
 

－連結1－ 

平成 18 年 ９ 月期   中間決算短信（連結）   平成18年５月11日 

会 社 名 株式会社セントラルサービスシステム            上場取引所     ＪＱ 

コ ー ド 番 号 ２３０４                         本社所在都道府県  東京都 

（ ＵＲＬ http://www.css-ltd.co.jp ） 

代  表  者 役  職  名 代表取締役社長 

        氏    名 石井 二郎 
問い合わせ先 責任者役職名  経理財務部次長 

         氏    名  浅田 悟              ＴＥＬ（０３）３２６４－１１２４ 

決算取締役会開催日  平成18年５月11日  

米国会計基準採用の有無   有 ・ 無 
 
１．18年３月中間期の連結業績（平成17年10月１日～平成18年３月31日） 

(1) 連結経営成績 

 売上高 営業利益 経常利益 
 百万円   ％ 百万円   ％ 百万円   ％
18年３月中間期 5,066   （ 16.3）     328    （ △6.7） 333   （ △6.8）
17年３月中間期 4,357   （ 14.0）     351    （ 16.2） 357   （  7.0）

17年９月期  8,968     （  12.1） 714    （  25.1） 723    （  13.6）
 

 中間(当期)純利益 
１株当たり中間 
（当期）純利益 

潜在株式調整後１株当 
たり中間(当期)純利益 

 百万円   ％ 円   銭 円   銭

18年３月中間期 160    （△23.2） 3,061      85       3,021    68 
17年３月中間期 208   （ 37.8） 4,011      02       3,977    05 

17年９月期    403    （  16.3）       7,749      81 7,669      53 

(注)①期中平均株式数(連結)  18年３月中間期 52,276株    17年３月中間期 51,983株   17年９月期 52,070株 

②会計処理の方法の変更   有 ・ 無 

③売上高、営業利益、経常利益、中間（当期）純利益におけるパーセント表示は、対前年中間期増減率 
 
(2) 連結財政状態 

 総資産 株主資本 株主資本比率 １株当たり株主資本

 百万円 百万円 ％ 円   銭

18年３月中間期 4,606 2,604 56.5 49,744   89 

17年３月中間期 3,540 2,064 58.3 39,603   73 

17年９月期 4,078 2,307 56.6 44,210      13 

(注)①期末発行済株式数(連結) 18年３月中間期 52,351株   17年３月中間期 52,138株    17年９月期 52,196株 
 
(3) 連結キャッシュ･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

 百万円 百万円 百万円 百万円
18年３月中間期 193 △ 105 △  57 1,660 
17年３月中間期 244 △ 101 △  50 1,355 

17年９月期 385 △  108 89 1,629 
 
(4) 連結範囲及び持分法の適用に関する事項 

連結子会社数   2社   持分法適用非連結子会社数   － 社   持分法適用関連会社数  － 社 

(5) 連結範囲及び持分法の適用の異動状況 

連結 (新規)   －社   (除外)  － 社    持分法 (新規)   － 社   (除外)   － 社 

 

２．18年９月期の連結業績予想（平成17年10月１日～平成18年９月30日） 

 売上高 経常利益 当期純利益 
 百万円 百万円 百万円

通  期 13,198 842 452 

（参考）１株当たり予想当期純利益（通期）  8,651 円66 銭 

※上記に記載した予想数値は、現時点で入手可能な情報に基づき判断した見通しであり､多分に不確実な要素を含んでおりま
す。実際の実績等は、業績の変化等により、上記予想数値と異なる場合があります。 
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１．企業集団の状況 

当社グループ（当社及び当社の関連会社）は、当社及び子会社２社により構成されており、

１）ホテル・レストラン・会館等のスチュワード業務、２）社員食堂・寮・保養所等の給食管

理業務の請負、３）婚礼・宴会・レストラン運営を主たる業務としております。 

当社グループの事業内容と当該事業に係わる位置付け、並びに事業の種類別セグメントとの

関連は以下のとおりであります。 

 

１）スチュワード管理事業 

スチュワード管理事業は、当社グループ㈱セントラルサービスシステム（本体）における中

核事業であります。「洗浄」と「衛生」を業務における基礎とし、それらの業務に付随して安全

衛生管理や業務効率化のための部門調整、システムの改善、データの分析･構築など、スチュワ

ードシステムを運用し各ホテルで構築することが目的となります。いわば、食器洗浄業務を中

心とする厨房関連業務の総合的管理業務であります。 

 

２）給食管理事業 

給食管理事業は、当社連結子会社である㈱センダンにおける事業であります。 

本給食管理事業においては、グループ相互の顧客基盤を活用、すなわちホテルを主体とする

従業員食堂の運営という事業展開を継続しつつ、セントラルキッチン等の画一的拡販的戦略を

採らず、高齢化少子化社会を睨んで給食サービス市場のニッチを狙って参ります。 

 

  ３）料飲管理事業 

   婚礼・宴会・レストランの経営および運営コンサルタントなどを事業内容とする㈱セントラ

ルマネジメントシステム（連結子会社）は、三井ガーデンホテル船橋ららぽーと内において、

平成17年10月１日より「プレシャス船橋」を開業。ホテルは一般に宿泊部門と料飲部門からな

りますが、「プレシャス船橋」では、比較的立地や装置に左右されることのない料飲部門（婚

礼・宴会・レストランの運営）を受注しております。 

     

     

 

  [事業系統図] 

 事業系統図は、次のとおりであります。 

 

顧               客 
主として個 人 主として 法 人 

 

 

 

 

 

 

           

 

 

 

 

 

 

 

 
当社 

 
スチュワード 
管理事業 

 
㈱センダン 

（連結子会社） 
給食管理事業 業務 

委託 

請負契約 請負契約 

㈱セントラル 
マネジメント 

システム（ＣＭＳ） 
（連結子会社） 
料飲管理事業 

業務 
委託 
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２．経営方針 

 （１）経営の基本方針 

当社におきましては、従業員がプライドを持って誠心誠意社会に貢献することにより、「洗浄」と「衛

生」に関しては名実共にリーディングカンパニーとして、社会的評価を継続的に維持していくことを経

営方針としております。顧客基盤を強化・拡充の結果、企業価値が向上することを企図し、具体的には

ホテルを中心とするホスピタリティ業界においてアウトソーシングの事業領域およびシェアの拡大する

ことを基本方針としております。 

 

 （２）利益配分に関する基本方針 

期間利益の配分に関しては、株主に対する利益還元を重要な経営課題の一つとして認識し、安定的な

配当を基本にしつつ、配当性向を意識することで増配につながるよう業績に応じた適正な利益配分を行

っていく方針であります。 

中長期的には、役員、従業員、その他上記の企業価値増大に貢献した人々に報いるため、既存株主の

利益を著しく害さない範囲でストックオプション（新株予約権）をインセンティブとして積極的に活用

して行く方針であります。 

 

 （３）投資単位の引き下げに関する考え方及び方針等 

当社は、単元株制度を採用しておらず、１株を投資単位としておりますので、投資単位の引き下げを

行うことはありませんが、最小投資金額の引き下げと株式の流動性向上を図る為、適時適正な株式分割

を行っていく方針であります。 

 

 （４）目標とする会社の経営指標 

当社の利益の源泉は現場利益（各事業所の売上総利益）であり、この管理に日々腐心するとともに、

本社の販売費･一般管理費の抑制に努めることにより利益の成長を図っております。また、経営指標とし

ては、株主より負託された自己資本（株主資本）に対する利益の比率ＲＯＥ（株主資本利益率）を増加

させることが、時価総額の増加につながるとの観点から重要であると考えております。当面、ＲＯＥの

目標としては20％以上を指向しております。 

 

 （５）中長期的な会社の経営戦略 

国内経済界にあって右肩上がりの成長が終焉するとともに、勝ち組・負け組の区別が明確になってき

たとされています。ホスピタリティ産業においても同様であり、2005年以降の主要都市への外資系ホテ

ルの進出ラッシュは、それを加速せしめる要因と考えられます。ホテル店舗相互の競合状況は激しさを

増した結果、リストラクチャリングに取り組む各ホテルが、まず着目するのはコスト削減であり、外注

を拡充するというのは上記の財務背景の中で自然な方向であり、その流れは一層拡大しているといえま

す。客室清掃、リネン、配膳サービス、電話オペレーター、ウエディング、宴席演出、スチュワード業

務等々、従来の外注に加えて、料飲部門、そしてホテル運営そのもの、に至るまでクライアントの要望

は高まってきているものと認識しております。 

昨今の地方における旅館の再生案件の増加は、前記ホテルの外注情況を更に進行させ、ホテル・旅館

の所有・経営会社にとって、より高く広い意味での WIN-WIN の関係を構築することのできうる企業が求

められてきているところです。 

このような時代の変化に対応するため、まず平成17年７月連結子会社ＣＭＳを設立。ホスピタリティ

産業界において、ワンストップ・ソリューションが可能となる包括ビジネスモデルを構築することが当

社グループの中長期のビジョン、即ちワンストップ・ホスピタリティとなります。 

これは、当社グループの顧客基盤において、ホテルを中心にアウトソーシングの業態を増加せしめ、

シェアの拡充につとめることに経営資源の重点をおく、当社グループの選択と集中のかたちとなります。 

 

 （６）会社の対処すべき課題 

     2007 年問題は「団塊世代の一斉退職時期」であると同時に、国際化・少子化など労働市場全般の様

変わりを想定するキーワードとなります。当社グループにおきましても基本的に人材・人員の確保の

上に深刻な状況を呈するものとして、収益構造の見直し等、抜本的なシステム変更の時期を迎えてい
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るものと認識しております。その上で、昨年より開始しております生産性改善をより加速させるべく

社内においてはシステムの再構築として浸透させて参ります。また、当社の業務においては請負制を

基本にして参りましたが、中小規模の受注が急激に増加する中、派遣の仕組みも取り入れながら効果

的な組織編成もなす必要が出てきたものと考えております。 

ホテル業界の再編の中には、外資系ラグジャリーホテルの国内参入ラッシュ、あるいはハウス・レス

トランWeddingの営業展開がありますが、中規模ホテルにおける動向の一つに料飲アウトソーシング、

つまり料飲施設のテナント化をなし、宿泊に特化していくことが増加するものと考えられます。 

 従いまして、上記のワンストップ・ホスピタリティのビジョンに基づき、グループ企業において設計、

企画・マーケティング、そして再生能力を一段と高め、収益構造を強化することが必要となって参りま

す。 

     他方、当社におけるコーポレート・ガバナンスがさらに機能し、公開企業の適正化をより一層企図

する上に、内部統制、コンプライアンス、リスクマネジメントなどの経営課題に対して更に取り組み

を深めるとともに、資本政策の見直しを進めて参ります。 

 

 

（７）コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方及びその施策の実施状況 

１）当社のコーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方 

 当社では、経営の透明性の向上と法令遵守の経営を徹底するため、コーポレート・ガバナンスの

充実を図りながら、経営環境の変化に迅速に対応できる組織体制を構築することを重要な施策と位

置付けております。 

２）会社の機関の内容及び内部統制システムの整備の状況等 

 ① 会社の機関の基本説明 

ａ 取締役会の開催状況 

 当社は、意思決定のスピード化と経営施策遂行における透明性確保の観点から、取締役及び監査

役の出席によって、月１回以上取締役会を開催し、経営施策の報告、検証を定期的に行っておりま

す。 

ｂ 監査役会制度の採用 

 当社は監査役会制度を採用しております。 

監査役につきましては、第21期定時株主総会（平成17年12月18日開催）におきまして、常任

監査役１名、社外監査役１名を新たに選任し、監査役会３名体制の下、当社グループにおける業務

の遂行状況や内部統制に対する監査機能を強化いたしました。 

ｃ 会社と会社の社外監査役の人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係の概要 

社外監査役は当社のその他の取締役，監査役とその家族関係その他の人的関係を有しておらず、

当該監査役の就任に関して、当社の主要株主，顧客，取引先その他の利害関係者との間には何らの

取り決めもありません。 

② 会社の機関の内容及び内部統制システムの整備の状況 

経営上の決定に関しては、従来のスピード経営の特色を失うことなく、効率的且つ誤りなき経営

を目指すために、少数で構成される取締役会（７名）を中心とする比較的コンパクトな経営体制を

採用しております。 

監査役は取締役会に出席し、取締役の職務執行を監視できる体制となっております。また。監査

役及び内部監査室は、監査法人より定期的な報告を受け、また必要に応じて随時情報交換を行い、

実行性の高い監査を実現すべく連携をとっております。 

また、当社は、法令遵守や企業倫理等、コンプライアンスに基づく業務執行を重視し、それが徹

底されるように、内部統制機能の整備に努力しております。法令違反の疑いのある事象が予見され

た場合は、顧問弁護士や監査法人といった外部の専門家とも連携し、事前に防止します。そして法

令違反等が報告された場合には、迅速に調査を開始して事実を解明し、再発防止のために必要な措

置を講じてまいります。 

 さらに、代表取締役社長を議長とするＣＳＲ委員会を設置し、月１回の定例会議の他、重要案件

の決定に際しては十分なる審議を行い、法令遵守の更なる徹底を推し進めてまいります。 
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なお、コンプライアンスに万全を期するため弁護士事務所及び税理士事務所と顧問契約を結んで

いるほか、労働関係の一層の充実のため社会保険労務士や複数の産業医と契約を結んでおります。 

 ③ 内部監査及び監査役監査の状況  

当社では、内部監査室を設置し、法令・規程への準拠性や社会的責任を重視する観点から、適法

な業務遂行、業務の妥当性などの内部監査を監査役と連携しながら内部監査計画に基づき実施して

おります。監査役は、取締役会をはじめとする重要な会議への出席や重要な決済書類の閲覧などを

行い、経営全般に関する客観的かつ公正な意見陳述を行うとともに、コーポレート・ガバナンスの

あり方と運営状況を監視し、取締役の業務執行、経営の適法性及び妥当性を監査しております。ま

た、監査役および内部監査は 監査法人の監査計画についての説明を受け、会計監査及びシステム監

査などを中心に監査課題の共有化を図るほか、期中・期末に行われる監査結果の報告を受け、以後

の監査活動の参考にしております。 

④ 会計監査の状況 

   当社は、証券取引法に基づく会計監査契約を中央青山監査法人と締結しております。 

⑤ 会社情報の適時開示体制 

 ａ 決算情報に関する適時開示に係る社内体制 

決算短信（中間・四半期含む）など、決算に関する開示事項につきましては、取締役事業推進室

長（情報開示担当）を開示資料作成責任者としてその指揮の下、財務部を中心として原案を作成い

たします。 

作成された原案は情報開示担当以外の取締役、監査役に提出されて内容確認を受けるほか、業績

予想の修正など開示の要否が検討されます。また、同じ時期に監査法人の会計監査および指導を受

けて開示資料として取りまとめられます。 

 その後速やかに取締役会が招集され、営業報告及び決算数値等の承認を受け、取締役事業推進室

長への開示の指示を経て情報開示を行います。 

 なお、業績予想の修正など事実を迅速に開示する必要がある場合には、臨時取締役会を招集し、

付議・承認を経て情報開示を行います。  

ｂ その他の重要情報に関する適時開示に係る社内体制 

決算情報以外の重要事実が取締役会で決定された場合には、速やかに取締役事業推進室長への開

示の指示を経て情報開示を行います。 

 また、災害に起因する損害の発生や主要株主の異動など、開示すべき事実が発生した場合（発生

事実に関する情報）には、当該情報を取締役事業推進室長に集約し、臨時取締役会が招集され、各

担当取締役から取締役会への重要事実の報告がなされます。その後、速やかに取締役事業推進室長

への開示の指示を経て情報開示を行います。 

 ⑥ 社外取締役及び社外監査役との関係  

当社には、現在社外監査役が２名就任しており、社外取締役は選任しておりません。 

なお、当社と社外監査役の人的関係、資本関係または取引関係その他の利害関係はありません。 

３）リスク管理体制の整備の状況  

 ① 業務遂行上のリスクの管理 

内部統制につきましては、担当部門を分けることで内部牽制が働くようにしております。その上

で、社長直轄の内部監査室が各部門の業務活動が社内諸規程に準拠して運営されているかを監査す

る体制としております。各担当部門はそれぞれ自主的かつ主体的にリスクに対応し、重要な事項に

ついては取締役会等へ報告され対応を協議しています。 

 当社における事業等のリスク管理体制としましては、取締役及びＣＳＲ委員会を中心に、現場や

外部環境からの各種情報を早急に把握し、経営上のリスク判断を行い、リスクを未然に解消する施

策またはリスク発生後の的確な対応を適宜適正に行うように努めております。  

 ② 情報漏洩リスクの管理 

当社の業務遂行上、お客様の了解を得た上で、個人情報を含む重要情報に接する機会があります。

このため、社内に個人情報管理規程を制定するとともに、役員、従業員全員向けに社内規程の勉強

会を実施し周知徹底を図るなど情報漏洩対策の諸施策を既に実施しております。 

 また、当社では個人情報保護の重要性を認識しており、定期的に個人情報保護に関する会議を開

催し、個人情報保護法の遵守に努めております。 



 

－連結6－ 

（８）関連当事者（親会社等）との関係に関する基本方針 

親会社をはじめとする資本上位会社等の重要な関連当事者はありません。 
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３．経営成績及び財政状態 

 （１）経営成績 

当中間連結会計期間においては、㈱セントラルサービスシステムの主たる新規契約先は、エクシブ軽井沢

（平成17年10月、先行受注㈱センダンとのシナジー効果）、プレシャス船橋（平成17年10月、㈱セントラルマ

ネジメントシステムおよび㈱センダンとのトライアングル・シナジー受注）、鹿児島東急ホテル（平成17年10

月。県内２件目）、エクシブ山中湖（平成18年3月）、ハイアット リージェンシー 京都(平成18年3月、㈱セン

ダンとのダブル受注)などで、新規受注は合計12件となり、全国展開する個々のエリア内にグループでの受注

拡充の傾向を一層鮮明にすることとなりました。 

他方、連結子会社㈱センダンにおける新規契約数は６件。同じく連結子会社㈱セントラルマネジメントシ

ステムは１件。 

なお、第20期（平成16年９月期）、第21期（平成17年９月期）で明らかになったレストラン、ハウスウェデ

ィングなど比較的小規模の事業所の増加は、当会中間連結計期間におきましても同様であります。 

従来、当社は大型ホテルを主要な対象とし、それは今後とも変化はないものの、上記の比較的小規模の受

注は売上高の増加の反面、売上高総利益率は若干低下傾向にあります。効率性の向上・生産性の改善や全社

を挙げてのコスト意識の徹底など、必要な具体的な対処を現実的施策に移行することが急務となっておりま

す。 

 

当社グループの当中間連結会計期間の業績の概要は次のとおりであります。 

 

① 売上高 

当中間連結会計期間の売上高は、㈱セントラルサービスシステム及び連結子会社㈱センダンにおけ

る新規受注先の開業及連結子会社㈱セントラルマネジメントシステムの開業等により前年同期比 709

百万円増の5,066百万円となりました。 

売上高のセグメントによる内訳は、スチュワード管理事業3,773百万円、給食管理事業1,044百万

円、料飲管理事業264百万円となります。 

 

② 売上原価 

当中間連結会計期間の売上原価は、主力のスチュワード管理事業においては前期並みの原価率を維

持しておりますが、㈱セントラルマネジメントシステム及び㈱センダンにおける新規開業による費用

の増加により、原価率はやや上昇し84.1％となりました。 

 

③ 販売費及び一般管理費 

販売費及び一般管理費は、前年同期比26 百万円増の476 百万円となりましたが、売上比率では前

年同期比0.9％減の9.4％となりました。 

 

④ 営業利益 

営業利益は、スチュワード管理事業においては前年同期比16.3％増となったものの、㈱セントラ

ルマネジメントシステム及び㈱センダンおける先行投資が利益圧縮要因となり、前年同期比23百万円

減の328百万円、売上高営業利益率6.5％となりました。 

 

⑤ 営業外収益及び費用 

 営業外収益及び費用につきましては、営業外収益が11百万円、営業外費用は6百万円となりまし

た。 

 

⑥ 経常利益 

 経常利益は、前年同期比24 百万円減の333 百万円となり、売上高経常利益率は6.6％となりまし

た。 

 

⑦ 中間純利益 

中間純利益は、前年同期比48百万円減の160百万円となりました。また、売上高中間純利益率は
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3.2％となりました。 

 

（２）財政状態 

 当中間連結会計期間における資産、負債、資本の状況は以下のとおりであります。 

① 資産、負債 

 資産状況においては、中間純利益分が加わった上、投資有価証券の購入及び時価評価により、総資

産は4,606百万円となりました。一方、短期借入金は220百万円、長期借入金は316百万円となりま

した。 

 

② 資本 

 当中間連結会計期間における中間純利益分が加わった上、有価証券評価差額により資本が増加して

おります。前連結会計年度末に比べ、296百万円増加しました。結果、自己資本比率は56.5％となり

ました。 

 

 

（３）キャッシュ・フローの状況 

 当中間連結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、中間純利益及び短期

借入金の増加により、当中間連結会計期間末には1,660百万円となりました。 

（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193百万円となりました。 

（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

 投資活動の結果、使われた資金は105百万円となりました。投資有価証券の購入100百万円が主

なものであります。 

（財務活動におけるキャッシュ・フロー） 

財務活動の結果、使われた資金は、57百万円となりましたが、これは、主に配当金の支払いによ

るものであります。 

 

キャッシュ・フローに関する補足情報 
 平成17年３月中間期 平成18年３月中間期 平成17年9月期

自己資本比率 58.3％ 56.5％ 56.6％ 

時価ベースの自己資本比率 266.6％ 202.3％ 222.7％ 

債務償還年数 1.5年 2.8年 1.3年 

インタレスト・カバレッジ・レシオ       68.5       38.7            57.4 

自己資本比率：自己資本／総資産 

時価ベースの自己資本比率：株式時価総額／総資産 

債務償還年数：有利子負債／営業キャッシュ・フロー 

インタレスト・カバレッジ・レシオ：営業キャッシュ・フロー／利払い 

※１．株式時価総額は、期末株価終値×（期末発行済株式総数）により算出しております。 

２．営業キャッシュ・フローは、キャッシュ・フロー計算書の営業活動によるキャッシュ・フローを使用して

おります。有利子負債は貸借対照表に計上されている負債のうち、利子を支払っているすべての負債を対

象としております。また、利払いについては、キャッシュ・フロー計算書の利息の支払額を使用しており

ます。 

 

（４）業績の見通し（年度） 

通期の見通しといたしましては、連結ベースでは、平成18年4月に東洋メディアリンクスグループを

子会社化したことにより、半期分が連結されることにより売上高13,198百万円（前年比47.2％増）、経

常利益842百万円（前年比16.3％増）、当期純利益452百万円（前年比12.2％増）を見込んでおります。

単体におきましても同様で、通期で7,669百万円（前年比11.8％増）、経常利益771百万円（前年比13.4％

増）、当期純利益431百万円（前年比14.0％増）を見込んでおります。 
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４．中間連結財務諸表等 
1. 中間連結貸借対照表 

                   （単位：千円） 

前中間連結会計期間末 

（平成17年３月31日現在） 

当中間連結会計期間末 

（平成18年３月31日現在） 

前連結会計年度の 

要約貸借対照表 

（平成17年９月30日現在）

 

期  別 

 

科  目  金額 構成比 金額 構成比 金額 構成比

 （資産の部）  ％    ％

Ⅰ 流動資産       

 1. 現金及び預金 1,460,664 1,765,047  1,734,512

 2. 売掛金 777,468 904,753  858,506

 3. たな卸資産 15,434 16,987  16,669

 4. その他 76,149 93,542  102,598

   貸倒引当金 △25,000 △11,680  △11,600

 流動資産合計 2,304,717 65.1 2,768,650 60.1 2,700,686 66.2

Ⅱ 固定資産  

1. 有形固定資産  ※1 325,112 317,991  320,269

(1)建物     86,135 79,143  82,333

(2)土地        222,486 222,486  222,486

(3)その他 16,490 16,361  15,449

 2. 無形固定資産 113,535 74,036  95,212

(1)営業権 103,718 62,230  82,974

(2)その他 9,816 11,805  12,238

 3. 投資その他の資産 796,923 1,446,004  962,493

(1)投資有価証券 575,357 1,127,180  648,864

(2)その他 221,565 318,823  313,629

 固定資産合計 1,235,571 34.9 1,838,031 39.9 1,377,975 33.8

 資産合計 3,540,288 100.0 4,606,682 100.0 4,078,661 100.0
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                （単位：千円） 

前中間連結会計期間末 

（平成17年３月31日現在） 

当中間連結会計期間末 

（平成18年３月31日現在） 

前連結会計年度の 

要約貸借対照表 

（平成17年９月30日現在） 

 

期  別 

 

科  目  金額 構成比 金額 構成比 金額 構成比

 （負債の部） ％ ％

Ⅰ 流動負債 

 1. 買掛金 67,638 107,266 62,637

2. 短期借入金    219,000 220,000 155,000

3. １年内返済予定の 

長期借入金   
148,800 86,860 104,980

 4. 未払金 603,996 708,218 603,930

 5. 未払法人税等 147,000 174,982 187,523

 6. 賞与引当金 64,900 66,000 100,000

 7. その他 98,194 97,265 156,857

 流動負債合計 1,349,528 38.1 1,460,593 31.7 1,370,928 33.6

 

Ⅱ 固定負債 

1. 長期借入金   － 229,140 247,020

2. 繰延税金負債 － 312,753 153,121

3. その他 125,900 － －

 固定負債合計 125,900 3.6 541,893 11.8 400,141 9.8

 負債合計 1,475,429 41.7 2,002,487 43.5 1,771,070 43.4

 （資本の部） 

Ⅰ 資本金 389,603 393,561 390,332 9.6

Ⅱ 資本剰余金 273,741 277,699 274,470 6.7

Ⅲ 利益剰余金 1,177,402 1,438,537 1,372,429 33.6

Ⅳ その他有価証券評価

差額金 
224,112 494,395 270,359 6.7

 資本合計 2,064,859 58.3 2,604,194 56.5 2,307,591 56.6

負債及び資本合計 3,540,288 100.0 4,606,682 100.0 4,078,661 100.0
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（２）中間連結損益計算書   

                  （単位：千円） 

 

前中間連結会計期間 

自 平成16年10月１日 

至 平成17年３月31日 

 

当中間連結会計期間 

自 平成17年10月１日 

至 平成18年３月31日 

前連結会計年度の 

要約連結損益計算書 

自 平成16年10月１日 

至 平成17年９月30日 

 

期  別 

 

科  目  
金額 百分比 金額 百分比 金額 百分比

  ％    ％

Ⅰ 売上高 4,357,261 100.0 5,066,579 100.0 8,968,118 100.0

Ⅱ 売上原価 3,554,671 81.6 4,261,545 84.1 7,355,090 82.0

   売上総利益 802,590 18.4 805,034 15.9 1,613,028 18.0

Ⅲ 販売費及び一般管理費 

※1 
450,771 10.3 476,794 9.4 898,594 10.0

 営業利益 351,818 8.1 328,239 6.5 714,433 8.0

Ⅳ 営業外収益 9,824 0.2 11,545 0.2 17,117 0.2

Ⅴ 営業外費用 4,079 0.1 6,441 0.1 7,762 0.1

 経常利益 357,562 8.2 333,344 6.6 723,787 8.1

Ⅵ 特別利益 － － － － 12,200 0.1

Ⅶ 特別損失 － － － － 18,500 0.2

 税金等調整前中間(当期)

純利益 
357,562 8.2 333,344 6.6 717,487 8.0

  法人税、住民税及び 

事業税 
133,587 3.0 164,343 3.2 318,229 3.6

   法人税等調整額 15,470 0.4 8,939 0.2 △4,274 △0.1

   中間（当期）純利益 208,505 4.8 160,061 3.2 403,532 4.5
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（３）中間連結剰余金計算書  

                     （単位：千円） 

 

前中間連結会計期間 

自 平成16年10月１日 

至 平成17年３月31日 

 

当中間連結会計期間 

自 平成17年10月１日 

至 平成18年３月31日 

前連結会計年度の 

連結剰余金計算書 

自 平成16年10月１日 

至 平成17年９月30日 

         期   別 

 

科   目 

金額 金額 金額 

 （資本剰余金の部）       

資本剰余金期首残高 267,221 274,470  267,221

資本剰余金増加高   

  増資による新株式の発行 6,519 6,519 3,229 3,229 7,248 7,248

資本剰余金中間期末（期末）残高 273,741 277,699  274,470

   

 （利益剰余金の部）   

利益剰余金期首残高 1,046,807 1,372,429  1,046,807

利益剰余金増加高   

  中間（当期）純利益 208,505 208,505 160,061 160,061 403,532 403,532

利益剰余金減少高   

  配当金 77,910 77,910 93,952 93,952 77,910 77,910

利益剰余金中間期末（期末）残高 1,177,402 1,438,537  1,372,429
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（４）中間連結キャッシュ・フロー計算書   

                     （単位：千円） 

 

前中間連結会計期間 

自 平成16年10月１日 

至 平成17年３月31日 

 

当中間連結会計期間 

自 平成17年10月１日 

至 平成18年３月31日 

前連結会計年度の要約連結

キャッシュ・フロー計算書

自 平成16年10月１日

至 平成17年９月30日

           期   別 

 

科   目 

金額 金額 金額 

Ⅰ 営業活動によるキャッシュ・フロー    

   税金等調整前中間（当期）純利益 357,562 333,344 717,487

    減価償却費 7,320 7,537 15,380

 営業権償却 20,743 20,743 41,487

投資有価証券評価損 － － 5,000

子会社清算損 － － 13,500

    貸倒引当金の増減額 1,400 80 △12,000

    賞与引当金の増減額 △40,100 △34,000 △5,000

    受取利息及び受取配当金 △1,730 △2,104 △3,684

    支払利息 3,548 4,955 6,504

     売上債権の増減額 △20,907 △46,246 △101,945

     たな卸資産の増減額 1,779 △318 544

 仕入債務の増減額 10,687 44,629 5,687

     未払金の増減額 80,583 103,146 81,134

     その他 5,605 △69,120 △39,542

       小計 426,493 362,646 724,554

  

     利息及び配当金の受取額 1,721 2,096 3,684

     利息の支払額 △3,571 △4,988 △6,707

     法人税等の支払額 △180,162 △166,559 △336,088

営業活動によるキャッシュ・フロー 244,481 193,195 385,442

  

Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー  

定期預金の預入による支出 △135,000 △55,000 △205,000

定期預金の払戻による収入 135,000 55,000 205,000

投資有価証券の取得による支出 △97,510 △100,480 △98,027

有形固定資産の取得による支出 △4,614 △4,649 △7,359

無形固定資産の取得による支出 △59 △177 △2,950

貸付による支出 － － △1,000

貸付金の回収による収入 1,000 － 1,000

投資活動によるキャッシュ・フロー △101,183 △105,307 △108,337

  

Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー    

    短期借入金の増減額 73,000 65,000 9,000

    長期借入金による収入 － 66,000 250,000

    長期借入金の返済による支出 △60,200 △102,000 △107,000

株式発行による収入 13,039 6,458 14,497

    配当金の支払額 △76,083 △92,811 △76,700

財務活動によるキャッシュ・フロー △50,243 △57,352 89,797

  

Ⅳ 現金及び現金同等物の増減額 93,054 30,534 366,901

Ⅴ 現金及び現金同等物の期首残高 1,262,610 1,629,512 1,262,610

Ⅵ 現金及び現金同等物の中間期末（期末）残高 1,355,664 1,660,047 1,629,512
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中間連結財務諸表作成の基本となる重要な事項 

 

期    別

項    目 

前中間連結会計期間 

自 平成16年10月１日 

至 平成17年３月31日 

当中間連結会計期間 

自 平成17年10月１日 

至 平成18年３月31日 

前連結会計年度 

自 平成16年10月１日 

至 平成17年９月30日 

１．連結の範囲に関する事項 （１）連結子会社の数   １社

連結子会社の名称 

㈱センダン 

 

（２）非連結子会社名 

㈲港南区総合庁舎食堂 

連結の範囲から除いた理由 

非連結子会社は小規模で

あり、総資産、売上高、中間

純損益（持分に見合う額）及

び利益剰余金（持分に見合う

額）等は、いずれも中間連結

財務諸表に重要な影響を及

ぼしていないためでありま

す。 

（１）連結子会社の数   ２社

連結子会社の名称 

㈱センダン 

 ㈱セントラルマネジメント 

システム 

 

（２）非連結子会社名 

㈲港南区総合庁舎食堂 

非連結子会社は小規模であり、

総資産、売上高、中間純損益（持

分に見合う額）及び利益剰余金

（持分に見合う額）等は、いず

れも中間連結財務諸表に重要な

影響を及ぼしていないためであ

ります。 

 なお、(有)港南区総合庁舎食

堂については、平成17年９月30

日をもって業務を終了し、解散

の決議に基づき清算手続中であ

ります。 

（１）連結子会社の数   ２社

連結子会社の名称 

㈱センダン 

㈱セントラルマネジメントシ

ステム 

なお、㈱セントラルマネジ

メントシステムについては、

当連結会計年度において新た

に設立したため連結範囲に含

めております。 

 

（２）非連結子会社名 

㈲港南区総合庁舎食堂 

非連結子会社は小規模であり、

総資産、売上高、当期純損益（持

分に見合う額）及び利益剰余金

（持分に見合う額）等は、いず

れも連結財務諸表に重要な影響

を及ぼしていないためでありま

す。 

なお、(有)港南区総合庁舎食

堂については、平成17年９月30

日をもって業務を終了し、解散

の決議に基づき清算手続中であ

ります。 

２．持分法の適用に関する事項 持分法を適用しない非連結子会社

 ㈲港南区総合庁舎食堂 

持分法を適用しない理由 

 持分法非適用会社は、中間

純損益（持分に見合う額）及

び利益剰余金（持分に見合う

額）等に及ぼす影響が軽微で

あり、かつ全体としても重要

性がないため、持分法の適用

から除外しております。 

持分法を適用しない非連結子会社

 

同左 

 

持分法を適用しない非連結子会社

㈲港南区総合庁舎食堂 

持分法を適用しない理由 

持分法非適用会社は、当期

純損益（持分に見合う額）及

び利益剰余金（持分に見合う

額）等に及ぼす影響が軽微で

あり、かつ全体としても重要

性がないため、持分法の適用

から除外しております。 

３．連結子会社の（中間）決算日

等に関する事項 

 連結子会社の中間決算日は、中

間連結決算日と一致しておりま

す。 

同左  連結子会社の決算日は、連結決

算日と一致しております。 

４．会計処理基準に関する事項    

（１）重要な資産の評価基準及び

評価方法 

① 有価証券 

a.その他有価証券 

時価のあるもの 

中間連結決算末日の市場

価格等に基づく時価法（評価

差額は、全部資本直入法によ

り処理し、売却原価は、移動

平均法により算定） 

時価のないもの 

 移動平均法による原価法

② たな卸資産 

 原材料・貯蔵品・商品 

最終仕入原価法による原

価法 

① 有価証券 

 

同左 

 

 

 

 

 

 

 

② たな卸資産 

同左 

① 有価証券 

a.その他有価証券 

時価のあるもの 

連結決算末日の市場価格

等に基づく時価法（評価差額

は、全部資本直入法により処

理し、売却原価は、移動平均

法により算定） 

時価のないもの 

 移動平均法による原価法

② たな卸資産 

同左  

（２）重要な減価償却資産の減価

償却の方法 

① 有形固定資産 定率法 

 ただし、平成10年４月

１日以降に取得した建物

（附属設備を除く）につ

いては、定額法によって

おります。 

 なお、耐用年数及び残存

価額については法人税法

に規定する方法と同一の

基準によっております。 

① 有形固定資産 定率法 

  

同左 

 

 

 

 

 

 

 

① 有形固定資産 定率法 

 

同左 

 

 

 

 

 

 

 



 

－連結15－ 

② 無形固定資産 

定額法 

ただし、ソフトウエア（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

基づく定額法によっておりま

す。 

また、営業権については、

５年間で均等償却しておりま

す。 

 

 

 

 

② 無形固定資産 

定額法 

 

同左 

② 無形固定資産 

定額法 

 

同左 

（３）重要な引当金の計上基準 ① 貸倒引当金 

金銭債権の貸倒れによる

損失に備えるため、一般債

権については貸倒実績率に

より、貸倒懸念債権等特定

の債権については、個別に

回収可能性を勘案し、回収

不能見込額を計上しており

ます。 

② 賞与引当金 

 従業員の賞与の支払に備え

るため、支給見込額に基づく

必要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 

 

② 貸倒引当金 

 

同左 

 

 

 

② 賞与引当金 

 

同左 

 

（４）重要な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）その他財務諸表作成のため

の基本となる重要な事項 

消費税等の会計処理 

 

税抜方式を採用しておりま

す。 

 

消費税等の会計処理 

 

同左 

 

消費税等の会計処理 

 

同左 

 

５．中間連結キャッシュ・フロー

計算書（連結キャッシュ・フロ

ー計算書）における資金の範囲

 中間連結キャッシュ・フロー計

算書における資金（現金及び現金

同等物）は、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 

 連結キャッシュ・フロー計算書

における資金（現金及び現金同等

物）は、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。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

－連結16－ 

（中間連結財務諸表作成の基本となる重要な事項の変更） 

 
前中間連結会計期間 

自 平成16年10月１日 

至 平成17年３月31日 

当中間連結会計期間 

自 平成17年10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） 

当中間連結会計期間より、固定資産の減損に係る会計基準（「固

定資産の減損に係る会計基準の設定に関する意見書」（企業会

計審議会 平成14年８月９日））及び「固定資産の減損に係る

会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第６号 平成15

年10月31日）を適用しております。 

これによる損益に与える影響はありません。 

 

 

 

（表示方法の変更） 
前中間連結会計期間 

自 平成16年10月１日 

至 平成17年３月31日 

当中間連結会計期間 

自 平成17年10月１日 

至 平成18年３月31日 

 （中間連結貸借対照表） 

前中間連結会計期間において固定負債の「その他」に含めて表

示しておりました「繰延税金負債」（前中間会計期間 125,900

千円）については、資産総額の100分の5超となったため、前

中間連結会計期間より区分掲記しております。 

 

 

 

（追加情報） 
前中間連結会計期間 

自 平成16年10月１日 

至 平成17年３月31日 

当中間連結会計期間 

自 平成17年10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日以降に開

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、当中間連結会計期間から「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11,074千円増加し、営業

利益、経常利益及び税金等調整前中間純利益が11,074千円減少

しております。 

 

 

 

注記事項 

 

（中間連結貸借対照表関係） 
                      （単位：千円） 

前中間連結会計期間末 

（平成17年３月31日現在） 

当中間連結会計期間末 

（平成18年３月31日現在） 

 

前連結会計年度末 

（平成17年９月30日現在） 

 

※１ 有形固定資産の 

減価償却累計額   111,728 

  

※１ 有形固定資産の 

減価償却累計額    126,244 

  

※１ 有形固定資産の 

減価償却累計額   119,317 

 

 
 
 
 
 
 
 



 

－連結17－ 

（中間連結損益計算書関係） 
                  （単位：千円） 

前中間連結会計期間 

自 平成16年10月１日 

至 平成17年３月31日 

当中間連結会計期間 

自 平成17年10月１日 

至 平成18年３月31日 

前連結会計年度 

自 平成16年10月１日 

至 平成17年９月30日 

※１．販売費及び一般管理費のうち主要

な費目及び金額は次のとおりでありま

す。 

※１．販売費及び一般管理費のうち主要

な費目及び金額は次のとおりでありま

す。 

※１．販売費及び一般管理費のうち主要

な費目及び金額は次のとおりでありま

す。 

役員報酬        63,400 役員報酬        61,200 役員報酬       119,800 

給与手当等        141,732 給与手当等        142,868 給与手当等     306,941 

賞与引当金繰入額    13,657 賞与引当金繰入額    12,762 賞与引当金繰入額    21,766 

福利厚生費         29,893 福利厚生費         27,636 福利厚生費        56,930 

貸倒引当金繰入額   1,400 貸倒引当金繰入額     80 顧問料            54,919 

  営業権償却       41,487 

  支払手数料       26,263 

   

 

 

（中間連結キャッシュ・フロー計算書関係） 
                   （単位：千円） 

前中間連結会計期間 

自 平成16年10月１日 

至 平成17年３月31日 

当中間連結会計期間 

自 平成17年10月１日 

至 平成18年３月31日 

前連結会計年度 

自 平成16年10月１日 

至 平成17年９月30日 

現金及び現金同等物の中間期末残高と

中間連結貸借対照表に掲記されている科

目の金額との関係 

（平成17年３月31日現在） 

現金及び預金勘定     1,460,664 

預入期間が３ヶ月を 

超える定期預金        △105,000 

現金及び現金同等物     1,355,664 

現金及び現金同等物の中間期末残高と

中間連結貸借対照表に掲記されている科

目の金額との関係 

（平成18年３月31日現在） 

現金及び預金勘定     1,765,047 

預入期間が３ヶ月を 

超える定期預金        △105,000 

現金及び現金同等物     1,660,047 

現金及び現金同等物の期末残高と連結貸

借対照表に掲記されている科目の金額と

の関係 

（平成17年9月30日現在） 

現金及び預金勘定     1,734,512 

預入期間が３ヶ月を 

超える定期預金          △105,000 

現金及び現金同等物      1,629,512 

 

 



 

－連結18－ 

 

（リース取引関係） 
前中間連結会計期間 

自 平成16年10月１日 

至 平成17年３月31日 

当中間連結会計期間 

自 平成17年10月１日 

至 平成18年３月31日 

前連結会計年度 

自 平成16年10月１日 

至 平成17年９月30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）リース物件の取得価額相当額、減価

償却累計額相当額及び中間期末残高相当

額 

(千円) 

 取 得 
価 額 
相当額 

減 価
償 却
累計額
相当額

中 間 
期 末 
残 高 
相当額 

有形固
定資産
（その
他 ） 

12,618 7,463 5,154 

 

（注）取得価額相当額は、未経過リー

ス料中間期末残高が有形固定資産の

中間期末残高等に占める割合が低い

ため、支払利子込み法によっており

ます。 

 

（２）未経過リース料中間期末残高相当額 

 

１年内              3,084千円 

１年超              2,070千円 

合計                5,154千円 

（注）未経過リース料中間期末残高相当額

は、未経過リース料中間期末残高が有形固

定資産の中間期末残高等に占める 

割合が低いため、支払利子込み法によって

おります。 

 

（３）支払リース料及び減価償却費相当額 

 

支払リース料     1,615千円 

減価償却費相当額   1,615千円 

 

（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。 

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及び中間期末残高

相当額 

(千円)

 取 得
価 額
相当額

減 価
償 却
累計額
相当額

中 間
期 末
残 高
相当額

有形固
定資産
（その
他 ）

7,308 5,237 2,070

 

（注） 

同左 

 

 

 

 

（２）未経過リース料中間期末残高相

当額 

１年内              1,461千円 

１年超                609千円 

合計                2,070千円 

 

（注） 

同左 

 

 

 

（３）支払リース料及び減価償却費相

当額 

支払リース料     1,468千円 

減価償却費相当額   1,468千円 

 

（４）減価償却費相当額の算定方法 

同左 

 

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及び期末残高相当額

 

(千円)

 取 得 
価 額 
相当額 

減 価 
償 却 
累計額 
相当額 

期 末
残 高
相当額

有形固
定資産
（その
他 ） 

12,618 9,079 3,538

 

（注）取得価額相当額は、未経過リース

料期末残高が有形固定資産の期末残高等

に占める割合が低いため、支払利子込み

法によっております。 

 

 

（２）未経過リース料期末残高相当額 

 

１年内              2,199千円 

１年超              1,339千円 

合計                3,538千円 

（注）未経過リース料期末残高相当額は、

未経過リース料期末残高が有形固定資産

の期末残高等に占める割合が低いため、

支払利子込み法によっております。 

 

 

（３）支払リース料及び減価償却費相当

額 

支払リース料     3,231千円 

減価償却費相当額   3,231千円 

 

（４）減価償却費相当額の算定方法 

同左 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

－連結19－ 

（有価証券関係） 

 （前中間連結会計期間）  （平成17年３月31日現在） 

 １．その他有価証券で時価のあるもの 
                                                 （単位：千円） 

 取得原価 中間連結貸借対照表計上額 差額 

（１）株式 175,248 553,177 377,928

（２）債券 － － － 

（３）その他 － － － 

合 計 175,248 553,177 377,928

 

２．時価評価されてない有価証券の内容及び中間連結貸借対照表計上額                        
                                                 （単位：千円） 

 中間連結貸借対照表計上額 

その他有価証券 

 非上場株式 

 非上場の新株引受権 

17,180 

5,000 

 

（当中間連結会計期間）  （平成18年３月31日現在） 

  

１． その他有価証券で時価のあるもの 
                                             （単位：千円） 

 取得原価 中間連結貸借対照表計上額 差額 

（１）株式 176,246 1,010,000 833,753

（２）債券 － － － 

（３）その他 － － － 

合 計 176,246 1,010,000 833,753

 

 

２．時価評価されてない有価証券の内容及び中間連結貸借対照表計上額                        
                                          （単位：千円） 

 中間連結貸借対照表計上額 

その他有価証券 

 非上場株式 

 その他 

17,180 

100,000 

 

 

 （前連結会計年度）  （平成17年9月30日現在） 

１．その他有価証券で時価のあるもの 
（単位：千円） 

 取得原価 連結貸借対照表計上額 差額 

（１）株式 175,766 631,684 455,917

（２）債券 － － － 

（３）その他 － － － 

合 計 175,766 631,684 455,917

 

 

２．時価評価されてない有価証券の内容及び連結貸借対照表計上額                          

                                                 （単位：千円） 

 連結貸借対照表計上額 

その他有価証券 

 非上場株式 17,180 



 

－連結20－ 

（デリバティブ取引関係） 

前中間連結会計期間（自 平成16年10月１日 至 平成17年３月31日） 

当社グループは、デリバティブ取引を全く行っておりませんので、該当事項はありません。 

 

当中間連結会計期間（自 平成17年10月１日 至 平成18年３月31日） 

当社グループは、デリバティブ取引を全く行っておりませんので、該当事項はありません。 

 

前連結会計年度（自 平成16年10月１日 至 平成17年９月30日） 

当社グループは、デリバティブ取引を全く行っておりませんので、該当事項はありません。 

 
（セグメント情報） 

① 事業の種類別セグメント情報 

   前中間連結会計期間（自 平成16年10月１日 至 平成17年３月31日） 
 （単位：千円） 

 
スチュワード

管理事業 
給食管理事業 計 消去または全社 連結 

 売上高  

 （１）外部顧客に対する売上高 3,336,275 1,020,986 4,357,261 ― 4,357,261

 （２）セグメント間の 

    内部売上高または振替高 ― ― ― ― ―

計 3,336,275 1,020,457 4,357,261 ― 4,357,261

 営業費用 3,015,088 997,369 4,012,457 △7,014 4,005,443

 営業利益 321,186 23,617 344,804 7,014 351,818

 

   当中間連結会計期間（自 平成17年10月１日 至 平成18年３月31日） 
 （単位：千円） 

  
スチュワー

ド管理事業 

給食管理 

事業 

料飲管理 

事業 
計 

消去または 

全社 
連結 

 売上高   

 （１）外部顧客に対する売上高 3,763,833 1,038,601 264,144 5,066,579 ― 5,066,579

 （２）セグメント間の 

    内部売上高または振替高 
9,600 5,851 ― 15,451 △15,451 ―

計 3,773,433 1,044,453 264,144 5,082,031 △15,451 5,066,579

 営業費用 3,362,789 1,062,352 339,806 4,764,948 △26,608 4,738,339

 営業利益又は営業損失（△） 410,644 △17,899 △75,661 317,082 11,157 328,239

 

   前連結会計年度（自 平成16年10月１日 至 平成17年9月30日） 
                                                                                              （単位：千円） 

 
スチュワー

ド管理事業 

給食管理 

事業 

料飲管理 

事業 
計 

消去または 

全社 
連結 

 売上高   

 （１）外部顧客に対する売上高 6,856,571 2,111,546 ― 8,968,118 ― 8,968,118

 （２）セグメント間の 

    内部売上高または振替高 
― ― ― ― ― ―

計 6,856,571 2,111,546 ― 8,968,118 ― 8,968,118

 営業費用 6,199,826 2,060,369 7,822 8,268,019 △14,334 8,253,684

 営業利益又は営業損失（△） 656,744 51,177 △7,822 700,009 14,334 714,433

（注）1.事業の区分は、内部管理上採用している区分によっております。 

    2.各区分の主な業務 

（1）スチュワード管理事業・・・ホテル、レストラン、会館等における食器洗浄（管理）業務、鍋洗浄業務、調理補助業

務、ゴミ回収運搬業務、厨房清掃業務など 

（2）給 食 管 理 事 業・・・ 企業やホテル等の社員食堂や、寮・保養所等の福利厚生施設をはじめ、学校法人、社会

福祉法人等における給食管理業務並びに栄養管理業務 

（3）料 飲 管 理 事 業・・・ 主にホテルや会館等における、婚礼・宴会・レストランの経営および運営コンサルタン

ト業務 

3. 前連結会計年度より、新たに料飲管理事業を追加しておりますが、これは連結子会社の増加により、セグメントを追加

したことによるものです。 



 

－連結21－ 

 ② 所在地別セグメント情報 

 前中間連結会計期間（自 平成16年10月１日 至 平成17年３月31日） 

  本邦以外の国または地域に所在する連結子会社および在外支店がないため、該当事項はありません。 

 

当中間連結会計期間（自 平成17年10月１日 至 平成18年３月31日） 

  本邦以外の国または地域に所在する連結子会社および在外支店がないため、該当事項はありません。 

 

前連結会計年度（自 平成16年10月１日 至 平成17年９月30日） 

  本邦以外の国または地域に所在する連結子会社および在外支店がないため、該当事項はありません。 

 

 

  ③ 海外売上高 

   前中間連結会計期間（自 平成16年10月１日 至 平成17年３月31日） 

海外売上高がないため、該当事項はありません。  

 

当中間連結会計期間（自 平成17年10月１日 至 平成18年３月31日） 

  海外売上高がないため、該当事項はありません。 

 

前連結会計年度（自 平成16年10月１日 至 平成17年９月30日） 

海外売上高がないため、該当事項はありません。  

 

 

（重要な後発事象） 

   前中間連結会計期間（自 平成16年10月１日 至 平成17年３月31日） 

該当事項はありません。  

 

当中間連結会計期間（自 平成17年10月１日 至 平成18年３月31日） 

当社は、ホテルを中心とする当社グループの顧客基盤を一層拡充強化し、潜在的顧客層の開拓を加

速させることを意図し、平成18年４月３日付で「東洋メディアリンクス株式会社」の株式70.5％を

取得することにより子会社化いたしました。 

 

（１）商号      東洋メディアリンクス株式会社 

（２）代表者     西平 宏太郎 

（現在、当社代表取締役社長 石井 二郎） 

（３）所在地     東京都千代田区麹町2-5  

（４）設立年月日   昭和35年2月 

（５）主な事業の内容 放送映像装置・視聴覚装置販売施工 ＢＧＭ装置企画製作 

（６）従業員数    94名             

（７）資本の額    5,000万円 

（８）発行株式総数  100,000株 

（９）取得株数及び取得持分比率 

取得株式数        70,535株（発行済株式総数比70.5％） 

取得価額          740百万円 

（10）資金調達        全額銀行からの借入金により充当しております。 

 

前連結会計年度（自 平成16年10月１日 至 平成17年９月30日） 

該当事項はありません。  

 

 

 

 



 

－連結22－ 

５．生産、受注及び販売の状況 

   

  当中間連結会計期間の売上高実績をエリア別に示すと次の通りであります。 
   

エリア別売上高状況   

ａ スチュワード管理事業  

                                        （単位：千円） 

当中間連結会計期間 

自 平成17年10月１日 

至 平成18年３月31日 エリア別 
事業所数 
(件) 

金額(千円) 
構成比 
(％) 

北海道・東北エリア 4（ 4） 77,981 2.0 

関東・甲信越エリア 74（73） 1,990,711 52.8 

   千葉エリア 8（ 8） 233,007 6.2 

   東京エリア 54（53） 1,541,574 40.9 

   神奈川エリア 6（ 6） 116,231 3.1 

   その他関東・甲信越圏 6（ 6） 99,898 2.6 

東海エリア 14（14） 370,458 9.8 

関西エリア 41（41） 841,126 22.3 

中国エリア 1（ 1） 3,330 0.1 

九州エリア 23（23） 474,288 12.6 

沖縄エリア 1（ 1） 14,890 0.4 

その他 ―（ ―） 646 0.0 

合計 158（157） 3,773,433 100.0 

 

(注) １ 売上高は、基本業務及び臨時業務における売上高合計の実績をもとに算出しております。 

２ 事業所数は、当中間連結会計期間において契約実績のある事業所であり、（ ）内の数値は当中間連結会計期間末時点で

の事業所数であります。 

３ 上記金額には消費税等は含まれておりません。 

 

ｂ 給食管理事業 
（単位：千円） 

当中間連結会計期間 

自 平成17年10月１日 

至 平成18年３月31日 エリア別 
事業所数 
(件) 

金額(千円) 
構成比 
(％) 

関東・甲信越エリア 41（41） 590,374 56.6 

   千葉エリア 3（ 3） 15,372 1.5 

   東京エリア 22（22） 430,046 41.2 

   神奈川エリア 8（ 8） 70,124 6.7 

   その他関東・甲信越圏 8（ 8） 74,831 7.2 

東海エリア 9（ 9） 152,969 14.6 

関西エリア 17（17） 222,601 21.2 

中国エリア 3（ 3） 26,646 2.6 

九州エリア 2（ 2） 35,038 3.4 

沖縄エリア 2（ 2） 16,069 1.5 

その他 ―（ ―） 754 0.1 

合計 74（74） 1,044,453 100.0 

(注) １ 売上高は、基本業務及び臨時業務における売上高合計の実績をもとに算出しております。 



 

－連結23－ 

２ 事業所数は、当中間連結会計期間において契約実績のある事業所であり、（ ）内の数値は当中間連結会計期間末時点で 

     の事業所数であります。 
３ 上記金額には消費税等は含まれておりません。 

 

 

ｃ 料飲管理事業 

（単位:千円） 

当中間連結会計期間 

自 平成17年10月１日 

至 平成18年３月31日 エリア別 
事業所数 
(件) 

金額(千円) 
構成比 
(％) 

関東・甲信越エリア 1（ 1） 264,144 100.0 

   千葉エリア 1（ 1） 264,144 100.0 

合計 1（ 1） 264,144 100.0 

(注) １ 売上高は、販売実績をもとに算出しております。 

２ 事業所数は、当中間連結会計期間において契約実績のある事業所であり、（ ）内の数値は当中間連結会計期間末時点で

の事業所数であります。 

３ 上記金額には消費税等は含まれておりません。 

 


