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１．平成18年3月期の連結業績（平成17年4月1日～平成18年3月31日）

(1）連結経営成績 （百万円未満切り捨て）

売上高 営業利益 経常利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

18年3月期 46,222 (  3.8) 1,081 (21.1) 1,025 (27.9)
17年3月期 44,537 (△1.3) 892 (15.9) 802 (11.0)

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

百万円 ％ 円 銭 円 銭 ％ ％ ％

18年3月期 470 (5,530.2) 34 24 － － 16.0 6.7 2.2
17年3月期 8 (△93.5) 0 60 － － 0.3 5.1 1.8

（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（連結） 18年3月期 13,747,781株 17年3月期 13,952,121株

③会計処理の方法の変更 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、対前期増減率であります。

(2）連結財政状態 （百万円未満切り捨て）

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月期 15,482 3,050 19.7 225 05
17年3月期 14,950 2,841 19.0 204 12

（注）期末発行済株式数（連結） 18年3月期           13,556,638株 17年3月期 13,921,838株

(3）連結キャッシュ・フローの状況 （百万円未満切り捨て）

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月期 1,480 △287 △695 5,246
17年3月期 418 23 △1,143 4,699

(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 11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） 2社 （除外） －社 持分法（新規） －社 （除外） －社

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

売上高 経常利益 当期純利益

百万円 百万円 百万円

中間期 24,000 500 115
通　期 49,000 1,050 260

（参考）１株当たり予想当期純利益（通期）　　18円91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、多分に不確定な要素を含んで

おります。実際の業績等は、業況の変化等により、上記予想数値と異なる場合があります。

なお、上記予想に関する事項は添付資料の4ページを参照して下さい。
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１．企業集団の状況
　当社グループ（当社及び当社の関係会社）は、株式会社レオックジャパン（当社）及び連結子会社11社により構成さ

れ、医療機関（病院・医院）・社会福祉施設等及び企業等の給食受託運営、飲食の提供等の事業活動を展開しております。

　当社グループ（当社及び当社の関係会社）各社の主たる事業内容は、次のとおりであります。

企業集団 会社名 事業区分 主たる事業内容

提出会社 株式会社レオックジャパン 経営指導事業 子会社の支配による経営指導

連結子会社 株式会社レオック北日本 給食事業、その他の事業
医療機関・社会福祉施設等及び企業等の

給食受託事業等

連結子会社 株式会社レオック東京 給食事業、その他の事業
医療機関・社会福祉施設等及び企業等の

給食受託事業等

連結子会社 株式会社レオック関東 給食事業、その他の事業
医療機関・社会福祉施設等及び企業等の

給食受託事業等

連結子会社 株式会社レオック南関東 給食事業、その他の事業
医療機関・社会福祉施設等及び企業等の

給食受託事業等

連結子会社 株式会社レオック関西 給食事業、その他の事業
医療機関・社会福祉施設等及び企業等の

給食受託事業等

連結子会社 株式会社レオック西日本 給食事業、その他の事業
医療機関・社会福祉施設等及び企業等の

給食受託事業等

連結子会社 株式会社レオックサービス 給食事業、その他の事業
医療機関・社会福祉施設等及び企業等の

給食受託事業等

連結子会社 株式会社レオックフーズ その他の事業 食材の販売等

連結子会社 株式会社レオック東海 給食事業、その他の事業
医療機関及び社会福祉施設等の給食受託

事業等

連結子会社 株式会社レオック東北 給食事業、その他の事業 
医療機関・社会福祉施設等及び企業等の

給食受託事業等

連結子会社 株式会社レオックヒューマンケア その他の事業
人材派遣・紹介、医療経営コンサルタン

ト

 （注）平成17年４月１日に当社の子会社であります株式会社レオック東北を、平成17年6月1日に当社の子会社でありま

す株式会社レオックヒューマンケアを設立し、当連結会計期間から連結の範囲に含めております。
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事業の系統図は次のとおりであります。
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２．経営方針

(1）会社の基本方針

当社グループは、「お客様に喜びと感動を、従業員に成長と幸福を、社会に貢献を。」という経営理念のもと、「心

のこもった真のサービス」の実現に向けてグループ一丸となって取り組むことを基本方針としております。

当社グループは、この基本方針に沿った事業運営を通じて、当社グループに関わるすべてのステークホルダーから

「価値ある企業」として認められ、その存在を求められる企業グループになることが、長期的な株主価値の最大化に

繋がると考えております。

また、当社グループの企業価値向上には、「LEOC」のブランド価値を高めていくことも重要であります。このため、

「おいしい食事」の提供とともに企業の社会的責任にも配慮してまいります。

(2）利益配分に関する基本方針

株主の皆様に対する利益還元を経営の最重要課題の一つと位置付けており、株主資本の充実と長期的な安定収益力

を維持するとともに、業績に裏付けられた適正な利益配分を維持することを基本方針としております。

また、内部留保金につきましては、事業の拡大や業界内の競争激化に対応し、急速な技術革新に対応した競争力強化

の投資及び出資に充てることにより業績の向上に努め、財務体質の強化を図るなど株主の皆様のご期待に沿うべく努

力してまいります。

(3）投資単位の引下げに関する考え方及び方針等

当社は、投資家による当社株式の長期安定的な株式保有を促進するとともに、投資家層の拡大を図ることを、資本

政策上の重要課題と認識しております。本件については株価や流動性などを考慮しながら、引き続き慎重に検討を進

めてまいります。

(4)目標とする経営指標

当社グル－プは、以下の指標を重要な経営指標として、中期的な目標を設定しております。

① 株主資本当期純利益率（ＲＯＥ）… 15％以上

② 売上高経常利益率… ３％以上

③ １株当たり当期純利益（ＥＰＳ）… 30円以上

(5)中長期的な会社の経営戦略

当社グループでは、2004年６月に2004年度から2006年度までの3期を対象とした中期経営計画を策定しております。

当年度はその２期目として、全事業所の収支管理や食材コスト管理徹底による収益の改善、ＣＳ調査の実施や衛生管

理の強化による顧客満足度向上などに取り組みました。現時点における各施策の実施状況は以下の通りです。

① 高収益体質への転換

事業所単位のきめ細かな収支管理を実施することにより、計画的な事業所運営を進めております。また、食材仕

入に係る取引先の集約などによりコスト削減を進めております。

② 顧客満足度の継続的向上

第三者機関を利用した全事業所のクライアントに対する満足度調査を継続して実施しており、クライアントから

の要望や改善すべきポイントの早期把握にも役立っております。また、衛生管理についても、厳しい管理基準を定

めて事故の発生を極小化するよう努めております。

③ 従業員のモチベーション向上

従業員の働きやすさや就業環境の向上を図るため、外部の第三者機関を利用した従業員相談窓口を設置しており、

職場環境の改善に寄与しております。また、マネージャー、エリアマネージャーを対象とする教育・研修も実施し、

人材の育成を図っております。

④ 成長戦略の推進

急速に拡大する福祉施設関連市場に対応するため、グループ内の経営資源を集中的に投入しており、特に有望市

場と目されている有料老人ホーム向け給食受託においては、引き続き高シェアを維持しております。今後も介護保

険制度改革や医療制度改革に伴う顧客ニーズへの対応を進め、事業領域を拡大してまいります。また、地域戦略の

取組みとしては、重点地域である東海地区及び東北地区の基盤拡大に向けた営業開発強化を図り、受託実績を伸ば

しております。
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(6）対処すべき課題

食事提供サ－ビスは、常に最先端のメニュ－内容の開発を行い付加価値を創造することが必要であります。また、

喫食者の視点に立ち、地域特性や嗜好に合わせたサービスの提供が重要となっております。これに加え、介護保険制

度改革及び医療制度改革により、当社グループのクライアントを取り巻く環境が大きく変化していることから、こう

した環境変化に即応して、食事サービスはもちろん、それ以外の面でもクライアントのご要望に応じた様々な提案を

できる体制が望まれております。

また、雇用環境の改善に伴う人件費コストの上昇や原油価格の高騰に伴う物流コストの上昇など、原価は今後上昇

傾向で推移するものと見られます。

このため、当社としては、上述の中期経営計画における各方針に基づき各種の施策を実行していくことで課題に対

処するとともに、事業環境に大きな環境変化が生じた場合には計画を見直すなど、スピード感を持って課題に対応し

てまいります。

(7）親会社等に関する事項

　該当事項はありません。

なお、従来記載しておりました「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」「内

部管理体制の整備・運用状況」は、今後開示を予定しているコーポレート・ガバナンスに関する報告書をご参考願い

ます。
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３．経営成績及び財政状態

(1）経営成績

当年度におけるわが国の経済は、好調な企業収益を背景とする設備投資の増加や雇用情勢や所得の改善に伴う個人

消費の堅調な推移に支えられ、原油価格の高騰などの不安定要素はあったものの、景気は拡大基調を継続しました。

給食業界につきましては、事業所向け給食において、企業の設備投資増加や工場稼働率の上昇に伴い新規案件の増

加や喫食数の上昇が見られたものの、医療・福祉向け給食では、介護保険・医療制度改定に伴い施設側の収益状況が

大きく変化したことによる契約改定要請が相次ぐなど、厳しい状況で推移しました。

このような状況下、当期の連結売上高は、前期比3.8％増の462億22百万円と堅調に推移しました。これは、新規案

件の獲得が進んだことに加え、一部の有料老人ホームの入居率が開設２～３年目を迎えて上昇してきたことなどによ

るものです。営業利益は10億81百万円と前期比21.1％の増加となりました。これは売上高の拡大によるもののほか、

販管費の削減が進んだことなどによるものです。営業利益の増加に伴い、経常利益も27.9％増の10億25百万円となり

ました。当期純利益は、前年度に減損会計の早期適用に伴う減損損失を計上した反動増や期中に法人税等の還付を2億

61百万円計上したことなどから、前期比4億62百万円増の4億70百万円となりました。

地域別連結売上高の業績は、次のとおりであります。

　　　北日本… 売上高 103億93百万円となりました。（前連結会計年度比1.2％増）

　　　東日本… 売上高 221億31百万円となりました。（前連結会計年度比6.0％増）

　　　関　西… 売上高  62億84百万円となりました。（前連結会計年度比0.6％減）

　　　西日本… 売上高  74億13百万円となりました。（前連結会計年度比5.0％増）

(2)財政状態

当連結会計年度のキャシュ・フローの状況

当連結会計年度における連結ベースの現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、前連結会計年度に比べ

5億47百万円増加し、当連結会計年度末では52億46百万円となりました。

　当年度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14億80百万円（前年同期は、得られた資金4億18百万円）となりました。

これは主に税金等調整前当期純利益9億62百万円（前年同期比62.3％増）の計上、連結調整勘定の償却額6億66百万

円、売上債権の減少額2億34百万円、人件費債務の増加額1億31百万円、法人税等の支払額3億99百万円及び法人税等

還付額2億61百万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2億87百万円（前年同期は、得られた資金23百万円）となりました。

これは主に投資有価証券の取得による支出であります。

（財務活動によるキャッシュ・フロー）

財務活動の結果使用した資金は6億95百万円（前年同期は、使用した資金11億43百万円）となりました。

これは主に短期借入金及び長期借入金の返済、社債の償還及び配当金の支払によるものであります。
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 　　 なお、連結ベースのキャッシュ・フロー指標のトレンドは下記のとおりであります。

平成17年3月期 平成18年3月期

株主資本比率（％） 19.0 19.7

時価ベースの株主資本比率（％） 26.4 44.7

債務償還年数（年） 15.7 4.1

インタレスト・カバレッジ・レシオ（倍） 3.8 15.2

 １．自己資本比率：自己資本／総資産

 ２．時価ベースの自己資本比率：株式時価総額／総資産

 ３．債務償還年数：有利子負債／営業キャッシュ・フロー

 ４．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

 ５．各指標は、連結ベースの財務指標より計算しております。

 ６．株式時価総額は、期末株価終値×期末発行済株式数（自己株式控除後）により算出しています。

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

ます。有利子負債は、連結貸借対照表に計上されている負債のうち利子を払っている全ての負債を対象としてお

ります。

 

(3）次期以降の見通し

　今後の見通しとしましては、企業収益の改善を背景に、設備投資や個人消費を中心に景気拡大の継続が期待されま

す。病院・福祉施設給食及び事業所給食をとりまく環境は、受注競争が厳しく受託単価が下がるなど、引き続き厳し

い状況が想定されますが、病院給食の外部委託の更なる進展、介護保険施設における食費自己負担化によるサービス

レベル向上の要望、栄養ケアマネジメントの実施、事業所給食における安全・健康志向メニューのニーズ増加など、

当社にとって事業領域拡大の機会も大きくなると予想されます。当社といたしましては、引き続き質の高いサービス

と最先端のメニューの取込みなどを通じ、業績の向上に取り組んでまいります。

　通期の業績につきましては、売上高490億円（前期比6.0%増）、経常利益10億50百万円（前期比2.4%増）、当期純利

益2億60百万円（前期比44.7%減）を見込んでおります。

　今後も、「社会に貢献」できる企業活動を通じて、お客様から信頼される企業として更に発展すべく全社総力をあ

げて取り組んでいく所存でございます。

(4)事業等のリスク

① 衛生管理

　当社グループは、病院・福祉施設、学校、事務所・工場などの集団給食の受託事業を行っているため、提供する食

事及び使用する厨房施設等の衛生管理に関し、食品衛生法の適用を受けております。当社グループが給食を受託する

施設等においては、衛生管理に万全を期しておりますが、万一、食中毒事故が発生し当社グループにその責があると

認定された場合には、当該事業所が一定期間営業停止などの措置を受ける可能性があります。

② 公的保険制度

　医療機関、福祉施設等においては、一部の自己負担分を除き、食事療養費など公的保険により食事代金が賄われて

いる場合があります。今後、医療・介護保険制度の見直し等により公的負担の金額が見直され、医療機関・福祉施設

等から当社グループに対する委託費についても見直しが行われるなど当社の受託金額に影響が及んだ場合には、当社

グループの経営成績に影響を及ぼす可能性があります。
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４．連結財務諸表等
(1）連結貸借対照表

前連結会計年度
（平成17年３月31日）

当連結会計年度
（平成18年３月31日）

対前年比

区分
注記
番号

金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

増減
（千円）

（資産の部）  

Ⅰ　流動資産         

１．現金及び預金   4,699,577   5,246,732   

２．受取手形及び売掛金   4,478,479   4,713,368   

３．たな卸資産   146,352   161,388   

４．繰延税金資産   432,014   521,735   

５．その他   301,842   345,431   

６．貸倒引当金   △22,758   △43,617   

流動資産合計   10,035,509 67.1  10,945,037 70.7 909,528

Ⅱ　固定資産         

１.　有形固定資産         

(１)　建物  532,868   467,113    

　減価償却累計額  389,337 143,531  336,603 130,509   

(２)　機械装置  6,379   6,379    

　減価償却累計額  5,985 393  6,011 368   

(３)　土地   245,984   245,984   

(４)　その他  409,504   348,712    

　減価償却累計額  374,546 34,958  320,787 27,924   

有形固定資産合計   424,868 2.8  404,786 2.6 △20,081

２.　無形固定資産         

(１)　連結調整勘定   3,754,931   3,087,633   

(２)　その他   144,442   125,664   

無形固定資産合計   3,899,374 26.1  3,213,297 20.8 △686,076

３.　投資その他の資産         

(１)　投資有価証券   35,729   226,908   

(２)　長期貸付金   4,581   65,172   

(３)　繰延税金資産   97,004   210,952   

(４)　その他   473,408   422,374   

(５)　貸倒引当金   △19,633   △5,891   

投資その他の資産合計   591,090 4.0  919,515 5.9 328,425

固定資産合計   4,915,333 32.9  4,537,600 29.3 △377,732

資産合計   14,950,842 100.0  15,482,638 100.0 531,795
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前連結会計年度
（平成17年３月31日）

当連結会計年度
（平成18年３月31日）

対前年比

区分
注記
番号

金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

増減
（千円）

（負債の部）  

Ⅰ　流動負債         

１．支払手形及び買掛金   1,993,145   2,054,140   

２．短期借入金   300,000   700,000   

３．一年内償還予定社債   100,000   100,000   

４．一年内返済予定長期借
入金

  734,100   734,100   

５．未払金   1,909,770   1,984,604   

６．未払費用   10,777   8,994   

７．未払法人税等   270,764   824,952   

８．賞与引当金   737,643   736,665   

９．その他   588,540   661,514   

流動負債合計   6,644,740 44.4  7,804,972 50.4 1,160,231

Ⅱ　固定負債         

１．社債   1,100,000   1,000,000   

２．長期借入金   4,338,975   3,604,875   

３．連結調整勘定   1,431   715   

４．その他   16,289   21,158   

固定負債合計   5,456,696 36.5  4,626,749 29.9 △829,947

負債合計   12,101,437 80.9  12,431,721 80.3 330,284

（少数株主持分）         

少数株主持分   7,733 0.1  － 0.0 △7,733

（資本の部）  

Ⅰ　資本金 ※１  700,158 4.7  700,158 4.5 －

Ⅱ　資本剰余金   354,327 2.4  354,327 2.3 －

Ⅲ　利益剰余金   1,805,525 12.0  2,164,901 14.0 359,376

Ⅳ　その他有価証券評価差額
金

  653 0.0  1,355 0.0 702

Ⅴ　自己株式 ※２  △18,992 △0.1  △169,826 △1.1 △150,833

資本合計   2,841,671 19.0  3,050,916 19.7 209,245

負債、少数株主持分及び
資本合計

  14,950,842 100.0  15,482,638 100.0 531,795
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(2）連結損益計算書

前連結会計年度
（自　平成16年４月１日
至  平成17年３月31日）

当連結会計年度
（自　平成17年４月１日
至  平成18年３月31日）

対前年比

区分
注記
番号

金額（千円）
百分比
（％）

金額（千円）
百分比
（％）

増減
（千円）

Ⅰ　売上高   44,537,700 100.0  46,222,744 100.0 1,685,044

Ⅱ　売上原価   38,890,901 87.3  40,492,546 87.6 1,601,645

売上総利益   5,646,798 12.7  5,730,197 12.4 83,398

Ⅲ　販売費及び一般管理費         

１．役員報酬  174,044   196,694    

２．給与手当  1,767,491   1,689,079    

３．賞与  277,218   299,832    

４．法定福利費  255,809   241,177    

５．連結調整勘定償却額  674,175   666,582    

６．その他  1,605,534 4,754,273 10.7 1,555,669 4,649,036 10.1 △105,236

営業利益   892,525 2.0  1,081,161 2.3 188,635

Ⅳ　営業外収益         

１．受取利息  2,061   1,807    

２．受取手数料  10,508   9,811    

３．協賛金収入  －   8,400    

４．賃貸料収入  6,222   15,290    

５．法人税等還付加算金  －   20,236    

６．その他  26,881 45,673 0.1 11,239 66,785 0.1 21,112

Ⅴ　営業外費用         

１．支払利息  108,302   96,624    

２．その他  27,677 135,980 0.3 25,341 121,966 0.2 △14,014

経常利益   802,218 1.8  1,025,980 2.2 223,761

Ⅵ　特別利益         

１．貸倒引当金戻入益  3,599   －    

２. 投資有価証券売却益  25,921   －    

３. 固定資産売却益  ※１ 4,497   －    

４. 仕入債務整理益  22,764 56,782 0.1 － － － △56,782

Ⅶ　特別損失         

１．前期損益修正損  －   8,360    

２．固定資産除売却損 ※２ 3,045   7,748    

３. 投資有価証券売却損  5,747   －    

４. 貸倒引当金繰入額  11,394   19,802    

５. 減損損失 ※３ 160,979   7,232    

６. 特別退職金  47,193   16,650    

７. その他  37,637 265,997 0.6 3,594 63,388 0.1 △202,609

税金等調整前当期純利益   593,003 1.3  962,592 2.1 369,589

法人税、住民税及び事業税  459,013   964,815    

過年度法人税等還付額  －   △261,572    

法人税等調整額  136,894 595,908 1.3 △203,668 499,575 1.1 △96,333

少数株主損失   11,266 0.0  7,733 0.0 △3,532

当期純利益   8,361 0.0  470,750 1.0 462,389
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(3）連結剰余金計算書

前連結会計年度
（自　平成16年４月１日
至　平成17年３月31日）

当連結会計年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

対前年比

区分
注記
番号

金額（千円） 金額（千円）
増減

（千円）

（資本剰余金の部）       

Ⅰ　資本剰余金期首残高   354,327  354,327 －

Ⅱ　資本剰余金期末残高   354,327  354,327 －

 

（利益剰余金の部）       

Ⅰ　利益剰余金期首残高   1,908,796  1,805,525 △103,271

Ⅱ　利益剰余金増加高       

１．当期純利益  8,361 8,361 470,750 470,750 462,389

Ⅲ　利益剰余金減少高       

１．配当金  111,632 111,632 111,374 111,374 △257

Ⅳ　利益剰余金期末残高   1,805,525  2,164,901 359,376
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(4）連結キャッシュ・フロー計算書

前連結会計年度
（自　平成16年４月１日
至　平成17年３月31日）

当連結会計年度
（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（千円） 金額（千円）

Ⅰ　営業活動によるキャッシュ・フロー：   

税金等調整前当期純利益 593,003 962,592

減価償却費 67,041 56,367

減損損失 160,979 7,232

連結調整勘定償却額 674,175 666,582

貸倒引当金の増加額 7,822 7,117

受取利息及び受取配当金 △2,061 △1,807

支払利息 108,302 96,624

有形固定資産除売却損益 △1,451 1,367

投資有価証券売却損益 △20,174 －

売上債権の増減額 39,630 △234,888

たな卸資産の増加額 △9,351 △15,035

長期前払費用の減少額 13,297 5,785

その他資産の増加額 △125,729 △35,459

仕入債務の増減額 △196,320 60,995

人件費債務の増減額 △88,133 131,318

未払金及び預り金の増加額 6,247 6,675

未払消費税等の増減額 △131,160 51

その他負債の減少額 △16,215 △909

小計 1,079,903 1,714,609

利息及び配当金の受取額 2,061 2,207

利息の支払額 △109,057 △98,058

法人税等の支払額 △554,083 △399,878

法人税等の還付額 － 261,572

営業活動によるキャッシュ・フロー 418,823 1,480,453
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前連結会計年度
（自　平成16年４月１日
至　平成17年３月31日）

当連結会計年度
（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（千円） 金額（千円）

Ⅱ　投資活動によるキャッシュ・フロー：   

有形固定資産の取得による支出 △11,951 △8,534

有形固定資産の売却による収入 14,014 －

無形固定資産の取得による支出 △5,562 △4,400

投資有価証券の取得による支出 △14,633 △200,000

投資有価証券の売却による収入 65,684 －

投資有価証券の償還による収入 － 10,000

短期貸付けによる支出 △1,660 －

短期貸付金の回収による収入 6,264 20,306

長期貸付けによる支出 － △90,000

長期貸付金の回収による収入 2,400 7,194

保証金敷金の拠出による支出 △15,614 △28,458

保証金敷金の返還による収入 34,583 15,588

投資活動によるその他の支出 △50,743 △10,013

投資活動によるその他の収入 392 936

投資活動によるキュッシュ・フロー 23,173 △287,379

Ⅲ　財務活動によるキャッシュ・フロー：   

短期借入れによる収入 2,500,000 2,900,000

短期借入金の返済による支出 △2,700,000 △2,500,000

長期借入金の返済による支出 △741,073 △734,100

社債の償還による支出 △100,000 △100,000

少数株主からの払込による収入 19,000 －

自己株式の取得による支出 △9,797 △150,833

親会社による配当金の支払額 △111,195 △110,985

財務活動によるキャッシュ・フロー △1,143,066 △695,919

Ⅳ　現金及び現金同等物の増減額 △701,069 497,155

Ⅴ　現金及び現金同等物の期首残高 5,400,646 4,699,577

Ⅵ　新規設立子会社の連結に伴う現金及び同
等物の増加額

－ 50,000

Ⅶ　現金及び現金同等物の期末残高 4,699,577 5,246,732
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連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項

前連結会計年度 
（自　平成16年４月１日 
至　平成17年３月31日） 

当連結会計年度 
（自　平成17年４月１日 
至　平成18年３月31日） 

１．連結の範囲に関する事項

　子会社は9社であり、連結の範囲に含めております。

㈱レオック北日本　　　㈱レオック東京

㈱レオック関東　　　　㈱レオック南関東

㈱レオック関西　　　　㈱レオック西日本

㈱レオックサービス　　㈱レオックフーズ

㈱レオック東海

　なお、前連結会計年度まで連結の範囲に含めていた㈱

メディフーズ及び㈱メディフーズ(旧九州ゼネラルフー

ド㈱)は、平成16年4月1日付をもって㈱レオック西日本

が吸収合併いたしました。

　また、㈱レオック東海については、当連結会計年度に

おいて新たに設立したため、連結の範囲に含めておりま

す。

１．連結の範囲に関する事項

　子会社は11社であり、連結の範囲に含めております。

㈱レオック北日本　　　㈱レオック東京

㈱レオック関東　　　　㈱レオック南関東

㈱レオック関西　　　　㈱レオック西日本

㈱レオックサービス　　㈱レオックフーズ

㈱レオック東海 　　　 ㈱レオック東北

㈱レオックヒューマンケア

　㈱レオック東北及び㈱レオックヒューマンケアについ

ては、当連結会計年度において新たに設立したため、連

結の範囲に含めております。

２．持分法の適用に関する事項

　　 該当事項はありません。

２．持分法の適用に関する事項

　　　　　　　　　　同左

３．連結子会社の事業年度等に関する事項

　連結子会社の事業年度の末日は、連結決算日と一致し

ております。

３．連結子会社の事業年度等に関する事項

　　　　　　　　　同左

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

イ　有価証券

満期保有目的の債券

償却原価法（定額法）

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

イ　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

額は全部資本直入法により処理し、売却原価

は移動平均法により算定）

その他有価証券

時価のあるもの

　　　　同左

時価のないもの

移動平均法による原価法

時価のないもの

　　　　同左

ロ　たな卸資産

商品及び原材料

最終仕入原価法による原価法

ロ　たな卸資産

商品及び原材料

　　　　　同左

(2）重要な減価償却資産の減価償却の方法

イ　有形固定資産

定率法

　ただし、平成10年４月１日以降取得した建物

（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、取得価額が10万円以上20万円未満の資産

については、３年間で均等償却する方法を採用し

ております。

(2）重要な減価償却資産の減価償却の方法

イ　有形固定資産

 

 

 

　　　　　　同左

 

　なお、主な耐用年数は以下のとおりでありま

す。 

　なお、主な耐用年数は以下のとおりでありま

す。 

建物　　　２～50年

機械装置　５～13年

その他　　２～20年

建物　　　２～50年

機械装置　５～13年

その他　　２～20年
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前連結会計年度 
（自　平成16年４月１日 
至　平成17年３月31日） 

当連結会計年度 
（自　平成17年４月１日 
至　平成18年３月31日） 

ロ　無形固定資産

定額法

　なお、自社利用のソフトウエアについては、社

内における利用可能期間（５年）に基づいており

ます。

ロ　無形固定資産

　　　　　　同左

 

ハ　長期前払費用

定額法

ハ　長期前払費用

　　　　　　同左

(3）重要な引当金の計上基準

 イ　貸倒引当金

　売上債権、貸付金等の貸倒損失に備えるため、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。 

(3）重要な引当金の計上基準

 イ　貸倒引当金

　　　　　　

　　　　　　　同左

ロ　賞与引当金

　従業員等の賞与支給に備えるため、将来の支給見

込額のうち当連結会計年度の負担額を計上しており

ます。

ロ　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。

(4）重要なリース取引の処理方法

　

　　　　　　　　同左

(5）重要なヘッジ会計の処理方法

イ　ヘッジ会計の方法

　原則として繰延ヘッジ処理によっております。な

お、特例処理の要件を満たしている金利スワップに

ついては特例処理によっております。

(5）重要なヘッジ会計の処理方法

イ　ヘッジ会計の方法

　　

　　　　　　　同左

ロ　ヘッジ手段とヘッジ対象

ａ　ヘッジ手段…金利スワップ

ｂ　ヘッジ対象…借入金の利息

ロ　ヘッジ手段とヘッジ対象

　　　　　　　同左

 

ハ　ヘッジ方針

　金利リスクの低減並びに金融収支改善のため、対

象債務の範囲内でヘッジを行っております。

ハ　ヘッジ方針

　　　　　　　同左

ニ　ヘッジ有効性評価の方法

　ヘッジ開始時から有効性判断時点までの期間にお

いて、ヘッジ対象とヘッジ手段の相場変動の累計を

比較し、両者の変動額を基礎にして判断しておりま

すが、契約内容等によりヘッジに高い有効性が明ら

かに認められる場合については判断を省略しており

ます。

ニ　ヘッジ有効性評価の方法

　　　　　　　同左

(6）その他連結財務諸表作成のための重要な事項

消費税等の会計処理

税抜方式によっております。

(6）その他連結財務諸表作成のための重要な事項

消費税等の会計処理

　　　　　　同左
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前連結会計年度 
（自　平成16年４月１日 
至　平成17年３月31日） 

当連結会計年度 
（自　平成17年４月１日 
至　平成18年３月31日） 

５．連結子会社の資産及び負債の評価に関する事項

　連結子会社の資産及び負債の評価については、全面時

価評価法を採用しております。

５．連結子会社の資産及び負債の評価に関する事項

　　　　　　　　　同左

６．連結調整勘定の償却に関する事項

　連結調整勘定の償却については、５年間または10年間

の均等償却を行っております。

６．連結調整勘定の償却に関する事項

　　　　　　　　　同左

７．利益処分項目等の取扱いに関する事項

　連結剰余金計算書は、連結会社の利益処分について連

結会計年度中に確定した利益処分に基づいて作成してお

ります。

７．利益処分項目等の取扱いに関する事項

　　　　　　　　　同左

８．連結キャッシュ・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。

８．連結キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲

　　　　　　　　　同左

連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更

前連結会計年度
（自　平成16年 4月 1日
至　平成17年 3月31日）

当連結会計年度
（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） ―――――

「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）が平成16年３月31日に終了する連結会計年度に

係る連結財務諸表から適用できることになったことに伴い、

当連結会計年度から同会計基準及び同適用指針を適用して

おります。

　この結果、税金等調整前当期純利益は 160,979千円減少

しております。なお、減損損失累計額については、改正後

の連結財務諸表規則に基づき各資産の金額から直接控除し

ております。
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表示方法の変更

前連結会計年度
（自　平成16年 4月 1日
至　平成17年 3月31日）

当連結会計年度
（自　平成17年 4月 1日
至　平成18年 3月31日）

（連結損益計算書） ―――――

「賃貸料収入」は、前連結会計年度まで営業外収益の「そ

の他」に含めて表示しておりましたが、営業外収益の総額

の100分の10を超えたため区分掲記しました。

　なお、前連結会計年度における「賃貸料収入」の金額は

9,842千円であります。

(連結キャッシュ・フロー計算書)

１. 前連結会計年度において区分掲記していた「未収入金の

増減額」及び「立替・仮払金の増減額」は、表示科目の見

直しを行ったことにより、当連結会計年度から「その他資

産の増減額」に含めて表示しております。

　なお、当連結会計年度の「未収入金の増減額」は29,814

千円、「立替・仮払金の増減額」は△71,905千円でありま

す。

２. 前連結会計年度において「未払金及び預かり金の増減

額」に含めていた「その他負債の増減額」は、表示科目の

見直しを行ったことにより、当連結会計年度から区分掲記

しております。

　なお、前連結会計年度の「その他負債の増減額」は、

△56,933千円であります。

追加情報

前連結会計年度
（自　平成16年 4月 1日
至　平成17年 3月31日）

当連結会計年度
（自　平成17年 4月 1日
至　平成18年 3月31日）

　受取手数料のうち、自販機収入（当連結会計年度55,509

千円)は、当連結会計年度より売上高に含めて表示しており

ます。これは当連結会計年度より清掃事業も開始し、給食

の周辺も含めた総合サービス業として今後運営していく予

定であること及び事業所別の粗利管理を明確にすることを

目的に行っているものであります。これにより従来の処理

と比べ、営業利益が55,509千円増加しております。

　―――――

 

注記事項

（連結貸借対照表関係）

前連結会計年度
（平成17年３月31日）

当連結会計年度
（平成18年３月31日）

※１．当社の発行済株式総数は、普通株式13,979,664株で

あります。

※１．当社の発行済株式総数は、普通株式13,979,664株で

あります。

※２．連結会社が保有する自己株式の数は、普通株式57,826

株であります。

※２．連結会社が保有する自己株式の数は、普通株式

423,026株であります。
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（連結損益計算書関係）

前連結会計年度
（自　平成16年４月１日
至　平成17年３月31日）

当連結会計年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

※１．固定資産売却益の内容は次のとおりであります。

土　　　地 4,497千円

 ※２．固定資産除売却損の内容は次のとおりであります。

　 （1）固定資産除却損

そ　の　他 3,045千円

※３．減損損失

当社グループは、当連結会計年度において以下のとお

り減損損失を計上いたしました。

 　 (1) 減損損失を認識した主な資産

   用途    場所

遊休資産 北海道札幌市

遊休資産 東京都足立区

事業用資産 東京都豊島区他

 　 (2) 減損損失の金額

土　　　地 89,503千円

そ　の　他 71,476千円

計 160,979千円

(3) 資産のグルーピングの方法

管理会計上の区分を基準にして、事業用資産につ

いては原則として事業所単位、遊休資産については

個別物件単位でグルーピングしております。

(4) 減損損失の認識に至った経緯

事業用資産については、当該事業所の営業活動か

ら生ずるキャッシュ・フローが２期連続してマイナ

スであり、短期的な回復が見込まれないため、遊休

資産については使用見込みがなく売却予定であるた

め、減損損失を認識しております。

(5) 回収可能価額の算定方法

事業用資産については使用価値を適用しておりま

す。使用価値の算定にあたっては、将来キャッシュ・

フローを4.456%で割引いて算定しております。遊休

資産については鑑定評価額を基準にした正味売却価

額によっております。

※１．               ────

   

 ※２．固定資産除売却損の内容は次のとおりであります。

　 （1）固定資産除却損

そ　の　他 7,748千円

※３．減損損失

当社グループは、当連結会計年度において以下のとお

り減損損失を計上いたしました。

 　 (1) 減損損失を認識した主な資産

   用途    場所

事業用資産 北海道帯広市他

  

  

 　 (2) 減損損失の金額

そ　の　他 7,232千円

   

   

(3) 資産のグルーピングの方法

同左

 

 

(4) 減損損失の認識に至った経緯

事業用資産については、当該事業所の営業活動か

ら生ずるキャッシュ・フローが２期連続してマイナ

スであり、短期的な回復が見込まれないため、減損

損失を認識しております。 

 

(5) 回収可能価額の算定方法

事業用資産については使用価値を適用しておりま

す。使用価値の算定にあたっては、将来キャッシュ・

フローを4.456%で割引いて算定しております。

（連結キャッシュ・フロー計算書関係）

前連結会計年度
（自　平成16年４月１日

至　平成17年３月31日）

当連結会計年度
（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連結貸借対照表に掲

記されている科目の金額との関係

１．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３月31日現在） （平成18年３月31日現在）

 

現金及び預金勘定 4,699,577千円

現金及び現金同等物 4,699,577千円

 

現金及び預金勘定 5,246,732千円

現金及び現金同等物 5,246,732千円
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①　リース取引

前連結会計年度
（自　平成16年４月１日
至　平成17年３月31日）

当連結会計年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３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

(1）リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当

額、減損損失累計額相当額及び期末残高相当額

取得価額
相当額
（千円）

減価償却
累計額相
当額
（千円）

減損損失
累計額相
当額

 （千円）

期末残高
相当額
（千円）

有形固定
資産「そ
の他」

314,049 131,245 8,651 174,152

無形固定
資産「そ
の他」

30,908 11,844 － 19,064

計 344,958 143,090 8,651 193,216

取得価額
相当額
（千円）

減価償却
累計額相
当額
（千円）

減損損失
累計額相
当額

 （千円）

期末残高
相当額
（千円）

有形固定
資産「そ
の他」

354,769 218,550 10,097 126,121

無形固定
資産「そ
の他」

30,908 18,026 － 12,882

計 385,677 236,576 10,097 139,003

(2）未経過リース料期末残高相当額等 (2）未経過リース料期末残高相当額等

１年内 71,599千円

１年超 125,731千円

合計 197,330千円

リース資産減損勘定の残高 8,800千円

 

１年内 63,961千円

１年超 79,413千円

合計 143,374千円

リース資産減損勘定の残高 10,321千円

 

(3）支払リース料、リース資産減損勘定の取崩額、減価

償却費相当額、支払利息相当額及び減損損失

(3）支払リース料、リース資産減損勘定の取崩額、減価

償却費相当額、支払利息相当額及び減損損失

支払リース料 78,267千円

リース資産減損勘定の取崩額 1,732千円

減価償却費相当額 73,228千円

支払利息相当額 5,931千円

減損損失 10,532千円

支払リース料 86,280千円

リース資産減損勘定の取崩額 3,774千円

減価償却費相当額 80,755千円

支払利息相当額 5,285千円

減損損失 5,295千円

(4）減価償却費相当額の算定方法 (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。

同　　左

(5）利息相当額の算定方法 (5）利息相当額の算定方法

　リース料総額とリース物件の取得価額相当額との差

額を利息相当額とし、各期への配分方法については、

利息法によっております。

同　　左

２.オペレーティング・リース取引

未経過リース料   

１年内 3,673千円

１年超 5,304千円

合計 8,977千円

２.オペレーティング・リース取引

未経過リース料   

１年内 3,456千円

１年超 1,848千円

合計 5,304千円
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②　有価証券

有価証券

１．その他有価証券で時価のあるもの

種類

前連結会計年度（平成17年３月31日） 当連結会計年度（平成18年３月31日）

取得原価
（千円）

連結貸借対照
表計上額

（千円）
差額（千円）

取得原価
（千円）

連結貸借対照
表計上額

（千円）
差額（千円）

連結貸借対照表計

上額が取得原価を

超えるもの

(1）株式 14,633 15,729 1,095 14,633 16,908 2,274

(2）債券       

①　国債・地方債等 － － － － － －

②　社債 － － － － － －

③　その他 － － － － － －

(3）その他 － － － － － －

小計 14,633 15,729 1,095 14,633 16,908 2,274

連結貸借対照表計

上額が取得原価を

超えないもの

(1）株式 － － － － － －

(2）債券       

①　国債・地方債等 － － － － － －

②　社債 － － － － － －

③　その他 － － － － － －

(3）その他 － － － － － －

小計 － － － － － －

合計 14,633 15,729 1,095 14,633 16,908 2,274

２．前連結会計年度及び当連結会計年度中に売却したその他有価証券

前連結会計年度
（自平成16年４月１日　至平成17年３月31日）

当連結会計年度
（自平成17年４月１日　至平成18年３月31日）

売却額（千円）
売却益の合計額

（千円）
売却損の合計額

（千円）
売却額（千円）

売却益の合計額
（千円）

売却損の合計額
（千円）

60,684 25,921 5,747 － － －

３．時価のない主な有価証券の内容

前連結会計年度（平成17年３月31日） 当連結会計年度（平成18年３月31日）

連結貸借対照表計上額（千円） 連結貸借対照表計上額（千円）

(1）満期保有目的の債券

社債 10,000 －

(2）その他有価証券

非上場株式 10,000 210,000
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４．その他有価証券のうち満期があるもの及び満期保有目的の債券の今後の償還予定額

前連結会計年度（平成17年３月31日） 当連結会計年度（平成18年３月31日）

１年以内
（千円）

１年超
５年以内
（千円）

５年超
10年以内
（千円）

10年超
（千円）

１年以内
（千円）

１年超
５年以内
（千円）

５年超
10年以内
（千円）

10年超
（千円）

１．債券

(1）国債・地方債等 － － － － － － － －

(2）社債 10,000 － － － － － － －

(3）その他 － － － － － － － －

２．その他 － － － － － － － －

合計 10,000 － － － － － － －

③　デリバティブ取引

１．取引の状況に関する事項

前連結会計年度
（自　平成16年４月１日
至　平成17年３月31日）

当連結会計年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

(1）取引の内容及び利用目的等 (1）取引の内容及び利用目的等

当社は、将来金利の変動によるリスク回避を目的とし

て、金利スワップ取引を行っております。 

同左

(2）取引に対する取組方針 (2）取引に対する取組方針

当該金利スワップ取引は、上記のようにリスク回避が

目的であり、投機的な取引は行わない方針であります。

同左

(3）取引に係るリスクの内容 (3）取引に係るリスクの内容

当該金利スワップ取引は、市場金利水準の変動による

リスクを有しております。

同左

(4）取引に係るリスク管理体制 (4）取引に係るリスク管理体制

デリバティブ取引の執行・管理については、重要な金

融取引として社内ルールに従い、資金担当部門が取締役

会の承認を得て行っております。  

同左

２．取引の時価等に関する事項

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。
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④　税効果会計

前連結会計年度
（平成17年３月31日）

当連結会計年度
（平成18年３月31日）

１．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の

内訳

１．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の

内訳

（単位：千円）

繰延税金資産（流動）

賞与引当金損金算入限度超過額 307,400

未払事業税等 27,466

貸倒引当金損金算入限度超過額 9,490

繰越欠損金 19,733

固定資産有税評価損 84,537

減損損失 37,590

その他 6,262

小計 492,481

評価性引当額 △60,467

繰延税金資産（流動）合計 432,014

繰延税金資産（固定）

貸倒引当金損金算入限度超過額 8,103

減損損失 5,501

繰越欠損金 75,221

減価償却費超過額 8,095

その他 83

繰延税金資産（固定）合計 97,004

繰延税金負債（固定）

その他有価証券評価差額金 △442

繰延税金負債（固定）合計 △442

（単位：千円）

繰延税金資産（流動）

賞与引当金損金算入限度超過額 307,031

未払事業税等 69,624

貸倒引当金損金算入限度超過額 18,188

繰越欠損金 42,509

固定資産有税評価損 107,745

減損損失 36,182

その他 1,826

小計 583,107

評価性引当額 △61,372

繰延税金資産（流動）合計 521,735

繰延税金資産（固定）

貸倒引当金損金算入限度超過額 2,373

減損損失 5,938

連結納税適用に伴う営業権時価評価益 193,114

減価償却費超過額 9,430

その他 96

繰延税金資産（固定）合計 210,952

繰延税金負債（固定）

その他有価証券評価差額金 △919

繰延税金負債（固定）合計 △919

 （注）平成19年3月期より連結納税制度を適用する予

定であります。

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

との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因と

なった主要な項目別の内訳

２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率

との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因と

なった主要な項目別の内訳

（単位：％）

法定実効税率 40.4

（調整）

交際費等永久に損金に算入されない項目 1.9

評価性引当額 4.5

連結調整勘定償却額 45.9

住民税均等割額 9.1

その他 △1.3

税効果会計適用後の法人税等の負担率 100.5

（単位：％）

法定実効税率 40.4

（調整）

交際費等永久に損金に算入されない項目 2.0

評価性引当額 0.1

連結調整勘定償却額 28.0

住民税均等割額 6.7

還付税額 △27.2

その他 1.9

税効果会計適用後の法人税等の負担率 51.9
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⑤　セグメント情報

ａ．事業の種類別セグメント情報

前連結会計年度（自平成16年４月１日　至平成17年３月31日）

　「給食事業」の売上高、営業利益及び資産の金額は、全セグメントの売上高合計、営業利益及び全セグメン

ト資産の金額の合計額に占める割合がいずれも90％を超えているため、事業の種類別セグメント情報の記載を

省略しております。

当連結会計年度（自平成17年４月１日　至平成18年３月31日）

　「給食事業」の売上高、営業利益及び資産の金額は、全セグメントの売上高合計、営業利益及び全セグメン

ト資産の金額の合計額に占める割合がいずれも90％を超えているため、事業の種類別セグメント情報の記載を

省略しております。

ｂ．所在地別セグメント情報

　前連結会計年度及び当連結会計年度において、本邦以外の国又は地域に所在する連結子会社及び支店がない

ため、該当事項はありません。

ｃ．海外売上高

　前連結会計年度及び当連結会計年度において、海外売上高がないため、該当事項はありません。
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⑥　関連当事者との取引

前連結会計年度（自平成16年４月１日　至平成17年３月31日）

役員及び個人主要株主等

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
（％）

関係内容

取引の内容
取引金額
(千円)

科目
期末残高
(千円)

役員の兼
任等
（人）

事業上の
関係

 役員 小野寺眞悟 　　　－ －

当社代表

取締役会

長、㈱メ

ディカル

オペレー

ション代

表取締役

(被所有)

　直接

2.9

－ 　　－
出向料等の

立替
14,332 未収入金 1,058

(注)　出向料等は㈱レオックジャパンの給与等の実費精算です。

当連結会計年度（自平成17年４月１日　至平成18年３月31日）

役員及び個人主要株主等

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
（％）

関係内容

取引の内容
取引金額
(千円)

科目
期末残高
(千円)

役員の兼
任等
（人）

事業上の
関係

 役員 小野寺眞悟 　　　－ －

当社代表

取締役会

長、㈱メ

ディカル

オペレー

ション代

表取締役

(被所有)

　直接

2.9

－ 　　－
出向料等の

立替
12,247 未収入金 1,408

(注)　出向料等は㈱レオックジャパンの給与等の実費精算です。

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
（％）

関係内容

取引の内容
取引金額
(千円)

科目
期末残高
(千円)

役員の兼
任等
（人）

事業上の
関係

 役員 小野寺裕司 　　　－ －

当社代表

取締役社

長、㈱横

浜フリエ

スポーツ

クラブ取

締役副社

長

(被所有)

　直接

17.2

－ 　　－
広告宣伝費

用
61,671 前払費用 84,545

(注)　１．取引金額に消費税等は含まれておらず、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

            媒体等の実勢価格を参考に決定しております。
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（１株当たり情報）

前連結会計年度
（自　平成16年４月１日
至　平成17年３月31日）

当連結会計年度
（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 204円12銭

１株当たり当期純利益 0円60銭

　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、希薄化効果を有している潜在株式が存在し

ないため記載しておりません。

１株当たり純資産額   225円05銭

１株当たり当期純利益 34円24銭

　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、希薄化効果を有している潜在株式が存在し

ないため記載しておりません。

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

前連結会計年度
（自　平成16年４月１日
至　平成17年３月31日）

当連結会計年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

当期純利益（千円） 8,361 470,750

普通株主に帰属しない金額（千円） － －

普通株式に係る当期純利益（千円） 8,361 470,750

期中平均株式数（千株） 13,952 13,747

希薄化効果を有しないため潜在株式調整後１

株当たり当期純利益の算定に含めなかった潜

在株式の概要

新株予約権１種類（新株予約権の

目的となる数368個）。

新株予約権１種類（新株予約権の

目的となる数331個）。

（重要な後発事象）

該当事項はありません。 
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５．販売の状況

(1）部門別販売実績

 （単位：千円）

区分

前連結会計年度
（自　平成16年４月１日
至　平成17年３月31日）

当連結会計年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

対前期増減

金額 構成比 金額 構成比 金額

％ ％

病院給食 24,430,140 54.9 25,806,604 55.8 1,376,464

事業所給食 19,918,208 44.7 19,849,676 42.9 △68,532

小計 44,348,348 99.6 45,656,280 98.7 1,307,932

その他 189,352 0.4 566,464 1.3 377,112

合計 44,537,700 100.0 46,222,744 100.0 1,685,044

　（注）１．病院給食は、医療機関（病院、医院）及び福祉施設等に対する売上であります。

２．事業所給食は、社員食堂、学校、寮等に対する売上であります。

３．その他は、売店等の売上によるものであります。

４．上記金額には、消費税等は含まれておりません。

(2）契約形態別販売実績

 （単位：千円）

区分

前連結会計年度
（自　平成16年４月１日
至　平成17年３月31日）

当連結会計年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

対前期増減

金額 構成比 金額 構成比 金額

％ ％

管理契約 23,674,094 53.2 25,328,756 54.8 1,654,662

単価契約 20,487,861 46.0 20,521,261 44.4 33,400

小計 44,161,955 99.2 45,850,017 99.2 1,688,062

その他 375,745 0.8 372,727 0.8 △3,018

合計 44,537,700 100.0 46,222,744 100.0 1,685,044

　（注）１．管理契約 … 喫食者からは原材料費相当額の食事代金を受け取り、委託先からは管理費として給食の運営委

託に要する人件費、経費及び利益の見積もり合計額の支払を受ける契約で、この方式は一般に

「管理契約」と呼ばれております。

２．単価契約 … 喫食者への売上を当社の営業収益とし、給食の運営委託に要する原材料費、人件費及び経費を

当社が負担する契約であり、売価の取決めが運営収支の要となることから、一般に「単価契約」

または「食単価契約」と呼ばれております。

３．その他は、売店等の売上によるものであります。

４．上記金額には、消費税等は含まれておりません。
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(3）地域別販売実績

 （単位：千円）

区分

前連結会計年度
（自　平成16年４月１日
至　平成17年３月31日）

当連結会計年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

対前期増減

金額 構成比 金額 構成比 金額

％ ％

北日本 10,269,798 23.1 10,393,897 22.5 124,099

東日本 20,884,659 46.9 22,131,307 47.9 1,246,648

関西 6,320,505 14.2 6,284,031 13.6 △36,474

西日本 7,062,738 15.8 7,413,509 16.0 350,771

合計 44,537,700 100.0 46,222,744 100.0 1,685,044

　（注）　上記金額には、消費税等は含まれておりません。

北日本 … 北海道、青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県、福島県

東日本 … 茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、新潟県、山梨県、長野県、静岡県

関西 … 富山県、石川県、福井県、岐阜県、愛知県、三重県、滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県、

和歌山県

西日本 … 岡山県、広島県、山口県、香川県、愛媛県、高知県、福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、

宮崎県、鹿児島県、沖縄県
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