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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８期中、第10期中及び第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期中及び第９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、１株当たり中間(当期)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８期中 第９期中 第10期中 第８期 第９期

会計期間

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19年
  ６月１日 
至 平成19年 
  11月30日

自 平成17年 
  ６月１日 
至 平成18年 
  ５月31日

自 平成18年
  ６月１日 
至 平成19年 
  ５月31日

売上高 (千円) 2,087,809 2,088,925 2,110,179 4,161,216 4,191,382

経常利益又は経常損失(△) (千円) 47,609 △21,141 64,576 132,113 △109,337

中間(当期)純利益又は 
中間(当期)純損失(△)

(千円) 17,356 △33,324 56,128 7,585 △281,440

持分法を適用した場合の 
投資利益

(千円) ― ― ― ― ―

資本金 (千円) 429,215 429,215 429,215 429,215 429,215

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

純資産額 (千円) 1,028,536 969,569 776,936 1,017,422 721,512

総資産額 (千円) 2,449,821 2,267,361 2,371,898 2,408,667 2,213,899

１株当たり純資産額 (円) 199.57 188.16 150.78 197.45 140.02

１株当たり中間(当期) 
純利益金額又は中間 
(当期)純損失金額(△)

(円) 3.61 △6.47 10.89 1.52 △54.62

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) ― ― ― 3.00 ―

自己資本比率 (％) 42.0 42.8 32.8 42.2 32.6

営業活動による 
キャッシュ・フロー

(千円) 56,278 △11,213 153,012 184,930 △31,773

投資活動による 
キャッシュ・フロー

(千円) △208,946 △151,317 △25,852 △472,163 △298,611

財務活動による 
キャッシュ・フロー

(千円) 518,339 △87,492 72,342 472,245 98,461

現金及び現金同等物 
の中間期末(期末)残高

(千円) 530,680 99,996 317,598 350,019 118,096

従業員数 
(外、平均臨時雇用者数)

(名)
101
(349)

106
(386)

104
(378)

102
(366)

107
(402)



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19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) 104 (378)



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、引き続き堅調な企業業績を背景とし雇用情勢の改善及び個

人消費の増加等、概ね安定的に推移しておりますが、原油価格の高騰や米国のサブプライムローン問

題による世界的な金融収縮といった新たな不安材料も増えてきました。 

 このような経済情勢の中、当社主力事業であるマルチメディアカフェ事業の業界は、市場が急成長

期から成熟の直前期に差し掛かっている状況であり、出店競争や価格競争に加え、各社各店舗の選別

が進み、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、前事業年度に新規出店した店舗の初期コストが経営に与えた影響は大き

く、赤字化した要因となったことから、当事業年度は新規出店を抑制し、既存店の営業力の強化、全

社的経費の見直しを軸とした収益改善を図ることに方針転換いたしました。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、前事業年度に出店した直営店舗が期初から営業したこと等により

売上高は1,423百万円（前年同期比101.4％）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、社員・スタッフの挨拶や接客力の向上、清潔感を保つための清掃強化とい

ったサービスの基本を徹底的に教育、指導してまいりました。また、ハイスペックパソコン95台を

新たに導入し、顧客満足度を高めるための投資を行いました。店舗数につきましては、当中間会計

期間では新規出店、退店はありませんが、前事業年度の第３四半期以降に１店舗を出店し、２店舗

退店したことにより、当中間会計期間末の店舗数は34店舗（前中間会計期間末35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1,381百万円（前年同期比101.5％）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、出店

時の加盟金による売上高の計上はなく、日々の営業活動から生じる既存加盟先企業からのロイヤル

ティ収入及び備品販売による売上高の計上となりました。 

  店舗数につきましては、当中間会計期間に１店舗退店しておりますが、前事業年度の第３四半期

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18年６月１日 （自 平成19年６月１日 （自 平成18年６月１日

   至 平成18年11月30日)   至 平成19年11月30日)   至 平成19年５月31日)

マルチメディア 
カフェ事業

直営事業 1,361,045 1,381,011 2,660,759

フランチャイズ事業 43,234 42,587 89,248

小計 1,404,279 1,423,598 2,750,007

カラオケ事業 517,774 527,316 1,095,458

その他事業 166,871 159,264 345,916

合計 2,088,925 2,110,179 4,191,382



以降に立地移転のために一時的に閉店していた加盟先が開店したことにより前中間会計期間末と

同じ16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42百万円（前年同期比98.5％）となりました。 

    

  （カラオケ事業）  

カラオケ事業は、ドリンクバーの有料化や飲み放題等の価格体系を見直すとともに、新価格に見

合った接客レベルのアップを図りお客様サービスの向上に努めてまいりました。店舗数につきまし

ては、当中間会計期間では新規出店、退店はありませんが、前事業年度の第３四半期以降新規に１

店舗を出店し、１店舗を退店したことにより、当中間会計期間末の店舗数は前中間会計期間末と同

じ16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527百万円（前年同期比101.8％）となりました。 

  

  （その他事業）  

自社ビルであります「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

ておりましたが、前事業年度において経営効率を上げるために外食店舗を退店いたしました。 

 また、前事業年度の第３四半期以降より、クラフト系趣味の創作場所を提供する店舗を「趣味工

房」という名称で２店舗出店いたしましが、売上高が当初の見込みを大幅に下回ったため前事業年

度末及び当中間会計期間にそれぞれ１店舗退店し事業撤退しております。 

 以上の結果、当中間会計期間の売上高は159百万円（前年同期比95.4％）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2,110百万円(前年同期比101.0％）となりました。

また、コスト削減活動を推進したことや新規出店を控えたことにより、売上原価と販売費及び一般管

理費は減少し、営業利益は52百万円（前年同期は21百万円の損失）、経常利益は64百万円（前年同期

は21百万円の損失）となりました。一方、事業上で不要あるいは使用不能となった備品の除却損（２

百万円）やリース物件の除却損（６百万円）、及び退店を決議した店舗等に係る減損損失（２百万

円）による特別損失11百万円を計上いたしました。 

 以上の結果により、中間純利益は56百万円（前年同期は33百万円の損失）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199百万円増加し、317百万円となりました。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） 

営業活動の結果得られた資金は153百万円となりました。これは主に、税引前中間純利益53百万

円、減価償却費60百万円、未払消費税の増加23百万円、法人税等の還付21百万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25百万円となりました。これは主に、固定資産の取得及び除却、差

入敷金保証金及び保険積立金等の支出52百万円に対し、差入敷金保証金の返還及び保険積立金の返戻

による収入26百万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） 

財務活動の結果得られた資金は72百万円となりました。これは主に、新たな長期借入金の調達及び

社債発行による収入395百万円に対し、長期借入金の返済323百万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。 

  

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。 

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18年６月１日 （自 平成19年６月１日 （自 平成18年６月１日

  至 平成18年11月30日)   至 平成19年11月30日)   至 平成19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 155,932 107.7 163,174 104.6 313,556 111.2

フランチャイズ事業 19,039 34.7 19,553 102.7 41,861 37.6

小計 174,972 87.6 182,728 104.4 355,418 90.4

 カラオケ事業 78,060 87.9 80,309 102.9 167,373 97.4

 その他事業 95,006 92.5 89,833 94.6 201,003 99.5

合計 348,038 88.9 352,870 101.4 723,795 94.4

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18年６月１日 （自 平成19年６月１日 （自 平成18年６月１日

  至 平成18年11月30日)   至 平成19年11月30日)   至 平成19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 1,361,045 111.0 1,381,011 101.5 2,660,759 108.7

フランチャイズ事業 43,234 42.2 42,587 98.5 89,248 46.5

小計 1,404,279 105.7 1,423,598 101.4 2,750,007 104.2

 カラオケ事業 517,774 88.2 527,316 101.8 1,095,458 93.2

 その他事業 166,871 97.0 159,264 95.4 345,916 100.1

合計 2,088,925 100.1 2,110,179 101.0 4,191,382 100.7



  

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】 

当中間会計期間において、主要な設備に重要な異動はありません。 

  

２ 【設備の新設、除却等の計画】 

(1) 重要な設備計画の変更、完了 

前事業年度末において、計画中又は実施中の重要な設備の新設、除却等はありません。 

  

(2) 重要な設備の新設、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。 

 
  

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

カラオケメガトン富士店
（静岡県富士市）

カラオケ事業 店舗設備 1,371 平成20年１月 15室



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) 【ライツプランの内容】 

該当事項はありません。 

  

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19年11月30日)

提出日現在
発行数（株） 

(平成20年２月22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 5,153,700 5,153,700
東京証券取引所
(マザーズ)

―

計 5,153,700 5,153,700 ― ―



(4) 【発行済株式総数、資本金等の状況】 

  

 
  

(5) 【大株主の状況】 

平成19年11月30日現在 

 
  

(6) 【議決権の状況】 

① 【発行済株式】 

平成19年11月30日現在 

 
  

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６月１日～ 
平成19年11月30日

  ― 5,153,700 ― 429,215 ― 465,865

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4-2 138,800 2.69

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

100,500 1.95

乗松 良徳 京都府京都市上京区 80,500 1.56

株式会社ゴトー 静岡県沼津市緑ヶ丘10-1 80,000 1.55

計 ― 2,943,800 57.12

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    

5,140 ―
5,140,000

単元未満株式
普通株式    

― １単元（1,000株）未満の株式
13,700

発行済株式総数 5,153,700 ― ―

総株主の議決権 ― 5,140 ―



② 【自己株式等】 

平成19年11月30日現在 

 
  

  

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において、役員の異動はありません。 

  

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 ― ― ― ― ―

月別 平成19年６月 ７月 ８月 ９月 10月 11月

最高(円) 162 166 159 154 261 163

最低(円) 150 149 124 90 95 116



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６月１日から平成18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19年６月１日から平成19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、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６月１日から平成19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

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18年11月30日)

当中間会計期間末

(平成19年11月30日)

前事業年度の 
要約貸借対照表 

(平成19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 102,746 327,598 121,096

２ 売掛金 25,551 20,585 20,046

３ たな卸資産 100,585 78,671 87,631

４ 前払費用 121,443 97,939 101,757

５ その他 41,824 55,932 71,691

  貸倒引当金 △4,221 △5,060 △4,022

流動資産合計 387,929 17.1 575,667 24.3 398,200 18.0

Ⅱ 固定資産

１ 有形固定資産 ※１

(1) 建物 ※２ 968,868 981,828 1,015,805

(2) 土地 ※２ 302,326 302,326 302,326

(3) その他 197,171 131,242 117,340

有形固定資産合計 1,468,365 1,415,397 1,435,473

２ 無形固定資産 8,487 10,941 11,809

３ 投資その他の資産

(1) 差入敷金保証金 285,058 302,811 313,189

(2) その他 117,520 63,145 55,227

投資その他の資産 
合計

402,578 365,956 368,416

固定資産合計 1,879,431 82.9 1,792,295 75.5 1,815,699 82.0

Ⅲ 繰延資産

１ 社債発行費 ― 3,935 ―

繰延資産合計 ― ― 3,935 0.2 ― ―

資産合計 2,267,361 100.0 2,371,898 100.0 2,213,899 100.0



前中間会計期間末

(平成18年11月30日)

当中間会計期間末

(平成19年11月30日)

前事業年度の 
要約貸借対照表 

(平成19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 48,209 46,808 49,778

２ 短期借入金 120,000 ― ―

３ 一年以内返済予定 
  長期借入金

※２ 449,904 482,468 564,672

４ 一年以内償還予定 
  社債

― 40,000 ―

５ 未払金 184,681 202,450 191,352

６ 賞与引当金 33,550 32,295 31,250

７ その他 ※３ 50,064 69,644 42,838

流動負債合計 886,409 39.1 873,667 36.8 879,891 39.7

Ⅱ 固定負債

１ 社債 ― 160,000 ―

２ 長期借入金 ※２ 353,055 503,126 544,341

３ 退職給付引当金 17,602 19,128 18,125

４ その他 40,724 39,040 50,028

固定負債合計 411,382 18.1 721,295 30.4 612,495 27.7

負債合計 1,297,791 57.2 1,594,962 67.2 1,492,386 67.4



 
  

前中間会計期間末

(平成18年11月30日)

当中間会計期間末

(平成19年11月30日)

前事業年度の 
要約貸借対照表 

(平成19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 18.1 429,215 19.4

 ２ 資本剰余金

  (1) 資本準備金 465,865 465,865 465,865

   資本剰余金合計 465,865 20.6 465,865 19.6 465,865 21.0

 ３ 利益剰余金

  (1) 利益準備金 400 400 400

  (2) その他利益剰余金

    繰越利益剰余金 74,516 △117,470 △173,599

   利益剰余金合計 74,916 3.3 △117,070 △4.9 △173,199 △7.8

 ４ 自己株式 △368 △0.0 △368 △0.0 △368 △0.0

   株主資本合計 969,628 42.8 777,641 32.8 721,512 32.6

Ⅱ 評価・換算差額等

 １ その他有価証券 
   評価差額金

△59 △0.0 △705 △0.0 ― ―

   評価・換算差額等 
   合計

△59 △0.0 △705 △0.0 ― ―

   純資産合計 969,569 42.8 776,936 32.8 721,512 32.6

   負債純資産合計 2,267,361 100.0 2,371,898 100.0 2,213,899 100.0



② 【中間損益計算書】 

  

 
  

前中間会計期間

(自 平成18年６月１日
至 平成18年11月30日)

当中間会計期間

(自 平成19年６月１日
至 平成19年11月30日)

前事業年度の
要約損益計算書

(自 平成18年６月１日
至 平成19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 2,088,925 100.0 2,110,179 100.0 4,191,382 100.0

Ⅱ 売上原価 1,842,838 88.2 1,803,205 85.5 3,770,141 89.9

売上総利益 246,086 11.8 306,974 14.5 421,241 10.1

Ⅲ 販売費及び一般管理費 267,794 12.8 254,261 12.0 533,030 12.8

営業利益又は 
営業損失(△)

△21,707 △1.0 52,712 2.5 △111,789 △2.7

Ⅳ 営業外収益 ※１ 18,906 0.9 36,702 1.7 41,121 1.0

Ⅴ 営業外費用 ※２ 18,340 0.9 24,838 1.1 38,669 0.9

経常利益又は 
経常損失(△)

△21,141 △1.0 64,576 3.1 △109,337 △2.6

Ⅵ 特別利益 ※３ 25,250 1.2 － － 25,250 0.6

Ⅶ 特別損失
※４ 
※５

52,250 2.5 11,296 0.6 178,199 4.3

税引前中間純利益 
又は税引前中間 
(当期)純損失(△)

△48,141 △2.3 53,280 2.5 △262,286 △6.3

法人税、住民税 
及び事業税

3,066 3,651 5,580

法人税等調整額 △17,882 △14,816 △0.7 △6,499 △2,848 △0.2 13,574 19,154 0.4

中間純利益又は中間 
(当期)純損失(△)

△33,324 △1.6 56,128 2.7 △281,440 △6.7



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



当中間会計期間(自 平成19年６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
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19年５月31日残高 (千円) 429,215 465,865 465,865 400 △173,599 △173,199 △368 721,512

中間会計期間中の変動額

 中間純利益 56,128 56,128 56,128

 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)

― ― ― ― 56,128 56,128 ― 56,128

平成19年11月30日残高 (千円) 429,215 465,865 465,865 400 △117,470 △117,070 △368 777,641

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５月31日残高 (千円) ― ― 721,512

中間会計期間中の変動額

 中間純利益 56,128

 株主資本以外の項目の中間 
 会計期間中の変動額(純額)

△705 △705 △705

中間会計期間中の変動額合計 
(千円)

△705 △705 55,423

平成19年11月30日残高 (千円) △705 △705 776,936



前事業年度の要約株主資本等変動計算書(自 平成18年６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
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

事業年度中の変動額

 剰余金の配当 △15,458 △15,458 △15,458

 当期純損失 △281,440 △281,440 △281,440

 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)

― ― ― ― △296,899 △296,899 ― △296,899

平成19年５月31日残高 (千円) 429,215 465,865 465,865 400 △173,599 △173,199 △368 721,512

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

事業年度中の変動額

 剰余金の配当 △15,458

 当期純損失 △281,440

 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 △295,910

平成19年５月31日残高 (千円) ― ― ― 721,512



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６月１日
至 平成18年11月30日)

当中間会計期間
(自 平成19年６月１日
至 平成19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18年６月１日
至 平成19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 税引前中間純利益又は 
   税引前中間(当期)純損失(△)

△48,141 53,280 △262,286

 ２ 減価償却費 64,833 60,566 136,123

 ３ 減損損失 19,066 2,131 88,592

 ４ 貸倒引当金の増減額(減少：△) 2,129 1,037 1,931

 ５ 賞与引当金の増減額(減少：△) △2,650 1,045 △4,950

 ６ 退職給付引当金の増減額(減少：△) 2,762 1,002 3,286

 ７ 受取利息配当金 △13 △108 △68

 ８ 支払利息 7,909 ― 16,948

 ９ 支払利息及び社債利息 ― 9,500 ―

 10 社債発行費償却 ― 281 ―

 11 投資有価証券評価損 174 ― 352

 12 固定資産除却損 1,495 2,483 50,667

 13 保険解約益 △25,250 ― △25,250

 14 リース解約損 31,514 6,681 38,587

 15 売上債権の増減額(増加：△) △5,132 △539 371

 16 たな卸資産の増減額(増加：△) △9,679 8,959 3,274

 17 仕入債務の増減額(減少：△) 7,768 △2,969 9,336

 18 未払消費税等の増減額(減少：△) △15,173 23,003 △21,039

 19 その他 11,481 △22,517 30,828

    小計 43,093 143,839 66,705

 20 利息及び配当金の受取額 12 111 66

 21 利息の支払額 △10,200 △8,767 △19,627

 22 リース契約解除による支出 △31,514 △3,890 △38,587

 23 法人税等の還付額(支払額：△) △12,604 21,719 △40,329

   営業活動によるキャッシュ・フロー △11,213 153,012 △31,773

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 △142,638 △18,679 △230,337

 ２ 有形固定資産の除却に係る支出 △577 △2,544 △6,617

 ３ 差入敷金保証金の差入による支出 △37,564 △17,001 △85,585

 ４ 差入敷金保証金の返還による収入 691 22,887 5,166

 ５ 保険積立金の積立による支出 △6,912 △6,331 △12,887

 ６ 保険積立金の返戻による収入 36,633 3,542 38,366

 ７ その他 △950 △7,725 △6,716

   投資活動によるキャッシュ・フロー △151,317 △25,852 △298,611

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：△) 30,000 ― △90,000

 ２ 長期借入れによる収入 400,000 200,000 1,000,000

 ３ 長期借入金の返済による支出 △502,321 △323,419 △796,267

 ４ 社債の発行による収入 ― 195,782 ―

 ５ 配当金の支払額 △15,171 △21 △15,271

   財務活動によるキャッシュ・フロー △87,492 72,342 98,461

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増減額(減少:△) △250,023 199,502 △231,923

Ⅵ 現金及び現金同等物の期首残高 350,019 118,096 350,019

Ⅶ 現金及び現金同等物の 
  中間期末(期末)残高

※１ 99,996 317,598 118,096



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６月１日
至 平成18年11月30日)

当中間会計期間
(自 平成19年６月１日
至 平成19年11月30日)

前事業年度
(自 平成18年６月１日
至 平成19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

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）

(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

 主として売価還元法によ

る原価法

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 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

（追加情報）

  平成19年度の法人税法

の改正に伴い、当中間会

計期間より、平成19年３

月31日以前に取得した有

形固定資産のうち償却可

能限度額まで償却が終了

しているものについて

は、残存簿価を５年間で

均等償却しております。

  なお、この変更による

影響額は軽微でありま

す。

(1) 有形固定資産

同左 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

（会計方針の変更）

  平成19年度の法人税法

の改正に伴い、平成19年

４月１日以降取得の有形

固定資産の減価償却につ

いては、改正後の法人税

法に規定する方法によっ

ております。

    なお、この変更による

影響額は軽微でありま

す。

(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18年６月１日
至 平成18年11月30日)

当中間会計期間
(自 平成19年６月１日
至 平成19年11月30日)

前事業年度
(自 平成18年６月１日
至 平成19年５月31日)

３ 繰延資産の処理方

法

―  社債発行費

  社債償還期間にわたる

定額法により償却してお

ります。

―

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。

(3)     ―

  

(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。

(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。 

 

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



 
  

項目
前中間会計期間

(自 平成18年６月１日
至 平成18年11月30日)

当中間会計期間
(自 平成19年６月１日
至 平成19年11月30日)

前事業年度
(自 平成18年６月１日
至 平成19年５月31日)

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

    金利スワップ取引につ

いては、特例処理の要件

を満たしておりますの

で、特例処理を採用して

おります。

(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。

(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

    金利スワップ取引の特

例処理を採用しているた

め、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

  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。

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



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 

 
  

注記事項 

(中間貸借対照表関係) 

 
  

(中間損益計算書関係) 

 
  

前中間会計期間
(自 平成18年６月１日
至 平成18年11月30日)

当中間会計期間
(自 平成19年６月１日
至 平成19年11月30日)

（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。

－

前中間会計期間末 
(平成18年11月30日)

当中間会計期間末
(平成19年11月30日)

前事業年度末 
(平成19年５月31日)

※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       629,330千円

※１ 有形固定資産の減価償却累計

額       586,192千円

 

※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 224,735千円

土 地 302,326千円

合 計 527,062千円

   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

152,050千円

長期借入金 171,950千円

合 計 324,000千円

 

※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 231,564千円

土 地 302,326千円

合 計 533,890千円

   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

116,900千円

長期借入金 283,100千円

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       ―

前中間会計期間
(自 平成18年６月１日
至 平成18年11月30日)

当中間会計期間
(自 平成19年６月１日
至 平成19年11月30日)

前事業年度
(自 平成18年６月１日
至 平成19年５月31日)

※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 18,204千円

※１ 営業外収益の主要項目

設備等賃貸収入 23,446千円

※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 8,893千円

設備等賃貸費用 13,555千円

※２ 営業外費用の主要項目

支払利息 16,948千円

設備等賃貸費用 17,474千円

※３ 特別利益の内容

保険解約益 25,250千円

※３      － ※３ 特別利益の内容

保険解約益 25,250千円

 

※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 2,483千円

減損損失 2,131千円

リース解約損 6,681千円

※４ 特別損失の主要項目

固定資産除却損 50,667千円

減損損失 88,592千円

リース解約損 38,587千円



次へ 

前中間会計期間
(自 平成18年６月１日
至 平成18年11月30日)

当中間会計期間
(自 平成19年６月１日
至 平成19年11月30日)

前事業年度
(自 平成18年６月１日
至 平成19年５月31日)

 

 

※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)・リース資産

場 所 東海地区の３店舗

金 額 2,131千円

(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、及び

閉店の決定により想定していた収

益が見込めなくなった資産グルー

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 1,371

 リース資産 759

合 計 2,131

 (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(建物附属設備含
む)・構築物・工具、
器具及び備品・長期前
払費用・リース資産

場 所
東海地区の２店舗・ 
関東地区の６店舗

金 額 80,015千円

用 途 賃貸物件

種 類
建物(建物附属設備含
む)・構築物・リース
資産

場 所 東海地区の１物件

金 額 8,576千円

(2) 減損損失の認識に至った経緯

  店舗及び賃貸物件における営業

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、及び閉店の決定により想

定していた収益が見込めなくなっ

た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 47,202

構築物 1,073

工具、器具及び備品 9,739

長期前払費用 444

リース資産 30,132

合 計 88,592

 (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

正味売却価額または使用価値によ

り測定しております。正味売却価

額は、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。使用価値は、将来キャッシ

ュ・フローを6.3％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 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 58,137千円

無形固定資産 1,324千円

 ６ 減価償却実施額

有形固定資産 128,591千円

無形固定資産 1,758千円



(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。 

  

当中間会計期間(自 平成19年６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 

    該当事項はありません。 
  

(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



次へ 

前事業年度(自 平成18年６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 

 
  

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 

    該当事項はありません。 

  

(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  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

前中間会計期間
(自 平成18年６月１日
至 平成18年11月30日)

当中間会計期間
(自 平成19年６月１日
至 平成19年11月30日)

前事業年度
(自 平成18年６月１日
至 平成19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 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 327,598千円

預入期間が
３ヶ月を超える
定期預金

△10,000千円

現金及び
現金同等物

317,598千円

 

※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 121,096千円

預入期間が
３ヶ月を超える 
定期積金

△3,000千円

現金及び
現金同等物

118,096千円



(リース取引関係) 

   

前中間会計期間
(自 平成18年６月１日
至 平成18年11月30日)

当中間会計期間
(自 平成19年６月１日
至 平成19年11月30日)

前事業年度
(自 平成18年６月１日
至 平成19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

1,169,015 550,737 58,186 560,092

ソフト 
ウェア

8,167 5,083 － 3,083

合計 1,177,182 555,820 58,186 563,176

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

1,255,385 519,639 65,034 670,711

ソフト
ウェア

8,167 4,266 － 3,900

合計 1,263,552 523,906 65,034 674,612

 

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 247,789千円

超１ 年 366,104千円

計合 613,894千円

リース資産減損勘定の残高 

30,917千円

 

 

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 268,112千円

超１ 年 469,162千円

計合 737,274千円

リース資産減損勘定の残高 

44,233千円

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 153,630千円

リース資産減損
勘定の取崩額

14,075千円

減価償却費
相当額

126,844千円

支払利息相当額 14,350千円

減損損失 759千円

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 285,420千円

リース資産減損
勘定の取崩額

20,813千円

減価償却費 
相当額

239,809千円

支払利息相当額 27,864千円

減損損失 30,132千円

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

 

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 1,747千円

計合 3,494千円

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 2,620千円

計合 4,368千円



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）その他有価証券で時価のある株式について、前中間会計期間において174千円、前事業年度において352千円 

    の減損処理を行っており、それぞれ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18年11月30日)、当中間会計期間末（平成19年11月30日）及び前事業年度末

(平成19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) 

前中間会計期間（自 平成18年６月１日 至 平成18年11月30日）、当中間会計期間（自 平成19年

６月１日 至 平成19年11月30日）及び前事業年度（自 平成18年６月１日 至 平成19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18年６月１日 至 平成18年11月30日)、当中間会計期間（自 平成19年６

月１日 至 平成19年11月30日）及び前事業年度（自 平成18年６月１日 至 平成19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18年11月30日）

当中間会計期間末
（平成19年11月30日）

前事業年度末 
（平成19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 325 227 △98 1,562 857 △705 147 147 －

合計 325 227 △98 1,562 857 △705 147 147 －



(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株当たり中間純利益金額又は１株当たり中間(当期)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) 

 
  
  
(2) 【その他】 

前中間会計期間
(自 平成18年６月１日
至 平成18年11月30日)

当中間会計期間
(自 平成19年６月１日
至 平成19年11月30日)

前事業年度
(自 平成18年６月１日
至 平成19年５月31日)

１株当たり純資産額 188円16銭

１株当たり中間純損失金額 6円47銭

１株当たり純資産額 150円78銭

１株当たり中間純利益金額 10円89銭

１株当たり純資産額 140円02銭

１株当たり当期純損失金額 54円62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、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株当たり当

期純利益金額については、１株当たり

当期純損失であり、また、潜在株式が

存在しないため記載しておりません。

項目 前中間会計期間末
（平成18年11月30日）

当中間会計期間末
（平成19年11月30日）

前事業年度末
（平成19年５月31日）

純資産の部の合計額 (千円) 969,569 776,936 721,512

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) 969,569 776,936 721,512

普通株式の発行済株式数 (株) 5,153,700 5,153,700 5,153,700

普通株式の自己株式数 (株) 800 800 800

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 5,152,900

項目
前中間会計期間

(自 平成18年６月１日
至 平成18年11月30日)

当中間会計期間
(自 平成19年６月１日
至 平成19年11月30日)

前事業年度
(自 平成18年６月１日
至 平成19年５月31日)

中間純利益又は中間(当期)純損失(△) (千円) △33,324 56,128 △281,440

普通株主に帰属しない金額  (千円） ― ― ―

普通株式に係る中間純利益又は 
中間(当期)純損失(△)

(千円) △33,324 56,128 △281,440

普通株式の期中平均株式数 (株) 5,152,900 5,152,900 5,152,900

前中間会計期間
(自 平成18年６月１日
至 平成18年11月30日)

当中間会計期間
(自 平成19年６月１日
至 平成19年11月30日)

前事業年度
(自 平成18年６月１日
至 平成19年５月31日)

        － １ 当社は、平成19年12月３日開催の

取締役会において、第２回無担保

社債の発行を決議いたしました。 

この決議に基づき、下記の条件に

て社債を発行しております。
(1) 名称 第２回無担保社債

（株式会社三菱東京
UFJ銀行保証付および
適格機関投資家限定）

(2) 発行総額 １億円

(3) 発行価格 額面100円につき100円

(4) 利率 
   （年率） 

1.31%
 

(5) 発行日 平成19年12月17日

(6) 償還期限 平成24年12月17日

(7) 償還条件 平成20年６月17日より
半年毎に均等償還

(8) 資金使途 運転資金

１ 当社は、平成19年７月17日開催の取

締役会において、第１回無担保社債

の発行を決議いたしました。 

この決議に基づき、下記の条件にて

社債を発行しております。
(1) 名称 第１回無担保社債 

（株式会社三菱東京
UFJ銀行保証付および
適格機関投資家限定）

(2) 発行総額 ２億円

(3) 発行価格 額面100円につき100円

(4) 利率
   （年率） 

初回 0.9% 
以降 6ヶ月TIBOR+0.1%

(5) 発行日 平成19年７月31日

(6) 償還期限 平成24年７月31日

(7) 償還条件 平成20年１月31日より
半年毎に均等償還

(8) 資金使途 運転資金



前へ 

該当事項はありません。 



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９期)

自 平成18年６月１日
至 平成19年５月31日

平成19年８月29日 
東海財務局長に提出。

(2) 有価証券報告書の 
訂正報告書

訂正報告書（上記(1) 有価証券報告書
の訂正報告書）

平成20年１月16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。



独立監査人の中間監査報告書 

 

  

 

  

 
  

  
 

  
 

  
 

  

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メディアクリエイトの平成19年６月１日から平成20年５月31日までの第10期事業

年度の中間会計期間(平成19年６月１日から平成19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19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19年６月１日から平成19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20年２月14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   篠    原  孝   広  ㊞

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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