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１．平成18年３月期の業績（平成17年4月１日～平成18年3月31日）

(1）経営成績 （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 当期純利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

18年3月期 740 (△90.8) 134 (△40.7) 26 (△62.1) 154 (95.5)

17年3月期 8,040 (11.9) 227 (△22.4) 70 (△48.5) 78 (55.1)

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

円 銭 円 銭 ％ ％ ％

18年3月期 6 69 6 56 2.5 0.2 3.6

17年3月期 3 94 3 89 1.9 0.6 0.9

（注）①期中平均株式数 18年3月期          23,073,453株 17年3月期 20,023,620株

②会計処理の方法の変更 無 

③売上高、営業利益、経常利益、当期純利益におけるパーセント表示は対前期増減率

(2）配当状況  

１株当たり年間配当金 配当金総額
（年間）

配当性向
株主資本
配当率中間 期末

円 銭 円 銭 円 銭 百万円 ％ ％

18年3月期 － － － － － － － － －

17年3月期 － － － － － － － － －

(3）財政状態  

総資産 株主資本 株主資本比率 １株当たり株主資本

百万円 百万円 ％ 円 銭

18年3月期 14,718 6,251 42.5 264 60

17年3月期 12,621 4,077 32.3 203 61

（注）１．期末発行済株式数 18年3月期           23,625,000株 17年3月期 20,025,000株

２．期末自己株式数 18年3月期     2,180 株 17年3月期 1,380株

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

売上高 経常利益 当期純利益
１株当たり年間配当金

中間 期末

百万円 百万円 百万円 円 銭 円 銭 円 銭

中間期 490 100 100 － － － － － －

通　期 960 180 180 － － － － － －

（参考）１株当たり予想当期純利益（通期）　　7円 62銭

※　上記予想は現時点で入手可能な情報に基づいておりますが、実際の数値は今後様々な要因により、予想数値が異なる

可能性があります。

－ 1 －



６．個別財務諸表等
(1）貸借対照表

前事業年度 当事業年度
対前年比

（平成17年3月31日） （平成18年3月31日）

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 ※1 805,488 260,536 △544,952

 2．受取手形 ※7 52,550 － △52,550

 3．売掛金 ※5 683,848 228,576 △455,272

 4．商品 112,956 － △112,956

 5．材料 31,278 － △31,278

 6．仕掛品 266,340 － △266,340

 7．貯蔵品 285,579 － △285,579

 8．前払費用 109,935 28,426 △81,508

 9．短期貸付金 ※5 505,394 250 △505,144

10．未収入金 ※5 81,697 166,443 84,745

11．立替金 ※5 28,420 2,198,943 2,170,522

12．未収消費税等 － 62,448 62,448

13．繰延税金資産 330,000 147,760 △182,239

14．その他 9,806 9,693 △112

　　 貸倒引当金 △12,557 － 12,557

流動資産合計 3,290,739 26.1 3,103,078 21.1 △187,660

 

Ⅱ　固定資産  

 1．有形固定資産  

（1）建物 ※1,2 3,315,703 1,159,019  

　　減価償却累計額 333,720 2,981,982 154,566 1,004,452 △1,977,529

（2）構築物  27,594 17,902  

　　減価償却累計額 3,006 24,588 2,781 15,121 △9,466

（3）機械装置 ※2 595,561 －  

　　減価償却累計額 79,633 515,927 － － △515,927

（4）車両及び運搬具  15,948 －  

　　減価償却累計額 14,443 1,505 － － △1,505

（5）工具器具備品  330,070 11,607  

　　減価償却累計額 129,577 200,492 1,847 9,760 △190,732

（6）土地 ※1,2 1,462,300 1,462,300 0

（7）建設仮勘定 28,107 212,750 184,642

有形固定資産合計 5,214,904 41.3 2,704,385 18.4 △2,510,519
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前事業年度 当事業年度
対前年比

（平成17年3月31日） （平成18年3月31日）

区分 注記番号 金額（千円）
構成比

金額（千円）
構成比 増減

（％） （％） （千円）

 

 2．無形固定資産  

（1）商標権 64,150 60,114 △4,035

（2）電話加入権 10,109 10,109 0

（3）建物賃借権 3,085 － △3,085

（4）ソフトウェア 22,663 18,189 △4,474

（5）その他 237 237 0

無形固定資産合計 100,246 0.8 88,650 0.6 △11,596

         

 3．投資その他の資産   

（1）投資有価証券 ※1 377,787 329,130 △48,656

（2）関係会社株式 1,892,673 3,986,073 2,093,400

（3）出資金 12,660 12,660 0

（4）敷金・保証金 ※5 590,950 112,701 △478,248

（5）長期貸付金 ※5 480 3,243,980 3,243,500

（6）長期前払費用 40,368 15,625 △24,743

(7)繰延税金資産 1,086,457 1,105,750 19,293

(8)その他 8,816 8,816 0

投資その他の資産合計 4,010,192 31.8 8,814,737 59.9 4,804,545

固定資産合計 9,325,343 73.9 11,607,774 78.9 2,282,430

 

Ⅲ　繰延資産  

 1．新株発行費 5,395 7,768 2,373

繰延資産合計 5,395 0.0 7,768 0.1 2,373

資産合計 12,621,478 100.0 14,718,621 100.0 2,097,143
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前事業年度 当事業年度
対前年比

（平成17年3月31日） （平成18年3月31日）

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 644,049 － △644,049

 2．買掛金 ※5 532,134 － △532,134

 3．短期借入金 1,532,500 2,178,700 646,200

 4．1年以内返済予定の
長期借入金

1,341,620 1,491,208 149,588

 5．1年以内返済予定の　　　
長期未払金

343,099 11,327 △331,772

 6．未払費用 ※5 174,330 149,227 △25,103

 7．未払法人税等 3,240 950 △2,290

 8．未払事業税等 12,628 10,559 △2,068

 9．未払消費税 78,665 － △78,665

10．賞与引当金 22,902 3,168 △19,734

11. 預り金 ※5 5,503 1,419,202 1,413,699

12．その他 9,061 2,301 △3,677

流動負債合計 4,699,734 37.2 5,266,642 35.8 566,908

 

Ⅱ　固定負債  

 1．長期借入金 3,123,602 3,164,881 41,279

 2．退職給付引当金 112,875 3,160 △109,715

 3．長期未払金 574,071 － △574,071

 4．その他 34,116 32,716 △1,400

固定負債合計 3,844,664 30.5 3,200,757 21.8 △643,907

負債合計 8,544,399 67.7 8,467,400 57.5 △76,999

 

(資本の部)  

Ⅰ 資本金 ※3 2,000,000 15.8 2,640,000 17.9 640,000

 

Ⅱ 資本剰余金  

 1．資本準備金 500,000 1,880,000  

 2．その他資本剰余金  

　　（1）減資差益 1,463,706 1,463,706  

資本剰余金合計 1,963,706 15.6 3,343,706 22.7 1,380,000

 

Ⅲ 利益剰余金  

 1．当期未処分利益 78,904 233,185  

利益剰余金合計 78,904 0.6 233,185 1.6 154,281

 

Ⅳ その他有価証券評価差額金 35,447 0.3 36,068 0.3 621

 

Ⅴ　自己株式 ※4 △978 △0.0 △1,738 △0.0 △759

資本合計 4,077,078 32.3 6,251,221 42.5 2,174,143

負債・資本合計 12,621,478 100.0 14,718,621 100.0 2,097,143
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(2）損益計算書

前事業年度 当事業年度

（自　平成16年4月 1日 （自　平成17年4月 1日 対前年比

　至　平成17年3月31日） 　至　平成18年3月31日）

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  

 1．印刷流通事業売上高 4,639,459 －  

 2．外食事業売上高 3,401,078 83,336  

 3．その他 － 657,328  

　　　　　　合計 8,040,539 100.0 740,664 100.0 △7,229,874

 

Ⅱ 売上原価  

 1．印刷流通事業売上原価 3,967,323 －  

 2．外食事業売上原価 1,312,170 52,453  

　　　　　　合計 5,279,493 65.7 52,453 7.1 △5,227,040

　　　　売上総利益 2,761,045 34.3 688,211 92.9 △2,072,834

 

Ⅲ 販売費及び一般管理費 ※1,2 2,533,850 31.5 553,396 74.7 △1,980,454

　　　　営業利益   227,194 2.8  134,814 18.2 △92,380

 

Ⅳ 営業外収益  

 1．受取利息  2,914 28  

 2．受取配当金 1,358 2,220  

 3．協賛金収入 － 40,000  

 4．その他  25,100 29,373 0.4 22,910 65,159 8.8 35,786

 

Ⅴ 営業外費用  

 1．支払利息  176,699 159,569  

 2．その他 9,068 185,768 2.3 13,539 173,108 23.4 △12,659

　　　　経常利益  70,799 0.9  26,865 3.6 △43,933

 

Ⅵ　特別利益  

 1．投資有価証券売却益 29,070 29,070 0.3 2,725 2,725 0.4 △26,345

         

Ⅶ 特別損失  

 1．固定資産除却損 23,902 29,586  

 2．閉店損失 － 6,488  

 3．貸倒損失  528,317 －  

 4．減損損失 ※3 907,230 －  

 5．商品評価損 66,835 －  

 6．その他 － 1,526,284 19.0 1,500 37,575 5.1 △1,488,709

　　税金等調整前当期純利益 △1,426,414 △17.7 △7,984 △1.1 1,418,430

　　法人税、住民税及び事業税 △64,505 △278,320  

　　法人税等調整額 △1,440,814 △1,505,319 18.7 116,054 △162,265 21.9 1,343,053

　　当期純利益  78,904 1.0  154,281 20.8 75,377

　　前期繰越利益  △1,714,395   78,904  1,793,299

　　減資による繰越損失填補額 541,293 － △541,293

　　資本準備金の取崩しによる
繰越損失填補額

1,173,101 － △1,173,101

　　当期未処分利益  78,904   233,185  154,281
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製造原価明細書

  
前事業年度

（自　平成16年4月 1日
至　平成17年3月31日）

当事業年度
（自　平成17年4月 1日
至　平成18年3月31日）

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）

Ⅰ　材料費   100,273 3.2  － － △100,273

Ⅱ　労務費   412,965 13.0  － － △412,965

Ⅲ　外注加工費   2,347,710 74.2  － － △2,347,710

Ⅳ　経費 ※1  303,984 9.6  － － △303,984

Ⅴ　他勘定振替   － －  － － －

当期製造費用   3,164,934 100.0  － － △3,164,934

仕掛品期首棚卸高   192,837   － － △192,837

合計   3,357,771   － － △3,357,771

仕掛品期末棚卸高   267,402   － － △267,402

当期製造売上原価   3,090,369   － － △3,090,369

         

前事業年度
（自　平成16年4月 1日
至　平成17年3月31日）

当事業年度
（自　平成17年4月 1日
至　平成18年3月31日）

(1）原価計算については当社の作業が複雑で一品一品異

なるため原価計算制度は採用していない。

－

 

(2）※1経費のうち主なものは、設備賃借料89,349千円で

ある。

 

印刷流通事業売上原価明細

  
当事業年度

（自　平成16年4月 1日
至　平成17年3月31日）

当事業年度
（自　平成17年4月 1日
至　平成18年3月31日）

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）

Ⅰ　商品期首棚卸高   162,295 18.5  － － △162,295

Ⅱ　当期商品仕入高   826,339 94.2  － － △826,339

Ⅲ　商品期末棚卸高   111,680 △12.7  － － △111,680

当期商品小売原価   876,954 100.0  － － △876,954

当期製造売上原価   3,090,369   － － △3,090,369

合計印刷流通事業売上原価   3,967,323   － － △3,967,323
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外食事業売上原価明細

  
前事業年度

（自　平成16年4月 1日
至　平成17年3月31日）

当事業年度
（自　平成17年4月 1日
至　平成18年3月31日）

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）

Ⅰ　材料期首棚卸高   27,341 2.1  25,648 48.9 △1,693

Ⅱ　当期材料仕入高   1,310,477 99.9  26,805 51.1 △1,283,672

Ⅲ　材料期末棚卸高   25,648 △2.0  － － △25,648

当期外食事業原価   1,312,170 100.0  52,453 100.0 △1,259,717

         

－ 7 －



(3）利益処分案

前事業年度
株主総会承認日

（平成17年6月29日）

当事業年度
株主総会承認日

（平成18年6月29日）
対前年比

区分
注記
番号

金額（千円） 金額（千円）
増減

（千円）

Ⅰ 当期未処分利益 78,904 233,185 154,281

Ⅱ 次期繰越利益 78,904 233,185 154,281

  

－ 8 －



重要な会計方針

 
前事業年度

（自　平成16年4月 1日
　 至　平成17年3月31日）

当事業年度
（自　平成17年4月 1日
至　平成18年3月31日）

1.有価証券の評価基準及び評価方法 (1）有価証券

その他の有価証券

時価のあるもの

時価法（評価差額は、全部資本

直入法により処理）

(1）有価証券

その他の有価証券

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

2.デリバティブ等の評価基準及び評

価方法

デリバティブ

　　　時価法

デリバティブ

　　同左

3.たな卸資産の評価基準及び評価方

法

材料

　最終仕入原価法によっております。

材料

同左

仕掛品

　個別法による原価法によっており

ます。

仕掛品

同左

商品

　最終仕入原価法によっております。

商品

同左

貯蔵品

　最終仕入原価法によっております。

貯蔵品

　同左

4.固定資産の減価償却の方法 (1）有形固定資産

定額法を採用しております。

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

準によっています。

　なお、建物については、平成10年

度の税制改正により耐用年数の短縮

が行われておりますが、改正前の耐

用年数を継続して適用しております。

(1）有形固定資産

同左

(2）無形固定資産

定額法を採用しております。

耐用年数については、法人税法に規

定する方法と同一の基準によってい

ます。

　なお、ソフトウェア（自社利用）

については、社内における見込利用

可能期間（5年間）による定額法を採

用しております。

(2）無形固定資産

　　　同左

－ 9 －



 
前事業年度

（自　平成16年4月 1日
　 至　平成17年3月31日）

当事業年度
（自　平成17年4月 1日
至　平成18年3月31日）

5.繰延資産の処理方法 (1）新株発行費

新株発行費は、商法の規定する最

長年間（3年間）にわたり均等償却し

ております。

(1）新株発行費

同左

6.外貨建の資産及び負債の本邦通貨

への換算基準

外貨建金銭債権債務は、期末日の直

物等為替相場により円貨に換算し、換

算差額は損益として処理しております。

　　同左

7.引当金の計上基準 （1）貸倒引当金

　債権の貸倒れによる損失に備える

ため、回収不能見込額を計上してお

ります。

a.一般債権

貸倒実績率によっております。

b.貸倒懸念債権及び破産更生債権

財務内容評価法によっております。

（1）貸倒引当金

同左

（2）賞与引当金

従業員の賞与の支払に充てるため、

当期に負担すべき支給見込額を計上

しております。

（2）賞与引当金

同左

（3）退職給付引当金

従業員の退職給付に備えるため、

当事業年度末における退職給付債務

の見込額に基づき、当期末において

発生していると認められる額を簡便

法により計上しております。

（3）退職給付引当金

同左

8.リース取引の処理方法 ファイナンス・リース取引について

は、すべてリース物件の所有権が借手

に移転すると認められるもの以外の取

引であり、通常の賃貸借取引に準じた

会計処理を採用しております。

　　　同左

9. ヘッジ会計の方法 ①　ヘッジ会計の方法

　　金利スワップについては、特例処

理の要件を満たしておりますので、

特例処理を採用しております。

①　ヘッジ会計の方法

　　　同左

②　ヘッジ手段とヘッジ対象

　　ヘッジ手段

　　　金利スワップ

②　ヘッジ手段とヘッジ対象

　　ヘッジ手段

　　　同左　

ヘッジ対象

　　　借入金の利息

ヘッジ対象 

　　　同左
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前事業年度

（自　平成16年4月 1日
　 至　平成17年3月31日）

当事業年度
（自　平成17年4月 1日
至　平成18年3月31日）

 ③　ヘッジ方針

　　借入金の金利変動リスクを回避す

る目的で利用しております。ヘッジ

対象の識別は個別契約毎に行ってお

ります。

③　ヘッジ方針

　　　同左

④　ヘッジ有効性評価の方法

　　金利スワップの特例処理の要件を

満たしているため、有効性の評価を

省略しております。

④　ヘッジ有効性評価の方法

　　　同左

10.その他財務諸表作成のための基

本となる重要な事項

（1）消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は税抜方式を採

用しております。

（1）消費税等の会計処理

同左

（2）連結納税制度の適用

　　当事業年度から連結納税制度を適

用しております。

（2）連結納税制度の適用

　　前事業年度から連結納税制度を適

用しております。

会計処理方法の変更

前事業年度
（自　平成16年4月 1日

至　平成17年3月31日）

当事業年度
（自　平成17年4月 1日
至　平成18年3月31日）

（固定資産の減損に係る会計基準）

「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　企業会計基準委員会）を、当事業年度

より同会計基準及び同適用指針を適用しております。こ

れにより税金等調整前当期純損失は907,230千円減少して

おります。

　なお、減損損失累計額につきましては、改正後の財務

諸表等規則に基づき、当該各資産の金額から直接控除し

ております。

－

 

 

（貯蔵品の評価基準及び評価方法の変更）

当事業年度から貯蔵品の評価基準及び評価方法を「総

平均法による原価法」から「最終仕入原価法」に変更し

ました。変更の理由は、貯蔵品が財務諸表全体に及ぼす

影響の軽微な資産であるにもかかわらず多品種であり、

事務合理化を進めるためです。当該変更が財務諸表に与

える影響は軽微であります。
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追加情報

前事業年度
（自　平成16年4月 1日
至　平成17年3月31日）

当事業年度
（自　平成17年4月 1日
至　平成18年3月31日）

（外形標準課税）

「地方税の一部を改正する法律」（平成15年法律第9号）

が平成15年3月31日に公布され、平成16年4月1日以後に開

始する事業年度より外形標準課税制度が導入されたこと

に伴い、当事業年度から「法人事業税における外形標準

課税部分の損益計算書上の表示についての実務上の取扱

い」（平成16年2月13日企業会計基準委員会　実務対応報

告第12号）に従い法人事業税の付加価値割及び資本割に

ついては、販売費及び一般管理費に計上しております。

この結果、販売費及び一般管理費が12,628千円増加し、

営業利益、経常利益及び税金等調整前当期純利益が、

12,628千円減少しております。

－

 

（繰延税金資産）

繰延税金資産の計上については「繰延税金資産の回収

可能性の判断に関する監査上の取扱い」（日本公認会計

士協会　平成11年11月9日監査委員会報告第66号）を適用

し、前期まで繰延税金資産を計上しておりませんでした

が、前期及び当期の経営成績により、繰延税金資産の回

収可能性が見込まれることになったので、取締役会に承

認された事業計画と、将来発生が見込まれる課税所得及

び一時差異等のスケジューリングの結果に基づき、繰延

税金資産及び繰延税金負債の金額を計算しております。

この結果、短期繰延税金資産330,000千円及び長期繰延

税金資産1,086,457千円になり、有価証券評価差額金が

24,357千円減少し、法人税等調整額として1,440,814千円

を税金等調整前当期純利益に加算しております。

 

 

 

（連結納税制度）

当社は、当期より連結納税制度を適用しております。

連結納税子会社から収入すべき金額67,745千円を法人税、

住民税及び事業税に含むため、個別財務諸表における法

人税、住民税及び事業税がマイナス表示になっておりま

す。
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注記事項

（貸借対照表関係）

前事業年度
（平成17年3月31日）

当事業年度
（平成18年3月31日）

※1.　次のとおり短期借入金2,474,320千円（1年以内に返

済予定の長期借入金2,230,202千円を含む）及び長期

借入金1,894,500千円及び債務保証1,354,908千円を担

保に供しております。

※1.　次のとおり短期借入金2,891,208千円（1年以内に返

済予定の長期借入金1,012,508千円を含む）及び長期

借入金2,080,181千円及び債務保証2,756,293千円を担

保に供しております。

定期預金 　　35,000千円

建物 957,092千円

土地 1,448,540千円

投資有価証券 207,950千円

  

  

定期預金 35,000千円

建物 931,249千円

土地 1,448,540千円

投資有価証券 203,650千円

  

  

※2.　建物及び機械装置の一部については、割賦払いの方

法で購入しているため所有権が売主に留保されており、

その代金未払額は917,171千円であります。

※2.　建物及び機械装置の一部については、割賦払いの方

法で購入しているため所有権が売主に留保されており、

その代金未払額は11,327千円であります。

※3.　会社が発行する株式の総数は30,000千株で発行済み

株式数は20,025千株であります。

※3.　会社が発行する株式の総数は80,000千株で発行済み

株式数は23,625千株であります。

※4.　当社が保有する自己株式の数は、普通株式1,380株

であります。

※4.　当社が保有する自己株式の数は、普通株式2,180株

であります。

※5.　関係会社（子会社）に対する資産及び負債にはつぎ

のものがあります。

　　　　売掛金　　　　　 47,884千円

　　　　短期貸付金　　　500,000千円

　　　　未収入金　　　　 74,963千円

　　　　立替金　　 　　　18,690千円

　　　　保証金　　　　　148,491千円

　　　　買掛金　　 　　　59,437千円

※5.　関係会社（子会社）に対する資産及び負債にはつぎ

のものがあります。

　　　　売掛金　　　　　228,576千円

　　　　未収入金　　　　163,591千円

　　　　立替金　　　　2,192,681千円

　　　　長期貸付金　　3,243,620千円

　　　　未払費用　　　　 69,634千円

　　　　預り金　　 　 1,412,896千円

※6.　債務保証

　　㈱扇屋コーポレーションの銀行借入金1,231,808千

円及びその他の銀行借入金123,100千円に対し債務保

証をしております。

※6.　債務保証

　　㈱扇屋コーポレーションの銀行借入金3,391,348千

円、㈱日本システムの銀行借入金369,564千円、㈱一

丁の銀行借入金729,940千円及びその他の銀行借入金

100,000千円に対し債務保証をしております。

※7.　受取手形割引高　　　　　　491,140千円 ※7.　受取手形割引高　　   　　　　―　千円
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（損益計算書関係）

前事業年度
（自　平成16年4月 1日
至　平成17年3月31日）

当事業年度
（自　平成17年4月 1日
至　平成18年3月31日）

※1.　販売費に属する費用の割合は約87％であり、一般管

理費に属する費用の割合は約13％である。主要な費目及び

金額は次のとおりである。

※1.　販売費に属する費用の割合は約12％であり、一般管

理費に属する費用の割合は約88％である。主要な費目及び

金額は次のとおりである。

給与及び手当 1,013,704千円

役員報酬 54,326千円

法定福利費 　69,736千円

賃借料 　318,210千円

消耗品費 　122,650千円

水道光熱費 　156,935千円

減価償却費 　207,644千円

  

給与及び手当 76,833千円

役員報酬 65,400千円

法定福利費 21,492千円

賃借料 70,072千円

消耗品費 13,356千円

水道光熱費 13,491千円

減価償却費 67,970千円

  

※2.　減価償却実施額

有形固定資産 233,893千円

無形固定資産 15,259千円

※2.　減価償却実施額

有形固定資産 53,621千円

無形固定資産 14,348千円

※3.　減損損失

資産を事業種類及び業態毎にグルーピングして減損の

兆候を検証しました。まず、賃貸用資産である三郷倉庫

の地価が大幅に下落し、当該土地の帳簿価格を回収可能

額まで減額し、当該減少額を減損損失（400,187千円）と

して特別損失に計上しました。また、建物144,125千円は

ＤＣＦ法による将来キャッシュフローが見込めないので

全額を減損処理しました。

印刷事業のうちのエコビジネスについての将来キャッ

シュ・フローを基準に回収可能性を測定した結果、当該

事業についての営業権について減損を認識し、その測定

を行った結果67,208千円の減損損失を計上しました。

外食事業については、株式会社扇屋コーポレーションが

100％子会社になったことにともない、当該会社に対して

所有している権利金等の無形固定資産について、「扇屋」

業態からの将来キャッシュ・フローから回収可能性を測

定した結果、227,971千円の減損損失を計上しております。

さらに外食事業のひとつ「ぼちぼち」業態については、

当該事業の営業権を回収するほどの将来キャッシュ・フ

ローがないと判定されたため、67,737千円の減損損失を

計上しております。以上の結果、減損損失を合計907,230

千円計上しました。

※3.　減損損失

　　　　　　　　　―　
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①　リース取引

　　　ＥＤＩＮＥＴにより開示を行うため記載を省略しております。

②　有価証券

前事業年度（平成17年3月31日）及び当事業年度（平成18年3月31日）における子会社株式及び関連会社株式で時価のあ

るものはありません。

③　税効果会計

前事業年度
(平成17年3月31日）

当事業年度
(平成18年3月31日）

(1) 繰延税金資産および繰延税金負債の発生の主な原因別

の内訳

繰越欠損金

退職給付引当金

投資の評価に関する損失

貸倒引当金

賞与引当金

棚卸資産評価損

土地評価損

貸倒損失自己否認額

減価償却限度超過額

繰延税金資産小計

評価性引当額

繰延税金資産　合計

その他有価証券差額金

繰延税金負債　小計

繰延税金資産の純額

867,055千円

42,494千円

225,260千円

2,039千円

9,319千円

159,874千円

162,850千円

610,162千円

163,252千円

2,242,309千円

△801,495千円

1,440,814千円

△24,357千円

△24,357千円

1,416,457千円

 

　　 流動資産 ― 繰延税金資産　　　330,000千円

　　 固定資産 ― 繰延税金資産　　1,086,457千円

(1) 繰延税金資産および繰延税金負債の発生の主な原因別

の内訳

繰越欠損金

未払事業税

退職給付引当金

投資の評価に関する損失

賞与引当金

減損損失

貸倒損失自己否認額

繰延税金資産小計

評価性引当額

繰延税金資産　合計

その他有価証券差額金

繰延税金負債　小計

繰延税金資産の純額

587,462千円

  4,296千円

1,285千円

225,240千円

1,289千円

274,661千円

610,108千円

1,704,341千円

△426,084千円

1,278,257千円

△24,746千円

△24,746千円

1,253,511千円

 

 

 

     流動資産 ― 繰延税金資産　　　147,760千円

　　 固定資産 ― 繰延税金資産　　1,105,750千円

(2）法定実効税率との差異の内訳

法定実効税率　　　　　　　　40.7％

　税金等調整前当期純損失を計上しているため、法定

実効税率と税金負担率との間の差異の記載を省略して

いる。

(2）法定実効税率との差異の内訳 

法定実効税率　　　　　　　　40.7％

　税金等調整前当期純損失を計上しているため、法定

実効税率と税金負担率との間の差異の記載を省略して

いる。
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（１株当たり情報）

前事業年度
（自　平成16年4月 1日

　　　　　　　　至　平成17年3月31日）

当事業年度
（自　平成17年4月 1日

　　　　　　　　至　平成18年3月31日）

1株当たり純資産額　　　　　　　　　203円　　61銭

1株当たり当期純利益　　　　　　　　　3円　　94銭

潜在株式調整後

1株当たり当期純利益　　　　　　　　　3円　　89銭

1株当たり純資産額　　　　　　　　　264円　 60銭

1株当たり当期純利益　　　　　　　　 6円　　69銭

潜在株式調整後

1株当たり当期純利益　　　　　　　　 6円　　56銭

（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。

 
前事業年度

（自　平成16年4月 1日
　至　平成17年3月31日）

当事業年度
（自　平成17年4月 1日
　至　平成18年3月31日）

1株当たり当期純利益金額   

　当期純利益（千円） 78,904 154,281

　普通株主に帰属しない金額（千円） － －

　　（うち利益処分による役員賞与金）   

　普通株式に係る当期純利益（千円） 78,904 154,281

　期中平均株式数（千株） 20,023 23,073

   

潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額   

　当期純利益調整額（千円） － －

　普通株式増加数（千株） 242 451

　　（うち新株予約権） (242) (451)

希薄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

在株式数の概要

－ －
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（重要な後発事象）

前事業年度
（自　平成16年4月1日

　　　　　　　　至　平成17年3月31日）

当事業年度
（自　平成17年4月1日

　　　　　　　　至　平成18年3月31日）

1.会社分割について

平成17年1月28日の臨時株主総会において、当社グルー

プの経営組織の明確化と、各事業の独自性を生かし、経

営資源の収集と配分を強化し、すべての事業展開の効果

を高めるために決議を受け、以下のとおり平成17年4月

1日付にて企業組織再編を実施いたしました。

なお、当日付にて当社は商号を株式会社ヴィア・ホー

ルディングスと変更し、純粋持株会社に移行することと

いたしました。

(1）新設分割

当社の印刷流通事業に関する営業を新設会社に承継

いたしました。

①新設会社

②所在地

③代表者の氏名

④新設分割日

⑤決算期

⑥資本金

株式会社暁印刷

東京都文京区

代表取締役社長　中野二朗

平成17年4月1日

3月31日

100百万円

(2）吸収分割

当社の営む焼鳥居酒屋「総本家備長扇屋」に関

する外食事業と該当事業の本部である株式会社扇屋

コーポレーションを吸収分割により承継いたしました。

①吸収分割会社

②所在地

③代表者の氏名

④吸収分割日

⑤決算期

⑥資本金

株式会社扇屋コーポレーション

東京都文京区

代表取締役社長　大場典彦

平成17年4月1日

3月31日

100百万円

(3）吸収分割

当社の営む大阪風お好み焼き「ぼちぼち」に関する

外食事業を株式会社ぼちぼちに吸収分割により承継い

たしました。

①吸収分割会社

②所在地

③代表者の氏名

④吸収分割日

⑤決算期

⑥資本金

株式会社ぼちぼち

東京都文京区

代表取締役社長　片山幹彦

平成17年4月1日

3月31日

100百万円

―
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前事業年度
（自　平成16年4月1日

　　　　　　　　至　平成17年3月31日）

当事業年度
（自　平成17年4月1日

　　　　　　　　至　平成18年3月31日）

2.株式交換について

平成17年1月28日の臨時株主総会において、食と遊の

融合事業を目指し、株式会社日本システムとの株式交換

の決議を受け、平成17年4月1日付にて、株式会社日本シ

ステムを完全子会社といたしました。

①交換会社

②所在地

③代表者の氏名

④株式交換日

⑤株式交換比率

⑥決算期

⑦資本金

株式会社日本システム

東京都港区

代表取締役社長　加川政典

平成17年4月1日

株式会社日本システムの株式1

株について当社の株10,000株

を割当てる

3月31日

10百万円

3.株式売買契約

平成17年6月21日に加藤康雄氏より、株式会社ウイル

コーポレーションの株式のうちその100％にあたる

150,000株を取得し、子会社とする株式譲渡契約を締結

いたしました。その概要は次のとおりであります。

(1）子会社となる会社の概要

①商号

②所在地

③代表者の氏名

④設立年月日

⑤事業の内容

⑥決算期

⑦従業員数

⑧資本金

⑨売上高

⑩株式取得の

時期

株式会社ウイルコーポレー

ション

北海道札幌市

代表取締役社長　加藤康雄

昭和53年12月14日

刺身居酒屋「魚や一丁」、焼鳥

「串や」の飲食店の経営

2月末日

157名

75百万円

5,600百万円

（平成17年2月実績）

平成17年7月1日（予定）

(2）譲受金額

　75百万円

　当該譲受金額は、事業計画を参考とし、売買当事

者間の協議のうえ決定しています。
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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

      ①新任取締役候補
         　                      オオバ　ノリヒコ

          取締役　    大場　典彦(現㈱扇屋コーポレーション 代表取締役社長、㈱一丁 代表取締役社長)

      ②退任予定取締役
                                ムラカミ  エイジ

          専務取締役　村上　栄司

      ③昇格予定取締役
                                 マサベ　カズユキ

 　　　　 常務取締役　正部　一行(現　取締役)

    (3)新任及び退任予定日

　　　　平成18年6月29日
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