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上場会社名  株式会社プライム・リンク         上場取引所  大阪証券取引所 

コード番号  ２７２０                    ニッポン・ニュー・マーケット－「ヘラクレス」 

（ＵＲＬ http://www.prime-link.com/）           本社所在都道府県  東京都 

代  表  者 役職名 代表取締役社長 氏名 山口 伸昭  

問合せ先責任者 役職名 取締役 経営推進部長 氏名 鈴木  豊 ＴＥＬ（03）5405－4424 

決算取締役会開催日  平成 18 年 11 月 17 日           配当支払開始日  ―― 

単元株制度採用の有無   無 
 

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                     （百万円未満の金額は切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９月中間期 2,705 10.0 53 ― 27 ― 

17年９月中間期 2,458 △24.9 △248 ― △294 ― 

18年３月期 5,091 △20.0 △380 ― △495 ― 
 

 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 64 ― 581  82 569  60 

17年９月中間期 △1,511 ― △28,185  31 ― 

18年３月期 △3,314 ― △55,317  86 ― 

（注）①期中平均株式数  18 年９月中間期 110,683 株 17 年９月中間期 53,623 株 18 年３月期 59,909 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、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 3,619 623 17.2 5,355  32

17年９月中間期 3,776 67 1.8 1,054  99

18年３月期 3,565 83 2.3 804  33

（注）①期末発行済株式数 18 年９月中間期 116,469 株 17 年９月中間期  64,087 株 18 年３月期 103,399 株 

   ②期末自己株式数  18 年９月中間期    24 株 17 年９月中間期    24 株 18 年３月期    24 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 △120 △647 222 1,088 

17年９月中間期 116 △71 446 921 

18年３月期 49 △401 1,557 1,634 
 

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 4,308 157 137 

（参考）１株当たり予想当期純利益（通期） 1,176 円 27 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 ―― ―― ―― 

19年３月期（実績） ―― ―― 

19年３月期（予想） ―― ―― 
―― 

 
※上記に記載した予想数値は、現時点で入手可能な情報に基づき判断した見通しであり、多分に不確定な要素を含んでおりま

す。実際の業績等は、業況の変化等により、上記予想数値と異なる場合があります。なお、上記予想に関する事項は添付資料

の６ページ「3.経営成績及び財政状況 (3)通期の見通し」をご参照下さい。 
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５．中間財務諸表等 

(1) 中間財務諸表 

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 (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  921,123 1,088,640 1,634,615 

２．売掛金  404,538 514,642 510,469 

３．たな卸資産  13,909 14,509 13,245 

４．前払費用  257,013 ― 186,685 

５．その他 ※２ 38,120 197,526 62,654 

６．貸倒引当金  △33,312 △28,616 △39,643 

流動資産合計   1,601,393 42.4 1,786,703 49.4  2,368,026 66.4

Ⅱ 固定資産    

１．有形固定資産    

(1) 建物 ※１ 884,428 348,158 368,579 

(2) その他 ※１ 106,267 79,969 52,571 

有形固定資産合

計 
  990,696 26.2 428,128 11.8  421,151 11.8

２．無形固定資産   39,841 1.1 18,419 0.5  23,781 0.7

３．投資その他の資

産 
   

(1) 関係会社株式  ― 766,800 ― 

(2) 長期前払費用  433,134 ― 116,262 

(3) 敷金・保証金  706,858 514,269 623,864 

(4) 破産債権、更

生債権等 
 291,085 ― 332,602 

(5) その他  4,758 157,158 12,375 

(6) 貸倒引当金  △291,085 △52,102 △332,602 

投資その他の資

産合計 
  1,144,750 30.3 1,386,126 38.3  752,501 21.1

固定資産合計   2,175,289 57.6 1,832,674 50.6  1,197,434 33.6

資産合計   3,776,682 100.0 3,619,377 100.0  3,565,460 100.0
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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 (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  82,305 188,149 210,301 

２．短期借入金  141,002 ― ― 

３．１年以内償還予

定社債 
 100,000 100,000 100,000 

４．１年以内返済予

定長期借入金 
 528,634 449,744 478,404 

５．未払金  323,918 395,661 350,056 

６．未払法人税等  12,075 13,092 22,150 

７．割賦購入未払金  321,239 ― 270,479 

８．その他 ※２ 189,295 422,070 435,259 

流動負債合計   1,698,469 45.0 1,568,718 43.4  1,866,651 52.4

Ⅱ 固定負債    

１．社債  400,000 300,000 350,000 

２．長期借入金  845,058 600,224 613,746 

３．割賦購入長期未

払金 
 208,637 ― 90,195 

４．預り保証金  417,982 432,261 446,601 

５．その他   138,923 94,244 115,099 

固定負債合計   2,010,601 53.2 1,426,730 39.4  1,615,642 45.3

負債合計   3,709,071 98.2 2,995,448 82.8  3,482,293 97.7

    

（資本の部）    

Ⅰ 資本金   1,263,014 33.4 ― ―  2,169,908 60.9

Ⅱ 資本剰余金    

１．資本準備金  1,188,514 ― 2,095,408 

資本剰余金合計   1,188,514 31.5 ― ―  2,095,408 58.8

Ⅲ 利益剰余金    

１．中間（当期）未

処理損失 
 2,382,448 ― 4,185,128 

利益剰余金合計   △2,382,448 △63.1 ― ―  △4,185,128 △117.4

Ⅳ その他有価証券評

価差額金 
  ― ― ― ―  4,447 0.1

Ⅴ 自己株式   △1,468 △0.0 ― ―  △1,468 △0.1

資本合計   67,611 1.8 ― ―  83,167 2.3

負債・資本合計   3,776,682 100.0 ― ―  3,565,460 100.0
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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 (千円) 

構成比

（％）
金額 (千円) 

構成比

（％）
金額 (千円) 

構成比

（％）

（純資産の部）    

Ⅰ 株主資本    

１．資本金   ― ― 2,409,084 66.6  ― ―

２．資本剰余金    

(1) 資本準備金  ― 239,175 ― 

 資本剰余金合計   ― ― 239,175 6.6  ― ―

３．利益剰余金    

(1) その他利益剰

余金 
   

  繰越利益剰余

金 
 ― △2,025,321 ― 

 利益剰余金合計   ― ― △2,025,321 △56.0  ― ―

４．自己株式   ― ― △1,468 △0.0  ― ―

株主資本合計   ― ― 621,469 17.2  ― ―

Ⅱ 評価・換算差額等    

１．その他有価証券

評価差額金 
  ― ― 2,259 0.0  ― ―

評価・換算差額等

合計 
  ― ― 2,259 0.0  ― ―

Ⅲ 新株予約権   ― ― 200 0.0  ― ―

純資産合計   ― ― 623,929 17.2  ― ―

負債・純資産合計   ― ― 3,619,377 100.0  ― ―
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②中間損益計算書 
前中間会計期間 当中間会計期間 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17年９月30日） 

（自 平成18年４月１日 

至 平成18年９月30日） 

（自 平成17年４月１日 

至 平成18年３月31日） 

区分 
注記 

番号 
金額 (千円) 

百分比

（％）
金額 (千円) 

百分比

（％）
金額 (千円) 

百分比

（％）

Ⅰ 売上高   2,458,511 100.0 2,705,315 100.0  5,091,807 100.0

Ⅱ 売上原価   1,218,995 49.6 1,305,371 48.3  2,551,237 50.1

売上総利益   1,239,515 50.4 1,399,943 51.7  2,540,570 49.9

Ⅲ 販売費及び一般管

理費 
  1,487,844 60.5 1,345,955 49.7  2,920,981 57.4

営業利益（△は

営業損失） 
  △248,329 △10.1 53,987 2.0  △380,411 △7.5

Ⅳ 営業外収益 ※１  22,347 0.9 15,458 0.6  34,482 0.7

Ⅴ 営業外費用 ※２  68,101 2.8 42,052 1.6  149,108 2.9

経常利益（△は

経常損失） 
  △294,083 △12.0 27,393 1.0  △495,037 △9.7

Ⅵ 特別利益 ※３  ― ― 91,956 3.4  5,203 0.1

Ⅶ 特別損失 ※４,５  1,207,323 49.1 46,457 1.7  2,805,913 55.1

税引前中間（当

期）純利益（△

は純損失） 

  △1,501,406 △61.1 72,893 2.7  △3,295,747 △64.7

法人税、住民税

及び事業税 
 9,976 9,976 0.4 8,494 8,494 0.3 18,315 18,315 0.4

中間（当期）純

利益（△は純損

失） 

  △1,511,382 △61.5 64,398 2.4  △3,314,062 △65.1

前期繰越損失   871,066 ―  871,066

中間（当期）未

処理損失 
  2,382,448 ―  4,185,128
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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 利益剰余金 

その他利益剰余金
 

資本金 
資本準備金 

繰越利益剰余金

自己株式 
株主資本 

合計 

平成18年３月31日残高 

（千円）
2,169,908 2,095,408 △4,185,128 △1,468 78,719

中間会計期間中の変動額   

新株の発行 239,175 239,175 ― ― 478,351

中間純利益 ― ― 64,398 ― 64,398

欠損金の填補 ― △2,095,408 2,095,408 ― ―

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（千円） 
239,175 △1,856,232 2,159,806 ― 542,749

平成18年９月30日残高 

（千円）
2,409,084 239,175 △2,025,321 △1,468 621,469

 

評価・換算差額等 

 その他有価証券 

評価差額金 

新株予約権 純資産合計 

平成18年３月31日残高 

（千円）
4,447 680 83,847

中間会計期間中の変動額  

新株の発行 ― ― 478,351

中間純利益 ― ― 64,398

欠損金の填補 ― ― ―

株主資本以外の項目の

中間会計期間中の変動

額（純額） 

△2,188 △480 △2,668

中間会計期間中の変動額

合計（千円） 
△2,188 △480 540,081

平成18年９月30日残高 

（千円）
2,259 200 623,929
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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 当中間会計期間 
前事業年度の要約 

キャッシュ・フロー計算書
  

(自 平成17年４月１日 

至 平成17年９月30日) 

(自 平成18年４月１日 

至 平成18年９月30日) 

(自 平成17年４月１日 

至 平成18年３月31日) 

区分 
注記 

番号 
金額 (千円) 金額 (千円) 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 

（△は純損失） 
 △1,501,406 72,893 △3,295,747 

減価償却費及び償却費  229,803 123,155 453,837 

貸倒引当金の増減額  309,719 △11,026 357,566 

受取利息及び受取配当金  △3,243 △444 △3,639 

投資有価証券売却益  △5,837 ― △5,837 

金利スワップ評価損益  △3,623 284 △7,993 

支払利息及び社債利息  40,881 33,362 78,652 

新株発行費  3,584 ― 17,403 

新株交付費  ― 3,328 ― 

社債発行費  19,476 ― 19,476 

固定資産売却益  ― △6,000 △5,117 

店舗解体費用戻入  ― △71,332 ― 

賃借物件解約損  ― ― 210,128 

固定資産除却損  ― ― 101 

固定資産処分損  ― ― 166,560 

減損損失  808,226 34,942 1,920,078 

企業買収費用  ― 9,000 ― 

売上債権の増減額  312,907 △4,173 221,213 

たな卸資産の増減額  △1,979 △1,263 △1,315 

仕入債務の増減額  △17,887 △22,152 110,109 

未払金の増減額  15,694 △81,319 △5,843 

未払消費税等の増減額  △8,643 36,811 △8,643 

リース資産減損勘定の取崩額  ― △113,807 △172,690 

預り保証金の増減額  △18,180 △13,639 10,438 

その他  △6,529 14,037 83,818 

小計  172,961 2,654 142,556 

利息及び配当金の受取額  3,243 444 3,639 

利息の支払額  △39,484 △34,449 △76,948 

法人税等の支払額  △20,130 △17,734 △20,130 

店舗解体費用の支払額  ― △62,784 ― 

企業買収費用の支払額  ― △9,000 ― 

営業活動によるキャッシュ・フロー  116,590 △120,868 49,117 
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前中間会計期間 当中間会計期間 
前事業年度の要約 

キャッシュ・フロー計算書
  

(自 平成17年４月１日 

至 平成17年９月30日) 

(自 平成18年４月１日 

至 平成18年９月30日) 

(自 平成17年４月１日 

至 平成18年３月31日) 

区分 
注記 

番号 
金額 (千円) 金額 (千円) 金額 (千円) 

Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー     

有形固定資産の取得による支出  △42,730 △51,890 △175,095 

有形固定資産の売却による収入  ― 6,000 76,246 

無形固定資産の取得による支出  ― △4,832 △3,363 

投資有価証券の売却による収入  7,537 ― 7,537 

関係会社株式の取得による支出  ― △666,800 ― 

貸付の回収による収入  33,000 ― 33,000 

敷金・保証金に係る支出  △60,885 △41,296 △175,521 

敷金・保証金の返還による収入  20,039 123,437 104,701 

長期前払費用に係る支出  △28,806 △11,588 △269,385 

その他  △137 △314 62 

投資活動によるキャッシュ・フロー  △71,982 △647,285 △401,818 

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  △452,448 ― △593,450 

長期借入れによる収入  300,000 200,000 300,000 

長期借入金の返済による支出  △375,192 △242,182 △656,734 

割賦購入未払金の返済による支出  △192,602 △160,171 △361,805 

社債の発行による収入  480,523 ― 480,523 

社債の償還による支出  ― △50,000 △50,000 

長期預け金の返還による収入  700,000 ― 700,000 

新株予約権の行使による収入  ― 474,542 1,798,149 

自己株式の取得による支出  △967 ― △967 

配当金の支払額  △50 △9 △66 

その他  △12,584 ― △58,170 

財務活動によるキャッシュ・フロー  446,679 222,179 1,557,480 

Ⅴ 現金及び現金同等物の増減額  491,287 △545,974 1,204,779 

Ⅵ 現金及び現金同等物の期首残高  429,835 1,634,615 429,835 

Ⅶ 現金及び現金同等物の中間期末（期末）

残高 
※ 921,123 1,088,640 1,634,615 
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継続企業の前提に重要な疑義を抱かせる事象又は状況 

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） 

 当社は、当中間会計期間において、

248,329千円の営業損失、294,083千円の経常

損失を計上しており、固定資産の減損会計の

適用等により1,511,382千円の重要な中間純

損失を計上した結果、多額の資本の欠損が生

じております。また、（重要な後発事象）に

記載のとおり多額の損失が見込まれておりま

す。当該状況により、継続企業の前提に関す

る重要な疑義が存在しております。 

 当社は、当該状況を解消すべく財務体質の

改善を掲げ、収益構造の改善、不採算事業の

見直しによるコスト削減や資産のリストラ等

により、財務体質の早期健全化に努めてまい

ります。また、これに加え、第三者割当増資

による資本増強を引受候補先と検討しており

ます。 

 中間財務諸表は継続企業を前提として作成

しており、上記の様な重要な疑義の影響を中

間財務諸表には反映しておりません。 

――――――――  当社は、当事業年度において、380,411千

円の営業損失、495,037千円の経常損失を計

上しており、固定資産の減損会計の適用等に

より3,314,062千円の重要な当期純損失を計

上した結果、多額の資本の欠損が生じており

ます。当該状況により、継続企業の前提に関

する重要な疑義が存在しております。 

 当社は、当該状況を解消すべく財務体質の

改善を掲げ、平成18年１月23日に第三者割当

の方法により第４回新株予約権を発行し、当

該新株予約権の権利行使を受け、資本増強を

図っております。 

 また、「中期３ヶ年経営計画」（平成18年

２月23日決議）を策定し、収益構造の改善、

不採算事業の見直しによるコスト削減等によ

り、財務体質の早期健全化に努めてまいりま

す。 

 財務諸表は継続企業を前提として作成して

おり、上記の様な重要な疑義の影響を財務諸

表には反映しておりません。 
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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) 有価証券 (1) 有価証券 (1) 有価証券 

――――― 子会社株式 

移動平均法による原価法 

――――― 

その他有価証券 

――――― 

その他有価証券 

時価のあるもの 

中間期末日の市場価格等に

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

移動平均法により算定） 

その他有価証券 

時価のあるもの 

期末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）

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 

時価のないもの 

同左 

(2) デリバティブ 

時価法 

(2) デリバティブ 

同左 

(2) デリバティブ 

同左 

１．資産の評価基準及

び評価方法 

(3) たな卸資産 

商品・貯蔵品 

最終仕入原価法 

(3) たな卸資産 

商品・貯蔵品 

同左 

(3) たな卸資産 

商品・貯蔵品 

同左 

(1) 有形固定資産 

定率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・構築物 

３年～30年 

機械装置・工具器具備品 

２年～15年 

車両運搬具 

   ６年 

(1) 有形固定資産 

定率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・構築物 

３年～30年 

機械装置・工具器具備品 

２年～15年 

――――― 

(1) 有形固定資産 

定率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・構築物 

３年～30年 

機械装置・工具器具備品 

２年～15年 

車両運搬具 

   ６年 

(2) 無形固定資産 

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（５年）に基づく定額法によ

っております。 

(2) 無形固定資産 

同左 

(2) 無形固定資産 

同左 

２．固定資産の減価償

却の方法 

(3) 長期前払費用 

定額法によっております。 

(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 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

性を勘案し、回収不能見込額を計

上しております。 

貸倒引当金 

同左 

貸倒引当金 

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) ヘッジ会計の方法 

繰延ヘッジ処理を採用しており

ます。 

金利スワップについて特例処理

の条件を満たしている場合には

特例処理を採用しております。

(1) ヘッジ会計の方法 

同左 

(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

ジ方針 

内部規程に基づき、金利変動リ

スクをヘッジしております。 

ヘッジ手段  金利スワップ

ヘッジ対象  借入金 

(2) ヘッジ手段とヘッジ対象、ヘッ

ジ方針 

同左 

(2) ヘッジ手段とヘッジ対象、ヘッ

ジ方針 

同左 

５．ヘッジ会計の方法 

(3) ヘッジ有効性評価の方法 

ヘッジ対象のキャッシュ・フロ

ー変動の累計とヘッジ手段のキ

ャッシュ・フロー変動の累計を

比較し、その変動額の比率によ

って有効性を評価しておりま

す。 

但し、特例処理によっている金

利スワップについては、有効性

の評価を省略しております。 

(3) ヘッジ有効性評価の方法 

同左 

(3) 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（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、且つ、

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 
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

適用指針第６号 平成15年10月31日）を適用

しております。 

 これにより営業損失及び経常損失が

100,724千円減少し、税引前中間純損失が

638,919千円増加しております。 

 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

適用指針第６号 平成15年10月31日）を適用

しております。 

 これにより営業損失及び経常損失が

299,214千円減少し、税引前当期純損失が

1,620,864千円増加しております。 

 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

計基準等） 

 当中間会計期間より、「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

基準第５号 平成17年12月９日）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」（企業会計基準適用指針第８

号 平成17年12月９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。 

 なお、従来の資本の部の合計に相当する金

額は623,729千円であります。 

 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

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。これによる損益

に与える影響はありません。 

―――――――― 
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表示方法の変更 

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） 

（中間貸借対照表） 
―――――――― 

（中間貸借対照表） 
前中間期まで区分掲記しておりました「前払費用」（当
中間期末の残高は131,937千円）は、当中間期末におい
て資産の総額の100分の５以下となったため、流動資産
の「その他」に含めて表示しております。 
 

―――――――― 前中間期まで区分掲記しておりました「長期前払費用」
（当中間期末の残高は99,085千円）は、当中間期末にお
いて資産の総額の100分の５以下となったため、投資そ
の他の資産の「その他」に含めて表示しております。 
 

―――――――― 前中間期まで区分掲記しておりました「破産債権、更生
債権等」（当中間期末の残高は52,102千円）は、当中間
期末において資産の総額の100分の５以下となったた
め、投資その他の資産の「その他」に含めて表示してお
ります。 
 

―――――――― 前中間期まで区分掲記しておりました「割賦購入未払
金」（当中間期末の残高は174,564千円）は、当中間期
末において負債及び純資産の合計額の100分の５以下と
なったため、流動負債の「その他」に含めて表示してお
ります。 
 

―――――――― 前中間期まで区分掲記しておりました「割賦購入長期未
払金」（当中間期末の残高は25,938千円）は、当中間期
末において資産の総額の100分の５以下となったため、
固定負債の「その他」に含めて表示しております。 
 

（中間キャッシュ・フロー計算書） 
―――――――― 

（中間キャッシュ・フロー計算書） 
前中間期まで「営業活動によるキャッシュ・フロー」の
「その他」に含めておりました「リース資産減損勘定の
取崩額」（前中間期の金額は64,926千円）は重要性が増
加したため、当中間期より区分掲記しております。 
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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 

 996,490千円 

※１．有形固定資産の減価償却累計額 

 369,591千円 

※１．有形固定資産の減価償却累計額 

 333,133千円 
 

※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、金額的重要性が乏しいた

め、流動資産の「その他」に含めて表

示しております。 

 

※２．消費税等の取扱い 

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。 

 

※２． ――――― 
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（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．営業外収益の主要項目 

 

受取利息 3,239千円

受取手数料 4,218千円

投資有価証券売却益 5,837千円 

※１．営業外収益の主要項目 

 

受取利息 441千円

受取手数料 2,232千円

保証金返還益 9,830千円 

※１．営業外収益の主要項目 

 

受取利息 3,635千円

受取手数料 5,485千円

投資有価証券売却益 5,837千円

金利スワップ評価益 7,993千円 
 

※２．営業外費用の主要項目 

 

支払利息 40,194千円

新株発行費 3,584千円

社債発行費 19,476千円 

 

※２．営業外費用の主要項目 

 

支払利息 33,362千円

新株交付費 3,328千円

  

 

※２．営業外費用の主要項目 

 

支払利息 76,659千円

新株発行費 17,403千円

社債発行費 19,476千円 
 

※３． ――――― 

 

※３．特別利益の主要項目 

 

店舗解体費用戻入 71,332千円 

 

※３．特別利益の主要項目 

 

固定資産売却益 5,117千円 
 

※４．特別損失の主要項目 

 

貸倒引当金繰入額 280,500千円 

減損損失 808,226千円 
 

 

※４．特別損失の主要項目 

 

減損損失 34,942千円 

 

※４．特別損失の主要項目 

 

貸倒引当金繰入額 332,602千円

賃借物件解約損 210,128千円

固定資産処分損 166,560千円

減損損失 1,920,078千円
 

 

※５．減損損失 

 当中間会計期間において、当社は以

下の資産グループについて減損損失を

計上しました。 

地域 用途 種類 
減損損失 

（千円） 

東北 賃貸店舗 建物等 137,495 

関東 賃貸店舗 建物等 208,155 

近畿 
賃貸店舗 

直営店舗 
建物等 316,402 

その他 賃貸店舗 建物等 146,173 

合計 808,226 

 当社は、キャッシュ・フローを生み

出す最小単位として店舗を基本単位と

して、また賃貸資産等については物件

単位毎にグルーピングしております。 

 営業活動から生ずる損益が継続して

マイナスである賃貸資産等について、

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（808,226千

円）として特別損失に計上しておりま

す。その内訳は、建物518,484千円、

工具器具備品13,854千円、リース資産

259,961千円及びその他15,926千円で

あります。 

 なお、回収可能価額は正味売却価額

により測定しており、対象資産全てに

ついて、正味売却価額を零として評価

しております。 

 

※５．減損損失 

 当中間会計期間において、当社は以

下の資産グループについて減損損失を

計上しました。 

地域 用途 種類 
減損損失

（千円）

近畿 直営店舗 建物等 34,942

合計 34,942

 当社は、キャッシュ・フローを生み

出す最小単位として店舗を基本単位と

して、また賃貸資産等については物件

単位毎にグルーピングしております。

 営業活動から生ずる損益が継続して

マイナスである賃貸資産等について、

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（34,942千円）

として特別損失に計上しております。

その内訳は、建物30,794千円、工具器

具備品2,448千円、リース資産1,053千

円及びその他645千円であります。 

 なお、回収可能価額は正味売却価額

により測定しており、対象資産全てに

ついて、正味売却価額を零として評価

しております。 

 

※５．減損損失 

 当事業年度において、当社は以下の

資産グループについて減損損失を計上

しました。 

地域 用途 種類 
減損損失

（千円）

東北 賃貸店舗 建物等 245,658

関東 賃貸店舗 建物等 449,653

近畿
賃貸店舗 

直営店舗 
建物等 561,419

本社
データ閲 

覧権等 

長期前払 

費用等 
480,274

その他 賃貸店舗 建物等 183,072

合計 1,920,078

 当社は、キャッシュ・フローを生み

出す最小単位として店舗を基本単位と

して、また賃貸資産等については物件

単位毎にグルーピングしております。

 営業活動から生ずる損益が継続して

マイナスである賃貸資産及び将来使用

する見込みが無くなった権利金等につ

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

（1,920,078千円）として特別損失に

計上しております。その内訳は、建物

965,902千円、工具器具備品27,244千

円、長期前払費用469,459千円、リー

ス資産418,062千円及びその他39,409

千円であります。 

 なお、回収可能価額は正味売却価額

により測定しており、対象資産全てに

ついて、正味売却価額を零として評価

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） 

 ６．減価償却実施額 

 

有形固定資産 80,991千円 

無形固定資産 7,363千円  

 ６．減価償却実施額 

 

有形固定資産 36,457千円

無形固定資産 5,394千円 

 ６．減価償却実施額 

 

有形固定資産 177,247千円

無形固定資産 14,994千円 
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（中間株主資本等変動計算書関係） 

当中間連結会計期間（自平成18年４月１日 至平成18年９月30日） 

１．発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項 

 
前事業年度末株式数

（株） 

当中間会計期間増加

株式数（株） 

当中間会計期間減少 

株式数（株） 

当中間会計期間末

株式数（株） 

発行済株式  

 普通株式（注） 103,423.67 13,070 ― 116,493.67

合計 103,423.67 13,070 ― 116,493.67

自己株式  

 普通株式 24.67 ― ― 24.67

合計 24.67 ― ― 24.67

（注）普通株式の発行済株式総数の増加は、新株予約権の権利行使によるものであります。 

 

２．新株予約権及び自己新株予約権に関する事項 

新株予約権の目的となる株式の数（株） 

区分 新株予約権の内訳 

新株予約権の

目的となる株

式の種類 前事業年度末
当中間会計

期間増加 

当中間会計 

期間減少 

当中間会計 

期間末 

当中間会計

期間末残高

（千円） 

第１回新株予約権（注）１,４ 普通株式 500 ― 140 360 ― 

第２回新株予約権（注）１,４ 普通株式 882 ― 205 677 ― 

第３回新株予約権（注）１,４ 普通株式 2,000 ― 970 1,030 ― 

第４回新株予約権（注）２ 普通株式 18,517 ― 13,070 5,446 200 

提出会社 

第５回新株予約権（注）１,３,４ 普通株式 ― 2,000 120 1,880 ― 

合計 ― ― ― ― ― 200 

（注）１．当中間会計期間減少は、新株予約権者が権利行使可能な地位を失ったことによるものであります。 

   ２．当中間会計期間減少は、新株予約権の権利行使によるものであります。 

   ３．新株予約権を行使することができる期間は到来しておりません。 

４．平成 18 年 10 月 27 日開催の取締役会において、｢株式移転による純粋持株会社体制への移行｣に伴い、

当該新株予約権を消滅させることを平成 18 年 12 月８日開催予定の臨時株主総会に付議することを決議

いたしました。 

 

３．配当に関する事項 

該当事項はありません。 
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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） 

※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９月30日現在）

現金及び預金勘定 921,123千円 

現金及び現金同等物 921,123千円 
   

※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９月30日現在）

現金及び預金勘定 1,088,640千円

現金及び現金同等物 1,088,640千円 

※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３月31日現在）

現金及び預金勘定 1,634,615千円

現金及び現金同等物 1,634,615千円
  

 

 

（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。 

 

 

（有価証券関係） 

前中間会計期間末（平成17年９月30日） 

１．時価評価されていない主な有価証券の内容 

 中間貸借対照表計上額 (千円) 

その他有価証券  

非上場株式（店頭売買株式を除く） 4,015 

合計 4,015 

 

当中間会計期間末（平成18年９月30日） 

当中間会計期間における「有価証券関係」については、中間連結財務諸表における注記事項として記載して

おります。 

子会社株式で時価のあるものはありません。 

 

前事業年度末（平成18年３月31日） 

１．その他有価証券で時価のあるもの 

 取得原価 (千円) 
貸借対照表計上額 

（千円） 
差額 (千円) 

株式 1,500 9,000 7,500 

合計 1,500 9,000 7,500 

 

２．時価評価されていない主な有価証券の内容 

 貸借対照表計上額 (千円) 

その他有価証券  

非上場株式（店頭売買株式を除く） 2,515 

合計 2,515 

 

 

（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。 

 

 

（持分法損益等） 

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      1,054円99銭 

１株当たり中間純損失金額  28,185円31銭 

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、１株当たり中間純損失であ

るため記載しておりません。 

１株当たり純資産額      5,355円32銭

１株当たり中間純利益金額     581円82銭

潜在株式調整後１株当たり中間純利益金額 

                569円60銭

１株当たり純資産額       804円33銭

１株当たり当期純利益金額  55,317円86銭

なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益

金額については、１株当たり当期純損失であ

るため記載しておりません。 

（注）１．１株当たり純資産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）

純資産の部の合計額（千円） ― 623,929 ― 

純資産の部の合計額から控除する金額 

（千円） 
― 200 ― 

（うち新株予約権） （―） （200） （―）

普通株式に係る中間期末の純資産額 

（千円) 
― 623,729 ― 

中間期末の普通株式の数（株） ― 116,469 ― 

   ２．１株当たり中間純利益金額又は１株当たり中間（当期）純損失金額並びに潜在株式調整後１株当たり中

間純利益金額の算定上の基礎は、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）

１株当たり中間(当期)純利益(純損失)金額    

中間(当期)純利益又は中間純損失（△）

（千円） 
△1,511,382 64,398 △3,314,062 

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)純利益又は中

間純損失（△）（千円） 
△1,511,382 64,398 △3,314,062 

期中平均株式数（株） 53,623 110,683 59,909 

    

潜在株式調整後１株当たり中間(当期)純利

益金額 
   

中間(当期)純利益調整額（千円） ― ― ― 

（うち支払利息(税額相当額控除後)） （―） （―） （―）

普通株式増加数（株） ― 2,375 ― 

（うち転換社債型新株予約権付社債） （―） （―） （―）

（うち新株予約権） （―） （2,375） （―）

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整

後１株当たり中間(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 

３種類（新株予約権の数

3,407個） 

新株予約権 

４種類（新株予約権の数

3,947個） 

新株予約権 

４種類（新株予約権の数

3,450個） 
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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） 

 当社は平成18年10月27日開催の取締役会に

おいて、｢資本準備金の額の減少｣及び｢資本

金の減少｣並びに｢株式移転による純粋持株会

社体制への移行｣について、次のとおり平成

18年12月８日開催予定の臨時株主総会に付議

することを決議いたしました。 

１．資本準備金の額の減少 

 (1) 目的 

当社は、会社法第448条第１項の規定

に基づき、欠損の補填を目的として、

資本準備金の取り崩しを行うものであ

ります。 

 (2) 減少すべき資本準備金の額 

資本準備金239,175千円のうち、全額

を取り崩し、欠損を補填いたします。

 (3) 資本準備金取り崩しの日程 

  ①取締役会決議日   平成18年10月27日

  ②株主総会決議日 

          平成18年12月８日(予定)

  ③債権者異議申述公告 

          平成18年12月11日(予定)

  ④債権者異議申述最終期日 

          平成19年１月11日(予定)

  ⑤効力発生日  平成19年１月12日(予定)

２．資本金の額の減少 

 (1) 目的 

当社は、会社法第447条第１項の規定

に基づき、欠損の補填及び分配可能額

の確保を目的として、資本金の額の減

少を行うものであります。 

 (2) 減少すべき資本金の額 

資本金の額2,409,084千円を2,109,084

千円減少して、300,000千円といたし

ます。 

減少すべき資本金の額2,109,084千円

は、欠損の補填及び分配可能額の確保

に充てます。 

 (3) 資本金の額の減少の方法 

払い戻しを行わない無償の減資とし、

株式併合等による発行済株式総数の減

少は行いません。 

 (4) 減資の日程 

  ①取締役会決議日   平成18年10月27日

  ②株主総会決議日 

          平成18年12月８日(予定)

  ③債権者異議申述公告 

          平成18年12月11日(予定)

  ④債権者異議申述最終期日 

          平成19年１月11日(予定)

  ⑤効力発生日  平成19年１月12日(予定)

３．株式移転による純粋持株会社体制への移

行 

 平成17年11月29日開催の取締役会におい

て、抜本的な構造改善を早期に図るべく、店

舗展開方針等の見直しを行い、以下の決議を

いたしました。 

１．直営店舗の契約解除及び店舗閉鎖（当中

間会計期間末簿価332,831千円。未経過

リース料及び賃貸借契約解約金を含

む。） 

２．転貸店舗の契約解除及び店舗閉鎖（当中

間会計期間末簿価484,851千円。未経過

リース料及び賃貸借契約解約金を含

む。） 

３．長期前払費用の一括償却（当中間会計期

間末簿価245,000千円。） 

 なお、これに伴い、上記に付随する損失が

発生するものと見込まれます。 

  株式移転の概要は次のとおりでありま

す。 

 (1) 純粋持株会社設立の目的 

当社は、｢３つのＩ（アイ）｣（①

Intercommunity（共有）、②

Innovation（変革）、③Investment

（投資））をテーマに掲げ、再成長を

目指しております。今後、この再成長

をさらに加速していくために、経営ス

ピードを高め、柔軟な対応ができる体

制を構築するため。 

 当社は、平成18年６月21日に第４回新株予

約権の権利行使により、次のとおり新株式を

発行しております。 

発行した株式の種類 普通株式 

発行した株式の数 13,070株 

権利行使に係る払込総額 478,351千円

新株の発行に伴う資本金

への組入れ額 
239,175千円

 当該新株予約権の権利行使に伴い、新株予

約権480千円を下記のとおり資本組入れして

おります。 

資本金 240千円

資本準備金 240千円
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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） 

 (2) 株式移転をなすべき時期 

本株式移転をなすべき期日（株式移転

期日）は平成19年１月12日といたしま

す。 

 (3) 株式移転比率 

当社の普通株式１株に対して純粋持株

会社の普通株式１株を割当て交付いた

します。 

 (4) 株式移転交付金 

株式移転交付金の支払いは行いませ

ん。 

 (5) 純粋持株会社の上場申請に関する事項

純粋持株会社は、大阪証券取引所（ヘ

ラクレス市場）に上場申請を予定して

おります。なお、純粋持株会社の上場

に伴い、当社は上場廃止となる予定で

あります。 

 (6) 純粋持株会社の概要 

  ①商号  ㈱アスラポート・ダイニング

  ②事業内容 

飲食事業等を営む会社の株式を所有す

ることによる当該会社の事業活動の支

配及び管理等 

  ③本店所在地  東京都港区 

  ④資本金    300,000千円 

 (7) 新株予約権の完全親会社への承継 

  ①旧商法第288条ノ20及び第280条ノ21の

規定に基づき発行した第４回新株予約

権については、会社法第774条第４項

に則り、完全親会社の新株予約権を交

付いたします。 

  ②交付される完全親会社の新株予約権の

内容及び数 

   ａ．完全親会社の新株予約権の内容及

び数 

      新株予約権１個につき完全親会

社の普通株式272株 

   ｂ．新株予約権の行使時の払込金額 

      株式移転前における価額と同額

といたします。 

   ｃ．新株予約権を行使することができ

る期間 

      株式移転前における権利行使期

間と同じといたします。 

   ｄ．新株予約権の行使条件 

      株式移転前における権利条件と

同じといたします。 

 

 (8) 新株予約権の消滅 

当社が発行している第１回新株予約

権、第２回新株予約権、第３回新株予

約権及び第５回新株予約権について

は、当該各新株予約権の発行要領の定

め並びに会社法の施行に伴う関係法律

の整備等に関する法律の施行に伴う経

過措置を定める政令第13条第１項に基

づき、当社が無償でこれを取得するも

のといたします。 
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６．生産、受注及び販売の状況 

(1) 生産実績 

当社は生産を行っておりませんので、記載すべき事項はありません。 

 

(2) 受注状況 

当社は飲食業のため、記載すべき事項はありません。 

 

(3) 販売実績 

販売実績を事業の部門別に示すと、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） 事業部門別 

金額（千円） 
前年同期比

（％） 
金額（千円） 

前年同期比

（％） 
金額（千円） 

前年同期比

（％） 

店舗運営事業部門 1,026,507 86.7 1,040,174 101.3 2,140,534 98.3

 牛角事業 378,987 67.9 301,585 79.6 680,555 70.6

 とりでん事業 303,382 92.8 129,446 42.7 506,108 76.0

 おだいどこ事業 132,210 488.1 467,484 353.6 551,284 570.6

 ぱすたんぱすた事業 32,027 ― 59,405 185.5 119,172 ―

 土間土間事業 61,155 98.5 52,507 85.9 119,881 ―

 その他事業 118,743 56.5 29,743 25.0 163,530 61.6

フランチャイズ本部事業部門 1,037,470 80.7 1,355,951 130.7 2,220,699 79.6

 加盟金収入 156,500 333.0 40,300 25.8 220,434 98.3

 ロイヤリティ収入 725,102 87.8 674,581 93.0 1,375,594 86.5

 フランチャイズ設備収入 18,164 9.1 8,108 44.6 25,629 10.8

 物流商品事業 85,931 48.5 571,282 664.8 486,239 94.5

 その他収入 51,770 145.9 61,678 119.1 112,801 50.3

ソリューション事業部門 394,533 49.2 309,189 78.4 730,574 52.3

 転貸店舗事業 303,921 51.3 198,029 65.2 504,519 48.3

 その他収入 90,612 43.3 111,159 122.7 226,054 64.3

合計 2,458,511 75.1 2,705,315 110.0 5,091,807 80.0

（注）１．店舗運営事業部門販売実績とは、当社直営店における飲食販売実績であります。 

   ２．フランチャイズ本部事業部門販売実績とは、フランチャイジーより加盟契約時に受け取る加盟金、ロイ

ヤリティ（フランチャイジー店の売上高の５％）及びＰＯＳシステム販売実績等であります。 

   ３．ソリューション事業部門販売実績とは、店舗改善活動等に係る販売実績であります。 

   ４．販売実績には、消費税等は含まれておりません。 
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