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平成19年３月期      中間決算短信（非連結）        平成18年11月２日 
上 場 会 社 名                                    上場取引所        ＪＱ 

コ ー ド 番 号         2387                                             本社所在都道府県  神奈川県 
（ＵＲＬ  http://www.valic.co.jp） 
代  表  者 役職名 代表取締役社長    氏名 中村宏明 
問合せ先責任者 役職名 常務取締役管理本部長 氏名 菅谷信一   ＴＥＬ (045) 590－4888 
決算取締役会開催日   平成18年11月２日                        配当支払開始日  平成―年―月―日 
単元株制度採用の有無 無   
親会社等の名称 株式会社ＡＯＫＩホールディングス（コード番号:8214）  親会社等における当社の議決権所有比率 67.0％ 
 
１． 18 年９月中間期の業績(平成 18 年４月１日～平成 18 年９月 30 日) 
(1)経営成績 

 売 上 高     営業利益 経常利益 
 百万円    ％ 百万円    ％ 百万円    ％

18年９月中間期 
17年９月中間期 

8,346   （  69.4）
4,926   （  25.6）

532   （ △9.4）
587   （ 135.7）

523   （ △7.0）
 563   （ 142.9）

18年３月期 12,934        1,382        1,323        
 
 中間(当期)純利益 １株当たり 

中間(当期)純利益 
潜在株式調整後１株当たり
中間(当期)純利益 

 百万円    ％       円    銭       円    銭

18年９月中間期 
17年９月中間期 

254   （ 218.8） 
79   （△29.2） 

10,650     37   
6,681     56   

 ――――   
――――   

18年３月期 434         17,108     94   ――――   

(注)①持分法投資損益 18年９月中間期 ―百万円     17年９月中間期  ―百万円    18年３月期  ―百万円 
       ②期中平均株式数 18年９月中間期  23,896株     17年９月中間期  11,948株    18年３月期  23,896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、中間（当期）純利益におけるパーセント表示は、対前年中間期増減率 
 
(2)財政状態 
 総 資 産     純 資 産 自己資本比率 １株当たり純資産 

 百万円 百万円 ％ 円   銭

18年９月中間期 
17年９月中間期 

12,448     
8,339     

2,125    
1,578    

17.0  
18.9  

88,481    15 
132,121    98 

18年３月期 12,892     1,933    15.0  79,830    20 
(注)①期末発行済株式数  18 年９月中間期  23,896 株    17 年９月中間期  11,948 株    18 年３月期  23,896 株 
    ②期末自己株式数    18 年９月中間期       ―株    17 年９月中間期       ―株    18 年３月期       ―株 
 
(3)キャッシュ･フローの状況 

 
営業活動による         
キャッシュ･フロー 

投資活動による         
キャッシュ･フロー

財務活動による         
キャッシュ･フロー 

現金及び現金同等物 
期 末 残 高         

 百万円 百万円 百万円 百万円

18年９月中間期 
17年９月中間期 

252      
608      

△1,038     
△573     

△485      
△286      

1,127     
699     

18年３月期 2,245       △3,860      3,063       2,399      
 
２．19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 

百万円 百万円 百万円

通 期 17,460      1,050     430     
(参考)１株当たり予想当期純利益(通期) 17,994円64銭 

 
３．配当状況 
・現金配当 1株当たり配当金（円） 

 中間期末 期末 年間 
18年３月期 ― 2,000.00 2,000.00 
19年３月期（実績） ― ― 
19年３月期（予想） ― 2,000.00 

2,000.00 

 
※ 上記の予想は本資料の発表日現在において入手可能な情報及び将来の業績に影響を与える不確実な要因に係る本資料発表日現在にお

ける仮定を前提としております。実際の業績は、今後様々な要因によって大きく異なる結果となる可能性があります。 
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（添付資料） 

１．企業集団の状況 

当社は、カラオケルーム、複合カフェ等の娯楽施設の運営を行っており、「お客様のくつろぎと元気のある生活をお

手伝いしたい」というコンセプトのもと、カラオケ・パーティースペース「コート・ダジュール」とリラクセーション

オアシス「快活ＣＬＵＢ」等の直営チェーン展開を通じて一般消費者向けにサービスの提供を行っております。 

また、当社は株式会社ＡＯＫＩホールディングスの子会社であり、同社からは不動産の賃貸を受けております。 

 

事業の系統図は次のとおりであります。 

一般顧客 

   ↑ カラオケルーム、複合カフェ等の娯楽

施設の運営 

株式会社ＡＯＫＩホールディングス 

（親会社） 

→
不動産の賃貸 

当社 

 

(1) 店舗コンセプトについて 

    Ａ．カラオケルーム運営事業 

「明日への活力を、くつろぎの空間で」を事業コンセプトとし、お客様が「コート・ダジュール」という南フラ

ンスのリゾート地でのひとときを楽しむように、上品で洗練された空間で毎日の生活でお疲れになった心を癒してい

ただくことを目的としております。当社はこのコンセプトをより具体的に、コート・ダジュールのリゾートホテルを

思わせる外観と明るいホール、店内を彩る数々の風景画、クリンリネスが行き届き清潔感あふれる店内、オリジナリ

ティのあるメニュー等で表現をしております。 

 

Ｂ．複合カフェ運営事業 

「極上のリラックスを、もっと手軽に」を事業コンセプトとし、 静かに休みたい、気分転換をしたい、心も体も

リラックスしたいという方々のための日常からはなれた「癒し」をテーマとしております。このコンセプトをより具

体的に、バリの高級リゾートホテルをイメージした内装デザイン、バリ直輸入の家具や調度品、クリンリネスが行き

届き清潔感あふれる店内、アジアンテイストのメニュー等で表現をしております。 

 

(2) 店舗展開について 

第９期、第10期、第11期及び第12期中間期の各期末における店舗の地域別分布状況は、次のとおりであります。 

第9期 第10期 第11期 第12期中間期 
期別 

地域別 自 平成15年４月１日 

至 平成16年３月31日 
自 平成16年４月１日

至 平成17年３月31日

自 平成17年４月１日 

至 平成18年３月31日 
自 平成18年４月１日 

至 平成18年９月30日 
 店 店 店 店

   合計 
ｶﾗｵｹﾙｰﾑ

運営事業

複合ｶﾌｪ

運営事業
合計 

ｶﾗｵｹﾙｰﾑ

運営事業

複合ｶﾌｪ

運営事業

東 北 地 域 5 8 18 14 4 21 14 7 

関 東 地 域 19 28 64 28 36 73 28 45 

北 陸 地 域 10 11 12 12 ― 12 12 ― 

甲信越地域 16 16 17 16 1 21 17 4 

中 京 地 域 8 10 22 10 12 24 11 13 

関 西 地 域 5 9 20 9 11 23 9 14 

合  計 63 82 153 89 64 174 91 83 

（注）1．平成17年９月１日にゼビオ株式会社よりカラオケ店７店舗、複合カフェ店２店舗、10月１日に株式会社ＡＯＫＩ

ホールディングスより複合カフェ等58店舗の営業譲受けを実施しております。 

2．複合カフェ運営事業の店舗数には快活フィットネスＣＬＵＢ２店舗、快活スパＣＬＵＢ１店舗を含んでおります。 
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２．経営方針 

(1) 経営の基本方針 

当社は、「社会性の追求・公益性の追求・公共性の追求」という経営理念を掲げております。これはビジネスそのも

ので社会貢献をすると同時に、適正利潤を確保し税金等を支払うことにより適正配分していくことを両立するという考

えであり、その上でビジネス以外でも世の中のためになる生き方を追求していこうという考え方であります。 

その経営理念のもと、「お客様のくつろぎと元気のある生活をお手伝いしたい」という企業理念を掲げ、カラオケル

ーム運営事業と複合カフェ運営事業を直営にて展開しております。 

当社「ＶＡＬＩＣ」の社名の由来は、Ｖａｌｕｅ Ｌｉｆｅ Ｃｏｍｍｕｎｉｃａｔｉｏｎ（豊かな暮らしのために価

値あるサービスを提案していくこと）、Ｖａｌｕｅ Ｌｉｆｅ Ｃｒｅａｔｉｏｎ（生活美の創造を目指して、心を込め

たサービスの提供と、すべての人の生活にひろがりと自由、そして快適さを提案していくこと）からの造語であります。 

この「ＶＡＬＩＣ」という新しい言葉は、ひとりひとりの毎日の暮らしに豊かさや喜び、楽しさをご提案する私たち

の変わらない「姿勢」と、未来の豊かさを創り、暖かさのある心を伝え続けていく、将来への「約束」を表現しており

ます。 

 

(2) 利益配分に関する基本方針 

当社は、株主に対する利益還元を経営の重要課題の一つとして考え、配当については経営成績、財政状況を勘案して

決定することを基本方針としております。 

当期（平成19年３月期）の配当金につきましては、１株あたり2,000円を予定しております。 

内部留保金につきましては、新規出店や既存店活性化等の設備投資に充当し、競争力の強化に努めてまいります。 

 

(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的な保有を促進するとともに、投資家層の拡大並びに株式の流動性を高めるこ

とが資本政策上の重要な課題と認識しております。このために投資単位の引下げが必要と考えております。 

今後の施策としましては、当社の業績の推移、株価の推移、取引高の推移を総合的に勘案して、投資単位の引下げを

行う方針であります。 

 

(4) 目標とする経営指標 

当社は、事業を継続して発展させていくためには、売上高の絶対水準を増加させ、持続的な成長を図っていくことが

必要であると考えており、「売上高経常利益率」を重要な経営指標と捉えております。 

売上高経常利益率を確保するために、原材料費とアルバイト人件費のコントロールを重点的に実施しております。 

 

(5) 中長期的な経営戦略 

当社はカラオケルーム運営事業、複合カフェ運営事業を二つの大きな柱として、各事業の明確な差別化、独自化を推

進し業態を進化させ続けると同時に、各事業のシナジー効果を最大限発揮し、更なる収益基盤の強化を図ってまいりま

す。 

出店につきましては、展開する業態が増えたことにより、今まで出店出来なかった大型物件への複合出店や、商況、

顧客ニーズ等に応じた多様な出店パターンが可能になりました。そこで、各業態別の市場動向、物件内容を出店基準と

照らし合わせたうえで、最も効果的な出店パターンによる新規出店を積極的に実施し、質の高い安定成長を実現してま

いります。 
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各事業別の中期経営戦略は次のとおりであります。 

 

Ａ．カラオケルーム運営事業 

消費の二極化、嗜好の多様化などがますます顕著となる中、お客様のお声をいかに的確に捉え、具現化し、提供

するかといった企業の総合力が試される状況になっております。このような状況の中、カラオケルーム運営事業に

おいては、効率性を徹底的に追求していくと同時に、業態の更なる進化を継続してまいります。 

(a) 出店政策 

これまで着実に進めてきた内部体制の整備が一段落したことから、今後は市場動向、地域毎の競合動向を見極

めながら、確実に売上、利益が見込める物件を選定し、出店余力のある地域への居抜き物件を中心とした出店を

継続してまいります。 

(b) 『飲食』メニューの強化 

お客様のお声を反映した飲食メニューの更なる磨き上げを継続して実践していくと同時に、メニュー企画体制

の強化、複合カフェ店との共通食材の企画、開発による原価率の低減に取り組んでまいります。 

 

Ｂ．複合カフェ運営事業  

業態の認知度向上に伴い市場が拡大傾向にある中、自社の業態の独自性を徹底的に追求し、他社との差別化を確

立し、競合与件に左右されにくい強固な経営基盤を確立してまいります。 

(a) 出店政策 

複合カフェ市場は全国的に出店余力が大きいため、東北、関東、甲信越、中京、関西でカラオケ店舗が先行し

て出店している地域を中心に、出店ペースに合わせた内部体制の強化を行いながらドミナント出店を継続してま

いります。 

(b) 経営基盤の強化 

ＰＯＳ機能強化による経営情報の適時把握、カラオケルーム運営事業で培ったノウハウの共有による適正在庫

管理、出店ペースにあわせた人材の採用、独自教育制度の更なる強化に取り組んでまいります。 

 

 (6) 対処すべき課題 

カラオケルーム運営事業におきましては、事業者間の差別化競争が激しさを増す中、消費者に対して当社の店舗の

特徴を明確にアピールすることで、他社店舗との明確な差別化を図っていくことが求められております。 

一方、複合カフェ運営事業におきましては、リラクセーションに対する関心の高まり、オンラインゲーム市場の拡

大、マスコミでの露出増に伴う業態認知度の向上等の社会背景から、市場は成長段階にあり、しばらくは拡大傾向が

続くものと思われます。 

当社といたしましては、店舗競争力の強化並びに差別化を図るために下記の施策を実施してまいります。 

 

Ａ．各事業のシナジー効果の追求による収益基盤の更なる強化 

(a) 各事業の人材交流による組織活性化と営業ノウハウ共有化。 

(b) 食材仕入先の共通化、共通食材開発による仕入コストの低減。 

(c) 本社及び店舗における使用備品の取引先絞込み及び共通化によるコストの低減。 

 

Ｂ．店舗開発力の更なる強化 

今後、カラオケルーム運営事業と複合カフェ運営事業の両事業の市場動向、競合動向を考慮したうえでの多様な

出店パターンが可能になるため、それに伴い出店基準を再度見直し、より高収益な物件開発を行える体制を構築し

てまいります。 
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Ｃ．店舗認知度及び店舗イメージの向上 

大手チェーン店との競争激化に伴い、店舗認知度及び店舗イメージの向上はお客様が店舗を選ぶ際の非常に重要

な要素になってくると思われます。そのため、当社は店舗認知度向上並びに店舗イメージ向上のために以下の施策

を実施してまいります。 

(a) 複合カフェ店をカラオケ店が先行して出店している地域を中心に新規出店することにより各地域でのドミナ

ント化を推進し、営業効率の向上を図ると同時に、点から線、線から面へと地域のお客様の認知度向上を図

ってまいります。 

(b) ホームページの見直しを定期的に行い、店舗情報や企業情報等を積極的に開示してまいります。 

 

Ｄ．飲食の更なる強化と新サービスの企画開発 

カラオケルーム運営事業においては、地域別にお客様のお声に対応したメニューの企画開発を行うことで、より

地域に密着した店舗づくりを実施してまいります。 

複合カフェ運営事業においては、カラオケルーム運営事業で培った飲食のノウハウを注入することで、食の強化

を図り、飲食においてもお客様から支持される店舗づくりを行い、既存顧客のリピート率向上と新たな顧客層の開

拓を実施してまいります。 

 

Ｅ．人材採用・教育体制の強化 

今後の業容拡大にあたり、正社員及びアルバイトの質量両面での充実が必要不可欠であります。アルバイトの正

社員登用や中途採用を中心とした採用活動を一層積極的に行うと同時に、組織活性化と次期経営者候補となる人材

確保のための新規卒業者定期採用も積極的に取り組んでまいります。 

また、当社独自の教育施設「Ｉ．Ｐ．Ｅ．カレッジ」を活用した教育プログラムの更なる磨き上げにより、新規

採用人員はもちろん、既存従業員の教育についても強化し、営業力を総合的に強化してまいります。 

 

Ｆ．企業規模拡大に合わせた経営システム構築 

既存の人事、会計、ＰＯＳ、発注在庫システムの改廃を随時行いながら、多店舗、複数業態経営に適応した効率

的なシステム基盤の整備を図ってまいります。 
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３．経営成績及び財政状態 

(1) 経営成績 

当中間期におけるわが国経済は、企業収益の改善に伴い設備投資が増加し、更には個人消費も回復基調を見せるな

ど堅調に推移しておりますが、原油価格の高騰、金利上昇等の懸念材料もあり先行き不透明な状況にあります。 

このような経済情勢の中、カラオケルーム業界におきましては、成熟市場での差別化競争が進み、複合カフェ業界に

おきましては、業態認知度向上により市場が拡大する一方で大型複合化したチェーン店舗間での競争激化が加速いたし

ました。 

こうした環境のもとで当社は、クリンリネスの徹底、接客力向上、お客様のお声に即した改善の継続実施等の内部体

制強化に取り組み顧客満足度の向上を図りつつ、一方では将来へ向けた積極投資として計21店舗（前年同中間期比20店

舗増）の新規出店を行いました。 

これらの結果、売上高は増収ながら営業利益、経常利益は減益となりましたが、計画に対しては売上高、営業利益、

経常利益、中間純利益ともに上回って推移しており、当中間期の業績は売上高8,346百万円（前年同中間期比69.4％

増）、経常利益523百万円（前年同中間期比7.0％減）、中間純利益254百万円（前年同中間期比218.8％増）となりまし

た。 

 

 各事業別の業績は次のとおりであります。 

Ａ．カラオケルーム運営事業 

カラオケルーム運営事業は、２店舗の新規出店を行い、当中間期末店舗数は91店舗（前年同中間期比１店舗増）と

なりました。 

営業面におきましては、青少年健全育成条例の遵守により若年層が減少したものの、商品面で、４月のグランドメ

ニュー改廃、シーズンメニューの計画的な投入により、飲食売上高が好調に推移した結果、既存店売上高前年同中間

期比は0.6％減にとどまりました。 

以上の結果、当中間期の実績は、売上高5,101百万円（前年同中間期比3.8％増）、営業利益548百万円（前年同中

間期比6.3％減）となり、売上高、営業利益ともに計画を上回りました。 

 

Ｂ．複合カフェ運営事業 

複合カフェ運営事業におきましては、複合カフェ18店舗、フィットネスクラブ１店舗の新規出店を行いました。

フィットネスクラブの新規店舗は、カラオケ店との初の複合店舗であり、会員様の相互利用促進など、今後の新規出

店における物件に応じた業態の組み合わせを決定する上での様々な検証を実施してまいります。なお、当中間期末店

舗数は83店舗となりました。 

営業面におきましては、カラオケルーム運営事業のノウハウを活かすべく、店長の採用、教育制度の一本化、人

事異動による組織強化等、基盤整備に着手いたしました。更には、料金体系の見直し、シーズンメニュー展開による

高単価商品の販売により既存店売上高前年同中間期比は1.0％増（既存店前年実績は、営業譲受け前の株式会社ＡＯ

ＫＩホールディングスの実績）となりました。 

以上の結果、積極的な新規出店によりオープン経費が増加し、当中間期の実績は売上高3,245百万円（前年同中間

期比23,325.1％増）、営業損失16百万円となりましたが、売上高、営業利益ともに計画を上回りました。なお、当中

間期の新規出店19店舗の実績は売上高325百万円、営業損失307百万円であり、既存店及び２年目店の実績は売上高

2,919百万円、営業利益291百円となっております。 
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 (2) 財政状態 

当中間会計期間のキャッシュ・フローの状況 

当中間会計期間末における現金及び現金同等物（以下「資金」という）は、前事業年度末に比べ1,271百万円減少し、

1,127百万円となりました。 

当期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、252百万円と前年同期比356百万円（58.6％）の減少となりました。 

その主な内訳は税引前中間純利益487百万円、減価償却費411百万円、法人税等の支払570百万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、1,038百万円と前年同期比464百万円（81.0％）の増加となりました。 

これは主に、21店舗の新規出店等に伴う有形固定資産の取得による支出938百万円、敷金・保証金の増加による支出

134百万円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) 

財務活動の結果使用した資金は、485百万円と前年同期比198百万円（69.4％）の増加となりました。 

これは主に、短期借入金による収入500百万円があった一方で、長期借入金の返済による支出938百万円があったこと

によるものであります。 

 

(3) 通期の見通し 

下半期につきましては、カラオケルーム運営事業では、年間最大ピークの歳末年始商戦に向け、法人外交強化によ

る団体客取り込みや既存店リニューアルによる活性化、飲食の更なる強化を図ってまいります。 

複合カフェ運営事業につきましては、カラオケルーム運営事業の経営ノウハウ注入による店舗オペレーション力の

向上ときめ細やかな対応が可能な内部体制の構築を強化しつつ、各地域のお客様にご支持いただける料金体系への変更

とシーズンメニューの展開を図ってまいります。 

よって、通期の業績の見通しにつきましては、売上高17,460百万円（前期比35.0％増）、経常利益1,050百万円（前

期比20.6％減）、当期純利益430百万円（前期比1.0％減）を予想しており平成18年５月11日発表の業績予想に変更はあ

りません。 

 

(注) 本文中の業績予想等将来に関する記述は、本資料の発表日現在において入手可能な情報及び将来の業績に影響を与

える不確実な要因に係る本資料発表日現在における仮定を前提としております。実際の業績は、今後様々な要因に

よって大きく異なる結果となる可能性があります。 
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(4) 事業等のリスク 

Ａ．株式会社ＡＯＫＩホールディングスとの関係について 

当社の親会社である株式会社ＡＯＫＩホールディングスは、連結子会社２社とともにＡＯＫＩグループを形成し、

ファッション事業、アニヴェルセル・ブライダル事業、並びにエンターテイメント事業を主な内容として事業展開を

行っております。 

当社は、平成18年９月30日現在42店舗を親会社から賃借しております。賃貸借条件については、不動産鑑定士によ

る鑑定評価に基づき、協議の上決定しております。 

親会社とは資本面、取引面において重要な関係にありますが、事業上の依存関係は無く、経営の基本方針及び日常

の事業活動等は自主・自立を基本とし、独立性を確保しております。従いまして、当社と株式会社ＡＯＫＩホールデ

ィングスとの関係は、今後とも良好に推移することを想定しておりますが、株式会社ＡＯＫＩホールディングスにお

けるグループ展開に関する方針に変更があった場合等には、当社の業績に影響を及ぼす可能性があります。 

 

Ｂ．当社の店舗展開について 

当社は、居抜物件を中心に出店コストを抑えた郊外型店舗の出店を基本にしております。当社が新規出店する際の

出店先の選定にあたっては、店舗の採算性を最も重視しており、保証金・賃料等の出店条件、商圏内人口や競合店状

況、周辺商環境（集客力のある飲食店、商業施設がある等）等について事前に立地調査を行い、投資回収期間及び利

益予測等を実施し、一定条件を満たす物件を出店対象店舗としております。 

このため、当社の出店条件に一致する物件を確保できない場合には、出店数が未達となり、当社の業績に影響を

及ぼす可能性があります。 

 

Ｃ．人材の確保及び育成について 

当社は、優れた人材の採用及び育成を最重要課題の一つとして認識しており、主に以下のような施策を実施してお

ります。 

(a) 業界・経験を問わない即戦力化のための中途採用、組織活性化及び次期経営者確保のための新規卒業者採用の実

施 

(b) 能力主義を基本とした、職位資格制度、人事考課制度の実施 

(c) 擬似店舗を併設した社内教育施設による経営理念教育及び実務教育の徹底 

しかしながら、これらの施策がうまく機能せず、当社の求める人材の確保や育成が計画どおりに行えない場合には、

当社の業績に影響を及ぼす可能性があります。 

 

Ｄ．個人情報の管理について 

個人情報の管理については、社内にプロジェクトチームを発足し、情報セキュリティの強化に努めており、会員情

報の本社一括管理、個人データの利用制限、管理者の制限など十分な注意を払っておりますが、不測の事態により個

人情報が流出した場合には、社会的信用の低下や売上高の減少等、当社の業績に影響を及ぼす可能性があります。 
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Ｅ．有利子負債依存度について 

当社はカラオケ・パーティースペース「コート・ダジュール」とリラクセーションオアシス「快活ＣＬＵＢ」等を

直営により店舗展開しており、新規出店に際しては建物入居のための敷金・保証金、店舗建築・内装設備等のための

資金を必要とします。当社は、これらを金融機関からの借入金及び社債の発行等により賄っているため、下表のとお

り総資産に占める有利子負債の比率が高い水準にあります。そのため、金利動向等の金融情勢の変化があった場合や、

計画どおりの資金調達ができない場合には、支払利息の増加や新規出店の遅延等により、当社の業績に影響を及ぼす

可能性があります。 

 

（単位：百万円） 

項目 平成16年３月期 平成17年３月期 平成18年３月期 平成18年9月中間期

総資産額 7,034 8,296 12,892 12,448 

有利子負債合計 4,879 6,135 9,234 8,796 

有利子負債依存度 69.4％ 74.0％ 71.6％ 70.7％ 

売上高 6,746 8,630 12,934 8,346 

営業利益 747 645 1,382 532 

支払利息(含社債利息) 69 81 83 46 

支払利息(含社債利息)／売上高 1.0％ 0.9％ 0.6％ 0.6％ 

 

Ｆ．法的規制について 

(a)「青少年の健全な育成に関する条例」について 

当社は、「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目的として制定されております。当社は、法令遵守の観点から、各都

道府県の条例に則り店舗への指導・運営を行っておりますが、条例の改正もしくは監督官庁の運用の変更などによ

り新たな規制が強化された場合、当社の業績に影響を及ぼす可能性があります。 

 

(b) 著作権について 

複合カフェの店舗において使用しているソフトウェアは、著作権者から業務用として利用の許諾を受けたものだ

けを使用しております。また、同じく店舗にて提供しているまんがや雑誌等につきましても著作物に該当いたしま

すが、これらの提供は同一店内の利用に限られており、現時点では貸与にあたらないと解釈されております。しか

しながら、今後の法改正や著作権者側との何らかの取り決めが行われますと、業務利用が出来なくなったり、許諾

料等の支払いが必要となる可能性があり、当社の業績に影響を及ぼす可能性があります。 

 

Ｇ．減損会計について 

当社は、前事業年度より「固定資産の減損に係る会計基準」を適用しております。今後も、営業活動から生じる

損益が継続的なマイナスとなる営業店舗が発生し、減損が認識された場合には、減損損失の計上により、当社の

業績に影響を及ぼす可能性があります。 
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４．個別中間財務諸表等 

(1) 中間貸借対照表 

 

  
前中間会計期間末 

(平成17年９月30日) 

当中間会計期間末 

(平成18年９月30日) 

前事業年度の 
要約貸借対照表 
(平成18年３月31日) 

区分 
注記 
番号 

金額(百万円) 
構成比
(％)

金額(百万円) 
構成比
(％)

金額(百万円) 
構成比
(％)

(資産の部)    

Ⅰ 流動資産    

１ 現金及び預金   699 1,127  2,399

２ 売掛金   17 29  32

３ たな卸資産   53 100  98

４ その他   472 697  559

流動資産合計   1,244 14.9 1,955 15.7  3,089 24.0

Ⅱ 固定資産    

１ 有形固定資産 ※１   

(1) 建物   4,673 6,989  6,392

(2) 構築物   497 533  516

(3) その他   241 456  430

有形固定資産合計   5,412 64.9 7,979 64.1  7,339 56.9

２ 無形固定資産   22 0.3 36 0.3  37 0.3

３ 投資その他の資産    

(1) 敷金・保証金   995 1,790  1,698

(2) その他   681 696  737

  貸倒引当金   △17 △10  △10

投資その他の資産合
計 

  1,660 19.9 2,476 19.9  2,425 18.8

固定資産合計   7,095 85.1 10,492 84.3  9,802 76.0

資産合計   8,339 100.0 12,448 100.0  12,892 100.0
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前中間会計期間末 

(平成17年９月30日) 

当中間会計期間末 

(平成18年９月30日) 

前事業年度の 
要約貸借対照表 
(平成18年３月31日) 

区分 
注記 
番号 

金額(百万円) 
構成比
(％)

金額(百万円) 
構成比
(％)

金額(百万円) 
構成比
(％)

(負債の部)    

Ⅰ 流動負債    

１ 買掛金   113 181  195

２ 短期借入金   500 500  －

３ 一年内返済予定の 
  長期借入金 

  1,888 2,313  2,053

４ 賞与引当金   53 105  137

５ 役員賞与引当金   ― 8  ―

６ その他 ※２  588 1,092  1,240

流動負債合計   3,143 37.7 4,202 33.7  3,627 28.1

Ⅱ 固定負債    

１ 社債   700 700  700

２ 長期借入金   2,796 5,282  6,480

３ 退職給付引当金   16 26  23

４ 役員退職慰労引当金   21 33  28

５ その他   82 77  99

固定負債合計   3,617 43.4 6,120 49.2  7,331 56.9

負債合計   6,761 81.1 10,322 82.9  10,958 85.0

(資本の部)    

Ⅰ 資本金   483 5.8 ― ―  483 3.8

Ⅱ 資本剰余金    

１ 資本準備金   405 ―  405

資本剰余金合計   405 4.8 ― ―  405 3.1

Ⅲ 利益剰余金    

１ 利益準備金   0 ―  0

２ 任意積立金   500 ―  500

３ 中間(当期)未処分 
  利益 

  188 ―  543

利益剰余金合計   689 8.3 ― ―  1,044 8.1

Ⅳ その他有価証券評価差 
  額金 

  △0 ―  0 0.0

資本合計   1,578 18.9 ― ―  1,933 15.0

負債資本合計   8,339 100.0 ― ―  12,892 100.0
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前中間会計期間末 

(平成17年９月30日) 

当中間会計期間末 

(平成18年９月30日) 

前事業年度の 
要約貸借対照表 
(平成18年３月31日) 

区分 
注記 
番号 

金額(百万円) 
構成比
(％)

金額(百万円) 
構成比
(％)

金額(百万円) 
構成比
(％)

(純資産の部)    

Ⅰ 株主資本    

１ 資本金   ― 483 3.9  ―

２ 資本剰余金    

(1) 資本準備金  ― 405 ― 

資本剰余金合計   ― 405 3.3  ―

３ 利益剰余金    

(1) 利益準備金  ― 0 ― 

(2) その他利益剰余金    

別途積立金  ― 800 ― 

繰越利益剰余金  ― 424 ― 

利益剰余金合計   ― 1,224 9.8  ―

株主資本合計   ― 2,114 17.0  ―

Ⅱ 評価・換算差額等    

１ その他有価証券 
  評価差額金 

  ― 0  ―

評価・換算差額等 
合計 

  ― 0 0.0  ―

Ⅲ 新株予約権   ― 11 0.1  ―

純資産合計   ― 2,125 17.1  ―

負債純資産合計   ― 12,448 100.0  ―
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(2) 中間損益計算書 

 

  
前中間会計期間 

(自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日) 

当中間会計期間 

(自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日) 

前事業年度の 
要約損益計算書 

(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(百万円) 
百分比
(％)

金額(百万円) 
百分比
(％)

金額(百万円) 
百分比
(％)

Ⅰ 売上高   4,926 100.0 8,346 100.0  12,934 100.0

Ⅱ 売上原価   3,942 80.0 6,991 83.8  10,517 81.3

売上総利益   983 20.0 1,354 16.2  2,417 18.7

Ⅲ 販売費及び一般管理費   395 8.1 822 9.8  1,034 8.0

営業利益   587 11.9 532 6.4  1,382 10.7

Ⅳ 営業外収益 ※１  23 0.5 45 0.5  64 0.5

Ⅴ 営業外費用 ※２  48 1.0 54 0.6  123 1.0

   経常利益   563 11.4 523 6.3  1,323 10.2

Ⅵ 特別利益 ※３  10 0.2 2 0.0  10 0.1

Ⅶ 特別損失 ※４  381 7.7 38 0.5  459 3.5

税引前中間(当期) 
純利益 

  191 3.9 487 5.8  873 6.8

法人税、住民税 
及び事業税 

 248 194 676 

法人税等調整額  △136 111 2.3 39 233 2.8 △236 439 3.4

中間(当期)純利益   79 1.6 254 3.0  434 3.4

前期繰越利益   108 ―  108

中間(当期)未処分 
利益 

  188 ―  543
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(3) 中間株主資本等変動計算書 

当中間会計期間(自 平成18年４月１日 至 平成18年９月30日) 
 

株主資本 

資本剰余金  
資本金 

資本準備金 資本剰余金合計 

平成18年３月31日残高(百万円) 483 405 405 

中間会計期間中の変動額  

 別途積立金の積立て  

 剰余金の配当（注）  

 役員賞与（注）  

 中間純利益  

 株主資本以外の項目の中間 
 会計期間中の変動額(純額) 

 

中間会計期間中の変動額合計 
(百万円) 

― ― ― 

平成18年９月30日残高(百万円) 483 405 405 

 

株主資本 

利益剰余金 

その他利益剰余金 
 

利益準備金 
別途積立金 繰越利益剰余金

利益剰余金合計
株主資本合計 

平成18年３月31日残高(百万円) 0 500 543 1,044 1,933 

中間会計期間中の変動額   

 別途積立金の積立て  300 △300 ― ― 

 剰余金の配当（注）  △47 △47 △47 

 役員賞与（注）  △25 △25 △25 

 中間純利益  254 254 254 

 株主資本以外の項目の中間 
 会計期間中の変動額(純額) 

  

中間会計期間中の変動額合計 
(百万円) 

― 300 △119 180 180 

平成18年９月30日残高(百万円) 0 800 424 1,224 2,114 

 

評価・換算差額等 
 

その他有価証券 
評価差額金 

評価・換算 
差額等合計 

新株予約権 純資産合計 

平成18年３月31日残高(百万円) 0 0 ― 1,933 

中間会計期間中の変動額  

 別途積立金の積立て ― 

 剰余金の配当（注） △47 

 役員賞与（注） △25 

 中間純利益 254 

 株主資本以外の項目の中間 
 会計期間中の変動額(純額) 

0 0 11 11 

中間会計期間中の変動額合計 
(百万円) 

0 0 11 192 

平成18年９月30日残高(百万円) 0 0 11 2,125 

（注）平成18年６月の定時株主総会における利益処分項目であります。 
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(4) 中間キャッシュ・フロー計算書 

 

  
前中間会計期間 

(自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日)

当中間会計期間 

(自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日)

前事業年度の 
キャッシュ・ 
フロー計算書 

(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(百万円) 金額(百万円) 金額(百万円) 

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  191 487 873

減価償却費  273 411 715

減損損失  361 ― 439

貸倒引当金の増加額  7 ― ―

賞与引当金の増加額(△減少額)  11 △31 95

役員賞与引当金の増加額  ― 8 ―

退職給付引当金の増加額  4 3 10

役員退職慰労引当金の 
増加額（△減少額） 

 △5 4 1

株式報酬費用  ― 11 ―

受取利息  △0 △0 △0

支払利息  34 44 79

社債利息  2 2 4

新株発行費  ― ― 4

固定資産除却損  0 29 7

建設協力金貸倒損失  2 ― 2

売上債権の減少額（△増加額）  △1 2 △15

たな卸資産の増加額  △9 △2 △7

前払費用の増加額  △162 △116 △130

未収入金の増加額  △6 △56 △23

仕入債務の増加額(△減少額)  1 △14 83

未払金の増加額  19 32 158

未払費用の増加額(△減少額)  △3 17 111

未払消費税等の増加額  32 0 44

役員賞与の支払額  △13 △25 △13

その他  32 56 156

小計  773 866 2,598

利息の受取額  0 0 0

利息の支払額  △33 △44 △82

法人税等の支払額  △130 △570 △271

営業活動による 
キャッシュ・フロー 

 608 252 2,245
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前中間会計期間 

(自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日)

当中間会計期間 

(自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日)

前事業年度の 
キャッシュ・ 
フロー計算書 

(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(百万円) 金額(百万円) 金額(百万円) 

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  △112 △938 △326

無形固定資産の取得による支出  △0 △2 △1

投資有価証券の取得による支出  △0 ― △0

長期前払費用の増加による支出  △26 △3 △38

敷金・保証金の増加による支出  △39 △134 △246

敷金・保証金の減少による収入  50 15 61

営業の譲受けによる支出  △443 ― △3,307

その他  △1 25 △0

投資活動による 
キャッシュ・フロー 

 △573 △1,038 △3,860

Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー  

短期借入金の純増加額  500 500 ―

長期借入れによる収入  ― ― 4,800

長期借入金の返済による支出  △751 △938 △1,701

配当金の支払額  △35 △47 △35

財務活動による 
キャッシュ・フロー 

 △286 △485 3,063

Ⅳ 現金及び現金同等物の増加額 
(△減少額) 

 △251 △1,271 1,448

Ⅴ 現金及び現金同等物の 
期首残高 

 951 2,399 951

Ⅵ 現金及び現金同等物の 
中間期末(期末)残高 

 699 1,127 2,399
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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 

 
前中間会計期間 

(自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日) 

当中間会計期間 
(自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日) 

前事業年度 
(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31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 

  時価のあるもの 

  中間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 

  は総平均法により算定） 

 (2) たな卸資産 

  ① 商品・原材料 

    総平均法による原価法 

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 

  時価のあるもの 

  中間決算日の市場価格等に基づ

  く時価法（評価差額は全部純資

産直入法により処理し、売却原

価は総平均法により算定）  

 (2) たな卸資産 

  ① 商品・原材料 

同左 

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、売却原価は総

平均法により算定） 

 (2) たな卸資産 

  ① 商品・原材料 

 同左 

  ② 貯蔵品 

    最終仕入原価法 

  ② 貯蔵品 

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 

   ただし、建物(建物附属設備

を除く。)については、定額法 

  なお、主な耐用年数は以下の

とおりであります。 

   建物      ２～41年 

   構築物     ２～20年 

   器具備品     ２～15年 

２ 固定資産の減価償却の方法 

 (1) 有形固定資産 

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 

   ただし、建物(建物附属設備

を除く。)については、定額法 

  なお、主な耐用年数は以下の

とおりであります。 

   建物      ２～41年 

   構築物     ２～20年 

   器具備品     ２～15年 

 (2) 無形固定資産 

   定額法 

   ただし、ソフトウェア(自社

利用分)については、社内にお

ける利用可能期間(５年)に基づ

く定額法 

 (2) 無形固定資産 

   定額法 

   ただし、ソフトウェア(自社

利用分)については、社内にお

ける利用可能期間(３～５年)に

基づく定額法 

 (2) 無形固定資産 

   定額法 

   ただし、ソフトウェア(自社

利用分)については、社内にお

ける利用可能期間(３～５年)に

基づく定額法 

 (3) 長期前払費用 

   定額法 

 (3) 長期前払費用 

同左 

 (3) 長期前払費用 

同左 

３ 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、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。 

３ 引当金の計上基準 

 (1) 貸倒引当金 

       同左 

３ 引当金の計上基準 

 (1) 貸倒引当金 

       同左 

    

 (2) 賞与引当金 

   従業員の賞与の支給に備える

ため、支給見込額に基づき計上

しております。 

 (2) 賞与引当金 

同左 

 (2) 賞与引当金 

同左 

 



ファイル名:H18.9中間決算短信【FINAL】061101 更新日時:11/2/2006 10:28 AM 印刷日時:06/11/02 10:29 

― 18 ― 

 
前中間会計期間 

(自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日) 

当中間会計期間 
(自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日) 

前事業年度 
(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日) 

 (3)  ――――――――― 
 

 (3) 役員賞与引当金 

役員に対して支給する賞与の

支出に充てるため、当事業年度

における支給見積額に基づき、

当中間会計期間に見合う分を計

上しております。 

(会計方針の変更) 

当中間会計期間より「役員賞

与に関する会計基準」（企業会

計基準委員会 平成17年11月29

日 企業会計基準第４号）を適

用しております。 

この結果、従来の方法に比べ

て、営業利益、経常利益及び税

引前中間純利益が、８百万円減

少しております。 

 (3)  ――――――――― 

 (4) 退職給付引当金 

   従業員の退職給付の支給に備

えるため、退職金規程に基づく

自己都合退職金の中間期末要支

給額を計上しております。 

 (4) 退職給付引当金 

同左 

 (4) 退職給付引当金 

   従業員の退職給付の支給に備

えるため、退職金規程に基づく

自己都合退職金の期末要支給額

を計上しております。 

 (5) 役員退職慰労引当金 

   役員の退職慰労金の支出に備

えるため、役員退職慰労金規程

に基づく中間期末要支給額を計

上しております。 

 (5) 役員退職慰労引当金 

同左 

 (5) 役員退職慰労引当金 

   役員の退職慰労金の支出に備

えるため、役員退職慰労金規程

に基づく期末要支給額を計上し

ております。 

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。 

４ リース取引の処理方法 

同左 

４ リース取引の処理方法 

同左 

５ 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

例処理の要件を充たしているた

め、特例処理を採用しておりま

す。 

５ ヘッジ会計の方法 

 (1) ヘッジ会計の方法 

同左 

５ ヘッジ会計の方法 

 (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 

   ヘッジ対象……借入金の支払

利息 

 (2) ヘッジ手段とヘッジ対象 

同左 

 (2) ヘッジ手段とヘッジ対象 

同左 

 (3) ヘッジ方針 

   借入金の金利支払にかかわる

キャッシュ・フロー変動リスク

を回避するため、対象債務の範

囲内でヘッジを行っておりま

す。 

 (3) ヘッジ方針 

同左 

 (3) ヘッジ方針 

同左 
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前中間会計期間 
(自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日) 

当中間会計期間 
(自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日) 

前事業年度 
(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日) 

 (4) ヘッジ有効性評価の方法 

   特例処理の要件を充たしてい

る金利スワップについて、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 

 (4) ヘッジ有効性評価の方法 

同左 

６ 中間キャッシュ・フロー計算書

における資金の範囲 

  手許現金、要求払預金及び取得

日から３ヶ月以内に満期日の到来

する流動性の高い、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短期

的な投資からなっております。 

６ 中間キャッシュ・フロー計算書

における資金の範囲 

同左 

６ キャッシュ・フロー計算書にお

ける資金の範囲 

同左 

７ その他中間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 

  消費税等の会計処理は、税抜方

式によっております。 

７ その他中間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 

同左 

７ その他財務諸表作成のための基

本となる重要な事項 

  消費税等の会計処理 

同左 
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会計処理の変更 

 
前中間会計期間 

(自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日) 

当中間会計期間 
(自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日) 

前事業年度 
(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） 

 当中間会計期間から「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」

（企業会計基準委員会 平成15年10

月31日 企業会計基準適用指針第６

号）を適用しております。 

 これにより税引前中間純利益が 

327百万円減少しております。 

 なお、減損損失累計額について

は、改正後の中間財務諸表等規則に

基づき当該各資産の金額から直接控

除しております。 

 

    ―――――――― （固定資産の減損に係る会計基準）

 当事業年度から「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

会計基準委員会 平成15年10月31日

企業会計基準適用指針第６号）を適

用しております。 

 これにより税引前当期純利益が 

370百万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。 

    ―――――――― （貸借対照表の純資産の部の表示に

関する会計基準） 

 当中間会計期間から「貸借対照表

の純資産の部の表示に関する会計基

準」（企業会計基準委員会 平成17

年12月９日 企業会計基準第５号）

及び「貸借対照表の純資産の部の表

示に関する会計基準等の適用指針」

（企業会計基準委員会 平成17年12

月９日 企業会計基準適用指針第８

号）を適用しております。 

 これまでの「資本の部」の合計に

相当する金額は2,114百万円であり

ます。 

 なお、中間財務諸表等規則の改正

により、当中間会計期間における中

間貸借対照表の「純資産の部」につ

いては、改正後の中間財務諸表等規

則により作成しております。 

 

    ―――――――― 

 （ストック・オプション等に関する

会計基準） 

 当中間会計期間から「ストック・

オプション等に関する会計基準」

（企業会計基準委員会 平成17年12

月27日 企業会計基準第８号）及び

「ストック・オプション等に関する

会計基準の適用指針」（企業会計基

準委員会 最終改正平成18年５月31

日 企業会計基準適用指針第11号）

を適用しております。 
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前中間会計期間 
(自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日) 

当中間会計期間 
(自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日) 

前事業年度 
(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日) 

  これにより、11百万円の株式報酬

費用が販売費及び一般管理費に計上

されています。 

 

 

 

 

 

追加情報 

 
前中間会計期間 

(自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日) 

当中間会計期間 
(自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日) 

前事業年度 
(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日) 

    ―――――――― 

 

 

 

 

    ――――――――     ―――――――― 
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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９月30日) 

当中間会計期間末 
(平成18年９月30日) 

前事業年度末 
(平成18年３月31日) 

※１ 有形固定資産の減価償却累計

額 

1,921百万円 

※１ 有形固定資産の減価償却累計

額 

2,648百万円

※１ 有形固定資産の減価償却累計

額 

2,243百万円

※２ 消費税等の取扱い 

   仮払消費税等及び仮受消費税

等は相殺のうえ、流動負債の

その他に含めて表示しており

ます。 

※２ 消費税等の取扱い 

       同左 

※２  

    ―――――――― 

 
 

(中間損益計算書関係) 

 
前中間会計期間 

(自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日) 

当中間会計期間 
(自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日) 

前事業年度 
(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日) 

※１ 営業外収益の主な内訳は次の

とおりです。 

販促協力金 4百万円

不動産賃貸収入 10百万円

受取手数料 2百万円
 

※１ 営業外収益の主な内訳は次の

とおりです。 

販促協力金 20百万円

不動産賃貸収入 4百万円

受取手数料 12百万円
 

※１ 営業外収益の主な内訳は次の

とおりです。 

販促協力金 27百万円

不動産賃貸収入 13百万円

受取手数料 11百万円
 

※２ 営業外費用の主な内訳は次の

とおりです。 

支払利息 34百万円

社債利息 2百万円

不動産賃貸費用 10百万円
 

※２ 営業外費用の主な内訳は次の

とおりです。 

支払利息 44百万円

社債利息 2百万円

不動産賃貸費用 4百万円
 

※２ 営業外費用の主な内訳は次の

とおりです。 

支払利息 79百万円

社債利息 4百万円

新株発行費 4百万円

不動産賃貸費用 11百万円

違約金 20百万円
 

※３ 特別利益の主な内訳は次のと

おりです。 

貸倒引当金戻入 10百万円
 

※３ 特別利益の主な内訳は次のと

おりです。 

保険金収入 2百万円
 

※３ 特別利益の主な内訳は次のと

おりです。 

貸倒引当金戻入益 10百万円
 

※４ 特別損失の主な内訳は次のと

おりです。 

固定資産除却損 0百万円

敷金貸倒引当金繰
入 

17百万円

建設協力金貸倒損
失 

2百万円

減損損失 361百万円
 

※４ 特別損失の主な内訳は次のと

おりです。 

固定資産除却損 29百万円

リース解約損 8百万円
 

※４ 特別損失の主な内訳は次のと

おりです。 

固定資産除却損 7百万円

建設協力金貸倒損
失 

2百万円

敷金貸倒引当金繰
入 

10百万円

減損損失 439百万円
 

   (固定資産除却損の内訳) 

器具備品除却損 0百万円

 

 
 

   (固定資産除却損の内訳) 

建物 25百万円

構築物 0百万円

器具備品 0百万円

除却費用 3百万円
 

   (固定資産除却損の内訳) 

器具備品 0百万円

除却費用 7百万円
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前中間会計期間 

(自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日) 

当中間会計期間 
(自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日) 

前事業年度 
(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日) 

 ５ 減価償却実施額 

有形固定資産 272百万円

無形固定資産 1百万円
 

 ５ 減価償却実施額 

有形固定資産 407百万円

無形固定資産 3百万円
 

 ５ 減価償却実施額 

有形固定資産 710百万円

無形固定資産 5百万円
 

   

 ６ 減損損失 

  当社は、以下の資産グループ

について減損損失を計上いたし

ました。 

場所 用途 種類 
減損損失

(百万円) 

カラオケ・パ

ーティースペ

ー ス 「 コ ー

ト・ダジュー

ル」  (新潟

県長岡市他４

店舗） 

営業用店舗 建物他 361 

 当社は、管理会計上の区分を考慮

して資産グループを決定しておりま

す。なお、営業用店舗については主

に各店舗を資産グループとしており

ます。 

 営業活動から生ずる損益が継続し

てマイナスとなる資産グループにつ

いて減損の兆候を把握し、回収可能

価額が帳簿価額を下回るものについ

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（361百

万円）として特別損失に計上いたし

ました。その内訳は、建物236百万

円、構築物20百万円、その他10百万

円及びリース資産93百万円でありま

す。なお、当資産グループの回収可

能価額は使用価値により測定してお

り、将来キャッシュ・フローを

2.8％で割り引いて算定しておりま

す。 

 

 

    ―――――――― ６ 減損損失 

  当社は、以下の資産グループ

について減損損失を計上いたし

ました。 

場所 用途 種類 
減損損失

(百万円)

カラオケ・パ

ーティースペ

ー ス 「 コ ー

ト・ダジュー

ル」  (新潟

県長岡市他５

店舗） 

営業用店舗 建物他 439

 当社は、管理会計上の区分を考慮

して資産グループを決定しておりま

す。なお、営業用店舗については主

に各店舗を資産グループとしており

ます。 

 営業活動から生ずる損益が継続し

てマイナスとなる資産グループにつ

いて減損の兆候を把握し、回収可能

価額が帳簿価額を下回るものについ

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（439百

万円）として特別損失に計上いたし

ました。その内訳は、建物281百万

円、構築物30百万円、器具備品11百

万円、その他0百万円及びリース資

産115百万円であります。なお、当

資産グループの回収可能価額は使用

価値により測定しており、将来キャ

ッシュ・フローを2.8％で割り引い

て算定しております。 
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(中間株主資本等変動計算書関係) 

当中間会計期間（自 平成18年４月１日 至 平成18年９月30日） 

１ 発行済株式に関する事項 

株式の種類 前事業年度末 増加 減少 当中間会計期間末 

普通株式(株)   23,896 ― ― 23,896 
 
 

 

 

２ 自己株式に関する事項 

株式の種類 前事業年度末 増加 減少 当中間会計期間末 

普通株式(株) ― ― ― ― 
 
 

 

 

３ 新株予約権等に関する事項 

目的となる株式の数（株） 
会社名 内訳 

目的となる
株式の種類 前事業 

年度末 
増加 減少 

当中間 
会計期間末 

当中間会計
期間末残高
（百万円）

平成18年新株予約権 普通株式 ― ― ― ― ―

提出会社 平成18年ストックオ
プションとしての新
株予約権 

― ― ― ― ― 11

合計  11

(注)  平成18年新株予約権は、権利行使期間の初日が到来しておりません。 

 

 

 

４ 配当に関する事項 

 (1) 配当金支払額 

決議 株式の種類 
配当金の総額
（百万円） 

１株当たり配当額
（円） 

基準日 効力発生日 

平成18年６月22日 
定時株主総会 

普通株式 47 2,000 平成18年３月31日 平成18年６月23日
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(中間キャッシュ・フロー計算書関係) 

 
前中間会計期間 

(自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日) 

当中間会計期間 
(自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日) 

前事業年度 
(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 

現金及び預金 699百万円

現金及び現金同等物 699百万円
 

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 

現金及び預金 1,127百万円

現金及び現金同等物 1,127百万円
 

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 

現金及び預金 2,399百万円

現金及び現金同等物 2,399百万円
 

 

２ 営業の譲受けにより増加した資

産の内訳 

有形固定資産 298百万円

無形固定資産 0百万円

投資その他の資産 136百万円

その他 7百万円

合計 443百万円

 
 

 

    ――――――――― 

 

２ 営業の譲受けにより増加した資

産及び負債の内訳 

流動資産 78百万円

固定資産 3,219百万円

その他 29百万円

 資産合計 3,328百万円

流動負債 1百万円

固定負債 19百万円

負債合計 20百万円
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(リース取引関係) 

半期報告書についてＥＤＩＮＥＴにより開示を行うため記載を省略しております。 

 

 

 

(有価証券関係) 

前中間会計期間末(平成17年９月30日現在) 

その他有価証券で時価のあるもの 

区分 取得原価（百万円） 
中間貸借対照表計上額

（百万円） 
差額（百万円） 

  株式 0 0 △0

合計 0 0 △0

 

当中間会計期間末(平成18年９月30日現在) 

その他有価証券で時価のあるもの 

区分 取得原価（百万円） 
中間貸借対照表計上額

（百万円） 
差額（百万円） 

  株式 0 0 0

合計 0 0 0

 

前事業年度末(平成18年３月31日現在) 

区分 取得原価（百万円） 
貸借対照表計上額 
（百万円） 

差額（百万円） 

  株式 0 0 0

合計 0 0 0

 

 

 

(デリバティブ取引関係) 

前中間会計期間末(平成17年９月30日現在) 

当社が行っているデリバティブ取引は、すべてヘッジ会計を適用しておりますので、記載するものは

ありません。 

 

当中間会計期間末(平成18年９月30日現在) 

当社が行っているデリバティブ取引は、すべてヘッジ会計を適用しておりますので、記載するものは

ありません。 

 

前事業年度末(平成18年３月31日現在) 

当社が行っているデリバティブ取引は、すべてヘッジ会計を適用しておりますので、記載するものは

ありません。 
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(持分法損益等) 

前中間会計期間(自 平成17年４月１日 至 平成17年９月30日) 

当社は関連会社を有していないため、該当事項はありません。 

 

当中間会計期間(自 平成18年４月１日 至 平成18年９月30日) 

当社は関連会社を有していないため、該当事項はありません。 

 

前事業年度(自 平成17年４月１日 至 平成18年３月31日) 

当社は関連会社を有していないため、該当事項はありません。 
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 (ストック・オプション等関係) 

当中間会計期間（自 平成18年４月１日 至平成18年９月30日） 

１．当該中間会計期間における費用計上額及び科目名 

  販売費及び一般管理費   11百万円 

 

２．ストック・オプションの内容及び規模 

会社名 提出会社 

決議年月日 平成18年６月22日 

付与対象者の区分及び人数（名） 
当社取締役６名 

当社従業員90名 

株式の種類及び付与数（株） 普通株式 569株 

付与日 平成18年７月21日 

権利確定条件 
付与日（平成18年７月21日）から権利確定日（平成

20年６月30日）まで継続して勤務していること。 

対象勤務期間 平成18年７月21日～平成20年６月30日 

権利行使期間 平成20年７月１日～平成23年６月30日 

権利行使価格（円） 475,747円 

付与日における公正な評価単価（円） 198,985円 
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(１株当たり情報) 

 
前中間会計期間 

(自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日) 

当中間会計期間 
(自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日) 

前事業年度 
(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 132,121円98銭

 

１株当たり純資産額 88,481円15銭

 

１株当たり純資産額 79,830円20銭

 
１株当たり 
中間純利益 

6,681円56銭 
 

１株当たり 
中間純利益 

10,650円37銭
 

１株当たり 
当期純利益 

17,108円94銭
 

 なお、潜在株式調整後１株当たり

中間純利益については、潜在株式が

存在し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

中間純利益については、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。 

 なお、潜在株式調整後１株当たり

当期純利益については、潜在株式が

存在しないため記載しておりませ

ん。 

 

当社は、平成18年２月１日付で

株式１株につき２株の株式分割を

行っております。 

 なお、当該株式分割が前期首に

行われたと仮定した場合の１株当

たり情報については、以下のとお

りとなります。 

 

前事業年度 

１株当たり純資産額 
64,220.41円

１株当たり当期純利益 
6,319.99円

なお、潜在株式調整後１株当た
り当期純利益につきましては、潜
在株式が存在しないため記載して
おりません。 
 

(注) １株当たり中間(当期)純利益の算定上の基礎 

 

  
前中間会計期間 

(自 平成17年４月１日
至 平成17年９月30日)

当中間会計期間 
(自 平成18年４月１日
至 平成18年９月30日)

前事業年度 
(自 平成17年４月１日
至 平成18年３月31日)

中間損益計算書(損益計算 
書)上の中間(当期)純利益 

(百万
円) 

79 254 434

普通株式に係る中間(当期) 
純利益 

(百万
円) 

79 254 408

普通株主に帰属しない金額
の主要な内訳 

(百万
円) 

 利益処分による役員賞与
金 

 ― ― 25

普通株主に帰属しない金額 
(百万
円) 

― ― 25

普通株式の期中平均株式数 (株) 11,948 23,896 23,896
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(重要な後発事象) 

 
前中間会計期間 

(自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日) 

当中間会計期間 
(自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日) 

前事業年度 
(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日) 

１．複合カフェ運営事業に係る営業

譲受 

当社は平成17年10月１日をもっ

て、親会社である株式会社アオキ

インターナショナルの営業の一部

であった複合カフェ運営事業を譲

受けました。 

 譲受けた営業、資産及び負債

は次のとおりです。 

 (1) 譲受けた営業 

 株式会社アオキインターナ

ショナルの複合カフェ57店舗 

 (2) 譲受けた資産及び負債の譲受

け価額 

資産 2,449百万円

負債 1百万円

 

 

２．資金調達に係る取締役会決議 

当社は、営業譲受対価の支払、

新規出店に伴う投資及び運転資金

等の調達を目的として、平成17年

11月15日開催の取締役会の決議に

基づき、平成17年11月に総額

4,800百万円の借入を行っており

ます。 

借入内容は以下のとおりです。 

（単位：百万円） 

借入先 借入日 
借入金

額 

借入利

率 

借入期

限 

返済条

件等 

横浜銀

行 

H17. 

11.17 
2,500 0.93％ 

H22. 

10.31 
(注)１ 

八十二

銀行 

H17. 

11.17 
1,000 0.93％ 

H22. 

11.17
(注)１ 

みずほ

銀行 

H17. 

11.17 
1,000 0.93％ 

H22. 

11.17
(注)１ 

明治安

田生命

保険 

H17. 

11.30 300 0.93％ 
H22. 

11.30 (注)１ 

合計 － 4,800 － － － 

(注)１．１年間元金据置後、４年間元金均等

返済 

２．上記借入に伴う、担保提供資産及び

保証はありません。 

 

 

    ―――――――― 当社は平成18年６月22日開催の

第11回定時株主総会において、会

社法第236条、第238条及び第239条

の規定に基づき、ストックオプシ

ョンとして新株予約権を無償で発

行することを決議いたしました。 

(1) 新株予約権の目的たる株式の

種類 

普通株式 

(2) 新株予約権の目的たる株式の

数 

合計570株を上限とする。

(3) 新株予約権の総数 

合計570個を上限とする。

(4) 新株予約権の払込金額 

無償で発行する。 

(5) 新株予約権の行使時の払込金

額 

新株予約権の行使時における

普通株式１株当たりの払込金額

は、新株予約権の割当日の属す

る月の前月の各日（取引が成立

しない日を除く。）における株

式会社ジャスダック証券取引所

（以下「ジャスダック証券取引

所」という。）の当社普通株式

の終値の平均値に1.025を乗じ

た価額とし、計算の結果生じる

１円未満の端数は切り上げるも

のとする。ただし、新株予約権

割当日の前日のジャスダック証

券取引所における当社普通株式

の終値（取引が成立しない場合

はその前日の終値）を下回る場

合は、当該日の終値とする。 

(6) 新株予約権の行使期間 

平成20年７月１日から 

平成23年６月30日まで 
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前中間会計期間 

(自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日) 

当中間会計期間 
(自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日) 

前事業年度 
(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日) 

３．株式分割に係る取締役会決議 

当社は平成17年12月６日開催の

取締役会において、次のように株

式分割による新株式の発行を決議

いたしました。 

 (1) 平成18年２月１日付をもって

普通株式１株につき２株に分割

する。 

①分割により増加する株式数 

普通株式    11,948株 

②分割方法 

平成18年１月31日最終の株

主名簿及び実質株主名簿に記

載または記録された株主の所

有株式数を、１株につき２株

の割合をもって分割する。 

(2) 配当起算日 

平成17年10月１日 
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５．生産、受注及び販売の状況 

(１) 生産、受注の状況 

当社はカラオケルーム運営事業及び複合カフェ運営事業を主力としており、生産、受注活動は行ってい

ないため該当事項はありません。 

 

(２) 販売実績 

販売実績を事業部門別に示すと、次のとおりであります。 

前中間会計期間 

(自 平成17年４月１日 

至 平成17年９月30日) 

当中間会計期間 

(自 平成18年４月１日 

至 平成18年９月30日) 

前事業年度 

(自 平成17年４月１日 

至 平成18年３月31日) 
区 分 

店舗数

(店) 

売上高 

(百万円) 

構成比

(％)

店舗数

(店) 

売上高 

(百万円)

構成比

(％) 

店舗数

(店) 

売上高 

(百万円) 

構成比 

(％) 

カラオケルーム運営事業 90 4,912 99.7 91 5,101 61.1 89 10,208 78.9 

 カラオケルーム売上 - 2,674 54.3 - 2,717 32.5 - 5,483 42.4 

 飲食売上 - 2,175 44.1 - 2,317 27.8 - 4,593 35.5 

 その他売上(注)１ - 62 1.3 - 66 0.8 - 131 1.0 

複合カフェ運営事業 2 13 0.3 83 3,245 38.9 64 2,726 21.1 

複合カフェ売上 - 13 0.3 - 3,066 36.7 - 2,561 19.8  

その他売上(注)２ - - - - 178 2.2 - 164 1.3 

合 計 92 4,926 100.0 174 8,346 100.0 153 12,934 100.0 

(注)１ その他売上の主なものは、入会金売上、ゲーム機利用料、ビリヤード売上であります。 

２ その他売上の主なものは、快活フィットネスＣＬＵＢ売上及び快活スパＣＬＵＢ売上であります。 

３ 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

 

 

 


