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平成18年9月期       中間決算短信（非連結）          平成18年5月15日 
上場 会 社 名  株式会社アプレシオ 上場取引所     名証セントレックス 
コ ー ド 番 号  2460 本社所在都道府県  東京都 
（ＵＲＬ http://www.aprecio.co.jp） 
代  表  者  役職名 代表取締役    氏名 馬場 正信 
問合せ先責任者  役職名 取締役管理本部長 氏名 小林 伸吉      ＴＥＬ (03) 5337－0031 
決算取締役会開催日     平成18年5月15日 
中間配当制度の有無     有  
中間配当支払開始予定日   無 
単元株制度採用の有無    無 
１ 18年3月中間期の業績（平成17年10月1日～平成18年3月31日） 
(1) 経営成績                     (注)記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。 

 売上高 営業利益 経常利益 

 

18年3月中間期 

17年3月中間期 

百万円   ％ 

1,458       59.6  

913        －   

百万円   ％ 

83       22.9  

67        －   

百万円   ％ 

62     △16.5  

74        －   

17年9月期 2,101             144             162             
 

 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 

 

18年3月中間期 

17年3月中間期 

百万円   ％ 

2   △96.6   

85       －   

円  銭 

189 49  

18,218  56  

円   銭 

184   57  

－ 

17年9月期 164            11,692  62  － 
（注）①持分法投資損益  18年3月中間期   －百万円 17年9月期   －百万円 

②期中平均株式数  18年3月中間期   15,475株 17年3月中間期   4,670株 17年9月期   14,061株 
③会計処理の方法の変更   有 
④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であります。 

(2) 財政状態                     (注)記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。 

 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月中間期 

17年3月中間期 

百万円 

2,483 

1,121 

百万円 

1,453 

727 

％ 

58.5 

64.9 

円   銭 

90,220   45  

154,634   21  

17年9月期 1,616 806 49.9 57,165   84  
(注)①期末発行済株式数 18年3月中間期 16,112.75株  17年3月中間期 4,704.25株  17年9月期  14,112.75株 
②期末自己株式数  18年3月中間期     －株  17年3月中間期    －株  17年9月期     －株 

(3) 配当状況 

 
１株当たり 

中間配当金 

１株当たり 

年間配当金 

 

18年3月中間期 

17年3月中間期 

円  銭 

－  －  

－  －  

円   銭 

－   

－ 

17年9月期 －    － 
 (4) キャッシュ･フローの状況             (注)記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。 

 
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月中間期 

17年3月中間期 

百万円 

15 

45 

百万円 

△ 350 

△ 130 

百万円 

537 

86 

百万円 

803 

382 

17年9月期 348 △ 471 342 601 
２ 18年9月期の業績予想（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 

 

通 期 

百万円 

3,158 

百万円 

264 

百万円 

122 
（参考）1株当たり予想当期純利益(通期) 7,590 円20 銭 

※ 上記の業績予想は本資料の発表日現在において入手可能な情報に基づき作成されたものであり、実際

の業績は今後の様々な要因によって予想数字と異なる場合があります。なお、業績予想に関する事項

は、添付資料9ページをご覧ください。 
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1.企業集団の状況 

当社の企業集団を構成する関係会社はありません。 

 

2.経営方針並びに経営成績及び財政状態 

（１）経営の基本方針 

当社は、複合カフェの直営店運営及びフランチャイズ展開を行っております。 

平成12年1月の設立以来、複合カフェ「I LOVE 遊」ブランドとして店舗展開を開始し、アミ

ューズメントサービスの向上を図ってまいりました。 

そして、平成15年12月には「リラクゼーション分野における時間価値の最大化」を目指し、

新たに「アプレシオ」ブランドを立ち上げました。 

ストレスの高い現代において、リラクゼーションには社会的ニーズがあります。当社はお客

様に様々なコンテンツを極上のサービスで楽しんでいただけるよう取り組んでおります。 

 

（２）利益分配に関する基本方針 

当社は、株主に対する利益還元と同時に、財務体質の強化および競争力の確保を経営上の重

要課題の一つと認識しております。現在当社は成長発展途中であるため、まずは内部留保の充

実を図り、事業の効率化と事業拡大のための投資を充実し、経営基盤を確立することが株主に

対する最大の利益還元につながるとの認識から、創業以来配当を実施しておりません。今後は

各事業年度の財政状態および経営成績を勘案しながら株主還元策について検討していく方針

であります。 

 

（３）投資単位引下げに関する考え方及び方針等 

当社は、当社株式の流動性の向上及び株主数増加を重要課題として認識しております。 

投資家の皆様に投資しやすい環境を整えるため、株式の分割等による投資単位の引下げにつ

きまして、株価水準、株主数及び業績等を総合的に勘案し検討してまいります。 

 

（４）目標とする経営指標 

当社は高い事業収益を目指しており、売上高経常利益率10%以上を目標としております。 

また、経営の効率性についても株主資本利益率(ROE)及び総資産利益率(ROA)の向上に努めて

まいります。 

 

（５）中長期的な経営戦略 

当社は、コミックファンやゲームファンのみならず、幅広い顧客層への訴求と高付加価値サ

ービスによって差別化が図れる事業開発が重要であると判断しております。 

そのための戦略として以下に掲げる事項を進めてまいります。 
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①新規サービスの開発 

お客様のリクエストに100%応えることを目指し、リラクゼーションコンテンツを中心とし

た様々なサービスを開発してまいります。 

 

②積極的な店舗出店 

平成21年9月期には直営店とフランチャイズ加盟店を含めて店舗230店体制を目指してお

り、積極的な店舗展開をしてまいります。 

 

③人材の育成 

今後の急速な業務拡大に対応すべく優秀な人材を登用しつつ、当社の目標とする「ホスピ

タリティマインド」を体現できる人材を様々な人材教育により育成してまいります。 

 

（６）会社の対処すべき課題 

①フランチャイズ加盟店の開拓について 

当社の運営する複合カフェ事業は、今後競争が加速すると予想されており、フランチャイ

ズ加盟店の開発力が経営上の重要課題と認識しております。 

今後も、加盟店開発体制の充実に努め、有力なフランチャイズ加盟店の開発を推進してま

いります。 

 

②コンテンツの充実及びサービスの向上 

複合カフェ業界の競争が本格化する中、提供するコンテンツの充実、サービス向上の必要

性がこれまで以上に高まってきております。当社は従来のアミューズメントサービスの充実

に加え、ストレスの高い現代におけるリラクゼーションサービスの提供をすべく、豊富なコ

ンテンツを用意してまいりました。 

今後も快適な空間の提供を行うべく、顧客志向を徹底しコンテンツの充実、サービスの向

上を図り、更なる差別化に努めてまいります。 

 

③人材の確保及び育成環境について 

当社の事業拡大の根幹はホスピタリティマインド溢れる人材に他ならないと認識してお

ります。当社のフロントサービスはリゾートホテル並みのサービスクオリティを目指してお

り、徹底的に細やかな心遣いのできる体制作りのための人材の確保が必要となります。今後

も人材の採用に積極的に取り組むとともに、3ヶ月毎に行う「店長研修」等の研修の充実に

注力し、当社の理念を体現できる人材の育成に取り組んでまいります。 

 

④出店候補地の確保について 

今後出店を予定している「アプレシオ」ブランドの複合カフェは、さまざまなコンテンツ

サービスを提供するため200坪を超える店舗規模となることが多く、当社の出店条件に適し
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た物件の確保が出店計画の遂行のための重要な課題であります。当社といたしましては、更

に出店立地開発を強化し、タイムリーに優良な物件が確保できるよう努めてまいります。 

 

⑤「アプレシオ」及び「I LOVE 遊」会員に対する新規事業の展開について 

当社が運営する複合カフェ「アプレシオ」及び「I LOVE 遊」ブランド店舗は、一部オー

プンスペースを除き会員制となっており、会員が重要な経営資源であると認識しております。 

今後に向けて他業界も含めた業務提携先との連携も視野に入れ、会員向けの新規事業を考

えており、平成18年1月より開始した携帯電話を利用した情報提供サービスを推進しており

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 

（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、コーポレート・ガバナンスを株主に対する企業価値の最大化を図るための経営

統治機能として、また、意思決定における透明性・公平性を確保した経営を行うための経営

統治機能と位置付けております。 

 

（コーポレート･ガバナンスに関する施策の実施状況） 

取締役会における各取締役の業務執行状況の管理、内部監査、監査役監査を中心に経営監

視体制を整備しております。 

 

①会社の経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他コーポレート・ガバナ

ンス体制の状況 

（取締役会） 

取締役会は5名で構成されており、その内1名が社外取締役であります。取締役会は経営の

意思決定機関として毎月定時開催され、また、必要に応じて臨時で開催されております。取

締役会では、重要事項について決定するとともに、業績動向を中心とした事項について報告

がなされております。 

（経営幹部会議） 

取締役、監査役及び各部門の部長、マネージャーの一部により「経営幹部会議」を毎週1

回開催し、経営状況の把握、情報の共有、業務執行の監督、リスク管理を行っております。 

（内部監査及び監査役監査、会計監査の状況） 

当社では監査役制度を採用しております。常勤、非常勤の3名で構成されております。監

査役は取締役会ならびに重要な社内会議に出席し、経営の妥当性、効率性等に関して助言や

提案を行っており、取締役の職務の執行状況を監督できる体制にあります。また協議・報告

のため、毎月１回の監査役同士におけるミーティングを行っております。 
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なお、監査役は、内部監査担当者との間で監査計画書の相互入手、監査結果について相互

報告するとともに必要に応じて内部監査への立会等綿密な連携を取っております。また、監

査法人との連携については、監査法人が行う会計監査への立会等により図っております。 

また、当社は独立機関として内部監査室は設置しておりませんが、その代替として管理本

部内に、担当者1名を置いております。当社の内部監査は、毎期初までに年間の内部監査計

画書を作成し、代表取締役の承認後、当該監査計画に基づき監査を実施していくものであり

ます。実施結果につきましては、監査報告書としてまとめられ、代表取締役に報告された後、

課題として指摘された事項については、改善指示書として被監査部門にフィードバックされ、

当該部門において改善された結果が再度内部監査担当者を通じて代表取締役に報告されて

おります。このようなサイクルを通じて、会社の業務の正確性・効率性等及び財産の実態を

監査し、内部統制機能の充実及び会社資産の保全を図っております。 

会計監査については、当社は中央青山監査法人と監査契約を締結しており、会計処理・決

算内容等について監査を受けるとともに必要な助言・指導を受けております。 

 

（顧問弁護士） 

当社はプライム法律事務所及びＴＭＩ総合法律事務所と顧問契約を締結しており、コンプ

ライアンス遵守のため必要に応じて助言を受けており、監査役監査及び内部監査と併せて、

業務執行の適法性を確認しております。 

（リスク管理体制の整備の状況） 

当社はリスク管理として、コンプライアンスに対する意識及び店舗における危機管理対応

について会議時の教育等により積極的に取り組んでおります。 

 

②会社と会社の社外取締役及び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 

当社は当社の社外取締役である与謝野肇氏が代表取締役に就任している株式会社ビジネ

スパスポートとの間に取引がありますが資本関係はありません。また、社外監査役である渋

谷耕一氏、美藤智氏と当社との間には取引関係及び資本関係はありません。 

なお、その他の利害関係として、社外取締役及び社外監査役は以下の新株予約権を保有し

ております。 

社外取締役 与謝野肇氏 15個 

社外監査役 渋谷耕一氏 6個 

社外監査役 美藤 智氏 6個 

 

③会社のコーポレート・ガバナンスの充実に向けた取組みの最近1年間における実施状況 

取締役会については、監査役出席のうえ毎月1回以上開催し、経営に関する重要事項等の

決定及び業績動向を中心とした事項について報告を行いました。また、経営幹部会議につい
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ては、原則として毎週1回開催し経営状況の把握、情報の共有、業務執行の監督、リスク管

理を行いました。 

内部監査についても、各部門の業務監査及び会計監査を実施し、各部門の状況把握並びに

改善指示を行いました。 

 

（８）親会社等に関する事項 

該当事項はありません。 

 

（９）その他、会社の経営上の重要な事項 

該当事項はありません。 

 



7 

3.経営成績及び財政状況 

（１）経営成績 

(業績の分析) 

①営業損益 

当中間会計期間における直営店事業の売上高は、前事業年度において「アプレシオ」ブラ

ンドへの転換に伴うスクラップアンドビルドによる2店舗の閉鎖及びフランチャイズ加盟促

進の為の1店舗の売却後、新規開店が無かったため、529,074千円（前年同期比2.1％減）と

なりました。 

しかしながら、フランチャイズ関連事業における売上高は、12店舗の新規出店、3店舗の

「アプレシオ」ブランドへのリニューアル及びパートナー・コントラクト方式（注）による

フランチャイズ加盟契約に伴うコンサルティング収入の貢献により、929,085千円（同

149.0％増）となりました。 

売上原価は、前年同期に比べ56.1％増加しており630，591千円となりました。その主な原

因は、直営店事業については新規直営店における短期間での損益分岐点売上高の達成、フラ

ンチャイズ関連事業については利益率の高いコンサルティング収入の増加によるものであ

ります。 

販売費及び一般管理費は、前年同期に比べ94.1％増加しており276,198千円となりました。

その主な原因は、事業拡大に伴う人員増による人件費の増加及びフランチャイズ開発業務等

の業務委託に係る支払手数料の増加によるものであります。 

以上の結果、営業利益は83,540千円（同22.9％増）となりました。 

 

（注）パートナー・コントラクト方式とは 

「アプレシオ」ブランド店舗の開設時に要する費用は200坪で約90百万円程度

かかり、工事の規模によっては１億円を超える例が少なくありません。パート

ナー・コントラクト方式は投資額が多いため出店は無理と考えておられる方や、

複合カフェのようなサービス業は経験がなく、運営する自信がないという方の

ための店舗運営の新しい方式です。当社が新規出店時に物件開発から店舗の内

装工事、従業員の採用・教育、店舗運営までパッケージとして提供し、フラン

チャイズオーナーは一部の出店経費と毎月の店舗及び什器備品の利用料、運営

受託手数料を負担していただきます。これにより初期投資を大幅に軽減するこ

とができるとともに当社の店舗運営ノウハウをご利用いただけます。 

②営業外損益 

営業外収益・費用は、21,473千円の費用（純額）となりました。主な内容は株式公開にか

かる費用を当期24,188千円計上したためであります。 

以上の結果、経常利益は62,067千円（同16.5％減）となりました。 

③特別損益 
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特別利益は、既存直営店の売却に伴う店舗売却益を18,419千円計上したものです。 

また、特別損失は、パートナー・コントラクト方式により運営されておりました店舗を直

営化するに当たり、加盟契約変更に係る費用を一括で損失処理したものであります。 

以上の結果、税引前中間純利益は27,541千円（前年同期比68.1％減）となりました。 

 

④法人税、住民税及び事業税 

税務上の繰越欠損金の損金算入により、法人税等24,609千円を計上いたしました。 

なお、見積特有の不確実性を排除するため、当中間期においても繰延税金資産は計上しな

いこととしました。 

⑤中間純利益 

以上の結果、中間純利益は、2,932千円（前年同期比96.6％減）となりました。 

 

（２）財政状態 

（キャッシュ・フローの分析） 

中間会計期間における現金及び現金同等物の残高は前事業年度末より202,147千円増加し、

803,705千円となりました。当事業年度における各キャッシュ・フローの状況とそれらの増減

要因は次のとおりであります。 

①営業活動によるキャッシュ・フロー 

営業活動で獲得した資金は15,068千円(前年同期比30,435千円減)となりました。この主な

原因は税引前中間純利益27,541千円及び仕入債務の増加額40,859千円、売上債権の増加額

190,454千円によるものであります。 

②投資活動によるキャッシュ・フロー 

投資活動により使用した資金は350,800千円(前年同期比219,896千円増)となりました。こ

の主な原因は有形固定資産の取得による支出194,499千円、投資有価証券の取得による支出

90,000千円及び無形固定資産の取得による支出30,300千円によるものであります。 

③財務活動によるキャッシュ・フロー 

財務活動で得られた資金は537,879千円(前年同期比451,246千円増)となりました。これは

株式公開に伴う新株発行による収入640,575千円及び長期借入金の返済による支出102,696

千円があったためであります。 

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17年3月期 

（前中間会計期間末） 

平成18年3月期 

（当中間会計期間末） 

平成17年9月期 

（前事業年度末） 

株主資本比率(%) 64.9 58.5% 49.9% 

時価ベースの自己資本比率(%) － 217.4% － 

債務償還年数(年) 3.2 19.7 1.1 

ｲﾝﾀﾚｽﾄ･ｶﾊﾞﾚｯｼﾞ･ﾚｼｵ(倍) 21.3 4.4 87.4 
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（注）1.株主資本比率:株主資本/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･ｶﾊﾞﾚｯｼﾞ･ﾚｼｵ:営業キャッシュ・フロー/支払利息 

5.当社は平成17年11月29日をもって名古屋証券取引所セントレックス市場に株式を上

場いたしましたので、時価ベースの自己資本比率については記載しております。 

（３）平成18年9月期の業績予想（平成17年10月1日～平成18年9月30日） 

当社は、今後事業拡大のスピードを更に加速しつつ収益基盤の強化を図ってまいります。 

平成18年9月期の業績予想は以下のとおりであります。 

 売上高 経常利益 当期純利益 

 
通 期 

百万円 
3,158       

百万円 
264       

百万円 
122     

（参考）1株当たり予想当期純利益(通期) 7,590円20銭 
1株当たり予想当期純利益は公募株式数を含めた予定期末発行株式数16,112.75株によ
り算出しております。 

※上記の業績予想は本資料の発表日現在において入手可能な情報に基づき作成されたもの

であり、実際の業績は今後の様々な要因によって予想数字と異なる場合があります。 

4.事業等のリスク 

決算短信に記載した事項のうち、投資家の判断に重要な影響を及ぼす可能性のある事項には、

以下のようなものがあります。 

なお、文中における将来に関する事項については、当期末現在において当社が判断したもの

であります。 

（１）当社の財政状態及び経営成績について 

①業歴が浅いことについて 

当社の当中間期及び過去5期間の業績は下記のとおりであります。 

回次 第2期 第3期 第4期 第5期 第6期 第7期中間 

決算年月 平成13年9月 平成14年9月 平成15年9月 平成16年9月 平成17年9月 平成18年3月 

売上高 （千円） 632,399 431,440 673,897 1,275,904 2,101,108 1,458,159 

経常利益又

は経常損失

(△) 

（千円） △121,053 △33,654 3,749 16,264 162,518 62,067 

中間（当期）
純利益又は
当期純損失
(△) 

（千円） △121,720 △51,853 4,230 12,068 164,409 2,932 

資本金 （千円） 190,950 206,950 326,864 443,561 511,370 749,370 

発行済株式

総数 
（株） 1,277 1,297 3,204 4,478.25 14,112.75 16,112.75 

純資産額 （千円） 44,733 8,879 252,948 506,757 806,767 1,453,699 

総資産額 （千円） 243,203 198,671 393,710 856,010 1,616,159 2,483,097 
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（注）1. 売上高には消費税等は含まれておりません。 

 

当社は平成12年1月に設立以降、第1期から第3期までフランチャイズ本部としてのノウハウ

蓄積を努めるとともに新規出店に注力してまいりましたため、赤字決算となっておりましたが、

第4期に黒字を達成してからは、順調に業績を伸ばしております。 

しかしながら、当社の利益水準はまだ低く、当社の想定外の費用が発生した場合には当社の

経営成績に影響を及ぼす可能性があります。また、当社は業歴が浅く、期間業績比較を行うた

めに十分な財務数値を得ることができません。従って、当社の過年度の経営成績及び財政状態

は、今後の当社の経営成績及び財政状態の見通しを推測する判断材料として不十分である可能

性があります。 

②業績の変動について 

当社は、毎期店舗の新規出店及び既存店舗の改装等を行っており、これらに伴う費用の計

上及び売上高減少により業績が悪化することがあります。このため、四半期もしくは半期の

業績が、必ずしも通期の業績に連動せず、当社の四半期の業績または半期の業績だけで通期

の業績を予想するのは困難であります。 

 

当社における第７期（当期）の四半期別業績の推移は以下の通りです。 

（単位：千円） 

 第７期（平成18年9月期） 

 第１四半期 第２四半期 累計（中間期） 

売上高 766,283 691,876 1,458,159 

売上総利益 183,013 176,725 359,738 

経常利益 36,120 25,946 62,067 

(注) 1.売上高には消費税等は含まれておりません。 

2.四半期財務諸表につきましては、株式会社名古屋証券取引所の「上場有価証券の

発行者の会社情報の適時開示等に関する規則の取扱い」2の3(1)及び(2)の規定に

基づき算出しております。 

 

（２）フランチャイズ事業展開について 

①フランチャイズ展開について 

「アプレシオ」及び「I LOVE 遊」のフランチャイズ事業においては、フランチャイズ加

盟店の発掘、出店条件に合致した店舗物件の確保、教育・研修の実施、スーパーバイジング

による店舗運営指導等フランチャイズ本部体制の強化が課題であると認識しております。ま

た、当社はフランチャイズ展開を積極的に進めており、加盟店とのフランチャイズ契約締結

時または出店時に発生する加盟金、店舗開設等に係る収益の売上高に占める割合が高い収益

構造となっております。フランチャイズ加盟店に対しては、スーパーバイザーを派遣するな

どの営業支援を行っておりますが、フランチャイズ加盟者の諸事情による加盟契約の解消等
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があった場合または加盟店の発掘、店舗物件の確保が想定どおり進捗せず、フランチャイズ

店舗が計画どおり出店できない場合には、当社の業績に影響を与える可能性があります。 

②フランチャイズ加盟契約締結後の出店状況について 

当社がフランチャイズ展開を行っている複合カフェ「アプレシオ」及び「I LOVE 遊」で

は、フランチャイズ加盟店の各企業の個別事情及び立地確保の遅れなどから、加盟契約締結

後出店に至っていないフランチャイズ加盟店が存在しております。 

当社がフランチャイズ加盟店の出店を促進するため、店舗物件発掘のアドバイスや店舗物

件の紹介に努めておりますが、フランチャイズ加盟企業の財務状況の悪化などにより、フラ

ンチャイズ加盟企業の新規出店が不可能となる可能性があります。このような場合には、現

状では未出店を原因とするトラブルは発生していないものの、トラブルの解決、契約解除な

どのために当社が何らかの負担を求められる場合もあり、当社の業績が影響を受ける可能性

があります。 

 

（３）出店政策について 

当社は、「アプレシオ」及び「I LOVE 遊」ブランドの複合カフェの多店舗展開を行って

おり、当社の業容拡大は店舗数の増加が非常に大きく影響をしております。 

今後も店舗数の拡大を図る方針でありますが、出店地域については直営店を首都圏に重点

的に出店し、地方においてはフランチャイズ加盟店による出店を進める予定であります。 

これらの出店に関しては店舗坪数が250坪を超える比較的広い店舗が中心となる為、条件

に見合った物件の確保が順調に行えない場合には、当社の経営成績に影響を与える可能性が

あります。 

 

（４）敷金保証金について 

当社の敷金保証金は、平成16年9月期末94,965千円、平成17年9月期末238,291千円、平成

18年3月中間会計期間末250,605千円であり、総資産に対する比率は、各々11.1％、14.7％、

10.1％を占めております。賃借先の経営状況の悪化等により敷金保証金の返還が困難になっ

た場合、当社の財政状態に影響を及ぼす可能性があります。 

 

（５）資金調達の必要性について 

今後出店を予定している「アプレシオ」ブランドは店舗面積が250坪を超えるケースが多

く、新規出店にかかる資金が1億円を超えることが少なくありません。従って、計画どおり

に新規出店を進めるためには、安定した資金調達が必要となります。資金の調達については

安定かつ効率的な調達ができるよう注力してまいりますが、何らかの事情により資金調達が

困難となった場合には、当社の出店計画に影響を及ぼす可能性があります。 

 

（６）会員制による顧客行動の把握について 

当社は、複合カフェ「アプレシオ」及び「I LOVE 遊」の運営において会員制を採用した

上で、主要なアイテムにつきましては、一人一人の顧客がどのアイテムをいつ利用したかを
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POSシステムにより管理し、顧客の属性、行動履歴をセキュリティに十分に考慮したうえで

データベース化しております。 

当社は、このデータベースの活用によって、販売促進、顧客動向及びアイテム稼動状況に

よる店舗レイアウトの変更のみならず、店舗において一人一人の顧客に対して異なる接客･

案内を行うオペレーションノウハウを構築し、顧客の滞在時間及びリピート率を高める施策

としております。また、会員制を採用することで全ての顧客の身元及び店内行動を把握する

ことが可能なシステムが構築されており、健全性･安全性を確保することで若者層だけでは

なくファミリー層など老若男女を問わず顧客に支持される店舗運営を図っております。 

したがって、店舗の収益性は顧客データベース及びそのオペレーションノウハウに依拠し

ている部分があり、顧客データベースの情報流出、システムダウン等によりPOSシステムの

稼動を停止せざるを得なくなった場合、上記のようなノウハウを活用した店舗運営ができな

くなり、当社の業績に影響を与える可能性があります。 

 

（７）人材の確保について 

当社は平成18年3月末現在、従業員78名の小規模な組織であります。そのため内部管理体

制も当社の組織規模に応じたものとなっております。今後も事業拡大に伴い人員増強を図っ

ていく方針であり、内部管理体制もそれにあわせて強化・充実させていく方針でありますが、

当社の業態は人材の流動性が高く、人材の確保が思うように出来なかった場合には、当社の

事業運営に影響を及ぼす可能性があります。 

 

（８）経営者への依存について 

当社の経営方針及び戦略の決定につき、当社の代表取締役である馬場正信が重要な役割を

果たしております。当社といたしましては、他の取締役に権限を委譲する等代表取締役馬場

正信に過度に依存しない体制の構築を進めておりますが、何らかの要因により、代表取締役

の業務執行が困難となった場合には、当社の事業展開に影響を及ぼす可能性があります。 

 

（９）法的規制について 

①「著作権法」について 

当社の運営する複合カフェ「アプレシオ」及び「I LOVE 遊」において利用されるコンピ

ュータにインストールされているソフトウェア、DVD、家庭用ゲームソフト等の著作物に係

る著作権につきましては「著作権法」の規制を受けております。当社はこれらにつき使用許

諾を受けたうえで使用料を支払っております。 

また、店舗内のコミック、雑誌につきましても、「著作権法」の規制を受けておりますが、

これらは店内利用に限られており、貸与には当たらないものと解されております。 

今後、法改正等により規制の内容につき変更が行われた場合には当社の業績に影響を与え

る可能性があります。 

 

②「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律」について 
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当社の運営する複合カフェ「アプレシオ」及び「I LOVE 遊」は「風俗営業等の規制及び

業務の適正化等に関する法律」の規制対象とならない店舗運営をしております。従って当社

の直営店とフランチャイジー店舗は関係監督庁へ届出を行っておりません。 

ただし、今後当事業について新たな法的規制の制定、外部環境の変化に伴う現行法の解釈

の変化等が生じた場合には当社の業績は影響を受ける可能性があります。 

 

③「青少年の健全な育成に関する条例」について 

当社の運営する複合カフェ「アプレシオ」及び「I LOVE 遊」は「青少年の健全な育成に

関する条例」の規制を受けております。同条例は、ほぼ全国の各都道府県に制定されており、

それぞれにおいて名称・内容は異なるものの、入場者の年齢による制限、コンテンツの健全

性に関する規制により青少年の健全な育成を図ることを目的として制定されております。当

社は、直営店舗及びフランチャイズ加盟店に対し、各都道府県の条例に則り、青少年に対す

る入場制限・利用者に対する退店誘導等の店舗運営指導をしておりますが、条例の改正もし

くは関係官庁の運用の変更などにより新たに規制の対象となるコンテンツが増加した場合、

当社の業績に影響を与える可能性があります。 

 

④「食品衛生法」について 

当社の運営する店舗では、飲食の提供を行っており、「食品衛生法」による規制を受けて

おります。食品衛生法は、飲食に起因する衛生上の危害の発生を防止し、もって国民の健康

の保護を図ることを目的として、食品の規格・衛生管理・営業許可等を定め、飲食店営業を

営もうとする者は、都道府県知事の許可を受けなければならないとしております。当社の直

営店及びフランチャイズ加盟店舗は「飲食店営業」としての許可を得ております。 

当社は、飲食物の提供には万全を期しておりますが、飲食物の提供に関して問題が生じた

場合には、当社の業績に影響を及ぼす可能性があります。 

 

⑤「消防法」について 

当社は、お客様に安心して店舗をご利用いただくため、店舗の安全性について万全の注意

を払っております。当社では消防法の定められた防火管理者の設置や消防設備の定期診断を

行うだけでなく、従業員に十分な災害対応教育を行い、災害の防止に努めております。 

 

⑥「私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律（独占禁止法）」について 

「フランチャイズ・システムに関する独占禁止法上の考え方について」（平成14年4月24

日改訂）において、フランチャイザーが契約前にフランチャイジーに開示することが望まし

い項目を示しております。また、フランチャイザーが予測売上又は予測収益をフランチャイ

ジーに開示する場合、根拠ある事実・合理的算定方法等に基づく必要性及び根拠となる事

実・算定方法等を示す必要があることを示しております。これらは小売・飲食のみならず全

ての業種のフランチャイズ・チェーンに関して適用されております。 

当社は加盟店としての出店希望者と充分な面談の上、フランチャイズ契約を締結しており
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ますが、加盟店からフランチャイズ契約に関する訴訟が提起された場合、当社の業績等に影

響を及ぼす可能性があります。  

 

⑦「個人情報の保護に関する法律」について 

当社は、「個人情報の保護に関する法律」の全面施行にともなって、当社としては個人情

報の管理について、個人情報保護規定を定め、社内の周知徹底を行い、フランチャイズ加盟

店に対しても店長研修会を通し、会員情報の管理について指導を行う等、細心の注意を払っ

ております。しかし、個人情報管理の徹底が図られないときは、会員から損害賠償請求を受

ける等の事態によって当社の業績が影響を受ける可能性があります。 

 

（10）年金制度への対応について 

現在、厚生労働省は次期年金制度改革に向けて、将来の年金財政の安定化等を目的に、短

期労働者（正社員以外の労働者で、１週間の所定労働時間が正社員より短い労働者）に対す

る厚生年金への加入基準を拡大すべく検討しております。 

現在当社では、多くの短期労働者により店舗運営を行っております。今後当該年金制度が

変更され、厚生年金適用基準の拡大が実施された場合は、当社が負担する保険料及び労務管

理費用の増加、並びに短時間労働への就労希望者の減少または就労時間の削減等が発生し、

当社の店舗運営や経営成績に影響を与える可能性があります。 

 

（11）競争の激化について 

当社と同様の形態で営業している複合カフェ事業は、平成17年9月時点で、全国に約2,700

店舗あり、平成27年には5,400店舗に増加すると予想されております。（日本複合カフェ協

会調査による）。当社は今後とも新規出店を加速し、業績も向上していくものと予想してお

りますが、比較的参入障壁が低く参入しやすい業態にあるため、新規参入者を含め競争が激

化することにより当社の業績に影響を及ぼす可能性があります。 

 

（12）配当政策について 

当社は、社歴が浅く、また新規出店に注力してきたため、設立以来配当を実施しておりま

せん。今後においては、経営成績及び財政状態を勘案しつつ株主に対する利益還元として配

当を検討していく方針であります。 

 

（13）ストックオプションについて 

当社は、当社の役員、従業員及び社外協力者に対し、インセンティブを目的とした新株予

約権によるストックオプション制度を導入しております。同新株予約権に関する潜在株式は

1,473株（平成17年8月5日付 株式分割（1:3）後）であり、発行済株式数16,112.75株（平

成17年8月5日付 株式分割（1:3）後）の9.1％に相当しております。 

当社の株価が行使価格を上回り、かつ権利行使についての条件が満たされ、これら新株予約権が行

使された場合には、１株当たりの株式価値が希薄化することになります。 
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5.中間財務諸表等 

中間貸借対照表 

  
前中間会計期間末 

（平成17年3月31日） 

当中間会計期間末 

（平成18年3月31日） 

前事業年度の 

要約貸借対照表 

（平成17年9月30日） 

区分 
注記 

番号 
金額（千円） 

構成比

（％）
金額（千円） 

構成比 

（％） 
金額（千円） 

構成比 

（％） 

（資産の部）          

Ⅰ 流動資産          

１．現金及び預金 ※2442,275  843,711   641,561   

２．売掛金  184,282  328,289   137,835   

３．たな卸資産  12,953  8,891   12,295   

４．未収入金  69,412  40,911   18,773   

５．その他  35,947  61,485   56,690   

貸倒引当金  △2,426  △9,200   △1,570   

流動資産合計   742,444 66.2  1,274,088 51.3  865,586 53.6 

Ⅱ 固定資産          

１．有形固定資産 ※1         

(1) 建物  206,455  637,893   463,581   

(2) その他  23,858  174,109   29,899   

有形固定資産合計  230,314  20.5812,002  32.7 493,480  30.5 

２．無形固定資産合計  524  0.1 28,824  1.2 453  0.0 

３．投資その他の資産          

(1) 敷金保証金  136,220  250,605   238,291   

(2) その他  17,527  123,254   24,022   

貸倒引当金  △5,676  △5,676   △5,676   

投資その他の資産合計  148,070  13.2368,182  14.8 256,638  15.9 

固定資産合計   378,908 33.8  1,209,046 48.7  750,572 46.4 

資産合計   1,121,353 100.0  2,483,097 100.0  1,616,159 100.0 
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前中間会計期間末 

（平成17年3月31日） 

当中間会計期間末 

（平成18年3月31日） 

前事業年度の 

要約貸借対照表 

（平成17年9月30日） 

区分 
注記 

番号 
金額（千円） 

構成比

（％）
金額（千円） 

構成比 

（％） 
金額（千円） 

構成比 

（％） 

（負債の部）         

Ⅰ 流動負債         

１．買掛金  125,476  219,012  163,115   

２．1年内返済予定の長期借入金  85,011  90,186  144,120   

３．未払金  49,451  333,793  83,622   

４．未払法人税等  4,370  27,071  7,623   

５．その他 ※3 44,571  112,555  123,367   

流動負債合計   308,881 27.5  782,618 31.5  521,849 32.3 

Ⅱ 固定負債         

１．長期借入金  58,534  207,280  256,042   

２．預り保証金  26,500  39,500  31,500   

固定負債合計   85,034 7.6  246,780 10.0  287,542 17.8 

負債合計   393,915 35.1  1,029,398 41.5  809,391 50.1 

         

（資本の部）         

Ⅰ 資本金   511,370 45.6  749,370 30.2  511,370 31.6 

Ⅱ 資本剰余金         

資本準備金  130,987  536,987  130,987   

資本剰余金合計   130,987 11.7  536,987 21.6  130,987 8.1 

Ⅲ 利益剰余金         

中間（当期）未処分利益  85,080  167,342  164,409   

利益剰余金合計   85,080 7.6  167,342 6.7  164,409 10.2 

資本合計   727,438 64.9  1,453,699 58.5  806,767 49.9 

負債資本合計   1,121,353 100.0  2,483,097 100.0  1,616,159 100.0 
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中間損益計算書 

  

前中間会計期間 

（自 平成16年10月1日 

至 平成17年3月31日）

当中間会計期間 

（自 平成17年10月1日 

至 平成18年3月31日）

前事業年度の 

要約損益計算書 

（自 平成16年10月1日 

至 平成17年9月30日） 

区分 
注記 

番号 
金額（千円） 

構成比 

（％） 
金額（千円） 

構成比 

（％） 
金額（千円） 

構成比 

（％） 

Ⅰ 売上高         

１． 直営店売上高  540,621   529,074  1,094,876  

２．フランチャイズ関連 

売上高 
 373,141 913,762 100.0 929,085 1,458,159 100.01,006,232 2,101,108 100.0

Ⅱ 売上原価         

１．直営店売上原価  494,730   467,828  997,212  

２．フランチャイズ関連 

売上原価 
 208,739 703,469 77.0 630,591 1,098,420 75.3 609,235 1,606,448 76.5

売上総利益   210,292 23.0  359,738 24.7  494,660 23.5

Ⅲ 販売費及び一般管理費   142,322 15.6  276,198 18.9  349,672 16.6

営業利益   67,969 7.4  83,540 5.8  144,987 6.9

Ⅳ 営業外収益 ※1  9,567 1.0  10,726 0.7  22,597 1.1

Ⅴ 営業外費用 ※2  3,166 0.3  32,200 2.2  5,067 0.3

経常利益   74,371 8.1  62,067 4.3  162,518 7.7

Ⅵ 特別利益 ※3  23,309 2.6  18,419 1.2  23,309 1.1

Ⅶ 特別損失 ※4  11,433 1.3  52,945 3.6  18,992 0.9

税引前中間(当期)純利

益 
  86,246 9.4  27,541 1.9  166,834 7.9

法人税、住民税及び 

事業税 
  1,165 0.1  24,609 1.7  2,424 0.1

中間(当期)純利益   85,080 9.3  2,932 0.2  164,409 7.8

前期繰越利益   ―   164,409  ― 

中間(当期)未処分利益   85,080   167,342  164,409 
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中間キャッシュ・フロー計算書 

  

前中間会計期間 

（自 平成16年10月1日 

至 平成17年3月31日） 

当中間会計期間 

（自 平成17年10月1日 

至 平成18年3月31日）

前事業年度の 

要約ｷｬｯｼｭ･ﾌﾛｰ計算書 

（自 平成16年10月1日 

至 平成17年9月30日）

区分 
注記 

番号 
金額（千円） 金額（千円） 金額（千円） 

Ⅰ 営業活動によるキャッ 

シュ・フロー 
   

税引前中間（当期） 

純利益 
86,246 27,541 166,834 

減価償却費 

加盟契約変更費用 

22,839 

－ 

53,924 

52,945 

62,545 

－ 

営業権償却 2,875 － 2,875 

貸倒引当金の増加額 1,501 7,630 644 

受取利息及び配当金 △18 △147 △25 

敷金解約損失 3,450 － 4,950 

支払利息 2,133 3,406 3,988 

固定資産除却損 7,983 － 14,042 

固定資産売却益 △7,559 △18,419 △7,559 

売上債権の増加額 △121,096 △190,454 △74,649 

たな卸資産の増減額 △3,851 3,022 △2,505 

仕入債務の増加額 66,960 40,859 114,951 

未払費用の増減額 △6,176 4,163 △474 

前払費用の増減額 △8,214 459 △27,087 

未収入金の増減額 △18,810 7,367 △4,672 

預り金の増加額 6,051 8,891 13,005 

未払消費税等の増減額 1,918 △2,184 △2,077 

前受金の増減額 10,485 △12,297 85,622 

その他 2,677 39,099 4,526 

小計 49,396 25,805 354,934 

利息及び配当金の 

受取額 
18 147 25 

利息の支払額 △2,033 △3,261 △4,515 

法人税等の支払額 △1,876 △7,623 △1,876 

営業活動によるキャッ 

シュ･フロー 
45,504 15,068 348,567 
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前中間会計期間末 

（自 平成16年10月1日 

至 平成17年3月31日） 

当中間会計期間末 

（自 平成17年10月1日 

至 平成18年3月31日）

前事業年度の 

要約ｷｬｯｼｭ･ﾌﾛｰ計算書 

（自 平成16年10月1日 

至 平成17年9月30日）

区分 
注記 

番号 
金額（千円） 金額（千円） 金額（千円） 

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 

 

－ 

 

△90,000 

 

－ 

有形固定資産の取得 

による支出 
△58,446 △194,499 △343,488 

無形固定資産の取得 

による支出 
△28,757 △30,300 △28,757 

その他投資の取得に 

よる支出 
△44,883 △22,644 △165,460 

貸付による支出 － △14,180 － 

貸付金の回収による 

収入 
1,018 1,117 1,105 

その他 163 △294 65,299 

投資活動によるキャッ 

シュ･フロー 
△130,904 △350,800 △471,302 

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 
－ － 300,000 

長期借入金の返済に 

よる支出 
△49,542 △102,696 △92,925 

株式の発行による 

収入 
135,600 640,575 135,600 

財務活動によるキャッ 

シュ･フロー 
86,058 537,879 342,675 

Ⅳ 現金及び現金同等物の 

増加額 
657 202,147 219,939 

Ⅴ 現金及び現金同等物の 

期首残高 
381,618 601,557 381,618 

Ⅵ 現金及び現金同等物の 

中間期末残高 
※1 382,275 803,705 601,557 
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中間財務諸表作成のための基本となる重要な事項 

項目 
前中間会計期間 

（自 平成16年10月 1日 
至 平成17年 3月31日） 

当中間会計期間 
（自 平成17年10月 1日 
至 平成18年 3月31日） 

前事業年度 
（自 平成16年10月 1日 
至 平成17年 9月30日） 

１．資産の評価基準及び評

価方法 

(1)有価証券 

その他有価証券 

時価のないもの 

移動平均法による 

原価法 

(2)たな卸資産 

(1)有価証券 

その他有価証券 

時価のないもの 

同     左 

 

(2)たな卸資産 

(1)有価証券 

その他有価証券 

時価のないもの 

同     左 

 

(2)たな卸資産 

 ①商品 

最終仕入原価法 

②貯蔵品 

   最終仕入原価法 

①商品 

同     左 

②貯蔵品 

同     左 

①商品 

同     左 

②貯蔵品 

同     左 

２．固定資産の減価償却の

方法 

（1）有形固定資産 

定率法 

なお、主な耐用年

数は以下のとおりで

あります。 

建物  8年～15年 

工具器具及び備品 

3年～ 8年 

車両運搬具 

4年 

 

（2）無形固定資産 

定額法 

なお、自社利用目

的のｿﾌﾄｳｪｱについて

は社内における見込

利用可能期間(5年)

に基づく定額法によ

っております。 

（1）有形固定資産 

定率法 

同     左 

 

 

 

 

 

 

 

 

（2）無形固定資産 

定額法 

同     左 

（1）有形固定資産 

定率法 

同     左 

 

 

 

 

 

 

 

 

（2）無形固定資産 

定額法 

同     左 

３.引当金の計上基準 貸倒引当金 

債権の貸倒による損失

に備えるため、一般債権

については貸倒実績率に

より、貸倒懸念債権等特

定の債権については個別

に回収可能性を検討して

回収不能見込額を計上し

ております。 

同     左 同     左 

４．リース取引の処理方法 リース物件の所有権が借

主に移転すると認められ

るもの以外のファイナン

ス・リース取引について

は、通常の賃貸借取引に係

る方法に準じた会計処理

によっております。 

同     左 同     左 
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項目 
前中間会計期間 

（自 平成16年10月 1日 
至 平成17年 3月31日） 

当中間会計期間 
（自 平成17年10月 1日 
至 平成18年 3月31日） 

前事業年度 
（自 平成16年10月 1日 
至 平成17年 9月30日） 

５.ヘッジ会計の方法 － （1）ヘッジ会計の方法 

金利スワップの特例

処理によっておりま

す。 

（2）ヘッジ手段とヘッジ

対象 

ヘッジ手段 

金利スワップ取引 

ヘッジ対象 

特定借入金の支払

金利 

（3）ヘッジ方針 

金利変動による借入

債務の損失可能性を減

殺する目的で行ってお

ります。 

（4）ヘッジ有効性評価の

方法 

ヘッジ手段の想定元

本とヘッジ対象に関す

る重要な条件が同一で

あり、かつヘッジ開始

時及びその後も継続し

て、相場変動又はキャ

ッシュ･フロー変動を

完全に相殺するものと

想定することがきるた

め、ヘッジの有効性の

判定は省略しておりま

す。 

同     左 

６．中間ｷｬｯｼｭ･ﾌﾛｰ計算書

（ｷｬｯｼｭ･ﾌﾛｰ計算書）

における資金の範囲 

手許現金、随時引き出し可

能な預金及び容易に換金

可能であり、かつ、価値の

変動について僅少なリス

クしか負わない取得日か

ら3ヶ月以内に償還期限の

到来する短期投資からな

っております。 

同     左 同     左 

７．その他中間財務諸表

（財務諸表）作成のた

めの基本となる重要

な事項 

消費税等の会計処理 

税抜方式によっており

ます。 

 

消費税等の会計処理 

同     左 

 消費税等の会計処理 

同     左 
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中間財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更 

項目 

前中間会計期間 
（自 平成16年10月 1日 

至 平成17年 3月31日） 

当中間会計期間 
（自 平成17年10月 1日 

至 平成18年 3月31日） 

前事業年度 
（自 平成16年10月 1日 

至 平成17年 9月30日） 

会計方針の変更 － （販売費及び一般管理

費、売上原価の計上区分

の変更） 

従来、スーパーバイジン

グ及び店舗施工監理に関

わる費用は、販売費及び

一般管理費として計上し

ていましたが、当中間会

計期間よりフランチャイ

ズ関連売上高と対応させ

るため、売上原価に計上

する方法に変更しまし

た。 

これは、フランチャイズ

関連事業の業容拡大に対

応するため組織体制を変

更したことによりフラン

チャイズ関連事業にかか

る原価を厳密に把握する

ことが可能になったため

行ったものです。 

なお、この変更により従

来の方法を適用した場合

に比べて売上原価は

25 ,055千円増加し、販売

費及び一般管理費が同額

少なく計上されています

が、営業利益、経常利益

及び税引前中間純利益に

与える影響はありませ

ん。 

 

－ 
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項目 

前中間会計期間 
（自 平成16年10月 1日 

至 平成17年 3月31日） 

当中間会計期間 
（自 平成17年10月 1日 

至 平成18年 3月31日） 

前事業年度 
（自 平成16年10月 1日 

至 平成17年 9月30日） 

会計方針の変更 － （固定資産の減損係る会

計基準） 

当中間会計期間より、固

定資産の減損に係る会計

基準（「固定資産の減損

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。 

－ 

 

 

注記事項 

（中間貸借対照表関係） 

前中間会計期間末 
（平成17年3月31日） 

当中間会計期間末 
（平成18年3月31日） 

前事業年度末 
（平成17年9月30日） 

※1  有形固定資産の減価償却累

計額   112,718千円 

 

※2. 定期預金   30,000千円 

上記資産については1年内返

済予定の長期借入金33,600

千円及び長期借入金24,400

千円の担保に供しておりま

す。 

 

※3.  消費税の取扱い 

仮払消費税等及び仮受消費

税等は相殺のうえ、金額的重

要性が乏しいため、流動負債

の「その他」に含めて表示し

ております。 

 

※1  有形固定資産の減価償却累計

額       187,762千円 

 

※2. 定期預金   30,000千円 

上記資産については担保債

務はありません。 

 

 

 

 

※3. 消費税の取扱い  

同    左 

 

※1 有形固定資産の減価償却累

計額       144,293千円 

 

※2. 定期預金   30,000千円 

上記資産については1年内返済

予定の長期借入金33,600千円及

び長期借入金7,600千円の担保

に供しております。 

 

 

※3.       － 
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（中間損益計算書関係） 

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

当中間会計期間 
（自 平成17年10月 1日 
至 平成18年 3月31日） 

前事業年度 
（自 平成16年10月 1日 
至 平成17年 9月30日） 

※1.営業外収益のうち主要なもの

は次のとおりであります。 

 受取利息        18千円 

※2.営業外費用のうち主要なもの

は次のとおりであります。 

 支払利息     2,133千円 

 

※3.特別利益の内容は次のとおり

であります。 

 加盟店解約違約金 15,750千円 

 店舗売却益     7,559千円 

※4.特別損失の内容は次のとおり

であります。 

 固定資産除却損    7,983千円 

 敷金解約損失     3,450千円 

5.減価償却実施額 

 有形固定資産  22,768千円 

 無形固定資産      71千円 

 

※1.営業外収益のうち主要なもの

は次のとおりであります。 

 受取利息       147千円 

※2.営業外費用のうち主要なもの

は次のとおりであります。 

 支払利息     3,406千円 

株式公開費用   24,188千円 

※3.特別利益の内容は次のとおり

であります。 

 店舗売却益       18,419千円 

  

※4.特別損失の内容は次のとおり

であります。 

 加盟契約変更費用 52,945千円 

  

5.減価償却実施額 

 有形固定資産   51,994千円 

 無形固定資産   1,929千円 

 

※1.営業外収益のうち主要なもの

は次のとおりであります。 

 受取利息        25千円 

※2.営業外費用のうち主要なもの

は次のとおりであります。 

 支払利息     3,988千円 

 

※3.特別利益の内容は次のとおり

であります。 

 加盟店解約違約金 15,750千円 

 店舗売却益     7,559千円 

※4.特別損失の内容は次のとおり

であります。 

 固定資産除却損   14,042千円 

 敷金解約損失     4,950千円 

5.減価償却実施額 

 有形固定資産   62,403千円 

 無形固定資産     142千円 

 

 

（キャッシュ・フロー計算書関係） 

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

当中間会計期間 
（自 平成17年10月 1日 
至 平成18年 3月31日） 

前事業年度 
（自 平成16年10月 1日 
至 平成17年 9月30日） 

※1.現金及び現金同等物の中間期

末残高と中間貸借対照表に掲記

されている科目の金額との関係 

（平成17年3月31日現在） 

 

現金及び預金勘定  442,275千円 

預入期間が3ヶ月を   

超える定期預金   △60,000千円 

現金及び現金同等物 382,275千円  

 

2.             － 

※1.現金及び現金同等物の中間期

末残高と中間貸借対照表に掲記

されている科目の金額との関係 

（平成18年3月31日現在） 

 

現金及び預金勘定  843,711千円 

預入期間が3ヶ月を   

超える定期預金   △40,005千円 

現金及び現金同等物 803,705千円  

 

2.             － 

※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 

（平成17年9月30日現在） 

 

現金及び預金勘定  641,561千円 

預入期間が3ヶ月を   

超える定期預金   △40,003千円 

現金及び現金同等物 601,557千円 

 

2.重要な非資金取引の内容 

平成16年12月24日付で資本準備金

212,571千円の取崩による欠損填補

を実施しております。 
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（リース取引関係） 

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

当中間会計期間 
（自 平成17年10月 1日 
至 平成18年 3月31日） 

前事業年度 
（自 平成16年10月 1日 
至 平成17年 9月30日） 

リース物件の所有権が借主に移転する

と認められるもの以外のファイナン

ス・リース取引 

リース物件の所有権が借主に移転す

ると認められるもの以外のファイナ

ンス・リース取引 

リース物件の所有権が借主に移転する

と認められるもの以外のファイナン

ス・リース取引 

１．リース物件の取得価額相当額、減

価償却累計額相当額及び期末残高

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） 

期末残

高相当

額 
（千円） 

建物 44 7 36 

工具器

具及び
備品 

234,919 75,097 159,821 

車両運

搬具 
1,670 440 1,230 

ソフト
ウェア 

18,422 2,819 15,602 

合計 255,055 78,365 176,690 

  

 

 

取得価
額相当

額 

（千円） 

減価償
却累計

額相当

額 
（千円） 

期末残
高相当

額 

（千円） 

建物 44 16 27 

工具器
具及び

備品 

532,908 144,128 388,779 

車両運
搬具 

1,670 704 966 

ソフト

ウェア 
50,897 8,165 42,732 

合計 585,520 153,014 432,505 

  

 

 

取得価
額相当

額 

（千円） 

減価償
却累計

額相当

額 
（千円） 

期末残
高相当

額 

（千円） 

建物 44 11 32 

工具器
具及び

備品 

438,296 107,670 330,626 

車両運
搬具 

1,670 572 1,098 

ソフト

ウェア 
19,004 4,781 14,222 

合計 459,015 113,036 345,979 

  
２．未経過リース料中間期末残高相当

額 

２．未経過リース料中間期末残高相当

額 

２．未経過リース料期末残高相当額 

１年内 67,828千円

１年超 113,534千円

合計 181,363千円
 

 
１年内 153,063千円

１年超 295,943千円

合計 449,007千円
  

 
１年内 111,406千円

１年超 243,664千円

合計 355,070千円
  

３．支払リース料、減価償却費相当額

及び支払利息相当額 

３．支払リース料、減価償却費相当額

及び支払利息相当額 

３．支払リース料、減価償却費相当額及

び支払利息相当額 

支払リース料 32,944千円

減価償却費相当額 30,283千円

支払利息相当額 3,460千円
 

 
支払リース料 66,743千円

減価償却費相当額 58,094千円

支払利息相当額 6,863千円
  

 
支払リース料 83,336千円

減価償却費相当額 76,607千円

支払利息相当額 8,839千円
  

４．減価償却費相当額の算定方法 

リース期間を耐用年数とし、残存価

額を零とする定額法によってお

ります。 

 

４．減価償却費相当額の算定方法 

同   左 

 

４．減価償却費相当額の算定方法 

同   左 

５．利息相当額の算定方法 

リース料総額とリース物件の取得

価額相当額との差額を利息相当

額として、各期への配分方法は、

利息法によっております。 

 

５．利息相当額の算定方法 

同    左 

 

５．利息相当額の算定方法 

同   左 
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（有価証券関係） 

時価評価されていない主な有価証券の内容 

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

当中間会計期間 
（自 平成17年10月 1日 
至 平成18年 3月31日） 

前事業年度 
（自 平成16年10月 1日 
至 平成17年 9月30日） 

 

貸借対照表計上額（千円） 貸借対照表計上額（千円） 貸借対照表計上額（千円） 

その他有価証券    

非上場株式 0 90,000 0 

    

 

（デリバティブ取引関係） 

前中間会計期間(自平成16年10月1日至平成17年3月31日) 

当社は、デリバティブ取引を全く利用していないため該当事項はありません。 

当中間会計期間(自平成17年10月1日至平成18年3月31日)及び前事業年度(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。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。 

 

（持分法損益等） 

前中間会計期間(自平成16年10月1日至平成17年3月31日)、当中間会計期間(自平成17年10月1日至平成18年3月31日)

及び前事業年度(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。 
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（１株当たり情報） 

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

当中間会計期間 
（自 平成17年10月 1日 
至 平成18年 3月31日） 

前事業年度 
（自 平成16年10月 1日 
至 平成17年 9月30日） 

 
１株当たり純資産
額 

154,634.21円

１株当たり中間純
利益金額 

18,218．56円

潜在株式調整後1株
当たり中間純利益 

－ 

  

 
１株当たり純資産
額 

90,220.45円

１株当たり中間純
利益金額 

189.49円

潜在株式調整後1株
当たり中間純利益 

184.57円

  

 
１株当たり純資産
額 

57,165.84円 

１株当たり当期純
利益金額 

11,692.62円 

潜在株式調整後1株
当たり当期純利益 

－ 

  
なお、潜在株式調整後1株当たり

中間純利益金額については、新株

予約権の残高はありますが、当社

株式は非上場であり、期中平均株

価が把握できないため、記載して

おりません。 

 

 なお、潜在株式調整後1株当た

り当期純利益金額については、新

株予約権の残高はありますが、当

社株式は非上場であり、期中平均

株価が把握できないため、記載し

ておりません。 

当社は、平成17年8月5日付で株

式1株につき3株の割合で株式分

割を行っております。 

なお、当該株式分割が期首で行

われたと仮定した場合の前事業

年度における1株当たり情報につ

いては、以下のとおりとなりま

す。 

1株当たり純資産額 

37,719.89円 

1株当たり当期純利益金額 

1,188.63円 

 

(注)1株当たり中間（当期）純利益金額及び潜在株式調整後１株当たり中間（当期）純利益金額の算定上の基礎は、

以下のとおりであります。 

 前中間会計期間 
（自 平成16年10月 1日 

至 平成17年 3月31日） 

当中間会計期間 
（自 平成17年10月 1日 

至 平成18年 3月31日） 

前事業年度 
（自 平成16年10月 1日 

至 平成17年 9月30日） 

1株当たり中間（当期）純

利益金額 

   

中間（当期）純利益（千

円） 

85,080 2,932 164,409 

普通株主に帰属しない金

額（千円） － － － 

普通株式に係る中間（当

期）純利益（千円） 

85,080 2,932 164,409 

期中平均株式数（株） 4,670 15,475 14,061 

潜在株式調整後１株当た

り中間（当期）純利益金

額 

   

普通株式増加数（株） － 413 － 

（うち新株予約権） － （413） － 

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

る株式の数1,476株） 
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（重要な後発事象） 

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

当中間会計期間 
（自 平成17年10月 1日 
至 平成18年 3月31日） 

前事業年度 
（自 平成16年10月 1日 
至 平成17年 9月30日） 

（株式分割） 

平成17年7月11日開催の当社取締役会

の決議に基づき、次のように株式分割に

よる新株式を発行しております。 

1. 平成17年8月5日をもって普通株式1
株につき3株に分割します。 

(1) 分割により増加する株式数 
普通株式 9,408.50株 

(2) 分割方法 
平成17年8月5日最終の株主名

簿に記載または記録された株

主の所有株式数を1株につき3

株の割合をもって分割しま

す。 

2. 配当起算日 
平成17年4月1日 

当該株式分割が前期首に行われた

と仮定した場合の前事業年度におけ

る1株当たり情報並びに当期首に行わ

れたと仮定した場合の当中間会計期

間における1株当たり情報は、それぞ

れ以下のとおりとなります。 

当中間会計期間 前 事 業 年 度 

1株当たり純資産額 

51,544.73円 

1株当たり中間純

利益金額 

  6,073.29円 

なお、潜在株式調

整後１株当たり中

間純利益金額につ

いては、新株予約

権の残高はありま

すが、当社株式は

非上場・非登録で

あり、期中平均株

価が把握できない

ため、記載してお

りません。 

1株当たり純資産額 

 37,719.89円 

1株当たり当期純

利益金額 

  1,188.63円 

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、潜在

株式がないため

記載しておりま

せん。 

 

（子会社の設立） 

平成18年4月20日開催の取締役会

において、複合カフェに関わる資材

調達及び店舗運営に係るサービス

事業を目的として子会社設立を決

議し、平成18年4月26日に設立いた

しました。会社の概要は以下のとお

りであります。 

(1)商号 

株式会社アプレシオテックサ

ービス 

(2)本店 

東京都新宿区西新宿八丁目11番

1号 

(3)事業目的 

複合カフェに関わる資材調達

及び店舗運営に係るサービス事

業 

(4)代 表 者  馬場 正信 

(5)資 本 金  30百万円 

(6)株主構成  株式会社アプレ

シオ 51％ 

テクタイト株

式会社 49％ 

 

（公募による新株発行）  

平成17年10月26日及び平成17年

11月8日開催の取締役会において、

新株式の発行を決議し、平成17年

11月28日に払込が完了いたしまし

た。 

 この結果、平成17年11月28日付

で資本金は749,370千円、発行済株

式総数は16,112.75株となってお

ります。 
 
①募集方法 ：一般募集 

(ブックビルデ

ィング方式に

よる募集) 

②発行する株

式の種類

及び数 

：普通株式    

2,000株 

③発行価格 ：１株につき   

350,000円 

一般募集はこの価格にて行

いました。 

④引受価額 ：１株につき  

322,000円 

この価額は当社が引受人よ

り１株当たりの新株式払込

金として受取った金額であ

ります。 

なお、発行価格と引受価額と

の差額の総額は、引受人の手

取金となります。 

⑤発行価額 ：１株につき  

238,000円 

(資本組入額  

119,000円) 

⑥発行価額の

総額 

： 476,000千円 

⑦払込金額の

総額 

： 644,000千円 

⑧資本組入額

の総額 

： 238,000千円 

⑨払込期日 ：平成17年11月28

日 

⑩配当起算日 ：平成17年10月１日 

⑪資金の使途 ：新規出店資金に

充当 
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前中間会計期間 
（自 平成16年10月 1日 
至 平成17年 3月31日） 

当中間会計期間 
（自 平成17年10月 1日 
至 平成18年 3月31日） 

前事業年度 
（自 平成16年10月 1日 
至 平成17年 9月30日） 

－ （新株予約権の付与） 
平成17年12月30日開催の当
社第6期定時株主総会で承認
されました新株予約権につき
以下のとおり新株予約権を付
与いたしました。 
その概要は以下のとおりで
あります。 
 

(1)新株予約権の発行日     

平成18年4月25日 

(2)新株予約権の発行数     

500個 

  （新株予約権1個当たりの目的

となる株式数は1株） 

(3)新株予約権の発行価格    

無償 

(4)新株予約権の目的となる株 

式の種類及び数   

当社普通株式500株 

 (5)新株予約権の行使に際して 

払込金額 

1株につき351,700円 

(6)新株予約権の行使により発 

行する株式の発行価額の総 

額 

  175,850,000円 

(7)新株予約権の行使期間 

平成19年12月31日から平成27

年12月30日まで 

(8)新株予約権の行使により新株 

を発行する場合の発行価額の 

うち資本に組入れない額 

1株当たり 175,850円 

(9)新株予約権の割当対象者数 

 当社の取締役、従業員 合計51

名 

－ 
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6.販売活動の状況 

(1)販売実績 

当事業年度の販売実績を事業の種類別に示すと、次のとおりであります。 

事業種類別 
前中間会計期間 

（自平成16年10月1日 
至平成17年3月31日）

当中間会計期間 
（自平成17年10月 1日 
至平成18年 3月31日） 

前年同期比
（％） 

前事業年度 
（自平成16年10月 1日 
 至平成17年 9月30日） 

直 営 店 事 業 (千円) 540,621 529,074 △2.1 1,094,876 

ﾌﾗﾝﾁｬｲｽﾞ関連事業 (千円) 373,141 939,645 149.0 1,006,232 

合            計 (千円) 913,762 1,468,720 59.6 2,101,108 

（注）上記の金額には消費税等は含まれておりません。 

 

(2)店舗数の状況 

前中間会計期間末 

(平成17年3月31日) 

当中間会計期間末 

(平成18年3月31日) 

前年同期比 前事業年度末 

(平成17年9月30日) 

 

地 区 名 

直営 ﾌﾗﾝﾁｬｲｽﾞ 直営 ﾌﾗﾝﾁｬｲｽﾞ 直営 ﾌﾗﾝﾁｬｲｽﾞ 直営 ﾌﾗﾝﾁｬｲｽﾞ 

北海道 1 － 1 － － － 1 － 

甲信越・北陸 － 4 － 6 － 2 － 6 

関東 2 7 4 19 2 12 4 12 

東海 － 1 － 6 － 5 － 2 

近畿 1 1 1 5 － 4 1 3 

中国･四国 － － － － － － － － 

ｱﾌﾟﾚｼｵ 

九州 － 3 － 5 － 2 － 3 

計 4 16 6 41 2 25 6 26 

北海道 － 1 － 1 － － － 1 

甲信越･北陸 － 7 － 7 － － － 7 

関東 4 5 2 2 △2 △3 2 5 

東海 － 3 － 2 － △1 － 2 

近畿 － 2 － 2 － － － 2 

中国･四国 － 2 － 2 － － － 2 

I LOVE遊 

九州 － 2 － － － △2 － 2 

計 4 22 2 16 △2 △6 2 21 

合 計 8 38 8 57 － 19 8 47 

 

 

7.役員の異動 

(1)代表者の異動 

該当事項はありません。 

(2)その他の役員の異動 

該当事項はありません。 

 


