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代   表   者 役職名 代表取締役社長 氏名  河原 庸仁 
問合せ先責任者 役職名 経理財務部マネジャー 氏名  前原 靖史 
  TEL (03) 5728 － 2370  
 
決算取締役会開催日 平成18年６月15日   
 
米国会計基準採用の有無  無   
 
1. 平成18年４月期の連結業績（平成17年５月１日～平成18年４月30日） 

(1) 連結経営成績 (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 
 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 

18年４月期 4,022 61.6 283 25.8 251 25.5 
17年４月期 2,489 ―  225 ―  200 ―  

 

 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４月期 73 △31.7 11,763 74 10,009 67 7.0 9.4 6.3 
17年４月期 107  ―  19,675 22 17,814 65 18.5 14.2 8.1 

 
(注) ① 持分法投資損益 18年４月期 △３百万円 17年４月期 △１百万円

 ② 期中平均株式数(連結) 18年４月期 5,752株 17年４月期 5,180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 

 

(2) 連結財政状態 (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 
 百万円 百万円 ％ 円 銭 

18年４月期 3,513 1,307 37.2 219,398 78 

17年４月期 1,835 811 44.2 150,487 06 
 
(注) 期末発行済株式数(連結) 18年４月期 5,959株 17年４月期 5,350株

 

(3) 連結キャッシュ・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 

 百万円 百万円 百万円 百万円 

18年４月期 319 △1,434 1,364 914 

17年４月期 164 △684 672 667 

 
 (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 ３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) １社 持分法(新規) ３社 (除外) １社
 
2.平成19年４月期の連結業績予想（平成18年５月１日～平成19年４月30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 1,954 65 20 

通期 4,664 339 159 

 (参考) １株当たり予想当期純利益（通期） 26,712円 53銭 
※上記の予想は本資料の発表日現在において入手可能な資料に基づき作成したものであり、実際の業績は、今後
様々な要因によって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 

当社グループは、当社及び連結子会社２社（株式会社エフ・アンド・エフマネジメント、株式会社

トランシス）、持分法適用関連会社３社（株式会社Huge、株式会社セイインターナショナル、株式会

社ジースタイラス）で構成されております。 

当社グループは、外食を中心とするホスピタリティ業界の産業活性化を目指し、人材関連事業、

FC・直営関連事業、その他事業の３事業を展開しております。 

当社グループを事業系統図によって示すと、次の通りであります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ＜グループ企業の事業内容＞ 

グループ企業名 主な事業内容 

株式会社エフ・アンド・エフマネジメント 
お好み焼き業態「大阪鶴橋お好み焼き わっはっはっ風月」の 

フランチャイズ本部 

株式会社トランシス 
アロマコスメティックブランド「キャロルフランク」をはじめ 

とする、化粧品の輸入小売、卸売、およびエステサロンの運営 

株式会社Huge オリジナルコンセプトレストランの企画・開発および運営 

株式会社セイインターナショナル ハウスウェディング事業運営、デザイン設計及びライセンス販売 

株式会社ジースタイラス 
逆求人型の人材採用企画「逆求人フェスティバル」を中心とし

た、新卒採用イベントの企画・運営 

 

当社

FC・直営関連事業人材関連事業

顧客企業
（外食・小売・ホテル・アミューズメント企業など）

FC本部

事業
直営店舗
運営事業

教育コンサル
ティング事業

人材派遣
事業

持分法適用
関連会社
（株）Huge

（外食）

連結対象子会社
（株）エフ・アンド・
エフマネジメント

（外食）

持分法適用
関連会社

（株）ジースタイラス
（人材採用）

持分法適用
関連会社
（株）セイ

インターナショナル
（ウェディング・

コンサルティング）

連結対象子会社
（株）トランシス

（アロマ
コスメティック）

その他事業

その他事業
人材採用
支援事業

連携 連携

課題解決

当社

FC・直営関連事業人材関連事業

顧客企業
（外食・小売・ホテル・アミューズメント企業など）

FC本部

事業
直営店舗
運営事業

教育コンサル
ティング事業

人材派遣
事業

持分法適用
関連会社
（株）Huge

（外食）

連結対象子会社
（株）エフ・アンド・
エフマネジメント

（外食）

持分法適用
関連会社

（株）ジースタイラス
（人材採用）

持分法適用
関連会社
（株）セイ

インターナショナル
（ウェディング・

コンサルティング）

連結対象子会社
（株）トランシス

（アロマ
コスメティック）

その他事業

その他事業
人材採用
支援事業

連携 連携

課題解決
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2. 経営方針 

(1) 経営の基本方針 

当社グループは、「成長機会提供業」を経営理念に掲げ、顧客企業の事業拡大を支援するととも

に社員の「企業家という将来目標」に向けた成長のサポートをし、多くの企業家を輩出することに

より社会の発展に貢献することを使命として事業を展開して参りました。このように企業と人の大

きな夢の実現のサポートをし、人と人とをつなぐことによって、新しいオンリーワンの価値を生み

出したいという熱い思いを持ち、役員・従業員一同、事業の拡大に努めております。また、これら

の基本方針に基づいた事業活動を追求し続けることが、顧客企業の価値の増大に貢献するとともに、

産業の活性化を促し、あわせて当社の企業価値を高めていくことになると考えております。 

 

(2) 会社の利益配分に関する基本方針 

当社は、株主の皆様に長期間当社株式を保有していただき、安定的な株主配当により利益を還元

させていただくことを経営の重要な課題と認識しております。配当政策については、財政状態なら

びに将来の事業展開に向けた内部留保資金とのバランスを考慮したうえで、業績に応じた配当を実

施することを基本方針としております。 

また内部留保資金につきましては、新規事業進出をはじめとした積極的な投資を実施することに

より更なる事業発展を実現することで、株主価値の向上に努めてまいります。 

 

(3)投資単位引下げに関する考え方及び方針 

当社は、株主の皆様による当社株式の長期安定的な株式保有を促進すると同時に、株式の流動性

の向上を図ることが資本政策上の重要な課題であると認識をしております。投資単位引き下げにつ

きましては、今後の当社の株価水準の動向及び当社の業績等を勘案し、株式分割等の適切な対応に

よって流動性の向上に努めていく方針であります。 

 

(4) 目標とする経営指標 

当社が事業を継続・発展させていくためには、適正な利益を確保していくことが必要であります。

適正な利益を確保していくために、当社におきましては、売上高の水準を増加させることと適正水

準の利益（売上高経常利益率10％）を確保することを目標として事業活動を行っております。また、

これらを実現させることにより当社の企業価値を高めてまいります。 

具体的には、知識集約型のビジネスモデルに、資本集約型のスキームを加え、利益水準の向上を

目指します。 

 

(5) 中長期的な会社の経営戦略 

当社グループは第１フェーズ（第１～３期）では、プロ店長サービス・教育コンサルティングサ

ービス・人材採用支援サービスといった人材関連事業にて、独自の外食店舗支援ノウハウを構築し

てまいりました。また、第２フェーズ（第４～５期）では、「スープカレー『心』」、「大阪鶴橋

お好み焼き わっはっはっ風月」をはじめとするFC事業の展開を開始することにより、商品開発・

物流・店舗企画など、人材関連以外の部分での外食店舗支援ノウハウを構築してまいりました。 

今後（第３フェーズ）は、これまで積み重ねてきたノウハウを活用し、ユニークコンテンツを有
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する外食支援企業として、更に進化してまいります。具体的には、以下の戦略を推進していきます。 

 

①リレーションシップ・マネージャー制度の導入 

これまで当社では事業部別に営業部門が存在していましたが、今回あらたに部門横断の営業部門と

して、リレーションシップ・マーケティング事業部を創設いたしました。顧客の課題を的確に把握し

た上で、当社の保有する外食店舗支援サービスの中から適切なコンテンツを選択・提供することで、

顧客との信頼関係を構築し、中長期的に各顧客企業を支援していくことを目指します。 

 

②プロ店長支援先数のボリュームアップ 

第２フェーズ（第４～５期）では、FC・直営関連事業の立上げのために多くのプロ店長要員をFC・

直営関連事業へとシフトし、FC本部の構築に注力してきましたが、今後は再びプロ店長事業の要員拡

大および支援先数拡大を実施してまいります。「人材」という外食業界において最もわかりやすい課

題の解決を切り口として顧客との関係を構築し、教育コンサルティング・採用支援・FCサービスなど

の他のコンテンツの提供を行っていくことを目指します。 

 

③FC出店数およびブランド数のボリュームアップ 

「スープカレー『心』」をはじめとするFC店舗の出店数を増大することで、ロイヤリティ収入をは

じめとするストック型の収益構造を構築します。そのために、FC加盟店へのプロ店長人材の派遣や、

店舗のリース化により、出店の円滑化を促進していく予定です。また、「スープカレー『心』」、

「大阪鶴橋お好み焼き わっはっはっ風月」に続く第３、第４のFCブランドの発掘についても実施し

ていく予定です。 

 

④個店/小規模チェーンへの支援の開始 

これまで当社では中規模から大規模の外食チェーンを主たる支援先企業としていましたが、当社の

保有する人材教育や、物流・システムなどの仕組みを活用することで、競争力のない個店や小規模チ

ェーンを裏方から支えていくビジネスについても新たに開始いたします。個人店舗をネットワーク化

することで、小額多サービスから収益を得るストック型のビジネスモデルの展開を目指します。 

 

⑤外食版QCサークル（現場力向上委員会）の設立 

創業以来社内に蓄積されてきた当社支援先における店舗業務改善事例を「現場改善ナレッジ」とし

て体系化し、会員限定で公開・共有していく会員ビジネス（現場力向上委員会）を推進していきます。

会員間でのナレッジの共有も当社が主体となって推進し、外食業界における店舗レベルを現場から改

善することで、外食業界の「職」文化向上に貢献していきます。また、会員店舗を囲い込んでいくこ

とにより、プロ店長支援やコンサルティングの受注拡大もあわせて目指します。 
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(6) 会社の対処すべき課題 

① 事業間シナジーの強化 

各々の事業部で営業活動を行うのではなく、リレーションシップ・マネージャー制度を導入す

ることにより、顧客企業の課題解決に向けたソリューションを部門横断で連携して提供していく

組織体制へと進化してまいります。 

 

② 社員一人当たりの生産性向上 

当社では、適正な利益を確保するために売上高経常利益率の向上を目指しております。これを

実現するために、社員に対する積極的な教育投資を行い、個々人の能力開発を促進することで、

社員一人当たりの生産性向上を実現してまいります。 

 

③効率的な本社機能の構築 

間接部門におきましては、業務の効率化を積極的に推進し、効率的な本社機能を構築してまい

ります。これにより一層の収益性の改善が実現されるものと考えております。 

 

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

① コーポレート・ガバナンスに対する基本的な考え方 

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は、会社の経営管理体制を整備し必

要な施策を実施していくことと認識しており、設立初年度より経営上の最も重要な課題のひとつ

として捉えております。 

 

② コーポレート・ガバナンスに関する施策の実施状況 

取締役の効率的な職務執行を確保するための体制構築の状況 

当社では、取締役会の下に以下の会議体を構成することで、経営意思決定を迅速に行い、かつ経

営を円滑に機能させる組織体制を構築しております。 

 

■幹部会議（週次） 

取締役および各事業責任者により構成し、当社グループ全体の経営上の執行にかかわる審議、情

報共有を行っております。 

 

■部門別会議（週次） 

取締役および各事業責任者、部門メンバーにより構成し、各部門の意思決定事項の徹底並びに情

報共有を図るとともに、各部門における責任を明確にしております。 

 

■全体会議（月次） 

取締役および全従業員で構成し、各部門の意思決定事項、業務の進捗状況報告等の情報共有をし

ております。 
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内部統制システムの整備の状況 

当社は、内部統制システムの一環として、取締役の職務の執行が法令および定款に適合されて

いることを確保するために、重要な経営事項につき、取締役会の下に設置されている幹部会議に

て十分な審議を行うこととしております。 

また、社長直轄の内部監査室を設置し、業務活動の効率性ならびに法令および社内規則の遵守

状況などについて、当社各部門およびグループ各社に対して内部監査を実施しております。 

 

当社におけるコーポレート・ガバナンス体制の状況は次のとおりであります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

中央青山監査法人は、第１四半期及び第３四半期において「四半期財務諸表に対する意見表明

に係る基準」に基づく意見表明のための手続を実施しております。また中間決算及び年度末決算

において会計監査を実施しております。 

会計監査業務を執行した公認会計士の氏名は、秋山直樹、柴田篤であり、監査業務に係る補助

者の構成は、公認会計士２名、会計士補３名、補助者３名であります。 

 

③ 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 

該当事項はありません。 

 

 

 

株主総会

監査役 取締役会

監査法人
（外部監査）

連携 報告

会計監査

監査

選任 報告・説明 選任 報告・説明

全体会議

部門別会議

幹部会議

代表取締役

取締役

各部門長

内
部
監
査
室

基本方針 付議・報告 選任・監督

監査

業務執行機能

各部門メンバー

全社員・
グループ会社

株主総会

監査役 取締役会

監査法人
（外部監査）

連携 報告

会計監査

監査

選任 報告・説明 選任 報告・説明

全体会議

部門別会議

幹部会議

代表取締役

取締役

各部門長

内
部
監
査
室

基本方針 付議・報告 選任・監督

監査

業務執行機能

各部門メンバー

全社員・
グループ会社
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(8) 親会社等に関する事項 

当社は株式会社日本エル・シー・エーの連結対象子会社でありましたが、平成18年３月23日付

で同社が保有する当社株式を全株売却したことにより、同社は当社の「その他関係会社」に該当

しなくなりました。 

 

(9) 関連当事者との関係に関する基本方針 

関連当事者との取引条件の決定方法に関しましては、一般の取引先と同様の方法にて行うこと

としております。 
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3. 経営成績及び財政状態 

(1) 当連結会計期間の経営成績 

１ 当連結会計期間の概要 

経営成績 

当社グループは、当会計年度におきましては、FC・直営関連事業の立上げを最重要取組事項と

して事業推進してまいりました。その結果、「スープカレー『心』」の20店舗出店を達成すると

ともに、「大阪鶴橋お好み焼き わっはっはっ風月」のFC展開を開始いたしました。また、商品

開発・物流・店舗企画など、人材関連以外の部分での外食店舗支援ノウハウの構築についても同

時に達成することが出来ました。 

この結果、当期の売上高は4,022百万円、営業利益は283百万円、経常利益は251百万円と、創

業以来５期連続で最高益の更新を実現いたしました。 

また、財務体質の改善に向けて当上半期から適用しております固定資産の減損について、将来

キャッシュフローの見積りの修正により減損損失を109百万円計上したため、当期純利益は73百

万円となりました。 

事業別の概要は以下のとおりであります。 

 

①人材関連事業 

人材派遣事業（プロ店長派遣事業）につきましては、店長の即戦力人材をFC・直営関連事業へ

シフトした結果、売上規模は前期よりも低下いたしました。しかし、「スープカレー『心』」の

FC加盟企業へのプロ店長派遣など、人材関連事業とFC事業との営業シナジーが効きはじめており、

今後も安定的な収益が見込める当社の基幹事業と位置づけております。 

また、プロ店長事業は、大手コンビニチェーンやアミューズメント企業といった外食以外の業

界からも注目されており、今期はこれらの業界に対してトライアルで支援を開始いたしました。

これらの業界での店長派遣のビジネスモデルを確立し、成長軌道に乗せることは、今後の重要な

取組テーマであると認識しております。 

 

教育コンサルティング事業につきましては、多摩大学との連携により外食企業の幹部候補を育

成する「フードビジネス チェンジリーダー育成塾」の第一期講座を開講する等、フードビジネ

スアカデミー（FBA）の商品力強化を行い、外食業界における教育機関としてのブランド構築を

推進してまいりました。 

 

人材採用支援事業におきましては、採用業務のフルアウトソーシング化のための採用バックオ

フィス機能の拡充に向けて、施設設備等のインフラ整備を行ってまいりました。しかし、今期は

採用マーケット環境の悪化に伴い販管費がかさみ、営業利益率の低下を招きました。今後は他事

業との営業シナジーの効かせられる外食業界へとターゲット顧客を絞り込んでいくことにより、

収益性の改善を目指します。 

 

これらの結果、人材関連事業の売上高は1,637百万円、営業利益は211百万円になりました。 
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②FC・直営関連事業 

フランチャイズ本部事業におきましては、「スープカレー『心』」の出店が進み、当連結会計

期間終了時点でFC10店・直営10店の計20店舗となりました。また、「スープカレー『心』」のエ

リアパートナー契約を着実に締結したことにより、計28都府県において今後の出店が期待できる

状態を構築いたしました。 

 

直営店舗運営事業につきましては、第二のFCブランドである「大阪鶴橋お好み焼き わっはっ

はっ風月」の業態ブラッシュアップなど、既存店の強化を行いました。前述の「スープカレー

『心』」の直営店も含め、当連結会計期間終了時点の当社の直営店舗数は22店舗となりました。

また、本年４月には、グループ会社である㈱Hugeがファインダイニング及びスパニッシュイタリ

アンレストランを計２店舗出店いたしました。 

 

これらの結果、FC・直営関連事業の売上高は2,329百万円、営業利益は81百万円になりました。 

 

③その他事業 

顧客企業へのその他のサービスとしての各種消耗品の販売代理や、新規事業の展開に関わる収

益を計上しております。 

 

これらの結果、その他事業の売上高は56百万円、営業損失は９百万円になりました。 

 

(2) 財政状態 

キャッシュ・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および現金同等物（以下「資金」という）は、246百

万円の増加となりました。この結果、当連結会計年度末における資金は、914百万円となりました。 

当連結会計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。 

(営業キャッシュ・フロー) 

営業活動の結果得られた資金は、319百万円となりました。 

これは主として、税金等調整前当期純利益を175百万円計上し、更に非資金費用として減価償却

費を175百万円計上しましたが、売上債権の増加額99百万円、法人税等の支払額81百万円の支出要

因があったこと等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、1,434百万円となりました。 

これは、有形固定資産の取得による支出1,219百万円、敷金・保証金への支出250百万円等によ

るものであります。 

（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

財務活動によって得られた資金は、1,364百万円となりました。 

これは主として、新株発行による収入451百万円、社債の発行による収入544百万円、長期借入

れによる収入735百万円などによるものであります。 
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(3）次期の見通し 

平成19年４月期におきましては、前述の通り、これまで積み重ねてきたノウハウを活用し、ユニ

ークコンテンツを有する外食支援企業へと進化するための活動を推進してまいります。 

 

人材関連事業について 

人材派遣事業（プロ店長事業）につきましては、要員拡大および支援先数拡大に積極的に取り組

むともに、外食産業以外の小売業やアミューズメント業への横展開を推進し、事業規模の拡大に努

めてまいります。また、支援の対価の一部を株式やストックオプションで頂く「エクイティ・ペイ

メント制度」についても導入を進めていく予定です。 

 

教育コンサルティング事業につきましては、「フードビジネス チェンジリーダー育成塾」に続

く、さらなるFBA事業の積極展開を行い、外食支援企業としてのブランドを強化していきます。ま

た、「外食版QCサークル」の設立など、当社の保有する現場改善ナレッジを活用した会員ビジネス

についても開始していきます。 

 

人材採用支援事業につきましては、外食業界へとターゲット顧客を絞り込んでいくことにより、

収益性の改善を目指すとともに、人材紹介機能の強化を行い、外食業界における人事部門の役割を

当社が担うことを目指します。 

 

ＦＣ・直営関連事業について 

フランチャイズ本部事業につきましては、本部機能を更に強化し出店加速を進めることにより、

平成19年４月期末までに「スープカレー『心』」、「大阪鶴橋お好み焼き わっはっはっ風月」あ

わせて70店舗の新規出店を行うことで、ストック型の収益構造の構築を目指します。また、FC加盟

店への店長人材の派遣や、店舗のリース化など、出店の円滑化に向けた施策を推進していきます。 

 

直営店舗運営事業につきましては、「スープカレー『心』」や「大阪鶴橋お好み焼き わっはっ

はっ風月」といったFCブランドの業態ブラッシュアップを行うとともに、第３、第４のFCブランド

発掘を実施していきます。 

 

その他事業について 

その他事業につきましては、各種消耗品の販売代理店業務などの事業を進めるとともに、新たな

収益の柱となるような新規事業の開発を推進してまいります。 

 

以上のような活動を通じ、平成19年４月期の売上高は4,664百万円（前期比15.9％増）、営業利益

は401百万円（前期比41.4％増）、経常利益は339百万円（前期比35.0％増）、当期純利益は159百万

円（前期比116.1％増）を見込んでおります。 
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１. 連結財務諸表等 

(1)連結財務諸表 

①【連結貸借対照表】 

    
前連結会計年度 

(平成17年４月30日) 

当連結会計年度 

(平成18年４月30日) 

区分 
注記 

番号 
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    667,743   1,014,387   

 ２ 受取手形及び売掛金    177,318   290,509  

 ３ たな卸資産    8,151   53,380  

 ４ 繰延税金資産    40,540   42,895  

 ５ その他    102,903   137,365  

 ６ 貸倒引当金    △3,676   △4,835  

   流動資産合計    992,980 54.1  1,533,702 43.7 

Ⅱ 固定資産         

 １ 有形固定資産         

  (1) 建物及び構築物   218,540   564,825   

     減価償却累計額   △10,613 207,927  △41,274 523,550  

(2) 建設仮勘定   -   490,016  

  (3) その他   45,165   73,126   

     減価償却累計額   △14,465 30,700  △32,239 40,887  

   有形固定資産合計    238,627 13.0  1,054,453 30.0 

 ２ 無形固定資産         

  (1) 営業権    94,959   71,219  

(2) 連結調整勘定   -   30,831  

  (3) その他    59,789   36,662  

   無形固定資産合計    154,748 8.4  138,713 4.0 

 ３ 投資その他の資産         

  (1) 投資有価証券 ※１  60,887   102,182  

  (2) 長期前払費用    187,380   180,481  

  (3) 敷金・保証金    189,177   369,171  

  (4) 繰延税金資産    11,733   68,016  

  (5) その他    2,642   71,331  

  (6) 貸倒引当金    △2,611   △4,654  

   投資その他の資産合計    449,209 24.5  786,528 22.3 

   固定資産合計    842,584 45.9  1,979,695 56.3 

   資産合計    1,835,565 100.0  3,513,397 100.0 
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前連結会計年度 

(平成17年４月30日) 

当連結会計年度 

(平成18年４月30日) 

区分 
注記 

番号 
金額(千円) 

構成比 

(％) 
金額(千円) 

構成比 

(％) 

(負債の部)         

Ⅰ 流動負債         

 １ 支払手形及び買掛金    66,615   65,540  

 ２ 短期借入金    1,500   -  

 ３ 一年以内返済予定長期借入金    202,171   398,360  

 ４ 未払金    129,702   166,737  

 ５ 未払費用    93,181   90,170  

 ６ 未払法人税等    52,851   132,944  

 ７ その他    50,446   88,279  

   流動負債合計    596,470 32.5  942,033 26.8 

Ⅱ 固定負債         

  １ 社債   -   550,000  

 ２ 長期借入金    421,363   666,710  

 ３ 連結調整勘定   1,575   -  

 ４ その他    -   24,300  

   固定負債合計    422,939 23.0  1,241,010 35.3 

   負債合計    1,019,409 55.5  2,183,043 62.1 

(少数株主持分)         

   少数株主持分    5,050 0.3  22,956 0.7 

(資本の部)         

Ⅰ 資本金 ※２  359,275 19.6  589,076 16.8 

Ⅱ 資本剰余金    257,275 14.0  487,076 13.9 

Ⅲ 利益剰余金    190,641 10.4  231,244 6.6 

Ⅳ その他有価証券評価差額金    3,913 0.2  - - 

   資本合計    811,105 44.2  1,307,397 37.2 

   負債、少数株主持分 

   及び資本合計 
   1,835,565 100.0  3,513,397 100.0 
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②【連結損益計算書】 

    

前連結会計年度 

(自 平成16年５月１日 

 至 平成17年４月30日) 

当連結会計年度 

(自 平成17年５月１日 

 至 平成18年４月30日) 

区分 
注記 

番号 
金額(千円) 

百分比 

(％) 
金額(千円) 

百分比 

(％) 

Ⅰ 売上高    2,489,258 100.0  4,022,793 100.0 

Ⅱ 売上原価    1,795,304 72.1  3,115,258 77.4 

   売上総利益    693,953 27.9  907,534 22.6 

Ⅲ 販売費及び一般管理費 ※１  468,498 18.8  623,905 15.5 

   営業利益    225,454 9.1  283,629 7.1 

Ⅳ 営業外収益         

 １ 受取利息及び配当金   426   688   

 ２ 受取寄付金   300   -   

 ３ その他   664 1,390 0.0 5,555 6,244 0.2 

Ⅴ 営業外費用         

 １ 支払利息   7,122   15,014   

 ２ 新株発行費   2,395   8,220   

 ３ 上場関連費用   14,554   -   

 ４ 社債発行費  -   5,714   

 ５ 持分法による投資損失   1,812   3,081   

 ６ その他   515 26,400 1.0 6,194 38,226 1.0 

   経常利益    200,445 8.1  251,646 6.3 

Ⅵ 特別利益         

 １ 投資有価証券売却益   -   30,489   

 ２ その他   - - - 13,761 44,250 1.1 

Ⅶ 特別損失         

 １ 関係会社整理損   449   -   

 ２ 店舗撤退損失 ※２ 19,485   -   

 ３ 減損損失 ※３ -   109,454   

 ４ 固定資産売却損 ※４ - 19,934 0.8 10,971 120,426 3.0 

   税金等調整前当期純利益    180,510 7.3  175,470 4.4 

   法人税、住民税及び事業税   82,780   166,715   

   法人税等調整額   △10,187 72,592 3.0 △56,170 110,544 2.7 

   少数株主損失    - -  8,741 0.2 

   当期純利益    107,917 4.3  73,667 1.8 
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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５月１日 

 至 平成17年４月30日) 

当連結会計年度 

(自 平成17年５月１日 

 至 平成18年４月30日) 

区分 
注記 

番号 
金額(千円) 金額(千円) 

(資本剰余金の部)       

Ⅰ 資本剰余金期首残高    23,275  257,275 

        

Ⅱ 資本剰余金増加高       

１ 増資による新株の発行  234,000  224,814  

２ 新株予約権の権利行使による増加  - 234,000 4,987 229,801 

        

Ⅲ 資本剰余金期末残高    257,275  487,076 

      

(利益剰余金の部)       

Ⅰ 利益剰余金期首残高    104,474  190,641 

        

Ⅱ 利益剰余金増加高       

 １ 当期純利益   107,917 107,917 73,667 73,667 

Ⅲ 利益剰余金減少高       

 １ 配当金  21,750  26,750  

２ 役員賞与  -  6,000  

 ３ 連結除外による減少   - 21,750 315 33,065 

Ⅳ 利益剰余金期末残高    190,641  231,244 
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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５月１日 

 至 平成17年４月30日) 

当連結会計年度 

(自 平成17年５月１日 

 至 平成18年４月30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  180,510 175,470 

   減価償却費  115,228 175,933 

   貸倒引当金の増減額（△減少）  2,122 3,201 

   受取利息及び受取配当金  △426 △688 

   支払利息  7,122 15,014 

   持分法による投資損益  1,812 3,081 

   店舗撤退損失  19,485 - 

   投資有価証券売却益  - △30,489 

   減損損失  - 109,454 

   関係会社整理損  449 - 

   売上債権の増減額（△増加）  △69,094 △99,940 

   たな卸資産の増減額（△増加）  △7,108 △42,831 

   前払費用の増減額（△増加）  △34,548 3,574 

   仕入債務の増減額（△減少）  47,614 △1,418 

   未払金の増減額（△減少）  27,394 54,046 

   未払費用の増減額（△減少）  14,564 △1,864 

   未払消費税等の増減額（△減少）  △27,631 47,770 

   前受金の増減額（△減少）  △21,721 6,267 

   その他  △14,119 △896 

    小計  241,653 415,687 

   利息及び配当金の受取額  426 688 

   利息の支払額  △6,911 △15,551 

   法人税等の支払額  △70,436 △81,028 

   営業活動によるキャッシュ・フロー  164,730 319,795 
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前連結会計年度 

(自 平成16年５月１日 

 至 平成17年４月30日) 

当連結会計年度 

(自 平成17年５月１日 

 至 平成18年４月30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    

   定期預金の預け入れによる支出  - △100,000 

   有形固定資産の取得による支出  △85,014 △1,219,142 

   無形固定資産の取得による支出  △77,409 △651 

   投資有価証券の取得による支出  △19,500 △53,180 

   投資有価証券の売却による収入  - 57,589 

   新規連結子会社株式の取得による収入 ※３ 6,876 4,725 

   関係会社株式の取得による支出  △9,500 △1,500 

   連結範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出  - 227,545 

   貸付による支出  △7,865 △3,500 

   貸付金の回収による収入  8,780 194 

   営業譲受による支出 ※２ △365,771 - 

   長期前払費用の取得による支出  △93,439 △130,668 

   敷金・保証金への支出  △47,465 △250,453 

   その他  5,628 34,049 

   投資活動によるキャッシュ・フロー  △684,678 △1,434,993 

Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー    

   短期借入金の純増減額(△減少)  △80,000 △500 

   長期借入れによる収入  547,750 735,108 

   長期借入金の返済による支出  △141,215 △340,563 

   株式の発行による収入  367,605 451,611 

   社債の発行による収入  - 544,285 

   配当金の支払額  △21,750 △25,713 

   財務活動によるキャッシュ・フロー  672,390 1,364,228 

Ⅳ 現金及び現金同等物に係る換算差額  - △2,386 

Ⅴ 現金及び現金同等物の増加額  152,442 246,644 

Ⅵ 現金及び現金同等物の期首残高  515,300 667,743 

Ⅶ 現金及び現金同等物の期末残高 ※１ 667,743 914,387 
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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 

 

項目 
前連結会計年度 

(自 平成16年５月１日 
至 平成17年４月30日) 

当連結会計年度 
(自 平成17年５月１日 
至 平成18年４月30日) 

１ 連結の範囲に関する事項 連結子会社の数 １社 

連結子会社名 

 ㈲ジースタイラス 

 なお、㈲ジースタイラスについて

は、持分取得により当連結会計年度

(下期末)より連結の範囲に含めており

ます。 

 

連結子会社の数 ２社 

連結子会社名 

㈱エフ・アンド・エフマネジメント 

㈱トランシス 

 なお、㈱エフ・アンド・エフマネジ

メントについては、当連結会計年度に

おいて新たに株式を追加取得したこと

により、当連結会計年度より連結の範

囲に含めております。 

 ㈱トランシスについては、当連結会

計年度において新たに株式を取得した

ことにより、当連結会計年度より連結

の範囲に含めております。 

 ㈱ジースタイラスについては、当連

結会計年度に株式を売却したことか

ら、連結の範囲から除外し、持分法適

用の関連会社に含めております。 

 

２ 持分法の適用に関する事

項 

(1)持分法を適用した関連会社数 

１社 

 関連会社名 

㈱エフ・アンド・エフマネジメント 

 なお、㈱エフ・アンド・エフマネジ

メントについては、新たに株式を取得

したことから、当連結会計年度より持

分法適用の関連会社に含めておりま

す。 

 

(1)持分法を適用した関連会社数 

３社 

 関連会社名 

㈱セイインターナショナル 

㈱Huge 

㈱ジースタイラス 

 なお、㈱セイインターナショナルに

ついては、新たに株式を取得したこと

から、当連結会計年度より持分法適用

の関連会社に含めております。 

㈱Hugeについては、新たに株式を取

得したことから、当連結会計年度より

持分法適用の関連会社に含めておりま

す。 

㈱ジースタイラスについては、当連

結会計年度に株式を売却したことか

ら、連結の範囲から除外し、持分法適

用の関連会社に含めております。 

 また、㈱エフ・アンド・エフマネジ

メントについては、当連結会計年度に

おいて新たに株式を追加取得したこと

により、持分法適用の関連会社から連

結子会社としました。 

  

 (2) 持分法適用会社のうち、決算日が

連結決算日と異なる会社については、

連結決算日現在で実施した仮決算に基

づく財務諸表を使用しております。 

 

(2)      同左 
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項目 
前連結会計年度 

(自 平成16年５月１日 
至 平成17年４月30日) 

当連結会計年度 
(自 平成17年５月１日 
至 平成18年４月30日) 

３ 連結子会社の事業年度等

に関する事項 

 連結子会社のうち、㈲ジースタイラ

スの決算日は６月30日であります。 

 連結財務諸表の作成にあたっては、

連結決算日現在で実施した仮決算に基

づく財務諸表を使用しております。 

 

 連結子会社のうち、㈱エフ・アン

ド・エフマネジメントの決算日が６月

30日であります。 

 連結財務諸表の作成にあたっては、

連結決算日現在で実施した仮決算に基

づく財務諸表を使用しております。 

 

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 

 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） 

①有価証券 

 その他有価証券 

  時価のあるもの 

 ―――――――― 

   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たな卸資産 

  材料  最終仕入原価法 

  貯蔵品 総平均法による原価法 

  

②たな卸資産 

  商品  個別法及び最終仕入 

原価法 

材料  最終仕入原価法 

  貯蔵品 総平均法による原価法 

 

 (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 

 定率法を採用しております。 

 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）は

定額法を採用しております。 

 なお、主な耐用年数は以下のとお

りであります。 

建物 ８～19年

その他 ２～15年

  

(1) 有形固定資産 

  定率法を採用しております。 

  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、主な耐用年数は以下のとお

りであります。 

  建物         ８～19年 

 工具、器具及び備品  ２～18年 

 ②無形固定資産 

 定額法を採用しております。 

 なお、自社利用のソフトウェアに

ついては、社内における利用可能期

間（主として５年）に基づく定額法

を採用しております。 

  

②無形固定資産 

      同左 

 ③長期前払費用 

 定額法を採用しております。 

  

③長期前払費用 

      同左 
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項目 
前連結会計年度 

(自 平成16年５月１日 
至 平成17年４月30日) 

当連結会計年度 
(自 平成17年５月１日 
至 平成18年４月30日) 

 (3) 重要な引当金の計上基

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、回

収不能見込額を計上しております。 

  

貸倒引当金 

       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 

 (5) 重要なヘッジ会計の方

法 

① ヘッジ会計の方法 

 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を行

っております。 

① ヘッジ会計の方法 

      同左 

 ② ヘッジ手段とヘッジ対象 

(イ)ヘッジ手段 

…金利スワップ取引 

② ヘッジ手段とヘッジ対象 

      同左 

 (ロ)ヘッジ対象 

…変動金利の借入金利息 

 

 ③ ヘッジ方針 

 市場相場変動に伴うリスクの軽減

を目的として利用する方針でありま

す。 

③ ヘッジ方針 

      同左 

 ④ ヘッジ有効性評価の方法 

 ヘッジ手段およびヘッジ対象に関

する重要な条件が同一であり、かつ

相場変動またはキャッシュ・フロー

変動リスクを完全に相殺するものと

想定されるため、有効性の判定は省

略しております。 

 

④ ヘッジ有効性評価の方法 

      同左 
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項目 
前連結会計年度 

(自 平成16年５月１日 
至 平成17年４月30日) 

当連結会計年度 
(自 平成17年５月１日 
至 平成18年４月30日) 

 (6) その他連結財務諸表作

成のための重要な事項 

①消費税等の会計処理 

 税抜方式によっております。 

①消費税等の会計処理 

      同左 

 ②繰延資産の処理方法 

(イ)新株発行費 

発生時に全額費用として処理して

おります。 

②繰延資産の処理方法 

 新株発行費、社債発行費、創業費

及び開業費については、発生時に全

額費用として処理しております。 

 

 （追加情報） 

 平成16年７月２日付にて、引受証券

会社の引受価額370,000円、発行価格

400,000円として有償一般募集によ

り、新株式1,000株の発行を行いまし

た。 

 本発行に係る引受契約においては、

発行価格の総額と引受価額の総額との

差額30,000千円は引受証券会社の手取

金とし、引受手数料は支払われないこ

ととされております。従って、新株発

行費用には本発行に係る引受手数料は

含まれておりません。よって、引受証

券会社が発行価格で引受を行い、これ

を一般投資家に販売する買取引受契約

に比べ、新株発行費と資本金及び資本

準備金の合計額とが、それぞれ30,000

千円少なく計上され経常利益及び税金

等調整前当期純利益は、それぞれ同額

多く計上されております。また引受価

額のうち、136,000円は資本金に、

234,000円は資本準備金に組み入れて

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 

 連結子会社の資産及び負債の評価方

法は、全面時価評価法によっておりま

す。 

 

       同左 

６ 連結調整勘定の償却に関

する事項 

 連結調整勘定は、５年間で均等償却

しております。ただし、金額に重要性

のないものについては、発生年度に一

括償却しております。 

 

       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。 

       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。 

       同左 
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会計処理の変更 

 
前連結会計年度 

(自 平成16年５月１日 
至 平成17年４月30日) 

当連結会計年度 
(自 平成17年５月１日 
至 平成18年４月30日) 

         ―――――――― 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（固定資産の減損に係る会計基準） 

 当連結会計年度より、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。 

 なお、減損損失累計額については、改正後の連結財務

諸表等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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注記事項 

(連結貸借対照表関係) 

 
前連結会計年度 
(平成17年４月30日) 

当連結会計年度 
(平成18年４月30日) 

※１ 関連会社に対するものは、次のとおりでありま

す。 

投資有価証券（株式） 7,687千円
 

※１ 関連会社に対するものは、次のとおりでありま

す。 

投資有価証券（株式） 29,502千円
 

※２ 当社の発行済株式総数は普通株式5,350株であり

ます。 

※２ 当社の発行済株式総数は普通株式5,959株であり

ます。 

３ 保証債務 

       ―――――――― 

 

 

 

４ 担保資産 

 ―――――――― 

  

３ 保証債務 

下記取引先に対し債務保証を行っております。 

(1) 店舗等賃貸借契約に対する保証 
㈱Huge        508,698千円 

(2) 割賦債務及びリース債務に対する保証 
㈱フーズ・ワン     55,650千円 

  

４ 担保資産 

担保に供している資産は次のとおりであります。 

現金及び預金     19,000千円 

（支払保証委託に伴う担保差入であります。） 
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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５月１日 
至 平成17年４月30日) 

当連結会計年度 
(自 平成17年５月１日 
至 平成18年４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。 

貸倒引当金繰入額 4,940千円
役員報酬 84,748 
従業員給与 57,225 
旅費交通費 14,182 
地代家賃 27,667 
減価償却費 12,533 
報酬 97,847 

  

※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。 

貸倒引当金繰入額 3,922千円
役員報酬 135,728 
従業員給与 118,639 
旅費交通費 20,807 
地代家賃 34,094 
減価償却費 5,472 
報酬 54,985 

  
※２ 店舗撤退損失の内訳 

建物 4,219千円
長期前払費用 11,792 
敷金・保証金 2,100 
その他 1,374 

  計 19,485 
  

※２         ―――――――― 

 

 

 

 

 

※３        ―――――――― 
   
※３ 減損損失 
 当会計期間において、当社グループは以下の資産
について減損損失を計上しております。 
 

場所 用途 種類 
減損損失 
（千円） 

本社 遊休資産 
長期前払費用 
（ＦＣ加盟金） 

62,400 

風月佐野店 直営店舗 建物 47,054 

合計 109,454 

 

   当社グループでは、キャッシュ・フローを生み出

す最小単位として、主として店舗を基本単位として

グルーピングを行っており、遊休資産については当

該資産単独でグルーピングを行っております。 

 その結果、出店計画に見直しが生じた上記資産に

ついて、帳簿価額を回収可能価額まで減額し、当該

減少額を減損損失（109,454千円）として特別損失に

計上しております。 

 なお、当資産の回収可能価額は正味売却価額によ

り測定しており、売却や他への転用が困難な資産は

０円としております。 

※４        ―――――――― ※４ 固定資産売却損の内訳 

  
建物 10,624千円
工具・器具 253千円
長期前払費用 94千円

計 10,971千円
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(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５月１日 
至 平成17年４月30日) 

当連結会計年度 
(自 平成17年５月１日 
至 平成18年４月30日) 

※１ 現金及び現金同等物の期末残高と貸借対照表に掲

記されている科目の金額との関係 

(平成17年４月30日現在) 

現金及び預金勘定 667,743千円

現金及び現金同等物 667,743千円

  

※１ 現金及び現金同等物の期末残高と貸借対照表に掲

記されている科目の金額との関係 

(平成18年４月30日現在) 

現金及び預金勘定 1,014,387千円

預入期間が３ヶ月を超える
定期預金 

△100,000千円

現金及び現金同等物 914,387千円

  

※２ 営業譲受により増加した資産及び負債の内訳 

  ダイニング居酒屋５店舗を㈱伴茶夢より営業の譲り

受けをしたことにより増加した資産及び負債の内訳 

建物 132,017千円

工具、器具及び備品 33,499 

敷金・保証金 81,192 

  資産合計 246,708千円

  

※２      ――――――――      

※３ 持分取得により新たに連結子会社となった会社の

資産及び負債の主な内訳 

  持分取得により㈲ジースタイラスを連結したことに

伴う連結開始時の資産及び負債の内訳並びに同社持

分の取得価額と同社持分取得による収入（純額）と

の関係は、次のとおりであります。 

流動資産 19,232千円

固定資産 1,801 

流動負債 △8,408 

連結調整勘定 △1,575 

少数株主持分 △5,050 

㈲ジースタイラスの 
持分取得価額 

6,000 

㈲ジースタイラスの 
現金及び現金同等物 

△12,876 

差引：㈲ジースタイラスの 
持分取得による収入 

△6,876 

  

 

※３ 持分取得により新たに連結子会社となった会社の

資産及び負債の主な内訳 

  持分取得により㈱Huge、㈱トランシス、㈱エフ・ア

ンド・エフマネジメント、IBA1号投資事業組合の４

社を連結したことに伴う連結開始時の資産及び負債

の内訳並びに同社持分の取得価額と同社持分取得に

よる収入（純額）との関係は、次のとおりでありま

す。 

流動資産 471,838千円

固定資産 10,799 

流動負債 △9,602 

固定負債 △45,952 

連結調整勘定 28,151 

少数株主持分 △31,235 

持分取得価額 424,000 

現金及び現金同等物 428,725 

差引：持分取得による収入 △4,725 

 

※４      ――――――――      ※４ 株式及び出資持分の売却により連結子会社でなく

なった会社の資産及び負債の主な内訳 

株式及び出資持分の売却により当連結会計年度に

おいて連結子会社でなくなった㈱ジースタイラス

及びIBA1号投資事業組合の株式及び出資持分売却

時の資産及び負債の主な内訳は、次の通りであり

ます。 

流動資産 316,646千円

固定資産 7,584 

資産合計 324,231 

  

流動負債 △27,761 

負債合計 △27,761 
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リース取引関係 

EDINETにより開示を行うため記載を省略しております。 

 

 

セグメント情報 

【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５月１日 至平成17年４月30日） 

 
人材関連 
事業 
（千円） 

FC・直営関 
連事業 
（千円） 

その他事業 
（千円） 

計 
（千円） 

消去又は全 
社（千円） 

連結 
（千円） 

Ⅰ．売上高及び営業利益       

売上高       

(1）外部顧客に対する売 
  上高 

1,634,714 849,969 4,574  2,489,258    ― 2,489,258 

(2）セグメント間の内部 
  売上高又は振替高 

   ―   ―    ―    ―    ―    ― 

計 1,634,714 849,969 4,574 2,489,258    ― 2,489,258 

営業費用 1,502,461 756,734 4,607 2,263,803    ― 2,263,803 

営業利益 
又は営業損失（△） 

132,252 93,234 △32 225,454    ― 225,454 

Ⅱ．資産、減価償却費及び 
資本的支出 

      

資産 358,064 595,811    625   954,501 881,064 1,835,565 

減価償却費 39,921 70,960    ―   110,881 4,347 115,228 

資本的支出 148,036 385,117    ―   533,154 7,651 540,805 

 （注）１ 事業区分の方法 

事業区分は、内部管理上採用している区分によっております。 

２ 各事業の主な内容 

(1) 人材関連事業 …………人材派遣事業、人材採用支援事業、教育コンサルティング事業 

(2) ＦＣ・直営関連事業 …フランチャイズ本部事業、直営店舗運営事業 

(3) その他事業 ……………保険代理店事業等 

３ 資産のうち、消去又は全社の項目に含めた全社資産（881,064千円）の主なものは、当社における余資

運用資金（現金及び預金）、長期投資資金（敷金・保証金）であります。 

４ 減価償却費及び資本的支出には、長期前払費用とその償却費が含まれております。 
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当連結会計年度（自平成17年５月１日 至平成18年４月30日） 

 
人材関連 
事業 
（千円） 

FC・直営関 
連事業 
（千円） 

その他事業 
（千円） 

計 
（千円） 

消去又は全 
社（千円） 

連結 
（千円） 

Ⅰ．売上高及び営業利益     ―  

売上高     ―  

(1）外部顧客に対する売 
  上高 

1,637,103 2,329,431 56,258 4,022,793 ― 4,022,793 

(2）セグメント間の内部 
  売上高又は振替高 

― ― ― ― ― ― 

計 1,637,103 2,329,431 56,258 4,022,793 ― 4,022,793 

営業費用 1,425,816 2,247,632 65,714 3,739,164 ― 3,739,164 

営業利益 
又は営業損失（△） 

211,286 81,798 △9,456 283,629 ― 283,629 

Ⅱ．資産、減価償却費及び 
資本的支出 

      

資産 447,366 1,780,894 145,295 2,373,556 1,139,841 3,513,397 

減価償却費 43,120 127,340 172 170,633 5,300 175,761 

減損損失 ― 109,454 ― 109,454 ― 109,454 

資本的支出 59,078 666,332 3,613 725,410 3,613 729,024 

 （注）１ 事業区分の方法 

事業区分は、内部管理上採用している区分によっております。 

２ 各事業の主な内容 

(1) 人材関連事業 …………人材派遣事業、人材採用支援事業、教育コンサルティング事業 

(2) ＦＣ・直営関連事業 …フランチャイズ本部事業、直営店舗運営事業 

(3) その他事業 ……………保険代理店事業等 

３ 資産のうち、消去又は全社の項目に含めた全社資産（1,139,841千円）の主なものは、当社における余

資運用資金（現金及び預金）であります。 

４ 減価償却費及び資本的支出には、長期前払費用とその償却費が含まれております。 
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【所在地別セグメント情報】 

前連結会計年度（自平成16年５月１日 至平成17年４月30日） 

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

 

当連結会計年度（自平成17年５月１日 至平成18年４月30日） 

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

 

【海外売上高】  

前連結会計年度（自平成16年５月１日 至平成17年４月30日） 

 当社及び連結子会社において、海外売上高がないため、該当事項はありません。 

 

当連結会計年度（自平成17年５月１日 至平成18年４月30日） 

 当社及び連結子会社において、海外売上高がないため、該当事項はありません。 
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関連当事者との取引 

前連結会計年度(自 平成16年５月１日 至 平成17年４月30日) 

１ 親会社及び法人主要株主等 

関係内容 

属性 
会社等 
の名称 

住所 
資本金 
(千円) 

事業の内容 
又は職業 

議決権等の 
所有 

(被所有) 
割合(％) 

役員の 
兼任等 

事業上 
の関係 

取引の内容 
取引金額 
(千円) 

科目 
期末残高 
(千円) 

業務受託料 
の受取 
(注)１ 

115,159 売掛金 9,102 

業務委託料
の支払 
(注)１ 

66,148 
未払金 
買掛金 

22,769 
3,189 親会社 

㈱日本エ 
ル・シー・ 
エー 

京都市 
中京区 

1,866,916 
コンサルテ
ィング事業 

(被所有) 
直接 41.2 

― 
業務受託
及び業務
委託 

寄付金の受
取 

300 ― ― 

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

２ 取引条件及び取引条件の決定方針等 

 取引価格は、他の取引先と同一の基準により決定しております。 

 

当連結会計年度(自 平成17年５月１日 至 平成18年４月30日) 

取引に重要性がありませんので省略しております。 
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税効果会計関係 
 

前連結会計年度 
(平成17年４月30日) 

当連結会計年度 
(平成18年４月30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 

繰延税金資産(流動) 

 未払事業税否認額 5,976千円

 賞与引当金否認額 26,491千円

 その他 8,072千円

繰延税金資産(流動)計 40,540千円

 

繰延税金資産(固定) 

 減価償却超過額 11,083千円

 その他 3,335千円

繰延税金資産(固定)計 14,419千円

 

繰延税金負債(固定) 

 その他有価証券評価差額金 2,686千円

繰延税金負債(固定)計 2,686千円

繰延税金資産(固定)の純額 11,733千円
  

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 

繰延税金資産(流動) 

 未払事業税否認額 10,764千円

 賞与引当金否認額 23,461千円

 その他 8,670千円

繰延税金資産(流動)計 42,895千円

 

繰延税金資産(固定) 

 減価償却超過額 29,945千円

  長期前払費用償却超過額 25,715千円

 その他 12,355千円

繰延税金資産(固定)計 68,016千円

 
 

２ 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担

率との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 

  法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担

率との間の差異が、法定実効税率の100分の５以下

のため、記載を省略しております。 

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 

   

法定実効税率 40.7％

（調整） 

交際費等永久に損金に参入されない項目 2.0％

 住民税均等割等 5.7％

 税効果を計上していない子会社の損失 12.6％

 税効果を認識しない持分法損益 0.7％

 その他 1.2％

 税効果会計適用後の法人税等の負担率 63.0％
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有価証券 

１ その他有価証券で時価のあるもの 

 
前連結会計年度 
(平成17年４月30日) 

当連結会計年度 
(平成18年４月30日) 

 種類 
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) 

(1) 株式 5,100 11,700 6,600 ― ― ― 

(2) 債券 ― ― ― ― ― ― 

(3) その他 ― ― ― ― ― ― 

連結貸借対照
表計上額が取
得原価を超え
るもの 

小計 5,100 11,700 6,600 ― ― ― 

(1) 株式 ― ― ― ― ― ― 

(2) 債券 ― ― ― ― ― ― 

(3) その他 ― ― ― ― ― ― 

連結貸借対照
表計上額が取
得原価を超え
ないもの 

小計 ― ― ― ― ― ― 

合計 5,100 11,700 6,600 ― ― ― 

 

２ 当連結会計年度中に売却したその他有価証券 

売却額（百万円） 売却益の合計額（百万円） 売却損の合計額（百万円） 

57 30 ― 

 

３ 時価評価されていない主な有価証券の内容 

前連結会計年度 
(平成17年４月30日) 

当連結会計年度 
(平成18年４月30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) 

その他有価証券   

非上場株式 41,500 52,680 

債券 ―   20,000 

 

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 

 １年以内 

（百万円） 

１年超５年以内 

（百万円） 

５年超10年以内 

（百万円） 

10年超 

（百万円） 

債券     

 社債 ― 22 ― ― 
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デリバティブ取引関係 

EDINETにより開示を行うため記載を省略しております。 

 

 

退職給付関係 

前連結会計年度(自 平成16年５月１日 至 平成17年４月30日) 

当社グループは、退職金制度を採用しておりませんので、該当事項はありません。 

 

当連結会計年度(自 平成17年５月１日 至 平成18年４月30日) 

当社グループは、退職金制度を採用しておりませんので、該当事項はありません。 

 
 
 

重要な後発事象 

前連結会計年度(自 平成16年５月１日 至 平成17年４月30日) 

   該当事項はありません。 

 

当連結会計年度(自 平成17年５月１日 至 平成18年４月30日) 

   該当事項はありません。 

 

 


