中間（当期）純利益金額については、希薄化効果を有している潜在株

式が存在しないため記載しておりません。

５．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。

６．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。
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２【事業の内容】

　　　当中間会計期間において、当社が営む事業の内容について、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20年５月31日現在

従業員数（人） 214　 （608）

 （注）従業員数は就業人員であり、臨時雇用者は（　）内に当中間会計期間の平均人員（１日８時間換算）を外数で

　　　 記載しております。

　

(2）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。
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第２【事業の状況】
（注）下記金額には、消費税等は含まれておりません。

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、米国のサブプライム問題に起因する金融市場の混乱や原油・原材料の高騰

など、依然として不透明な状況にあります。また、身近な生活関連商品の値上げによる家計への圧迫感から消費者心理

の悪化も相まって個人消費動向は回復の兆しが見えない状況にあります。

　外食産業におきましても、世界的な食材価格の高騰や労働力不足による人件費の高騰、食の安全に対する消費者意識

の高まり、賃金の伸び悩みなどにより消費者心理は好転せず、依然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「お客様に感動を届ける」という経営理念のもとお客様の立場にたった視点を重視し、

既存店舗のマネージメント力・オペレーション力・サービスレベルの向上に努め、食材仕入れの見直しや食材管理の

効率化を図り、新規店舗の出店を立ち上げ、企業体質の強化に取り組んでまいりました。

　当中間会計期間の新規店舗展開につきましては、イタリア家庭料理「元祖にんにくや」1店舗、ナポリ食堂「まかな

い亭」1店舗、神戸洋食亭「北野グリル」2店舗、イタリアン「マンマ・ヴォーノ」1店舗を新規出店し、合計新規5店舗

を出店いたしました。また、全体営業店舗数は69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3,491,387千円（前年同期比2.0％増）、経常利益366,924千円（前年同期比

29.8％減）、中間純利益198,534千円（前年同期比30.2％減）となりました。

　

(2）キャッシュ・フロー

　当中間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

194,457千円の獲得、投資活動によるキャッシュ・フローが151,645千円の使用、財務活動によるキャッシュ・フローが

42,884千円の使用となりました。その結果、当中間会計期間末の資金残高は768,172千円となりました。

　当中間会計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は、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194,457千円となりました。

　この主な要因は、税引前中間純利益346,720千円、減価償却費135,735千円、法人税等の支払額283,603千円等によるもの

であります。

　なお、前中間会計期間における営業活動の結果得られた資金は451,767千円でありました。この主な要因は、税引前中

間純利益489,276千円、減価償却費121,473千円、法人税等の支払額155,265千円等によるものであります。

　以上の結果、当中間会計期間における営業活動によるキャッシュ・フローは、前中間会計期間に比べ257,310千円の減

少となりました。

　

　（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151,645千円となりました。

　この主な要因は、有形固定資産の取得による支出164,155千円等によるものであります。

　なお、前中間会計期間における投資活動の結果使用した資金は187,838千円でありました。この主な要因は、有形固定

資産の取得による支出169,714千円等によるものであります。

　以上の結果、当中間会計期間における投資活動によるキャッシュ・フローは、前中間会計期間に比べ36,193千円の増

加となりました。

　

　（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42,884千円となりました。

　この主な要因は、自己株式の取得による支出7,492千円、配当金の支払額35,392千円によるものであります。

　なお、前中間会計期間における財務活動の結果使用した資金は104,940千円でありました。この主な要因は、長期借入

金の返済による支出38,325千円、自己株式の取得による支出35,643千円、配当金の支払額30,972千円によるものであり

ます。

　以上の結果、当中間会計期間における財務活動によるキャッシュ・フローは、前中間会計期間に比べ62,056千円の増

加となりました。
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２【仕入及び販売の状況】

(1）仕入実績

事業部門別

当中間会計期間
（自　平成19年12月１日
至　平成20年５月31日）

金額（千円） 前年同期比（％）

レストラン 778,036 102.73

フードコート 3,551 32.67

合計 781,587 101.74

　（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

事業部門別

当中間会計期間
（自　平成19年12月１日
至　平成20年５月31日）

金額（千円） 前年同期比（％）

レストラン 3,475,718 102.78

フードコート 15,669 39.29

合計 3,491,387 102.04

　（注）　上記の金額には、消費税等は含まれておりません。

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。
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第３【設備の状況】

１【主要な設備の状況】

当中間会計期間において、主要な設備の重要な異動は、以下のとおりであります。

　 平成20年5月31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

　関西地区

　　北野グリル等　　　　２店舗
　営業設備 47,878 15,077 62,955 ６（23）　

　中国地区

　　北野グリル等　　　　２店舗
　営業設備 42,560 14,818 57,379 ３（10）　

　四国地区

　　元祖にんにくや　　　１店舗
　営業設備 21,552 7,559 29,112 ６（15）　

 　（注）１．上記金額には消費税等は含まれておりません。

　　　　 ２．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。

　　　　 ３．「北野グリル」はハンバーグ料理、グリル料理を中心として開発した洋食レストランであります。

　

２【設備の新設、除却等の計画】

 　（1）重要な設備の新設等

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

　

 　（2）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の計画は、次のとおりであります。

事業所名 
（所在地） 

 設備の内容
 当中間会計期間末

帳簿価額
 （千円）

除却等の予定年月 
除却等による
減少能力

　元祖にんにくや　伊丹店

（兵庫県伊丹市）
　営業設備 0　 　平成20年９月 56席　

 （注）上記については、当中間会計期間において11,766千円の減損損失を計上しております。
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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】

種類 発行可能株式総数（株）

普通株式 16,000,000

計 16,000,000

②【発行済株式】

種類
中間会計期間末現在発行
数（株）
（平成20年５月31日）

提出日現在発行数（株）
（平成20年８月13日）

上場金融商品取引所名
又は登録認可金融商品
取引業協会名

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 － －

（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。

区分
中間会計期間末現在
（平成20年５月31日）

提出日の前月末現在
（平成20年７月31日）

新株予約権の数（個） 600 同左　

新株予約権のうち自己新株予約権の数（個） － －

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 － －

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 － －

　（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。
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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。

調整後払込金額 ＝ 調整前払込金額 ×
１

分割・併合の比率

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。

　 　 　 　
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

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。

（３）【ライツプランの内容】

 　　　　該当事項はありません。

　

（４）【発行済株式総数、資本金等の状況】

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19年12月１日

 ～

平成20年5月31日

　－ 5,162,000 － 483,300 －　 450,090

EDINET提出書類

株式会社パワーアップ(E03479)

半期報告書

 8/36



（５）【大株主の状況】

　 平成20年５月31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 東京都三鷹市 3,500 67.80　

株式会社南日本銀行 鹿児島県鹿児島市山下町１－１ 232 4.49

ノーザントラストカンパニー

エイブイエフシーリノーザン

トラストガンジーノントリー

ティークライアンツ

（常任代理人　香港上海銀行東

京支店）

 ２　ＣＯＰＴＨＡＬＬ　ＡＶＥＮＵＥ，

ＬＯＮＤＯＮ，ＥＣ２Ｒ７ＤＡ　ＵＫ

 

 

（東京都中央区日本橋３丁目11番１号）

 

202 3.91

株式会社パワーアップ 愛媛県松山市三番町６丁目８－７ 124 2.42

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 65 1.25

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）

ＷＡＲＡＮＤＥＢＥＲＧ　３，１０００　Ｂ

ＲＵＳＳＥＬＳ，ＢＥＬＧＩＵＭ

（東京都千代田区丸の内２丁目７番１号決済

事業部）

61 1.19

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

ピーエルシー

（常任代理人　モルガン・ス

タンレー証券株式会社）

２５　ＣＡＢＯＴ　ＳＱＵＡＲＥ，

ＣＡＮＡＲＹ　ＷＨＡＲＦ，ＬＯＮＤＯＮ　

Ｅ１４　４ＱＡ　ＥＮＧＬＡＮＤ

（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）

59 1.15

大西直子 北海道千歳市 50 0.96　

ジャフコV１－B号投資事業

有限責任組合

無限責任組合員　株式会社

ジャフコ

東京都千代田区丸の内１丁目８－２ 40 0.77

株式会社愛媛銀行 愛媛県松山市勝山町２丁目１ 40 0.77

計 － 4,375 84.76
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（６）【議決権の状況】

①【発行済株式】

　 平成20年５月31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） 普通株式　  124,900 － －

完全議決権株式（その他） 普通株式  5,036,600 50,366 －

単元未満株式 普通株式　　 　 500　　　 － －

発行済株式総数 5,162,000 － －

総株主の議決権 － 50,366 －

　

　

②【自己株式等】

　 平成20年５月31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（％）

株式会社パワーアップ
愛媛県松山市三番町

６丁目８－７
124,900 － 124,900 2.42

計 － 124,900 － 124,900 2.42

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】

月別 平成19年12月 平成20年１月 ２月 ３月 ４月 ５月

最高（円） 770 751 465 448 420 408

最低（円） 710 391 395 348 375 380

　（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。

３【役員の状況】

　前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当半期報告書の提出日までにおいて、役員の異動はありません。
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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18年12月１日から平成19年５月31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19年12月１日から平成20年５月31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18年12月１日から平成19年５月31日ま

で）の中間財務諸表について、並びに、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、当中間会計期間（平成

19年12月１日から平成20年５月31日まで）の中間財務諸表について、監査法人トーマツにより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

　当社は子会社がありませんので、中間連結財務諸表を作成しておりません。
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１【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19年５月31日）

当中間会計期間末
（平成20年５月31日）

前事業年度の要約貸借対照表
（平成19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
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

（資産の部） 　          

Ⅰ　流動資産 　          

１．現金及び預金 　 793,826   798,172   840,244   

２．売上預け金 　 421,151   413,803   421,999   

３．原材料 　 24,494   34,059   32,937   

４．その他 　 93,398   103,175   105,690   

流動資産合計 　  1,332,870 41.6  1,349,212 39.6  1,400,873 41.0

Ⅱ　固定資産 　          

１．有形固定資産 ※１          

(1）建物 　 1,016,201   1,068,814   1,054,817   

(2）工具器具備品 　 167,880   175,215   173,977   

(3）その他 　 －   14,319   12,537   

有形固定資産合計 　 1,184,082   1,258,350   1,241,331   

２．無形固定資産 　 2,787   2,376   2,431   

３．投資その他の資産 　          

(1）敷金・保証金 　 572,871   678,559   665,642   

(2）その他 　 113,397   115,648   106,250   

投資その他の資産合計 　 686,269   794,207   771,893   

固定資産合計 　  1,873,138 58.4  2,054,935 60.4  2,015,656 59.0

資産合計 　  3,206,009 100.0  3,404,147 100.0  3,416,530 100.0

　 　          

（負債の部） 　          

Ⅰ　流動負債 　          

１．買掛金 　 128,266   135,799   133,033   

２．１年内返済予定長期借
入金

　 33,320   －   －   

３．未払金 　 398,112   437,151   464,325   

４．未払法人税等 　 261,758   163,975   292,725   

５．その他 　 56,082   44,677   72,987   

流動負債合計 　  877,540 27.4  781,604 23.0  963,072 28.2

Ⅱ　固定負債 　          

１. 役員退職慰労引当金 　 124,888   150,798   137,208   

２. リース資産減損勘定 　 －   586   1,466   

固定負債合計 　  124,888 3.9  151,384 4.4  138,674 4.0

負債合計 　  1,002,428 31.3  932,989 27.4  1,101,746 32.2
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前中間会計期間末
（平成19年５月31日）

当中間会計期間末
（平成20年５月31日）

前事業年度の要約貸借対照表
（平成19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
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

（純資産の部） 　          

Ⅰ　株主資本 　          

１．資本金 　  483,300 15.1  483,300 14.2  483,300 14.1

２．資本剰余金 　          

資本準備金 　 450,090   450,090   450,090   

資本剰余金合計 　  450,090 14.0  450,090 13.2  450,090 13.2

３．利益剰余金 　          

その他利益剰余金 　          

　別途積立金 　 700,000   700,000   700,000   

　繰越利益剰余金 　 603,724   925,386   762,245   

利益剰余金合計 　  1,303,724 40.7  1,625,386 47.8  1,462,245 42.8

４. 自己株式 　  △35,643 △1.1  △88,826 △2.6  △81,439 △2.3

株主資本合計 　  2,201,471 68.7  2,469,950 72.6  2,314,195 67.8

Ⅱ　評価・換算差額等 　          

その他有価証券評価差
額金

　  2,110 0.0  1,208 0.0  588 0.0

評価・換算差額等合計 　  2,110 0.0  1,208 0.0  588 0.0

純資産合計 　  2,203,581 68.7  2,471,158 72.6  2,314,783 67.8

負債・純資産合計 　  3,206,009 100.0  3,404,147 100.0  3,416,530 100.0
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②【中間損益計算書】

　 　
前中間会計期間

（自　平成18年12月１日
至　平成19年５月31日）

当中間会計期間
（自　平成19年12月１日
至　平成20年５月31日）

前事業年度の要約損益計算書
（自　平成18年12月１日
至　平成19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
（％）

金額（千円）
百分比
（％）

Ⅰ　売上高 　  3,421,703 100.0  3,491,387 100.0  6,739,395 100.0

Ⅱ　売上原価 　  767,633 22.4  780,464 22.4  1,508,107 22.4

売上総利益 　  2,654,070 77.6  2,710,922 77.6  5,231,288 77.6

Ⅲ　販売費及び一般管理費 　  2,141,705 62.6  2,353,959 67.4  4,353,482 64.6

営業利益 　  512,364 15.0  356,963 10.2  877,806 13.0

Ⅳ　営業外収益 ※１  11,815 0.3  12,807 0.4  25,363 0.4

Ⅴ　営業外費用 ※２  1,461 0.0  2,846 0.1  3,373 0.0

経常利益 　  522,718 15.3  366,924 10.5  899,795 13.4

Ⅵ　特別利益 　  － －  － －  － －

Ⅶ　特別損失 ※3、4  33,442 1.0  20,204 0.6  88,967 1.4

税引前中間（当期）
純利益

　  489,276 14.3  346,720 9.9  810,828 12.0

法人税、住民税及び事
業税

　 252,027   154,854   422,535   

法人税等調整額 　 △47,195 204,832 6.0 △6,668 148,185 4.2 △54,670 367,864 5.4

中間（当期）純利益 　  284,444 8.3  198,534 5.7  442,964 6.6
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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18年12月１日　至　平成19年５月31日）

　

株主資本

資本金

資本剰余金 　  利益剰余金 　

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

別途積立金
繰越利益剰
余金

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

中間会計期間中の変動額         

剰余金の配当（注） － － － － △30,972 △30,972 － △30,972

中間純利益 － － － － 284,444 284,444 － 284,444

自己株式の取得 － － － － － － △35,643 △35,643

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）

－ － － － 253,472 253,472 △35,643 217,829

平成19年５月31日　残高
（千円）

483,300 450,090 450,090 700,000 603,724 1,303,724 △35,643 2,201,471

　

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18年11月30日　残高
（千円）

860 860 1,984,503

中間会計期間中の変動額    

剰余金の配当（注） － － △30,972

中間純利益 － － 284,444

自己株式の取得 － － △35,643

株主資本以外の項目の中間会
計期間中の変動額（純額）

1,250 1,250 1,250

中間会計期間中の変動額合計
（千円）

1,250 1,250 219,079

平成19年５月31日　残高
（千円）

2,110 2,110 2,203,581

 　（注）平成19年２月の定時株主総会における利益処分項目であります。

当中間会計期間（自　平成19年12月１日　至　平成20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

その他利益剰余金
利益剰余金
合計

別途積立金
繰越利益剰
余金

平成19年11月30日　残高
（千円）

483,300 450,090 450,090 700,000 762,245 1,462,245 △81,439 2,314,195

中間会計期間中の変動額         

剰余金の配当 － － － － △35,392 △35,392 － △35,392

中間純利益 － － － － 198,534 198,534 － 198,534

自己株式の取得 － － － － － － △7,387 △7,387

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）

－ － － － 163,141 163,141 △7,387 155,754

平成20年５月31日　残高
（千円）

483,300 450,090 450,090 700,000 925,386 1,625,386 △88,826 2,469,950
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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11月30日　残高
（千円）

588 588 2,314,783

中間会計期間中の変動額    

剰余金の配当 － － △35,392

中間純利益 － － 198,534

自己株式の取得 － － △7,387

株主資本以外の項目の中間会
計期間中の変動額（純額）

619 619 619

中間会計期間中の変動額合計
（千円）

619 619 156,374

平成20年５月31日　残高
（千円）

1,208 1,208 2,471,158

　

前事業年度の株主資本等変動計算書（自　平成18年12月１日　至　平成19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

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

事業年度中の変動額         

剰余金の配当 － － － － △30,972 △30,972 － △30,972

当期純利益 － － － － 442,964 442,964 － 442,964

自己株式の取得 － － － － － － △81,439 △81,439

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）

－ － － － 411,992 411,992 △81,439 330,553

平成19年11月30日　残高
（千円）

483,300 450,090 450,090 700,000 762,245 1,462,245 △81,439 2,314,195

　

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18年11月30日　残高
（千円）

860 860 1,984,503

事業年度中の変動額    

剰余金の配当 － － △30,972

当期純利益 － － 442,964

自己株式の取得 － － △81,439

株主資本以外の項目の事業年
度中の変動額（純額）

△272 △272 △272

事業年度中の変動額合計
（千円）

△272 △272 330,281

平成19年11月30日　残高
（千円）

588 588 2,314,783
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④【中間キャッシュ・フロー計算書】

　 　
前中間会計期間

（自　平成18年12月１日
至　平成19年５月31日）

当中間会計期間
（自　平成19年12月１日
至　平成20年５月31日）

前事業年度の要約
キャッシュ・フロー計算書
（自　平成18年12月１日
至　平成19年11月30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 　 489,276 346,720 810,828

２．減価償却費 　 121,473 135,735 265,060

３．役員退職慰労引当金の増加額 　 12,240 13,590 24,560

４．敷金解約損 　 278 94 398

５. 自己株式取得費用 　 － 105 961

６．貸倒引当金の減少額 　 △1,425 － △1,425

７．受取利息及び受取配当金 　 △438 △968 △1,268

８．支払利息 　 528 219 895

９. 固定資産除却損 　 967 3,421 2,147

10．減損損失 　 27,974 11,766 67,163

11. 店舗閉店損失 　 4,500 5,016 19,656

12．売上債権の増減額（△は増加） 　 △7,966 8,195 △8,814

13．たな卸資産の増加額 　 △599 △1,122 △9,042

14．仕入債務の増加額 　 1,459 2,766 6,226

15. 未払金の増減額（△は減少） 　 △48,852 △27,174 17,361

16．その他 　 7,683 △21,048 28,508

小計 　 607,098 477,315 1,223,214

17．利息及び配当金の受取額 　 438 968 1,268

18．利息の支払額 　 △504 △223 △841

19．法人税等の支払額 　 △155,265 △283,603 △294,805

営業活動によるキャッシュ・フロー 　 451,767 194,457 928,836

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 　 △36,000 △30,000 △72,000

２．定期預金の払出による収入 　 60,000 72,000 60,000

３．有形固定資産の取得による支出 　 △169,714 △164,155 △407,657

４．投資有価証券の取得による支出 　 △618 △613 △1,228

５．敷金・保証金の差入による支出 　 △40,273 △19,918 △146,083

６．敷金・保証金の返還による収入 　 1,782 685 1,762

７．その他 　 △3,015 △9,643 △9,206

投資活動によるキャッシュ・フロー 　 △187,838 △151,645 △574,412
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前中間会計期間

（自　平成18年12月１日
至　平成19年５月31日）

当中間会計期間
（自　平成19年12月１日
至　平成20年５月31日）

前事業年度の要約
キャッシュ・フロー計算書
（自　平成18年12月１日
至　平成19年11月30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．長期借入金の返済による支出 　 △38,325 － △71,645

２. 自己株式の取得による支出 　 △35,643 △7,492 △82,400

３. 配当金の支払額 　 △30,972 △35,392 △30,972

財務活動によるキャッシュ・フロー 　 △104,940 △42,884 △185,017

Ⅳ　現金及び現金同等物の増減額（△は減少) 　 158,990 △72 169,408

Ⅴ　現金及び現金同等物の期首残高 　 598,837 768,245 598,837

Ⅵ　現金及び現金同等物の中間期末（期末）残
高

※ 757,827 768,172 768,245
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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18年12月１日
至　平成19年５月31日）

当中間会計期間
（自　平成19年12月１日
至　平成20年５月31日）

前事業年度
（自　平成18年12月１日
至　平成19年11月30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

同左

　

(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）

　 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

最終仕入原価法による原価法

(3）たな卸資産

原材料

同左

(3）たな卸資産

原材料

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

　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

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

(追加情報)

　当中間会計期間より、法人税法の

改正に伴い、平成19年３月31日以前

に取得した有形固定資産で改正前

の法人税法に基づき償却可能限度

額まで償却した資産について、その

残存簿価を償却可能限度額に達し

た事業年度の翌事業年度以後５年

間で備忘価額まで均等償却を行う

方法によっております。これに伴う

影響は軽微であります。

(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　

　

　

　 (2）無形固定資産

定額法

　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

　

(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

(3）長期前払費用

同左

３．引当金の計上基準 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、内規に基づく中間会計期間末要支

給額を計上しております。

役員退職慰労引当金

同左

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。

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．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

 

EDINET提出書類

株式会社パワーアップ(E03479)

半期報告書

19/36



項目
前中間会計期間

（自　平成18年12月１日
至　平成19年５月31日）

当中間会計期間
（自　平成19年12月１日
至　平成20年５月31日）

前事業年度
（自　平成18年12月１日
至　平成19年11月30日）

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

　税抜方式によっております。

　なお、仮払消費税等及び仮受消費税

等は相殺のうえ、流動負債の「その

他」として表示しております。

消費税等の会計処理

　同左

　

消費税等の会計処理

　税抜方式によっております。

中間財務諸表作成の基本となる重要な事項の変更

前中間会計期間
（自　平成18年12月１日
至　平成19年５月31日）

当中間会計期間
（自　平成19年12月１日
至　平成20年５月31日）

前事業年度
（自　平成18年12月１日
至　平成19年11月30日）

１.　（有形固定資産の減価償却の方法）

　当中間会計期間より、平成19年税制改正に伴

い、平成19年４月１日以降に取得した有形固定

資産については、改正後の法人税法に基づく減

価償却の方法によっております。

　なお、この変更による営業利益、経常利益及び

税引前中間純利益に与える影響は軽微であり

ます。

　

 ――――――――――

　１.　（有形固定資産の減価償却の方法）

　当事業年度より、平成19年税制改正に伴い、

平成19年4月1日以降に取得した有形固定資産

については、改正後の法人税法に基づく減価

償却の方法によっております。

　なお、この変更により営業利益、経常利益及

び税引前当期純利益が、それぞれ6,719千円減

少しております。
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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５月31日）

当中間会計期間末
（平成20年５月31日）

前事業年度末
（平成19年11月30日）

※１　有形固定資産の減価償却累計額

554,144千円

※１　有形固定資産の減価償却累計額

775,466千円

※１　有形固定資産の減価償却累計額

652,185千円

（中間損益計算書関係）

前中間会計期間
（自　平成18年12月１日
至　平成19年５月31日）

当中間会計期間
（自　平成19年12月１日
至　平成20年５月31日）

前事業年度
（自　平成18年12月１日
至　平成19年11月30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

販売協力金 6,552千円 販売協力金 6,420千円 販売協力金 14,433千円

※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 528千円 支払利息 219千円 支払利息 895千円

※３　特別損失のうち主要なもの ※３　特別損失のうち主要なもの ※３　特別損失のうち主要なもの

減損損失 27,974千円 減損損失 11,766千円 減損損失 67,163千円

※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。

※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。

※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 27,974千円

用途 種類 金額

店舗

（柏店）

建物、工具器

具備品
27,974千円

減損損失 11,766千円

用途 種類 金額

店舗

（伊丹店）

建物、工具器

具備品
11,766千円

減損損失 67,163千円

用途 種類 金額

店舗

(柏店、岐阜にん

にん店、姫路大

津店、盛岡店)

建物、工具器

具備品、リー

ス資産

67,163千円

減損損失の内訳 減損損失の内訳 減損損失の内訳

建物 22,696千円

工具器具備品 5,278千円

　合計 27,974千円

建物 11,609千円

工具器具備品 156千円

　合計 11,766千円

建物 56,302千円

工具器具備品 9,248千円

リース資産 1,612千円

　合計 67,163千円

　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、正味売却価額により測

定しており、減価償却計算に用いられる税

法規定等に基づく備忘価額により評価し

ております。

　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、正味売却価額により測

定しており、減価償却計算に用いられる税

法規定等に基づく備忘価額により評価し

ております。

　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、正味売却価額により測

定しており、減価償却計算に用いられる税

法規定等に基づく備忘価額により評価し

ております。

　５　減価償却実施額 　５　減価償却実施額 　５　減価償却実施額

有形固定資産 121,103千円

無形固定資産 349千円

有形固定資産 135,369千円

無形固定資産 366千円

有形固定資産 264,222千円

無形固定資産 705千円
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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18年12月１日　至　平成19年５月31日）

１．発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項

　
前事業年度末
株式数

当中間会計期間
増加株式数

当中間会計期間
減少株式数

当中間会計期間末
株式数

発行済株式     

普通株式 5,162,000株 － － 5,162,000株

合計 5,162,000株 　　－ － 5,162,000株

自己株式 　 　 　 　

普通株式（注） － 47,500株 － 47,500株

合計 － 47,500株 － 47,500株

　　（注）自己株式の増加47,500株は、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であり

　　　　　ます。

　

２．配当に関する事項

(1）配当金支払額

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

(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後となるもの

該当事項はありません。

当中間会計期間（自　平成19年12月１日　至　平成20年５月31日）

１．発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項

　
前事業年度末
株式数

当中間会計期間
増加株式数

当中間会計期間
減少株式数

当中間会計期間末
株式数

発行済株式     

普通株式 5,162,000株 －　 －　 5,162,000株

合計 5,162,000株 －　 －　 5,162,000株

自己株式 　 　 　 　

普通株式（注） 105,942株 19,000株 －　 124,942株

合計 105,942株 19,000株 －　 124,942株

　　（注）自己株式の増加19,000株は、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であり

　　　　　ます。

　

２．配当に関する事項

(1）配当金支払額

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20年２月26日

定時株主総会
普通株式 35,392千円 7円 平成19年11月30日 平成20年２月27日

(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後となるもの

該当事項はありません。

前事業年度（自　平成18年12月１日　至　平成19年11月30日）

１．発行済株式の種類及び総数に関する事項
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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
株式数

発行済株式     

普通株式 5,162,000株 － － 5,162,000株

合計 5,162,000株 　　－ － 5,162,000株

自己株式 　 　 　 　

普通株式（注） － 105,942株 － 105,942株

合計 － 105,942株 － 105,942株

　　（注）自己株式の増加105,942株は、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105,900株及

び単元未満株式の買取による取得42株であります。

　

２．配当に関する事項

(1）配当金支払額

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

(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。

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20年２月26日

定時株主総会
普通株式 　35,392千円 利益剰余金 7円 平成19年11月30日 平成20年２月27日
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（中間キャッシュ・フロー計算書関係）

前中間会計期間
（自　平成18年12月１日
至　平成19年５月31日）

当中間会計期間
（自　平成19年12月１日
至　平成20年５月31日）

前事業年度
（自　平成18年12月１日
至　平成19年11月30日）

※　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19年５月31日現在） （平成20年５月31日現在） （平成19年11月30日現在）

現金及び預金勘定 793,826千円

預入期間が３ヶ月を超

える定期預金
△36,000千円

現金及び現金同等物 757,827千円

現金及び預金勘定 798,172千円

預入期間が３ヶ月を超

える定期預金
△30,000千円

現金及び現金同等物 768,172千円

現金及び預金勘定 840,244千円

預入期間が３ヶ月を超

える定期預金
△72,000千円

現金及び現金同等物 768,245千円
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（リース取引関係）

前中間会計期間
（自　平成18年12月１日
至　平成19年５月31日）

当中間会計期間
（自　平成19年12月１日
至　平成20年５月31日）

前事業年度
（自　平成18年12月１日
至　平成19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

リース物件の所有権が借主に移転すると認め

られるもの以外のファイナンス・リース取引

１．リース物件の取得価額相当額、減価償却累

計額相当額、減損損失累計額相当額及び中

間期末残高相当額

１．リース物件の取得価額相当額、減価償却累

計額相当額、減損損失累計額相当額及び中

間期末残高相当額

１．リース物件の取得価額相当額、減価償却累

計額相当額、減損損失累計額相当額及び期

末残高相当額

　
取得価額
相当額
（千円）

減価償却
累計額相
当額
（千円）

中間期末
残高相当
額
（千円）

工具器具備
品

228,523 164,237 64,285

車両運搬具 22,570 17,696 4,873

ソフトウェ
ア

5,000 3,166 1,833

合計 256,093 185,101 70,992

　

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）

工具器具
備品

201,659 177,402 1,612 22,644

車両運搬
具

22,570 21,130 － 1,440

ソフト
ウェア

5,000 4,166 － 833

合計 229,229 202,698 1,612 24,917

　

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)　

期末残
高相当
額
（千円）

工具器具
備品

201,659 158,827 1,612 41,218

車両運搬
具

22,570 19,953 － 2,616

ソフト
ウェア

5,000 3,666 － 1,333

合計 229,229 182,448 1,612 45,168

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 48,706千円

１年超 27,125千円

合計 75,831千円

リース資産減損勘定 －千円

１年内 25,286千円

１年超 1,252千円

合計 26,538千円

リース資産減損勘定 586千円

１年内 39,764千円

１年超 8,398千円

合計 48,162千円

リース資産減損勘定 1,466千円

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 26,817千円

リース資産減損勘定の取

崩額
－千円

減価償却費相当額 25,028千円

支払利息相当額 1,168千円

減損損失 －千円

支払リース料 21,624千円

リース資産減損勘定の取

崩額
879千円

減価償却費相当額 20,250千円

支払利息相当額 481千円

減損損失 －千円

支払リース料 52,873千円

リース資産減損勘定の取

崩額
146千円

減価償却費相当額 49,364千円

支払利息相当額 1,981千円

減損損失 1,612千円

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）

有価証券

１．その他有価証券で時価のあるもの

 
前中間会計期間末
（平成19年５月31日）

当中間会計期間末
（平成20年５月31日）

前事業年度末
（平成19年11月30日）

 取得原価
（千円）

中間貸借対
照表計上額
（千円）

差額
（千円）

取得原価
（千円）

中間貸借対
照表計上額
（千円）

差額
（千円）

取得原価
（千円）

貸借対照表
計上額
（千円）

差額
（千円）

株式 3,968 7,511 3,543 5,191 7,219 2,028 4,577 5,565 987

合計 3,968 7,511 3,543 5,191 7,219 2,028 4,577 5,565 987

２．時価評価されていない主な有価証券の内容

　該当事項はありません。

（デリバティブ取引関係）

デリバティブ取引の契約額等、時価及び評価損益

対象物の種類 取引の種類

前中間会計期間
（自　平成18年12月１日
至　平成19年５月31日）

当中間会計期間
（自　平成19年12月１日
至　平成20年５月31日）

前事業年度
（自　平成18年12月１日
至　平成19年11月30日）

契約額等
（千円）

時価
（千円）

評価損益
（千円）

契約額等
（千円）

時価
（千円）

評価損益
（千円）

契約額等
（千円）

時価
（千円）

評価損益
（千円）

金利 スワップ取引 100,000 △535 △535 100,000 △212 △212 100,000 △436 △436

　（注）　時価は、取引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。
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（ストック・オプション等関係）

前中間会計期間（自　平成18年12月１日　至　平成19年５月31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

　
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

 （注）株式数に換算して記載しております。

当中間会計期間（自　平成19年12月１日　至　平成20年５月31日）

　当中間会計期間に付与したストック・オプションはありません。

前事業年度（自　平成18年12月１日　至　平成19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

　
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 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

(2）ストック・オプションの規模及びその変動状況

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

式数に換算して記載しております。

①　ストック・オプションの数

　 　
平成18年

ストック・オプション

権利確定前 （株）  

前事業年度末 　 60,000

付与 　 －

失効 　 －

権利確定 　 －

未確定残 　 60,000
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平成18年

ストック・オプション

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 　 －

②　単価情報

　 　
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） －
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（持分法損益等）

前中間会計期間（自　平成18年12月１日　至　平成19年５月31日）

　該当事項はありません。

当中間会計期間（自　平成19年12月１日　至　平成20年５月31日）

　該当事項はありません。

前事業年度（自　平成18年12月１日　至　平成19年11月30日）

　該当事項はありません。
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（１株当たり情報）

前中間会計期間
（自　平成18年12月１日
至　平成19年５月31日）

当中間会計期間
（自　平成19年12月１日
至　平成20年５月31日）

前事業年度
（自　平成18年12月１日
至　平成19年11月30日）

１株当たり純資産額 430.85円

１株当たり中間純利益金額 55.25円

潜在株式調整後１株当たり

中間純利益金額
55.04円

１株当たり純資産額 490.60円

１株当たり中間純利益金額 39.32円

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、希薄化効果を有している潜在株

式が存在しないため記載しておりません。

１株当たり純資産額 457.82円

１株当たり当期純利益金額 86.65円

潜在株式調整後１株当たり

当期純利益金額
86.35円

　

　（注）　１株当たり中間（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。

項目
前中間会計期間

（自　平成18年12月１日
至　平成19年５月31日）

当中間会計期間
（自　平成19年12月１日
至　平成20年５月31日）

前事業年度
（自　平成18年12月１日
至　平成19年11月30日）

１株当たり中間（当期）純利益金額 　 　 　

中間（当期）純利益 (千円) 284,444 198,534 442,964

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 (千円) 284,444 198,534 442,964

期中平均株式数 (株) 5,148,755 5,049,758 5,112,213

潜在株式調整後１株当たり中間（当期）純利益金額    

中間（当期）純利益調整額 (千円) － － －

普通株式増加数
（株）

19,244 － 17,916

（うち新株予約権） （19,244） (－) (17,916)

希薄化効果を有しないため潜在株式調整後１株当た

り中間（当期）純利益の算定に含まれなかった潜在

株式の概要

－

平成18年４月24日臨時株主

総会決議によるストック・

オプション（普通株式

60,000株）

なお、これらの概要は「第

４提出会社の状況、１株式

等の状況、（２）新株予約

権等の状況」に記載のとお

りであります。

－
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（重要な後発事象）

前中間会計期間（自　平成18年12月１日　至　平成19年５月31日）

　該当事項はありません。

　

当中間会計期間（自　平成19年12月１日　至　平成20年５月31日）

　該当事項はありません。

　

前事業年度（自　平成19年12月１日　至　平成20年11月30日）

　該当事項はありません。
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（２）【その他】

該当事項はありません。
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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)自己株券買付状況報告書

報告期間（自　平成19年11月１日　至　平成19年11月30日）平成19年12月５日四国財務局長に提出。

(2)自己株券買付状況報告書の訂正報告書

平成19年12月５日に四国財務局長に提出。

報告期間（自　平成19年11月１日　至　平成19年11月30日）の自己株券買付状況報告書に係る訂正報告書であり

ます。

(3)有価証券報告書及びその添付書類

　事業年度（第10期）（自　平成18年12月１日　至　平成19年11月30日）平成20年２月27日四国財務局長に提出。

(4)自己株券買付状況報告書

報告期間（自　平成20年３月１日　至　平成20年３月31日）平成20年４月２日四国財務局長に提出。

(5)有価証券報告書の訂正報告書

平成20年４月８日に四国財務局長に提出。

事業年度（第10期）（自　平成18年12月１日　至　平成19年11月30日）の有価証券報告書に係る訂正報告書であ

ります。

(6)自己株券買付状況報告書

報告期間（自　平成20年４月１日　至　平成20年４月30日）平成20年５月２日四国財務局長に提出。

(7)自己株券買付状況報告書

報告期間（自　平成20年５月１日　至　平成20年５月31日）平成20年６月３日四国財務局長に提出。

(8)自己株券買付状況報告書

報告期間（自　平成20年６月１日　至　平成20年６月30日）平成20年７月２日四国財務局長に提出。

(9)自己株券買付状況報告書

報告期間（自　平成20年７月１日　至　平成20年７月31日）平成20年８月１日四国財務局長に提出。
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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。
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　 独立監査人の中間監査報告書 　

 平成19年８月６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18年12月１日から平成19年11月30日までの第10期事業年度の中
間会計期間（平成18年12月１日から平成19年５月31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、株式会社パワーアップの平成19年５月31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12月１日から平成19年５月31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

　

 （注）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、その原本は当社

　　　（半期報告書提出会社）が別途保管しております。
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　 独立監査人の中間監査報告書 　

 平成20年８月５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、金融商品取引法第１９３条の２第１項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19年12月１日から平成21年２月28日までの第11期事
業年度の中間会計期間（平成19年12月１日から平成20年５月31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、株式会社パワーアップの平成20年５月31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19年12月１日から平成20年５月31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

　

 （注）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、その原本は当社

　　　（半期報告書提出会社）が別途保管しております。
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