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平成18年３月期  決算短信（非連結）                         平成18年５月11日 

会 社 名                上 場 取 引 所  ＪＡＳＤＡＱ 
コード番号 2387                      本社所在都道府県  神奈川県 
（ＵＲＬ http://www.valic.co.jp） 
代  表  者 役  職  名  代表取締役社長 
        氏    名  中村宏明 
問い合わせ先  責任者役職名  常務取締役経理部長 
        氏    名 菅谷信一            ＴＥＬ（045）590－4888     
決算取締役会開催日  平成 18年５月 11日                 中間配当制度の有無  有 ・ 無 
配当支払開始予定日  平成 18年６月 23日                 定時株主総会開催日  平成 18年６月 22日 
単元株制度採用の有無 有（１単元  株）・無 
親会社等の名称 株式会社 AOKIホールディングス（コード番号：8214）親会社等における当社の議決権所有比率 67.0％ 
 
１．平成18年３月期の業績（平成17年４月１日～平成18年３月31日） 
(1) 経営成績                                                                 （百万円未満切捨て） 

 売上高 営業利益 経常利益 
 
18年３月期 
17年３月期 

百万円   ％
12,934（  49.9）
8,630（  27.9）

百万円   ％
1,382（ 114.1）
645（△13.6）

百万円   ％
1,323（ 116.3）
611（△10.7）

 

 当期純利益 
１株当たり
当期純利益

潜在株式調整後
１株当たり当期純利益

株主資本
当期純利益率

総 資 本 
経常利益率 

売 上 高
経常利益率

 
18年３月期 
17年３月期 

百万円   ％ 
434（ 164.8） 
164（△42.4） 

円  銭
17,108  94
12,639  98

円  銭
―
―

％
25.0
11.0

％ 
12.5 
8.0 

％
10.2
7.1

(注)①持分法投資損益      18年３月期    ― 百万円   17年３月期   ― 百万円 
②期中平均株式数      18年３月期   23,896株     17年３月期  11,948株 
③会計処理の方法の変更   有 ・ 無 
④売上高、営業利益、経常利益、当期純利益におけるパーセント表示は、対前期増減率 

(2) 配当状況 
１株当たり年間配当金 

 
 中 間 期 末 

配当金総額 
(年 間) 

配当性向 
株主資本 
配 当 率 

 
18年３月期 
17年３月期 

円  銭 
2,000  00 
3,000  00 

円  銭 
0   0 
0   0 

円  銭
2,000  00
3,000  00

百万円
47
35

％ 
11.7 
23.7 

％
2.5
2.3

(3) 財政状態 

 総資産 株主資本 株主資本比率 １株当たり株主資本
 

18年３月期 
17年３月期 

百万円 
12,892 
8,296 

百万円
1,933
1,547

％ 
15.0 
18.7 

円  銭
79,830  20
128,440  82

(注)①期末発行済株式数   18年３月期    23,896株   17年３月期    11,948株 

②期末自己株式数    18年３月期     ― 株   17年３月期     ― 株 

(4) キャッシュ･フローの状況 

 
営業活動による 
キャッシュ・フロー 

投資活動による 
キャッシュ・フロー

財務活動による 
キャッシュ・フロー 

現金及び現金同等物
期 末 残 高 

 
18年３月期 
17年３月期 

百万円 
2,245 
802 

百万円
△3,860
△2,284

百万円 
3,063 
1,226 

百万円
2,399
951

 
２．平成19年３月期の業績予想（平成18年４月１日～平成19年３月31日） 

１株当たり年間配当金 
 売上高 経常利益 当期純利益 

中 間 期 末  
 

中間期 
通 期 

百万円 
8,180 
17,460 

百万円
330

1,050

百万円
80
430

円 銭
0   0

――― 

円 銭 
――― 
2,000 

円 銭
――― 
2,000

（参考）１株当たり予想当期純利益(通期) 17,994円64銭 

 

 

※上記の予想は本資料の発表日現在において入手可能な情報及び将来の業績に影響を与える不確実な要因に係る本資料発表日現

在における仮定を前提としております。実際の業績は、今後様々な要因によって大きく異なる結果となる可能性があります。
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（添付資料） 

１．企業集団の状況 

当社は、カラオケルーム、複合カフェ等の娯楽施設の運営を行っており、「お客様のくつろぎと元気のある生活をお

手伝いしたい」というコンセプトのもと、カラオケ・パーティースペース「コート・ダジュール」とリラックスコン

ビニ「快活ＣＬＵＢ」等の直営チェーン展開を通じて一般消費者向けにサービスの提供を行っております。 

また、当社は株式会社アオキインターナショナルの子会社であり、同社からは不動産の賃貸を受けております。 

なお、株式会社アオキインターナショナルは平成18年４月１日より商号を株式会社ＡＯＫＩホールディングスに変

更しております。 

 

事業の系統図は次のとおりであります。 

一般顧客 

   ↑ カラオケルーム、複合カフェ等の娯楽

施設の運営 

株式会社アオキインターナショナル 

（親会社） 

→
不動産の賃貸 

当社 

 

(1) 店舗コンセプトについて 

    Ａ．カラオケルーム運営事業 

「明日への活力を、くつろぎの空間で。」を事業コンセプトとし、お客様が「コート・ダジュール」という南フ

ランスのリゾート地でのひとときを楽しむように、上品で洗練された空間で毎日の生活でお疲れになった心を癒し

ていただくことを目的としております。当社はこのコンセプトをより具体的に、コート・ダジュールのリゾートホ

テルを思わせる外観と明るいホール、店内を彩る数々の風景画、クリンリネスが行き届き清潔感あふれる店内、オ

リジナリティのあるメニュー等へ表現をしております。 

 

Ｂ．複合カフェ運営事業 

「極上のリラックスを、もっと手軽に。」を事業コンセプトとし、 静かに休みたい、気分転換をしたい、心も体

もリラックスしたいという方々のための日常からはなれた「癒し」をテーマとしております。このコンセプトをよ

り具体的に、バリの高級リゾートホテルをイメージした内装デザイン、バリ直輸入の家具や調度品、クリンリネス

が行き届き清潔感あふれる店内、アジアンテイストのメニュー等で表現をしております。 

 

(2) 店舗展開について 

第８期、第９期、第10期及び第11期の各期末における店舗の地域別分布状況は、次のとおりであります。 

第8期 第9期 第10期 第11期 
期別 

地域別 自 平成14年４月１日 

至 平成15年３月31日 
自 平成15年４月１日

至 平成16年３月31日

自 平成16年４月１日

至 平成17年３月31日

自 平成17年４月１日 

至 平成18年３月31日 
 店 店 店 店

    合計 
ｶﾗｵｹﾙｰﾑ 

運営事業

複合ｶﾌｪ

運営事業

東 北 地 域 4 5 8 18 14 4 

関 東 地 域 16 19 28 64 28 36 

北 陸 地 域 4 10 11 12 12 ― 

甲 信 越 地 域 15 16 16 17 16 1 

中 京 地 域 2 8 10 22 10 12 

関 西 地 域 4 5 9 20 9 11 

合   計 45 63 82 153 89 64 

（注）1．平成 17 年９月１日にゼビオ株式会社よりカラオケ店７店舗、複合カフェ２店舗、10 月１日に株式会社アオキ

インターナショナルより複合カフェ等 58 店舗の営業譲受けを実施しております。 

2．複合カフェ運営事業の店舗数は快活スパＣＬＵＢ、快活フィットネスＣＬＵＢを各１店舗としております。 
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(3) 関係会社の状況 

(平成18年３月31日現在) 

議決権の 
所有又は被所有割合 

名称 住所 
資本金又は
出資金 
(百万円)

主要な事業の内容 
所有割合
(％) 

被所有割合
(％) 

関係内容 摘要

(親会社) 

株式会社アオキインター
ナショナル 

 
神奈川県横浜市

都筑区 
23,282 

 
メンズ小売事業及び
その他の事業 

― 67.0 不動産の賃借 (注)

（注）有価証券報告書の提出会社であります。 

 

２．経営方針 

(1) 経営の基本方針 

当社は、「社会性の追求・公益性の追求・公共性の追求」という経営理念を掲げております。これはビジネスその

もので社会貢献をすると同時に、適正利潤を確保し税金等を支払うことにより適正配分していくことを両立するとい

う考えであり、その上でビジネス以外でも世の中のためになる生き方を追求していこうという考え方であります。 

その経営理念のもと、「お客様のくつろぎと元気のある生活をお手伝いしたい」という企業理念を掲げ、カラオケ

ルーム運営事業と複合カフェ運営事業を直営にて展開しております。 

当社「ＶＡＬＩＣ」の社名の由来は、Ｖａｌｕｅ Ｌｉｆｅ Ｃｏｍｍｕｎｉｃａｔｉｏｎ（豊かな暮らしのために

価値あるサービスを提案していくこと）、Ｖａｌｕｅ Ｌｉｆｅ Ｃｒｅａｔｉｏｎ（生活美の創造を目指して、心を

込めたサービスの提供と、すべての人の生活に広がりと自由、そして快適さを提案していくこと）からの造語であり

ます。 

この「ＶＡＬＩＣ」という新しい言葉は、ひとりひとりの毎日の暮らしに豊かさや喜び、楽しさをご提案する私た

ちの変わらない「姿勢」と、未来の豊かさを創り、暖かさのある心を伝え続けていく、将来への「約束」を表現して

おります。 

 

(2) 利益配分に関する基本方針 

当社は、株主に対する利益還元を経営の重要課題の一つとして考え、配当については経営成績、財政状況を勘案し

て決定することを基本方針としております。 

当期（平成 18 年３月期）の配当金につきましては、１株につき 2,000 円とさせていただく予定であります。 

内部留保金につきましては、新規出店や既存店活性化等の設備投資に充当し、競争力の強化に努めてまいります。 

 

(3) 投資単位の引下げに関する考え方及び方針等 

当社株式の流動性向上を図るとともに、１株当たりの投資金額を引下げ、個人投資家層の拡大を目的として、平成

18 年２月１日をもって普通株式１株につき２株に分割いたしました。今後とも、株式分割や公募増資等も視野に入

れながら、更なる株式の流動性向上を図ってまいります。  

 

(4) 目標とする経営指標 

当社は、事業を継続して発展させていくためには、売上高の絶対水準を増加させ、持続的な成長を図っていくこと

が必要であると考えており、「売上高経常利益率」を重要な経営指標と捉えております。 

売上高経常利益率を確保するために、原材料費とアルバイト人件費のコントロールを重点的に実施しております。 
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(5) 中長期的な経営戦略 

当社はカラオケルーム運営事業、複合カフェ運営事業を二つの大きな柱として、各事業の明確な差別化、独自化

を推進し業態を進化させ続けると同時に、各事業のシナジー効果を最大限発揮し、更なる収益基盤の強化を図ってま

いります。 

出店につきましては、展開する業態が増えたことにより、今まで出店出来なかった大型物件への複合出店や、商

況、顧客ニーズ等に応じた多様な出店パターンが可能になりました。そこで、各業態別の市場動向、物件内容を出店

基準と照らし合わせたうえで、最も効果的な出店パターンによる新規出店を積極的に実施し、質の高い安定成長を実

現してまいります。 

 

各事業別の中期経営戦略は次のとおりであります。 

 

Ａ．カラオケルーム運営事業 

業界再編の加速と大手チェーン店同士の競争激化に加え、消費の二極化、嗜好の多様化などがますます顕著と

なり、お客様のニーズ、ウォンツをいかに的確に捉え、具現化し、提供するかといった企業の総合力が試される

状況になっております。このような状況の中、カラオケルーム運営事業においては、効率性を徹底的に追求して

いくと同時に、業態の更なる進化を継続してまいります。 

(a) 出店政策 

今後は市場動向、地域毎の競合動向を見極めながら、確実に売上、利益が見込める物件を厳選し、出店余

力のある地域を中心に年間４～５店舗程度の堅実な出店を継続してまいります。 

(b) 『飲食』プラスアルファのサービス企画・開発による業態の磨き上げ 

お客様のニーズ、ウォンツを反映した飲食メニューの更なる磨き上げを継続して実践していくと同時に、「時

間消費型」という切り口で、業態の枠にとらわれない新しいサービスを積極的に企画、開発することにより、

新たな顧客層の開拓をしてまいります。 

 

Ｂ．複合カフェ運営事業  

業態の認知度向上に伴い市場が拡大傾向にある中、自社の業態の独自性を徹底的に追求し、他社との差別化を

確立し、競合与件に左右されにくい強固な経営基盤を確立してまいります。 

(a) 出店政策 

複合カフェ市場は全国的に出店余力が大きいため、東北、関東、甲信越、中京、関西でカラオケ店舗が先

行して出店している地域を中心に、年間30店舗程度の積極出店を継続してまいります。それによるリラック

スコンビニ「快活ＣＬＵＢ」の認知度向上と販促費、教育費等の効率化を同時に推進してまいります。 

(b) 『飲食』の磨き上げ 

カラオケルーム運営事業で培ったノウハウを活かして、お客様のニーズ、ウォンツに対応した飲食メニュー

の計画的改廃を実施していくと同時に、既存顧客のリピート率向上と新たな顧客層の開拓のために、新コン

テンツの企画、開発及び既存コンテンツの改廃を積極的に実施してまいります。 

(c) 店舗業務及び店舗レイアウトの標準化 

カラオケルーム運営事業で培った営業ノウハウの注入により、店舗業務の効率化を図り、お客様動線、店舗

オペレーションを徹底検証した店舗レイアウトの標準化を実施してまいります。 
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 (6) 対処すべき課題 

カラオケルーム運営事業におきましては、事業者間の競合が一層激しさを増す中、消費者に対して当社の店舗の

特徴を明確にアピールすることで、他社店舗との明確な差別化を図っていくことが求められております。 

一方、複合カフェ運営事業におきましては、リラクセーションに対する関心の高まり、オンラインゲーム市場の

拡大、マスコミでの露出増に伴う業態認知度の向上等の社会背景から、市場は成長段階にあり、しばらくは拡大傾向

が続くものと思われます。 

当社といたしましては、店舗競争力の強化並びに差別化を図るために下記の施策を実施してまいります。 

 

Ａ．各事業のシナジー効果の追求による収益基盤の更なる強化 

(a) 建築資材の共通化又は複合出店等による投資コストの低減。 

(b) 食材仕入先の共通化、共通食材開発による仕入コストの低減。 

(c) 本社及び店舗における使用備品の取引先絞込み及び共通化によるコストの低減。 

(d) 人材募集媒体の共有化、一括募集等による人材募集費の低減。 

(e) 各事業での合同販促の実施による販促費用の効率化。 

(f) 各事業の人材交流による組織活性化と営業ノウハウ共有化。 

(g) 本社機能統合による管理部門のスリム化、業務効率化。 

 

Ｂ．店舗開発力の更なる強化 

今後、カラオケルーム運営事業と複合カフェ運営事業の両事業の市場動向、競合動向を考慮したうえでの多

様な出店パターンが可能になるため、それに伴い出店基準を再度見直し、より高収益な物件開発を行える体制

を構築してまいります。 
 

Ｃ．店舗知名度及び店舗イメージの向上 

大手チェーン店との競争激化に伴い、店舗認知度及び店舗イメージの向上はお客様が店舗を選ぶ際の非常に

重要な要素になってくると思われます。そのため、当社は店舗知名度向上並びに店舗イメージ向上のために以

下の施策を実施してまいります。 

(a) 複合カフェ店舗をカラオケ店舗が先行して出店している地域を中心に新規出店することにより各地域での

ドミナント化を推進し、営業効率の向上を図ると同時に、点から線、線から面へと地域のお客様の認知度

向上を図ってまいります。 

(b) ホームページの見直しを定期的に行い、店舗情報や企業情報等を積極的に開示してまいります。 

 

Ｄ．飲食の更なる強化と新サービスの企画開発 

カラオケルーム運営事業においては、地域別のお客様ニーズ、ウォンツに対応したメニューの企画開発を行

うことで、より地域に密着した店舗づくりを実施してまいります。 

複合カフェ運営事業においては、カラオケルーム運営事業で培った飲食のノウハウを注入することで、食の

強化を図り、飲食においてもお客様からあてにされる店舗づくりを行い、既存顧客のリピート率向上と新たな

顧客層の開拓を実施してまいります。 

 

Ｅ．人材採用・教育体制の強化 

今後の業容拡大にあたり、正社員及びアルバイトの質量両面での充実が必要不可欠であります。アルバイト

の正社員登用や中途採用を中心とした採用活動を一層積極的に行うと同時に、組織活性化と次期経営者候補と

なる人材確保のための新規卒業者定期採用も積極的に取り組んでまいります。 

また、当社独自の教育施設「Ｉ．Ｐ．Ｅ．カレッジ」を活用した教育プログラムの更なる磨き上げにより、

新規採用人員はもちろん、既存従業員の教育についても強化し、営業力を総合的に強化してまいります。 
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Ｆ．５年後、10年後を見据えた経営システム構築 

既存の人事、会計、ＰＯＳ、発注在庫システムの改廃を随時行いながら、多店舗、複数業態経営に適応した

効率的なシステム基盤の整備を図ってまいります。 

 

 (7) 親会社等に関する事項 

Ａ．親会社等の商号等 

（平成 18 年３月 31 日現在） 

親会社等 属性 
親会社等の議決権 

所有割合（％） 

親会社等が発行する株券が上場 

されている証券取引所等 

株式会社アオキインター

ナショナル 
親会社 67.0％ 

株式会社東京証券取引所  市場一部 

株式会社大阪証券取引所  市場一部 

 

Ｂ．親会社等の企業グループにおける当社の位置付け、その他の当社と親会社等との関係 

株式会社アオキインターナショナル  持株比率 67.0％  筆頭株主（平成 18 年３月 31 日現在） 

上記会社は当社の親会社であり、平成 18 年３月 31 日現在 37 店舗を親会社より賃借しております。賃貸借

条件については、不動産鑑定士による鑑定評価に基づき、協議の上決定しております。 

親会社とは資本面、取引面において重要な関係にありますが、事業上の依存関係はなく、経営の基本方針

及び日常の事業活動等は自主・自立を基本とし、独立性を確保しております。 

親会社との人的な関係については、親会社との店舗開発情報の共有化、ノウハウ交換等を目的として、当

社店舗開発担当者１名が株式会社アオキインターナショナルに出向しております。 

 

Ｃ．親会社等との取引に関する事項 

親会社との重要な取引につきましては 29 ページ「関連当事者との取引」に記載しております。 

 

(8) 内部管理体制の整備・運用状況 

コーポレートガバナンスに関する報告書において、合わせて記載する予定であります。 
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３．経営成績及び財政状態 

(1) 経営成績 

当期におけるわが国経済は、企業収益の改善や設備投資の増加が進み、個人消費も緩やかな回復基調が続く等、

景気回復がより鮮明になりつつあります。しかしながら、原油、素材価格高騰に加え、金利の上昇等先行き不透明な

状況も依然としてありました。 

当社を取り巻くカラオケルーム業界におきましては、業界再編の加速と大手チェーン店同士の競争激化に加え、

消費の二極化、嗜好の多様化がますます顕著となり、お客様のニーズ、ウォンツをいかに的確に捉え、具現化してい

くかが重要となってきております。 

また、複合カフェ業界におきましては、リラクセーションに対する関心の高まり、マスコミによる露出効果等に

よる業態認知度の向上から市場は、更に成長段階にあると予想されております（複合カフェ白書2005）。 

こうした環境のもとで、当社は複合カフェ事業の譲受けによるカラオケ事業との統合メリットを活かすとともに、

質の高い安定成長を継続するための経営基盤づくりに注力してまいりました。 

その結果、当期の業績は、売上高12,934百万円（前期比49.9％増）、経常利益1,323百万円（同116.3％増）、当期

純利益434百万円（同164.8％増）となりました。 

 

 各事業別の業績は次のとおりであります。 

Ａ．カラオケルーム運営事業 

カラオケルーム運営事業は、クリンリネス、接客力向上等の内部体制の強化に重点をおき、顧客満足度の追求

に努めてまいりました。 

営業面におきましては、青少年育成条例への対応強化により若年層が減少したものの、法人団体やファミリー

の増加、割引の抑制等により客単価が上昇いたしました。 

商品面では、グランドメニュー改廃、シーズンメニューの計画的な投入を実施した結果、飲食売上高も好調に

推移し、既存店売上高前期比は0.4％増となりました。また、品目別売上高については、カラオケルーム運営収入

5,483百万円（前期比15.7％増）、飲食収入4,593百万円（同21.1％増）、その他営業収入131百万円（同33.2％増）

となりました。 

店舗面では、１店舗の新規出店及び平成17年９月にゼビオ株式会社からカラオケ店７店舗の営業を譲り受けま

した。一方で、平成18年２月には契約満了に伴い不採算店舗１店舗を閉鎖し、期末店舗数は89店舗（前期末比７店

舗増）となりました。また、「固定資産の減損に係る会計基準」を当期より適用し、減損損失439百万円を計上いた

しました。 

以上の結果、当期の実績は、売上高10,208百万円（前期比18.3％増）、営業利益1,232百万円（前期比90.8％増）

となりました。 

 

Ｂ．複合カフェ運営事業 

複合カフェ運営事業におきましては、平成17年９月にゼビオ株式会社から複合カフェ２店舗を、同年10月に株

式会社アオキインターナショナルから複合カフェ等58店舗の営業を譲り受けました。また、下期に複合カフェ３店

舗、スパ１店舗の計４店舗の新規出店を行った結果、期末店舗数は64店舗となりました。 

店舗数増加に伴い当社の複合カフェ事業の認知度が向上し、加えて初のグランドメニュー改廃、シーズンメニ

ューの投入等を行った結果、客数が順調に増加いたしました。 

また、平成17年10月、横浜市都筑区に所在する快活スクエア内２階にオープンした“健康と美と癒しを楽しめ

る複合スパ”「快活スパＣＬＵＢ」は、女性客を中心にご好評をいただいております。 

以上の結果、当期の実績は売上高2,726百万円、営業利益150百万円となりました。 
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(2) 財政状態 

当期末における現金及び現金同等物（以下「資金」という）は、前年同期に比べ1,448百万円増加し、2,399百万

円（前年同期比152.2％増）となりました。 

当期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、2,245百万円と前年同期比1,442百万円（179.6％）の増加となりました。 

その主な内訳は税引前当期純利益873百万円、減価償却費715百万円及び減損損失439百万円によるものであります。 

 

(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、3,860百万円と前年同期比1,575百万円（69.0％）の増加となりました。 

これは主に、５店舗の新規出店等に伴う有形固定資産の取得による支出326百万円、敷金・保証金の増加による支

出246百万円及び営業の譲受けによる支出3,307百万円によるものであります。 

 

(財務活動によるキャッシュ・フロー) 

財務活動の結果得られた資金は、3,063百万円と前年同期比1,837百万円（149.8％）の増加となりました。 

これは主に、長期借入れによる収入4,800百万円がありました一方で、長期借入金の返済による支出1,701百万円があ

ったことによるものであります。 

 

当社のキャッシュ・フロー指標のトレンドは下記のとおりであります。 

 平成15年３月期 平成16年３月期 平成17年３月期 平成18年３月期

株主資本比率(％) 11.5 20.4 18.7 15.0

時価ベースの自己資本比率(％) ― 120.4 64.8 101.0

有利子負債(百万円) 4,362 4,879 6,135 9,234

営業キャッシュ・フロー(百万円) 579 1,020 802 2,245

債務償還年数(年) 7.5 4.8 7.6 4.1

(注) 株主資本比率：株主資本／総資産 

時価ベースの自己資本比率：株式時価総額／総資産 

有利子負債：社債及び長期借入金 

債務償還年数：有利子負債／営業キャッシュ・フロー 
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(3) 次期の見通し 

当社は各事業の安定的な成長基盤を確立することにより、３年後（平成21年３月期）において「総店舗数250店舗」、

「売上高240億円」、「営業利益25億円」の達成を目指すべく中期事業計画を策定いたしました。次期（平成19年３月

期）については、その初年度として位置付け、今後の質の高い安定成長に向けた先行投資を行ってまいります。 

なお、平成18年５月11日付けで「中期事業計画についてのお知らせ」を発表しております。 

 

次期の見通しについては以下のとおりであります。 

国内経済は引き続き回復基調が続くものと考えられますが、個人消費の分野では定率減税の廃止や、社会保険料

の負担増などの不安要因があり、経営環境は今後も楽観できない状況にあります。 

こうした中、カラオケルーム運営事業につきましては、飲食の更なる強化による客単価増を見込むものの、「青少

年育成条例」の遵守による深夜の若年層減少や６月のドイツワールドカップによる深夜の集客減の影響を見込んでお

ります。 

複合カフェ運営事業につきましては、業態の認知度向上と複合カフェ市場拡大を背景に、当社のカラオケルーム

運営事業の経営ノウハウ注入と、飲食メニュー刷新、料金体系変更等による客単価増を図ってまいります。 

また、新規コンテンツの導入や既存コンテンツの改廃による新鮮さを保つことで既存顧客のリピート率向上を図

ってまいります。 

新規出店については計35店舗（カラオケ４店舗、複合カフェ30店舗、フィットネス１店舗）を計画しております。

特に複合カフェについては、今後既存店ベースでは増収増益を確保しながら、年間30店舗以上の積極出店を実施して

いく予定であります。 

また、平成18年９月には、長野県長野市内に初のフィットネスクラブとカラオケ店の複合店舗を新規開店する予

定であります。 

経費面におきましては、売上原価は新規出店35店舗の消耗品費等オープン経費の増加を見込んでおります。 

販売費及び一般管理費は、新規出店35店舗の仲介手数料や開店準備費の増加、出店増加に伴う人材募集費、教育訓練

費の増加、及びストックオプション付与に伴う株式報酬費用の増加等を見込んでおります。特別損失は、カラオケ既

存店活性化のためのリニューアルに伴う固定資産除却損、カラオケ機器入替えに伴うリース解約損等、また、複合カ

フェでは、大型リニューアルやＰＯＳシステム入替えによるリース解約損等の先行投資による費用増加を見込んでお

ります。 

以上の結果、複合カフェ運営事業の出店加速に伴うオープン経費や既存店活性化のための先行投資費用の負担増

加等を考慮し、通期の業績の見通しにつきましては、売上高17,460百万円（前期比35.0％増）、経常利益1,050百万円

（前期比20.6％減）、当期純利益430百万円（前期比1.0％減）を予定しております。 

 

(注) 本文中の業績予想等将来に関する記述は、本資料の発表日現在において入手可能な情報及び将来の業績に影響を

与える不確実な要因に係る本資料発表日現在における仮定を前提としております。実際の業績は、今後様々な要

因によって大きく異なる結果となる可能性があります。 
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 個別財務諸表等 
  財務諸表 

① 貸借対照表 
 

  
前事業年度 

（平成17年３月31日） 
当事業年度 

（平成18年３月31日） 
比較増減 

区分 
注記 
番号 

金額(百万円) 
構成比
(％) 

金額(百万円) 
構成比 
(％) 

金額(百万円) 

(資産の部)     

Ⅰ 流動資産     

 １ 現金及び預金   951 2,399   1,448

 ２ 売掛金   16 32   15

 ３ 商品   0 8   8

 ４ 原材料   29 64   34

 ５ 貯蔵品   14 24   10

 ６ 前払費用 ※１  227 388   161

 ７ 繰延税金資産   35 114   78

 ８ 未収入金   31 55   23

 ９ その他   0 0   0

   流動資産合計   1,306 15.8 3,089 24.0  1,782

Ⅱ 固定資産     

 １ 有形固定資産     

  (1) 建物  6,115 8,425   

    減価償却累計額 ※４ 1,327 4,788 2,032 6,392   1,604

  (2) 構築物  689 782   

    減価償却累計額 ※４ 166 522 266 516   △6

  (3) 器具備品  389 688   

    減価償却累計額 ※４ 155 233 267 420   186

  (4) 建設仮勘定   ― 9   9

   有形固定資産合計   5,544 66.8 7,339 56.9  1,794

 ２ 無形固定資産     

  (1) 商標権   0 0   △0

  (2) ソフトウェア   7 21   14

  (3) その他   14 15   1

   無形固定資産合計   22 0.3 37 0.3  15
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前事業年度 
（平成17年３月31日） 

当事業年度 
（平成18年３月31日） 

比較増減 

区分 
注記 
番号 

金額(百万円) 
構成比
(％) 

金額(百万円) 
構成比 
(％) 

金額(百万円) 

 ３ 投資その他の資産     

  (1) 投資有価証券   ― 0   0

  (2) 破産債権   10 10   ―

  (3) 長期前払費用 ※１  317 361   43

  (4) 繰延税金資産   182 340   157

  (5) 敷金・保証金 ※１  897 1,698   800

  (6) その他   24 25   1

    貸倒引当金   △10 △10   ―

   投資その他の資産合計   1,422 17.1 2,425 18.8  1,003

   固定資産合計   6,989 84.2 9,802 76.0  2,813

   資産合計   8,296 100.0 12,892 100.0  4,595
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前事業年度 
（平成17年３月31日） 

当事業年度 
（平成18年３月31日） 

比較増減 

区分 
注記 
番号 

金額(百万円) 
構成比
(％) 

金額(百万円) 
構成比 
(％) 

金額(百万円) 

(負債の部)     

Ⅰ 流動負債     

 １ 買掛金   111 195   83

 ２ 一年内返済予定の長期借入金   1,701 2,053   352

 ３ 未払金   99 257   158

 ４ 未払費用   139 251   111

 ５ 未払法人税等   132 570   437

 ６ 未払消費税等   27 72   44

 ７ 前受金   ― 24   24

 ８ 預り金   6 5   △0

 ９ 前受収益   3 54   51

 10 賞与引当金   41 137   95

 11 設備未払金   5 5   △0

   流動負債合計   2,269 27.3 3,627 28.1  1,358

Ⅱ 固定負債     

 １ 社債   700 700   ―

 ２ 長期借入金   3,734 6,480   2,746

 ３ 退職給付引当金   12 23   10

 ４ 役員退職慰労引当金   27 28   1

 ５ その他   5 99   93

   固定負債合計   4,479 54.0 7,331 56.9  2,852

   負債合計   6,748 81.3 10,958 85.0  4,210

(資本の部)     

Ⅰ 資本金 ※２  483 5.8 483 3.8  ―

Ⅱ 資本剰余金     

 １ 資本準備金   405 405   ―

   資本剰余金合計   405 4.9 405 3.1  ―

Ⅲ 利益剰余金     

 １ 利益準備金   0 0   ―

 ２ 任意積立金     

  (1) 別途積立金  300 300 500 500   200

 ３ 当期未処分利益   357 543   185

   利益剰余金合計   658 8.0 1,044 8.1  385

Ⅳ その他有価証券評価差額金   ― ― 0 0.0  0

   資本合計   1,547 18.7 1,933 15.0  385

   負債資本合計   8,296 100.0 12,892 100.0  4,595
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② 損益計算書 
 

  
前事業年度 

(自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日) 

比較増減 

区分 
注記 
番号 

金額(百万円) 
百分比
(％) 

金額(百万円) 
百分比 
(％) 

金額(百万円) 

Ⅰ 売上高   8,630 100.0 12,934 100.0  4,304

Ⅱ 売上原価   7,094 82.2 10,517 81.3  3,423

   売上総利益   1,536 17.8 2,417 18.7  880

Ⅲ 販売費及び一般管理費 ※１  890 10.3 1,034 8.0  144

   営業利益   645 7.5 1,382 10.7  736

Ⅳ 営業外収益     

 １ 受取利息  0 0  △0 

 ２ 販促協力金  42 27  △15 

 ３ 不動産賃貸収入  5 13  7 

 ４ 受取手数料  5 11  6 

 ５ その他  3 57 0.7 11 64 0.5 8 6

Ⅴ 営業外費用     

 １ 支払利息  77 79  2 

 ２ 社債利息  4 4  0 

 ３ 新株発行費  1 4  2 

 ４ 不動産賃貸費用  5 11  6 

 ５ 違約金  ― 20  20 

 ６ その他  2 91 1.1 2 123 1.0 0 32

   経常利益   611 7.1 1,323 10.2  711

Ⅵ 特別利益     

 １ 貸倒引当金戻入益  ― 10  10 

 ２ 保険金収入  5 5 0.0 ― 10 0.1 △5 4

Ⅶ 特別損失     

 １ 固定資産除却損 ※２ 17 7  △9 

 ２ リース解約損  19 ―  △19 

 ３ 固定資産売却損 ※３ 1 ―  △1 

 ４ 賃借契約解約違約金  5 ―  △5 

 ５ 店舗閉鎖損失 ※４ 235 ―  △235 

 ６ 建設協力金貸倒損失  ― 2  2 

 ７ 敷金貸倒引当金繰入  10 10  ― 

 ８ 減損損失 ※５ ― 288 3.3 439 459 3.5 439 170

   税引前当期純利益   328 3.8 873 6.8  545

   法人税、住民税及び事業税  259 676   

   法人税等調整額  △94 164 1.9 △236 439 3.4  274

   当期純利益   164 1.9 434 3.4  270

   前期繰越利益   193 108   △84

   当期未処分利益   357 543   185
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売上原価明細書 
 

  
前事業年度 

(自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日) 

区分 
注記 
番号 

金額(百万円) 
構成比 
(％) 

金額(百万円) 
構成比 
(％) 

Ⅰ 商品・食材原価   

 １ 期首商品・原材料 
   たな卸高 

 20 30 

 ２ 当期商品・原材料 
仕入高 

 1,094 1,656 

      小計  1,115 1,686 

 ３ 期末商品・原材料 
   たな卸高 

 30 73 

 ４ 他勘定振替高 ※１ 0 3 

  1,085 15.3 1,608 15.3

Ⅱ 労務費  1,819 25.6 2,974 28.3

Ⅲ 経費 ※２ 4,189 59.1 5,934 56.4

  売上原価  7,094 100.0 10,517 100.0

 
(脚注) 

 
前事業年度 

(自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日) 

※１ 他勘定振替高の内訳は、次のとおりであります。

営業外費用 0百万円

※２ 経費の主な内訳は、次のとおりであります。 

地代家賃 1,373百万円

支払リース料 735百万円

減価償却費 548百万円

水道光熱費 518百万円

※１ 他勘定振替高の内訳は、次のとおりであります。

経費 3百万円

※２ 経費の主な内訳は、次のとおりであります。 

地代家賃 2,069百万円

支払リース料 875百万円

減価償却費 702百万円

水道光熱費 757百万円
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③ キャッシュ・フロー計算書 
 

  
前事業年度 

(自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日) 

比較増減 

区分 
注記 
番号 

金額(百万円) 金額(百万円) 金額(百万円) 

Ⅰ 営業活動によるキャッシュ・フロー   

   税引前当期純利益  328 873 545

   減価償却費  554 715 160

   減損損失  ― 439 439

   貸倒引当金の増加額  10 ― △10

   賞与引当金の増加額(△減少額)  △0 95 96

   退職給付引当金の増加額  7 10 3

   役員退職慰労引当金増加額  11 1 △9

   受取利息  △0 △0 0

   支払利息  77 79 2

   社債利息  4 4 0

   新株発行費  1 4 2

   固定資産除却損  17 7 △9

   固定資産売却損  1 ― △1

   建設協力金貸倒損失  ― 2 2

   店舗閉鎖損失  235 ― △235

   売上債権の増加額  △7 △15 △7

   たな卸資産の増加額  △7 △7 △0

   前払費用の増加額  △63 △130 △67

   未収入金の減少額(△増加額)  0 △23 △24

   仕入債務の増加額  25 83 58

   未払金の増加額(△減少額)  △9 158 167

   未払費用の増加額  26 111 85

   未払消費税等の増加額(△減少額)  △17 44 62

   役員賞与の支払額  △22 △13 9

   その他  70 156 86

    小計  1,242 2,598 1,356

   利息の受取額  0 0 △0

   利息の支払額  △79 △82 △3

   法人税等の支払額  △360 △271 88

   営業活動によるキャッシュ・フロー  802 2,245 1,442

 



- 16 - 

 
  

前事業年度 
(自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日) 

比較増減 

区分 
注記 
番号 

金額(百万円) 金額(百万円) 金額(百万円) 

Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー   

   投資有価証券の取得による支出  ― △0 △0

   有形固定資産の取得による支出  △1,927 △326 1,601

   有形固定資産の売却による収入  2 ― △2

   無形固定資産の取得による支出  △1 △1 0

   敷金・保証金の増加による支出  △258 △246 11

   敷金・保証金の減少による収入  6 61 54

   長期前払費用の増加による支出  △104 △38 66

   営業の譲受けによる支出  ― △3,307 △3,307

   その他  △0 △0 △0

   投資活動によるキャッシュ・フロー  △2,284 △3,860 △1,575

Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー   

   長期借入れによる収入  2,500 4,800 2,300

   長期借入金の返済による支出  △1,244 △1,701 △457

   配当金の支払額  △29 △35 △5

   財務活動によるキャッシュ・フロー  1,226 3,063 1,837

Ⅳ 現金及び現金同等物の 
  増加額(△減少額) 

 △255 1,448 1,703

Ⅴ 現金及び現金同等物の期首残高  1,206 951 △255

Ⅵ 現金及び現金同等物の期末残高  951 2,399 1,448
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④ 利益処分案 

 

  
前事業年度 

（平成17年３月期） 
当事業年度 

（平成18年３月期） 
比較増減 

区分 
注記 
番号 

金額(百万円) 金額(百万円) 金額(百万円) 

Ⅰ 当期未処分利益  357 543  185

Ⅱ 利益処分額   

 １ 株主配当金  35 47 11 

 ２ 役員賞与金 
   (うち監査役賞与金) 

 
13
(2)

25
(2)

12 
(0) 

 ３ 任意積立金   

  (1) 別途積立金  200 248 300 373 100 124

Ⅲ 次期繰越利益  108 169  61
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重要な会計方針 

 

項目 
前事業年度 

(自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31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、売却原価は総平均法により算

定） 

２ たな卸資産の評価基準及

び評価方法 

(1) 商品・原材料 

  総平均法による原価法 

(2) 貯蔵品 

  最終仕入原価法 

(1) 商品・原材料 

同左 

(2) 貯蔵品 

同左 

３ 固定資産の減価償却の方

法 

(1) 有形固定資産 

  定率法 

  ただし、建物(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        ３～41年

   構築物       ８～20年

   器具備品      ２～15年

(2) 無形固定資産 

  定額法 

  ただし、ソフトウェア(自社利用

分)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 

(3) 長期前払費用 

  定額法 

(1) 有形固定資産 

定率法 

  ただし、建物(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        ２～41年

   構築物       ２～20年

   器具備品      ２～15年

(2) 無形固定資産 

  定額法 

  ただし、ソフトウェア(自社利用

分)については、社内における利用

可能期間(３～５年)に基づく定額

法 

(3) 長期前払費用 

同左 

４ 繰延資産の処理方法 新株発行費 

 支出時全額費用処理 

新株発行費 

        同左 

５ 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検

討し、回収不能見込額を計上してお

ります。 

(2) 賞与引当金 

  従業員の賞与の支給に備えるた

め、支給見込額に基づき計上してお

ります。 

(3) 退職給付引当金 

  従業員の退職給付の支給に備える

ため、退職金規程に基づく自己都合

退職金の期末要支給額を計上してお

ります。 

(1) 貸倒引当金 

        同左 

 

 

 

 

 

(2) 賞与引当金 

同左 

 

 

(3) 退職給付引当金 

     同左 
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項目 
前事業年度 

(自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日) 

 
 

(4) 役員退職慰労引当金 

  役員の退職慰労金の支出に備える

ため、役員退職慰労金規程に基づく

期末要支給額を計上しております。

(4) 役員退職慰労引当金 

同左 

６ 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 

７ ヘッジ会計の方法 (1) ヘッジ会計の方法 

  金利スワップについては、特例処

理の要件を充たしているため、特例

処理を採用しております。 

(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……借入金の支払利息

(3) ヘッジ方針 

  借入金の金利支払にかかわるキャ

ッシュ・フロー変動リスクを回避す

るため、対象債務の範囲内でヘッジ

を行っております。 

(4) ヘッジ有効性評価の方法 

  特例処理の要件を充たしている金

利スワップについて、有効性の評価

を省略しております。 

(1) ヘッジ会計の方法 

同左 

 

 

(2) ヘッジ手段とヘッジ対象 

同左 

 

(3) ヘッジ方針 

同左 

 

 

 

(4) ヘッジ有効性評価の方法 

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、要求払預金及び取得日か

ら３ヶ月以内に満期日の到来する流動

性の高い、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

か負わない短期的な投資からなってお

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 

 消費税等の会計処理は、税抜方式に

よっております。 

消費税等の会計処理 

同左 
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会計処理の変更 

前事業年度 
(自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日) 

       ―――――――――― 固定資産の減損に係る会計基準 

 当事業年度から「固定資産の減損に係る会計基準」

（「固定資産の減損に係る会計基準の設定に関する意見

書」（企業会計審議会 平成14年８月９日））及び「固定

資産の減損に係る会計基準の適用指針」（企業会計基準

委員会 平成15年10月31日 企業会計基準適用指針第

６号）を適用しております。 

 これにより税引前当期純利益が370百万円減少してお

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

等規則に基づき当該各資産の金額から合算間接控除し

ております。 

  

 

 

 

 

追加情報 

前事業年度 
(自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日) 

「地方税法等の一部を改正する法律」(平成15年法律

第９号)が平成15年３月31日に公布され、平成16年４月

１日以後に開始する事業年度より外形標準課税制度が

導入されたことに伴い、当事業年度から「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)に従い法人事業税の付

加価値割及び資本割については、販売費及び一般管理費

に計上しております。  

 この結果、販売費及び一般管理費が21百万円増加し、

営業利益、経常利益及び税引前当期純利益が、21百万円

減少しております。 

       ―――――――――― 
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注記事項 

(貸借対照表関係) 
前事業年度 

（平成17年３月31日） 
当事業年度 

（平成18年３月31日） 

※１ 関係会社に対する主な資産には以下のものがあ

ります。 

前払費用 29百万円

長期前払費用 29百万円

敷金・保証金 132百万円
 

※１ 関係会社に対する主な資産には以下のものがあ

ります。 

前払費用 59百万円

長期前払費用 34百万円

敷金・保証金 304百万円
 

  

※２ 会社が発行する株式 

普通株式 47,792株

発行済株式総数 

 普通株式 11,948株
 

※２ 会社が発行する株式 

普通株式 95,584株

発行済株式総数 

 普通株式 23,896株
 

 

 ３ 当社は、運転資金の効率的な調達を行うため取引

銀行１行と当座貸越契約を締結しております。 

当座貸越極度額  500百万円

借入実行残高  ―   

  差引額 500百万円

 
 

 

 ３ 当社は、運転資金の効率的な調達を行うため取引

銀行１行と当座貸越契約を締結しております。 

当座貸越極度額  1,000百万円

借入実行残高  ―  

  差引額  1,000百万円

 
 

 

      ―――――――――――― 

 

※４ 減価償却累計額には、減損損失累計額が含まれて

おります。 
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(損益計算書関係) 
前事業年度 

(自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日) 

※１ 販売費に属する費用のおおよその割合は16.2％、

一般管理費に属する費用のおおよその割合は

83.8％であります。 

   主要な費目及び金額は、次のとおりであります。

広告宣伝費 136百万円

役員報酬 73百万円

給与手当 176百万円

賞与引当金繰入額 15百万円

退職給付費用 5百万円

役員退職慰労引当金繰入額 11百万円

人材募集費 74百万円

減価償却費 6百万円

支払手数料 75百万円

開店準備費 37百万円
 

※１ 販売費に属する費用のおおよその割合は14.5％、

一般管理費に属する費用のおおよその割合は

85.5％であります。 

   主要な費目及び金額は、次のとおりであります。

広告宣伝費 135百万円

役員報酬 66百万円

給与手当 251百万円

賞与引当金繰入額 49百万円

退職給付費用 6百万円

役員退職慰労引当金繰入額 13百万円

人材募集費 56百万円

減価償却費 11百万円

支払手数料 57百万円

開店準備費 11百万円
 

  

※２ 固定資産除却損の内容は、次のとおりであります。

建物 9百万円

構築物 2百万円

器具備品 1百万円

長期前払費用 1百万円

除却費用 2百万円

合計 17百万円
 

※２ 固定資産除却損の内容は、次のとおりであります。

器具備品 0百万円

除却費用 7百万円

合計 7百万円
 

  

※３ 固定資産売却損の内容は、次のとおりであります。

建物 0百万円

器具備品 0百万円

合計 1百万円
 

       ――――――――――― 

  

 

※４ 退店を決定した店舗に係る建物等の帳簿価額か

ら退店時までの通常の減価償却費を控除した残

額についての除却損失見込額と敷金・保証金解約

損失見込額であり、その内訳は次のとおりです。

     

建物等除却損失見込額 228百万円

敷金・保証金損失見込額 6百万円

長期前払費用除却損失見込額 0百万円

合計 235百万円
 

 

       ――――――――――― 
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前事業年度 

(自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日) 

        ――――――――― ※５ 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

計上いたしました。 

場所 用途 種類 
減損損失

(百万円)

カラオケパーティースペース

「コート・ダジュール」

(新潟県長岡市他５店舗） 
営業用店舗 建物他 439

 当社は、管理会計上の区分を考慮して資産グループ

を決定しております。なお、営業用店舗については主

に各店舗を資産グループとしております。 

 営業活動から生ずる損益が継続してマイナスとなる

資産グループについて減損の兆候を把握し、回収可能

価額が帳簿価額を下回るものについて帳簿価額を回収

可能価額まで減額し、当該減少額を減損損失（439百万

円）として特別損失に計上いたしました。その内訳は、

建物281百万円、構築物30百万円、器具備品11百万円、

その他0百万円及びリース資産115百万円であります。

なお、当資産グループの回収可能価額は使用価値によ

り測定しており、将来キャッシュ・フローを2.8％で割

り引いて算定しております。 
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(キャッシュ・フロー計算書関係) 
 

前事業年度 
(自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日) 

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 951百万円

現金及び現金同等物 951百万円
 

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 2,399百万円

現金及び現金同等物 2,399百万円
 

  

      ――――――――――― ２ 営業の譲受けにより増加した資産の内訳 

有形固定資産 2,502百万円

無形固定資産 18百万円

投資その他の資産 698百万円

その他 87百万円

合計 3,307百万円

  
 

 
(リース取引関係) 

有価証券報告書についてＥＤＩＮＥＴにより開示を行うため記載を省略しております。 

 

 

 

(有価証券関係) 

前事業年度(自 平成16年４月１日 至 平成17年３月31日) 

該当事項はありません。 

 

当事業年度(自 平成17年４月１日 至 平成18年３月31日) 

その他有価証券で時価のあるもの 

                               (平成18年３月31日現在) 

区分 取得原価（百万円） 
貸借対照表計上額 
（百万円） 

差額（百万円） 

  株式 0 0 0

合計 0 0 0
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(デリバティブ取引関係) 

前事業年度(自 平成16年４月１日 至 平成17年３月31日) 

１ 取引の状況に関する事項 

(1) 取引の内容及び利用目的等 

借入金の将来の金利市場における利率上昇による支払キャッシュ・フローの変動リスクを回避する目

的で、金利スワップ取引を利用しております。 

なお、デリバティブ取引を利用して、ヘッジ会計を行っております。 

① ヘッジ会計の方法 
金利スワップについて特例処理の要件を充たしているため、特例処理を採用しております。 

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……借入金の支払利息 

③ ヘッジ方針 
借入金の金利支払にかかるキャッシュ・フローの変動リスクを回避するため、対象債務の範囲内で

ヘッジを行っております。 

④ ヘッジ有効性評価の方法 
特例処理の要件を充たしている金利スワップについて、有効性の評価を省略しております。 

(2) 取引に対する取組方針 

デリバティブ取引は、将来の金利変動による支払キャッシュ・フローの変動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す。 

(3) 取引に係るリスクの内容 

金利スワップ取引は、市場金利変動によるリスクを有しております。 

なお、取引の契約先は信用度の高い国内の金融機関であり、相手先の契約不履行によるリスクはほと

んどないと判断しております。 

(4) 取引に係るリスク管理体制 

デリバティブ取引に係る管理規程は特に設けておりませんが、取引契約は個別に取締役会において承

認を受けた後行われております。 

 
２ 取引の時価等に関する事項 

当社が行っているデリバティブ取引は、すべてヘッジ会計を適用しておりますので、記載するものはあ

りません。 
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当事業年度(自 平成17年４月１日 至 平成18年３月31日) 

１ 取引の状況に関する事項 

(1) 取引の内容及び利用目的等 

借入金の将来の金利市場における利率上昇による支払キャッシュ・フローの変動リスクを回避する目

的で、金利スワップ取引を利用しております。 

なお、デリバティブ取引を利用して、ヘッジ会計を行っております。 

① ヘッジ会計の方法 
金利スワップについて特例処理の要件を充たしているため、特例処理を採用しております。 

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……借入金の支払利息 

③ ヘッジ方針 
借入金の金利支払にかかるキャッシュ・フローの変動リスクを回避するため、対象債務の範囲内で

ヘッジを行っております。 

④ ヘッジ有効性評価の方法 
特例処理の要件を充たしている金利スワップについて、有効性の評価を省略しております。 

(2) 取引に対する取組方針 

デリバティブ取引は、将来の金利変動による支払キャッシュ・フローの変動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す。 

(3) 取引に係るリスクの内容 

金利スワップ取引は、市場金利変動によるリスクを有しております。 

なお、取引の契約先は信用度の高い国内の金融機関であり、相手先の契約不履行によるリスクはほと

んどないと判断しております。 

(4) 取引に係るリスク管理体制 

デリバティブ取引に係る管理規程は特に設けておりませんが、取引契約は個別に取締役会において承

認を受けた後行われております。 

 
２ 取引の時価等に関する事項 

当社が行っているデリバティブ取引は、すべてヘッジ会計を適用しておりますので、記載するものはあ

りません。 
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(退職給付関係) 

前事業年度(自 平成16年４月１日 至 平成17年３月31日) 

１ 採用している退職給付制度の概要 

当社は確定給付型の制度として、退職一時金制度を設けております。 

 
２ 退職給付債務に関する事項 

当社は退職給付債務の算定については簡便法を採用しており、期末自己都合要支給額の全額を退職給付

債務としております。 

(1) 退職給付債務 12百万円

(2) 退職給付引当金 12百万円

 
３ 退職給付費用に関する事項 

(1) 従業員に係る自己都合要支給額に基づく繰入額 8百万円

(2) 退職給付費用 8百万円

 
 

当事業年度(自 平成17年４月１日 至 平成18年３月31日) 

１ 採用している退職給付制度の概要 

当社は確定給付型の制度として、退職一時金制度を設けております。 

 
２ 退職給付債務に関する事項 

当社は退職給付債務の算定については簡便法を採用しており、期末自己都合要支給額の全額を退職給付

債務としております。 

(1) 退職給付債務 23百万円

(2) 退職給付引当金 23百万円

 
３ 退職給付費用に関する事項 

(1) 従業員に係る自己都合要支給額に基づく繰入額 11百万円

(2) 退職給付費用 11百万円
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(税効果会計関係) 
 

前事業年度 
（平成17年３月31日） 

当事業年度 
（平成18年３月31日） 

１ 繰延税金資産の発生の主な原因別の内訳 

  繰延税金資産 

減価償却費超過額 31百万円

賞与引当金超過額 16百万円

未払事業税 12百万円

開店準備費用 23百万円

店舗閉鎖損失 95百万円

役員退職慰労引当金 11百万円

一括償却資産 3百万円

退職給付引当金超過額 5百万円

未払事業所税 2百万円

その他 16百万円

繰延税金資産合計 218百万円

１ 繰延税金資産の発生の主な原因別の内訳 

  繰延税金資産 

減価償却費超過額 134百万円

賞与引当金超過額 55百万円

減損損失 150百万円

未払事業税 42百万円

開店準備費用 19百万円

役員退職慰労引当金 11百万円

一括償却資産 7百万円

退職給付引当金超過額 9百万円

未払事業所税 7百万円

その他 17百万円

繰延税金資産合計 454百万円

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 

法定実効税率 40.6％

 (調整) 

交際費等永久に損金に算入されない項目 0.6％

住民税均等割 4.6％

留保金課税 4.8％

その他 △0.5％

税効果会計適用後の法人税等の負担率 50.1％
 

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 40.6％

 (調整) 

交際費等永久に損金に算入されない項目 0.2％

住民税均等割 2.4％

留保金課税 7.7％

その他 △0.6％

税効果会計適用後の法人税等の負担率 50.3％
 

 
(持分法損益等) 

前事業年度(自 平成16年４月１日 至 平成17年３月31日) 

当社は関連会社を有していないため、該当事項はありません。 

 
当事業年度(自 平成17年４月１日 至 平成18年３月31日) 

当社は関連会社を有していないため、該当事項はありません。 
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関連当事者との取引 

前事業年度(自 平成16年４月１日 至 平成17年３月31日) 

１ 親会社及び法人主要株主等 

 

関係内容 
属性 

会社等 
の名称 

住所 
資本金又 
は出資金 
(百万円) 

事業の内容
又は職業

議決権等 
の所有 

(被所有)割合
(％) 

役員の
兼任等

事業上
の関係

取引の内容
取引金額 
(百万円) 

科目 
期末残高
(百万円)

前払費用 29

長期 
前払費用 29親会社 

株式会社
アオキイ
ンターナ
ショナル 

神奈川県
横浜市都
筑区 

23,282 
メンズ小売
事業及びそ
の他の事業

(被所有) 
直接  67.0

兼務
２名 

不動産
賃借 

不動産の 
賃借 

284 

敷金・ 
保証金 132

(注) １ 上記金額のうち取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。 

２ 取引条件及び取引条件の決定方針等 

不動産賃借料については、不動産鑑定士による鑑定評価に基づき、協議の上決定しております。 

 

２ 役員及び個人主要株主等 

当社取締役会長青木拡憲は、平成14年６月の就任時より株式会社アオキインターナショナルの代表取締

役を兼務しております。なお、その取引内容は「親会社及び法人主要株主等」の項に記載しております。 

 

当事業年度(自 平成17年４月１日 至 平成18年３月31日) 

１ 親会社及び法人主要株主等 

 

関係内容 
属性 

会社等 
の名称 

住所 
資本金又 
は出資金 
(百万円) 

事業の内容
又は職業

議決権等 
の所有 

(被所有)割合
(％) 

役員の
兼任等

事業上
の関係

取引の内容
取引金額 
(百万円) 

科目 
期末残高
(百万円)

前払費用 59

長期 
前払費用 34親会社 

株式会社
アオキイ
ンターナ
ショナル 

神奈川県
横浜市都
筑区 

23,282 
メンズ小売
事業及びそ
の他の事業

(被所有) 
直接  67.0

― 
不動産
賃借 

不動産の 
賃借 
 
営業の譲受
け 

435 

2,877 敷金・ 
保証金 304

(注) １ 上記金額のうち取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。 

２ 取引条件及び取引条件の決定方針等 

不動産賃借料については、不動産鑑定士による鑑定評価に基づき、協議の上決定しております。 

営業の譲受けについては、複合カフェ運営事業部門の営業を譲受けたものであり、提示された対価に基づき、

交渉により決定しております。 

 

２ 役員及び個人主要株主等 

当社取締役会長青木拡憲、取締役副会長青木寶久は、平成17年６月28日開催の当社定時株主総会の日を

もって取締役を退任いたしました。したがいまして、平成18年３月31日現在、役員の兼任等はございませ

ん。 
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(１株当たり情報) 
 

項目 
前事業年度 

(自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日) 

１株当たり純資産額 128,440円82銭 79,830円20銭

１株当たり当期純利益 12,639円98銭 17,108円94銭

  なお、潜在株式調整後１株当たり当

期純利益については、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。 

 

 当社は、平成16年５月20日付で株式

１株につき２株の株式分割を行って

おります。 

 なお、当該株式分割が前期首に行わ

れたと仮定した場合の１株当たり情

報については、以下のとおりとなりま

す。 

 

前事業年度 

１株当たり純資産額 
 118,300.83円

１株当たり当期純利益 
25,426.14円

なお、潜在株式調整後１株当たり
当期純利益につきましては、潜在株
式が存在しないため記載しておりま
せん。 

 
 

当社は、平成18年２月１日付で株式

１株につき２株の株式分割を行って

おります。 

 なお、当該株式分割が前期首に行わ

れたと仮定した場合の１株当たり情

報については、以下のとおりとなりま

す。 

 

前事業年度 

１株当たり純資産額 
 64,220.41円 

１株当たり当期純利益 
6,319.99円 

なお、潜在株式調整後１株当たり
当期純利益につきましては、潜在株
式が存在しないため記載しておりま
せん。 
 

(注) １株当たり当期純利益の算定上の基礎 

 

項目 
前事業年度 

(自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日)

当事業年度 
(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日)

損益計算書上の当期純利益       (百万円) 164 434

普通株式に係る当期純利益       (百万円) 151 408

普通株主に帰属しない金額の主要な内訳 (百万円)
 利益処分による役員賞与金 

13 25

普通株主に帰属しない金額       (百万円) 13 25

普通株式の期中平均株式数         (株) 11,948 23,896
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(重要な後発事象) 
 

前事業年度 
(自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日) 

  当社は平成17年５月９日開催の取締役会において、
親会社である株式会社アオキインターナショナルの
営業の一部を譲受けることを決議し、同日営業譲受け
契約を締結いたしました。 

 １．営業の一部譲受け先の概要 
(1) 名称  株式会社アオキインターナショナル 
(2) 住所  神奈川県横浜市都筑区葛が谷６番56号
(3) 代表者の氏名  青木 拡憲 
(4) 資本金   232億82百万円 
(5) 事業の内容   

      紳士服及びファッション商品の販売 
 ２．営業の一部譲受けの目的 
   当社の中核事業であるカラオケルーム運営事業
に加え、複合カフェの運営事業を譲受け、同市場に
参入することにより、時間消費型ビジネスを多面的
に展開することが可能になると判断し、業容の拡大
と更なる収益基盤の強化を図るため、同社の営業の
一部譲受けを決定いたしました。 

 ３．営業の一部譲受けの内容 
  (1) 営業の一部譲受け日 
        平成17年10月１日（予定） 
(2) 譲受ける営業 

株式会社アオキインターナショナルの複合カ 
フェ53店舗(平成17年３月31日現在) 

  (3) 譲受け価額及び支払方法 
譲受け価額につきましては、営業譲受け予定日
であります平成17年10月１日時点の資産負債及
び債権債務残高をもとに、両者協議のうえ決定
いたします。 
支払方法及び支払時期につきましては、両者協
議のうえ決定いたします。 

１．取締役の報酬額の改定及びストックオプション(新
株予約権)の付与に関する取締役会決議 
当社は平成18年5月11日開催の取締役会において、
取締役の報酬額改定、及び会社法第236条、第238条及
び第239条の規定に基づき、株式報酬型ストックオプ
ションとして無償で発行する新株予約権の募集事項
の決定を取締役会に委任する議案を、平成18年6月22
日開催予定の当社第11回定時株主総会に付議するこ
とを決議いたしました。 

(1) 取締役の報酬額の改定 
当社の取締役の報酬額は、平成14年６月28日開催

の第７回定時株主総会において、取締役の報酬額を
月額1,000万円以内（ただし、使用人兼務取締役の使
用人分給与は含まない。）とする旨ご承認いただき今
日に至っておりますが、当社取締役の業績向上に対
する意欲や士気を高めることを目的として、当該取
締役報酬額とは別枠で、株式報酬型ストックオプシ
ョンとして、当社取締役に対して(2)に記載する内容
の新株予約権を発行し、その報酬額を年額4,800万円
以内とするものであります。 
当該報酬額につきましては、一般的な価格算定モ

デルであるブラックショールズモデルに基づき算出
いたします。なお、当社の取締役は６名であります。
また、取締役の報酬の額には、従来どおり使用人

兼務取締役の使用人分給与は含まないものといたし
ます。 

(2) 新株予約権の内容 
①金銭の払込みを要しないで募集を行うことを必要
とする理由 
当社取締役の業績向上に対する意欲や士気を高め
ることを目的として、ストックオプション制度を導
入するため。 
②新株予約権割当の対象者 
当社取締役 
③株主総会決議による委任に基づき募集事項の決定
をすることができる新株予約権の数の上限 
１６５個 
④新株予約権の払込金額 
無償（新株予約権につき金銭の払い込みを要しな
い。） 
⑤新株予約権の内容 
ア 新株予約権の目的である株式の数 
ｱ)新株予約権１個当たりの新株予約権の目的であ
る株式の数（以下「目的株式数」という。）は、
当初1株とする 
ｲ)当社が株式無償割当、株式分割又は株式併合を
行う場合、当社は次の算式により目的株式数を
調整する。 

     調整後株式数＝調整前株式数×無償割当、分
割又は併合の比率 

イ 新株予約権の行使に際して出資される財産の価
額 

ｱ)新株予約権の行使に際して出資される財産の価
額は、当該時点における目的株数１株当りの出
資される財産の価額（以下「行使価額」という。）
に目的株数を乗じた金額とし、当初行使価額は、
新株予約権の割当日の属する月の前月の各日
（取引が成立しない日を除く。）における株式会
社ジャスダック証券取引所（以下「ジャスダッ
ク証券取引所」という。）の当社普通株式の普通
取引の終値の平均値に1.025を乗じた価額とし、
計算の結果生じる１円未満の端数は切り上げる
ものとする。ただし、新株予約権割当日の前日
のジャスダック証券取引所における当社普通株
式の普通取引の終値（取引が成立しない場合は
その前日の終値）を下回る場合は、当該日の終
値とする。 
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前事業年度 
(自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日) 

 ｲ)当社が株式無償割当、株式分割又は株式併合を
行う場合、当社は、次の算式により行使価額を
調整し、調整の結果生じる1円未満の端数を切り
上げる。 

調整後払込金額＝調整前払込金額  × 

１ 
株式無償割当、分割又は併合の比率

 
ウ 新株予約権の行使期間 
平成20年7月1日から平成23年6月30日までの期間
で当社取締役会において決定する期間とする。 

エ 新株予約権の行使の条件 
ｱ)新株予約権者は、新株予約権の行使時において、
当社又は当社の関係会社の取締役、監査役又は
従業員であることを要する。ただし、対象者が
当社又は当社の関係会社の取締役又は監査役を
任期満了により退任した場合及び従業員を定年
により退職した場合は、退任及び退職後３ヵ月
間に限り行使できるものとする。 

ｲ)新株予約権者の相続人による新株予約権の行使
は認めない。 

ｳ)その他の行使の条件は、取締役会決議により決定
する。 

オ 新株予約権の行使により株式を発行する場合に
おける増加する資本金及び資本準備金に関する事
項 
行使に際して払込み又は給付をした財産の額（資
本金等増加限度額）として会社計算規則第40条第1
項に定める額の2分の1の額を資本金として計上し
（計算の結果1円未満の端数を生じる場合はその端
数を切り上げた額とする。）、その余を資本準備金と
して計上する。 

カ 新株予約権の取得事由 
ｱ)当社が消滅会社となる合併契約書承認の議案、当
社が完全子会社となる株式交換契約書承認の議
案又は株式移転の議案が株主総会で承認された
ときは、当社は新株予約権を無償で取得すること
ができる。 
ｲ)新株予約権者が新株予約権を行使する条件に該
当しなくなったときは、当社は新株予約権を無償
で取得することができる。 

キ 新株予約権の譲渡制限 
新株予約権の譲渡については、取締役会の承認を
要するものとする。 

ク １株に満たない端数の処理 
新株予約権者に交付する株式の数に１株に満た
ない端数がある場合には、これを切り捨てるものと
する。 

ケ 新株予約権証券の不発行 
当社は、新株予約権に係る新株予約権証券を発行
しない。 

コ 合併等における新株予約権の交付 
当社は、当社株主総会及び取締役会決議において
定めるところに従い、当社を消滅会社とする合併、
当社を分割会社とする吸収分割、新設分割、株式交
換又は株式移転を行う場合において、それぞれ合併
契約等の規定に従い、本新株予約権の新株予約権者
に対して、それぞれ合併後存続する株式会社等の新
株予約権を交付することができる。 

サ その他の細目事項 
新株予約権に関するその他の細目事項について
は、取締役会決議により決定する。 
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前事業年度 
(自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日) 

２．従業員に対するストックオプション(新株予約権)の
付与に関する取締役会決議 
当社は平成18年５月11日開催の取締役会において、
会社法第236条、第238条及び第239条の規定に基づき、
ストックオプションとして無償で発行する新株予約
権の募集事項の決定を取締役会に委任する議案を、平
成18年６月22日開催予定の当社第11回定時株主総会
に付議することを決議いたしました。 

(1) 金銭の払込みを要しないで募集を行うことを必要
とする理由 
当社従業員の業績向上に対する意欲や士気を高め
ることを目的として、ストックオプション制度を導
入するため。 

(2) 新株予約権割当の対象者 
当社従業員 

(3) 株主総会決議による委任に基づき募集事項の決定
をすることができる新株予約権の数の上限 
４０５個 

(4) 新株予約権の払込金額 
無償（新株予約権につき金銭の払い込みを要しな
い。） 

(5) 新株予約権の内容 
① 新株予約権の目的である株式の数 
ｱ)新株予約権１個当たりの新株予約権の目的であ
る株式の数（以下「目的株式数」という。）は、
当初１株とする 
ｲ)当社が株式無償割当、株式分割又は株式併合を
行う場合、当社は次の算式により目的株式数を
調整する。 

     調整後株式数＝調整前株式数×無償割当、分
割又は併合の比率 

② 新株予約権の行使に際して出資される財産の価
額 
ｱ)新株予約権の行使に際して出資される財産の価
額は、当該時点における目的株数１株当りの出
資される財産の価額（以下「行使価額」という。）
に目的株数を乗じた金額とし、当初行使価額は、
新株予約権の割当日の属する月の前月の各日
（取引が成立しない日を除く。）における株式会
社ジャスダック証券取引所（以下「ジャスダッ
ク証券取引所」という。）の当社普通株式の
普通取引の終値の平均値に1.025を 
乗じた価額とし、計算の結果生じる１円未
満の端数は切り上げるものとする。ただし、
新株予約権割当日の前日のジャスダック証券
取引所における当社普通株式の普通取引の終
値（取引が成立しない場合はその前日の終値）
を下回る場合は、当該日の終値とする。 

ｲ)当社が株式無償割当、株式分割又は株式併合を
行う場合、当社は、次の算式により行使価額を
調整し、調整の結果生じる1円未満の端数を切り
上げる。 

調整後払込金額＝調整前払込金額  × 

１ 
株式無償割当、分割又は併合の比率

 
③ 新株予約権の行使期間 

平成20年7月1日から平成23年6月30日までの期間
で当社取締役会において決定する期間とする。 

④ 新株予約権の行使の条件 
ｱ)新株予約権者は、新株予約権の行使時において、
当社又は当社の関係会社の取締役、監査役又は
従業員であることを要する。ただし、対象者が
当社又は当社の関係会社の取締役又は監査役を
任期満了により退任した場合及び従業員を定年
により退職した場合は、退任及び退職後３ヵ月
間に限り行使できるものとする。 

ｲ)新株予約権者の相続人による新株予約権の行使
は認めない。 
ｳ)その他の行使の条件は、取締役会決議により決定
する。 
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前事業年度 
(自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日) 

 

⑤ 新株予約権の行使により株式を発行する場合に
おける増加する資本金及び資本準備金に関する事
項 
行使に際して払込み又は給付をした財産の額（資
本金等増加限度額）として会社計算規則第40条第1
項に定める額の2分の1の額を資本金として計上し
（計算の結果1円未満の端数を生じる場合はその端
数を切り上げた額とする。）、その余を資本準備金と
して計上する。 

⑥ 新株予約権の取得事由 
ｱ)当社が消滅会社となる合併契約書承認の議案、当
社が完全子会社となる株式交換契約書承認の議
案又は株式移転の議案が株主総会で承認された
ときは、当社は新株予約権を無償で取得すること
ができる。 
ｲ)新株予約権者が新株予約権を行使する条件に該
当しなくなったときは、当社は新株予約権を無償
で取得することができる。 

⑦ 新株予約権の譲渡制限 
新株予約権の譲渡については、取締役会の承認を
要するものとする。 

⑧ １株に満たない端数の処理 
新株予約権者に交付する株式の数に１株に満た
ない端数がある場合には、これを切り捨てるものと
する。 

⑨ 新株予約権証券の不発行 
当社は、新株予約権に係る新株予約権証券を発行
しない。 

⑩ 合併等における新株予約権の交付 
当社は、当社株主総会及び取締役会決議において
定めるところに従い、当社を消滅会社とする合併、
当社を分割会社とする吸収分割、新設分割、株式交
換又は株式移転を行う場合において、それぞれ合併
契約等の規定に従い、本新株予約権の新株予約権者
に対して、それぞれ合併後存続する株式会社等の新
株予約権を交付することができる。 

⑪ その他の細目事項 
新株予約権に関するその他の細目事項について
は、取締役会決議により決定する。 
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２．役員の異動 
 
(1) 代表者の異動 

 該当事項はありません。 

 

(2) その他役員の異動（平成18年６月22日付予定） 

①新任監査役候補 

常勤監査役 堤 喜義（現 ＮＩ帝人商事株式会社顧問） 

監査役   青木 啓雄 

②退任予定監査役 

常勤監査役 久保田 泰男 

監査役   牧野 敬一 

（注）新任監査役候補 堤 喜義氏及び青木 啓雄氏は、会社法第２条第16号に定める社外監査役

であります。 

 

 

 


