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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 （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9月中間期 503 (32.9) 206 (170.8) 143 (9,735.2)

17年9月中間期 379 (△90.5) 76 (△24.6) 1 (△95.9)

18年3月期 740 134 26

中間（当期）純利益
１株当たり中間
（当期）純利益

百万円 ％ 円 銭

18年9月中間期 261 (35.7) 11 05

17年9月中間期 192 (268.7) 8 55

18年3月期 154 6 69

（注）①期中平均株式数 18年9月中間期 23,648,153株 17年9月中間期 22,523,620株 18年3月期 23,073,453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 13,956 6,512 46.7 274 60

17年9月中間期 14,308 6,284 43.9 266 03

18年3月期 14,718 6,251 42.5 264 60

（注）①期末発行済株式数 18年９月中間期 23,717,000株 17年９月中間期 23,625,000株 18年３月期 23,625,000株

②期末自己株式数 18年９月中間期 2,180株 17年９月中間期 1,380株 18年３月期 2,180株

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 960 200 300

（参考）１株当たり予想当期純利益（通期）　　12円　65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

17年3月期 － － －

18年3月期（実績） － －  
－19年3月期（予想） － －

 

※　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、予想数値と異なる

可能性があります。
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６．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（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 ※2 566,608 639,493 260,536

２．売掛金 152,250 54,688 228,576

３. たな卸資産 2,637 ― ―

４. 短期貸付金 1,445,000 3,175 250

５. 未収入金 218,949 246,764 166,443

６．立替金 2,119,170 62,492 2,198,943

７．未収消費税等 25,471 9,614 62,448

８．繰延税金資産 320,693 5,246 147,760

９．その他 67,871 56,691 38,119

流動資産合計 4,918,651 34.3 1,078,166 7.7 3,103,078 21.1

Ⅱ　固定資産

１．有形固定資産

(1）建物 ※1,2 1,102,524 982,442 1,004,452

(2）構築物 ※1 15,730 14,512 15,121

(3）工具器具備品 ※1 7,484 8,854 9,760

(4）土地 ※1,2 1,462,300 1,462,300 1,462,300

(5）建設仮勘定 104,745 59,708 212,750

有形固定資産合計 2,692,785   2,527,819   2,704,385   
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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
（％）

２．無形固定資産

(1）商標権 62,112 56,290 60,114

(2）電話加入権 10,109 10,109 10,109

(3）ソフトウエア 17,690 233,647 18,189

(4）その他 237 237 237

無形固定資産合計 90,150 300,285 88,650

３．投資その他の資産 ※2

(1）投資有価証券 369,720 134,528 329,130

(2）関係会社株式 2,897,673 3,986,073 3,986,073

(3）出資金 12,660 12,660 12,660

(4）敷金・保証金 111,467 111,351 112,701

(5）長期貸付金 2,124,921 4,591,370 3,243,980

(6）長期前払費用 16,989 101,972 15,625

(7）繰延税金資産 1,052,255 1,098,261 1,105,750

(8）その他 8,816 8,816 8,816

投資その他の資産
合計

6,594,504 10,045,033 8,814,737

固定資産合計 9,377,440 65.6 12,873,138 92.2 11,607,774 78.9

Ⅲ　繰延資産

１．新株発行費 12,065 5,556 7,768

繰延資産合計 12,065 0.1 5,556 0.0 7,768 0.1

資産合計 14,308,157 100.0 13,956,861 100.0 14,718,621 100.0
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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 4,726 ― ―

２．短期借入金 ※2 1,504,300 1,500,000 2,178,700

３．1年以内返済予定の
長期借入金

※2 1,467,826 1,128,000 1,491,208

４．未払金 11,327 ― 11,327

５．未払費用 36,612 89,047 149,227

６．未払法人税等 475 5,250 11,509

７．未払事業税等 3,408 ― ―

８．賞与引当金 2,779 2,854 3,168

９．その他 1,375,644 16,008 1,421,503

流動負債合計 4,407,099 30.8 2,741,160 19.6 5,266,642 35.8

Ⅱ　固定負債

１．長期借入金 ※2 3,575,346 4,668,000 3,164,881

２．退職給付引当金 1,605 2,864 3,160

３．長期未払金 5,663 ― ―

４．その他 33,716 32,716 32,716

固定負債合計 3,616,331 25.4 4,703,580 33.7 3,200,757 21.8

負債合計 8,023,430 56.1 7,444,741 53.3 8,467,400 57.5
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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
（％）

（資本の部）

Ⅰ　資本金 ※3 2,640,000 18.4 ― ― 2,640,000 17.9

Ⅱ　資本剰余金

１．資本準備金 1,880,000 ― 1,880,000

２．その他資本剰余金    

　減資差益 1,463,706 ― 1,463,706

資本剰余金合計 3,343,706 23.3 ― ― 3,343,706 22.7

Ⅲ　利益剰余金

１．中間（当期）未処
分利益

271,533 ― 233,185

利益剰余金合計 271,533 1.9 ― ― 233,185 1.6

Ⅳ　その他有価証券評価
差額金

30,466 0.2 ― ― 36,068 0.3

Ⅴ　自己株式 ※4 △978 △0.0 ― ― △1,738 △0.0

資本合計 6,284,726 43.9 ― ― 6,251,221 42.5

負債資本合計 14,308,157 100.0 ― ― 14,718,621 100.0

（純資産の部）

Ⅰ　株主資本

　１．資本金  ― ― 2,653,984 19.0 ― ―

　２．資本剰余金

　(1)資本準備金 ― 1,893,892 ―

　(2)その他資本剰余金 ― 1,463,706 ―

   資本剰余金合計 ― ― 3,357,598 24.1 ― ―

  ３．利益剰余金

　(1)繰越利益剰余金 ― 494,605 ―

　利益剰余金合計 ― ― 494,605 3.5 ― ―

  ４．自己株式  ― ― △1,738 △0.0 ― ―

　　　株主資本合計  ― ― 6,504,449 46.6 ― ―

Ⅱ　評価・換算差額等

　１．その他有価証券評
価差額金

 ― ― 7,670 0.1 ― ―

   評価・換算差額等合
計

― ― 7,670 0.1 ― ―

　　　純資産合計  ― ― 6,512,119 46.7 ― ―

　　　負債純資産合計  ― ― 13,956,861 100.0 ― ―
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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（千円）
百分比
（％）

金額（千円）
百分比
（％）

金額（千円）
百分比
（％）

Ⅰ　売上高

１．外食サービス事
　　業売上高

45,094 ― 83,336

２．その他 334,178 503,905 657,328

合計 379,272 100.0 503,905 100.0 740,664 100.0

Ⅱ　売上原価

１．外食サービス事
　　業売上原価

※4 31,403 ― 52,453

合計 31,403 8.3 ― ― 52,453 7.1

売上総利益 347,869 91.7 503,905 100.0 688,211 92.9

Ⅲ　販売費及び一般管理費 ※4 271,608 71.6 297,356 59.0 553,396 74.7

営業利益 76,261 20.1 206,549 41.0 134,814 18.2

Ⅳ　営業外収益 ※1 16,381 4.3 7,794 1.5 65,159 8.8

Ⅴ　営業外費用 ※2 91,180 24.0 70,568 14.0 173,108 23.4

経常利益 1,461 0.4 143,775 28.5 26,865 3.6

Ⅵ　特別利益 ― ― 70,260 13.9 2,725 0.4

Ⅶ　特別損失 ※3,5 ― 0.0 23,758 4.7 37,575 5.1

税引前中間（当期）純利益 1,461 0.4 190,276 37.8 7,984 △1.1

法人税、住民税及び事業税 △191,439 △240,630 △278,320

法人税等調整額 272 △191,167 △50.4 169,487 △71,143 △14.1 116,054 △162,265 21.9

中間（当期）純利益 192,628 50.8 261,420 51.9 154,281 20.8

前期繰越利益 78,904 ― 78,904

中間（当期）未処分利益 271,533 ― 233,185
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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

資本金 

資本剰余金 利益剰余金 

自己株式
株主資本合

計
資本準備金

その他資本
剰余金

資本剰余金
合計

その他利益

剰余金
利益剰余金

合計繰越利益剰
余金

平成18年3月31日　残高

(千円）
2,640,000 1,880,000 1,463,706 3,343,706 233,185 233,185 △1,738 6,215,153

中間会計期間中の変動額

新株の発行 13,984 13,892  13,892    27,876

中間純利益     261,420 261,420  261,420

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）
13,984 13,892 － 13,892 261,420 261,420 － 289,296

平成18年9月30日　残高

（千円）
2,653,984 1,893,892 1,463,706 3,357,598 494,605 494,605 △1,738 6,504,449

評価・換算差額等

純資産合計その他
有価証券
評価差額金

評価・換算
差額等合計

平成18年3月31日　残高

　　　　　　 （千円）
36,068 36,068 6,251,221

中間会計期間中の変動額

新株の発行   27,876

中間純利益   261,420

株主資本以外の項目の中

間会計期間中の変動額

（純額）

△28,398 △28,398 △28,398

中間会計期間中の変動額　

合計　　　　 （千円）
△28,398 △28,398 260,898

平成18年9月30日　残高

　　　　　　 （千円）
7,670 7,670 6,512,119
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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．資産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）

時価のないもの

　 　移動平均法による原価法

デリバティブ

 　　時価法

(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

　 　同左

デリバティブ

 　　時価法

(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

同左

デリバティブ

 　　同左

(2）たな卸資産

材料

　最終仕入原価法によっており

ます。

仕掛品

　個別法による原価法によって

おります。

商品

　最終仕入原価法によっており

ます。

貯蔵品

　最終仕入原価法によっており

ます。

(2）たな卸資産

　―

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2）たな卸資産

材料

同左

 

仕掛品

同左

 

商品

同左

 

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

(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

(2）無形固定資産

同左

３．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

(1）新株発行費

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）

４．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

―

（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。

（2）賞与引当金

従業員の賞与の支払に充てる

ため、当中間会計期間に負担す

べき支給見込額を計上しており

ます。

（2）賞与引当金

同左

（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

（3）退職給付引当金

同左

５．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 同左

６. 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

　　　―

（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。

（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

　　　借入金の利息

（2）ヘッジ手段とヘッジ対象

　　　―

（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

　　　借入金の利息

（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

　　　―

（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。

（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

　　　―

（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。

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

を採用しております。

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）

 

──────

（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）および「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。

 従来の資本の部の合計に相当する金額は

6,512,119千円であります。

　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。
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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

139,584千円

※１　有形固定資産の減価償却累計額

       184,844千円

※１　有形固定資産の減価償却累計額

159,195千円

　　　有形固定資産の減損累計額

544,312千円

　　　有形固定資産の減損累計額

       544,312千円

　　　有形固定資産の減損累計額

       544,312千円

※２　担保に供している資産 ※２　担保に供している資産 ※２　担保に供している資産

預金 35,000千円

有形固定資産 2,402,753千円

投資その他の

資産
197,790千円

預金 　　　―  千円

有形固定資産 2,358,683千円

投資その他の

資産
    ―  千円

預金       35,000千円

有形固定資産 2,379,789千円

投資その他の

資産
     203,650千円

　　上記の資産を下記の債務保証の担保に供

している。

　　上記の資産を下記の債務の担保に供して

いる。

　　上記の資産を下記の債務保証の担保に供

している。

短期借入金 2,472,726千円

長期借入金 2,436,446千円

債務保証 2,756,293千円

短期借入金 840,000千円

長期借入金 3,160,000千円

短期借入金 2,891,208千円

長期借入金    1,012,508千円

※３　授権株式数及び発行済株式総数 ※３　授権株式数及び発行済株式総数 ※３　授権株式数及び発行済株式総数

授権株式数 普通株式80,000,000株

発行済株式総

数
普通株式23,625,000株

授権株式数 普通株式 80,000,000株

発行済株式総

数
普通株式 23,717,000株

授権株式数 普通株式80,000,000株

発行済株式総

数
普通株式23,625,000株

※４　自己株式

当社が所有する自己株式の数は、普通

株式1,380株であります。

※４　自己株式

当社が所有する自己株式の数は、普通

株式2,180株であります。

※４　自己株式

当社が所有する自己株式の数は、普通

株式2,180株であります。

※５　偶発債務

　　　保証債務

㈱扇屋コーポレーションの銀行借入金

1,950,114千円、㈱日本システムの銀行

借入金526,819千円、㈱一丁の銀行借入

金179,360及び、その他の銀行借入金

100,000千円に対し保証債務をしており

ます。

※５　偶発債務

　　　保証債務

㈱扇屋コーポレーションの銀行借入金

3,633,788千円、㈱一丁の銀行借入金

958,946千円及び、その他の債務

100,000千円に対し保証債務をしており

ます。

※５　偶発債務

　　　保証債務

㈱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100,000千円に対し保証債務をしてお

ります。
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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 営業外収益のうち主要なもの ※１ 営業外収益のうち主要なもの ※１ 営業外収益のうち主要なもの

受取利息 18千円

受取配当金 2,220千円

受取利息   62千円

受取配当金      2,660千円

受取利息      28千円

受取配当金

協賛金収入

     2,220千円

     40,000千円

※２ 営業外費用のうち主要なもの ※２ 営業外費用のうち主要なもの ※２ 営業外費用のうち主要なもの

支払利息 86,191千円 支払利息       68,356千円 支払利息       159,569千円

※３ 特別利益のうち主要なもの　  ※３ 特別利益のうち主要なもの ※３ 特別利益のうち主要なもの

　　　　　　―  　　　投資有価証券売却益　 　70,260千円　  　　投資有価証券売却益      2,725千円 　

   

 ※４ 特別損失のうち主要なもの  ※４ 特別損失のうち主要なもの  ※４ 特別損失のうち主要なもの 

　　　　　　―  　　　　　　―   固定資産除却損  29,586千円

※５ 減価償却実施額 ※５ 減価償却実施額 ※５ 減価償却実施額

有形固定資産 26,425千円

無形固定資産 6,941千円

有形固定資産 25,649千円

無形固定資産 24,153千円

有形固定資産 53,621千円

無形固定資産      14,348千円
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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）

 

 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

（千株）

当中間会計期間増加

　　株式数（千株）

当中間会計期間減少

　　株式数（千株）

当中間会計期間末株

式数（千株）

 普通株式 2 ― ― 2

 　　　　合計 2 ― ― 2
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（リース取引関係）

　　　　ＥＤＩＮＥＴによる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、当中間会計期間及び前事業年度のいずれにおいても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。
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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 266円　03銭

1株当たり中間純利益金額 8円　55銭

潜在株式調整後1株当たり

中間純利益金額
8円　40銭

1株当たり純資産額   274円　60銭

1株当たり中間純利益金額 11円　05銭

潜在株式調整後1株当たり

中間純利益金額
10円  82銭

1株当たり純資産額 264円　60銭

1株当たり純利益金額  6円　69銭

潜在株式調整後1株当たり純

利益金額
6円　56銭

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

中間（当期）純利益（千円） 192,628 261,420 154,281

普通株主に帰属しない金額（千円） ― ― ―

普通株式に係る中間（当期）純利益

（千円）
192,628 261,420 154,281

期中平均株式数（千株） 22,523 23,648 23,073

中間（当期）純利益調整額（千円） ― ― ―

普通株式増加数（千株） 395 500 445

（うち新株予約権） （395） （500） （445）

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）

純利益の算定に含まれなかった潜

在株式の概要

―
　新株予約権1種類

（新株予約権の数1,230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）

１．株式売買契約
当社は、印刷事業の前工程を強化・拡大

するため、平成17年12月14日開催の取締役
会において、株式会社ワールドプランニン
グ株式を平成18年1月5日に細谷由利子氏及
び細谷勝雄氏より取得し、１００％子会社
とすることに関し、下記のとおり決議いた
しました。

（１）子会社となる会社の概要
①商号　　　　　株式会社ワールドプラ

ンニング
②所在地　　　　宮崎県宮崎市大工3丁目

289番地
③代表者の氏名　代表取締役社長

細谷　由利子
④設立年月日　　平成元年3月4日
⑤事業の内容　　ＤＴＰ全般、企業情報

等のＤＢシステム構築
とマルチ運用

⑥決算日　　　　1月
⑦従業員数　　　53名
⑧資本の額　　　10,000千円
⑨売上高　　　　774百万円

（平成17年1月期実績）
（２）譲受金額　　　　420百万円

当該譲受金額は、売買当事者間協議によ
り決定いたしました。

 
 ―

 
　　　　　　　 ー
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