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１．18年9月中間期の連結業績（平成18年4月1日～平成18年9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9月中間期 16,937 (25.1) 742 (52.6) 624 (37.6)

17年9月中間期 13,542 (125.6) 486 (205.5) 453 (692.8)

18年3月期 28,349 798 731

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 104 (△46.8) 4 43 4 34

17年9月中間期 196 (296.8) 8 74 8 59

18年3月期 174 7 57 7 43

（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（連結） 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

③会計処理の方法の変更 有

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）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 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 24,668 6,370 25.8 268 61

17年9月中間期 22,316 6,281 28.1 265 91

18年3月期 23,884 6,272 26.3 265 52

（注）期末発行済株式数（連結） 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

(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9月中間期 1,142 △1,130 487 2,260

17年9月中間期 420 △989 971 1,951

18年3月期 997 △2,894 2,108 1,760

(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 8社 持分法適用非連結子会社数 －社 持分法適用関連会社数 －社

(5）連結範囲及び持分法の適用の異動状況

連結（新規） －社 （除外） －社 持分法（新規） －社 （除外） －社

２．19年3月期の連結業績予想（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 35,000 1,350 310

（参考）１株当たり予想当期純利益（通期）　　13円07銭

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

可能性があります。
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１．企業集団の状況
 当社グループは、当社(株式会社ヴィア・ホールディングス)と、子会社8社より構成されており、飲食店及びサービス

店を展開している外食サービス事業と、書籍・雑誌印刷及びプリプレス並びにアミューズメント関連卸売の印刷流通事

業を主たる業務としております。

 当社グループの事業内容および当社との位置づけは次の通りであります。

(1)外食サービス事業グループ

   ①株式会社　扇屋コーポレーション     ・平成16年4月１日　100%株式取得

                                        ・焼き鳥居酒屋「総本家備長扇屋」の展開

                                        ・直営　203店、FC店　104店、合計　307店

   ②株式会社　フードリーム             ・平成16年12月１日　100%株式取得 

                                        ・ショッピングセンターを中心とした飲食店舗の展開

                                        ・オーブン亭 35店、双囍亭 24店、ベッラベ～ラ 8店、その他 18店

　                                        合計　85店

   ③株式会社　ぼちぼち                 ・平成15年9月22日　100%子会社として設立   

                                        ・大阪風お好み焼き「ぼちぼち」の展開

                                        ・直営  27店

   ④株式会社　一丁                     ・平成17年7月１日　100%株式取得       

                                          (㈱ウィルコーポレーションより商号変更)

                                        ・刺身居酒屋「魚や一丁」の展開

                                        ・直営14店、FC店5店、合計19店

   ⑤株式会社　ＮＢＫ                   ・平成18年1月10日　100%子会社として設立  

                                        ・新規業態の研究開発を目的とする飲食実験店とサービス実験店の経営

(2)印刷流通事業グループ

   ①株式会社　暁印刷                   ・平成17年4月1日　新設分割によって100%子会社として設立 

                                        ・書籍・雑誌および商業印刷物の印刷・物販流通資材卸売

   ②株式会社　日本システム             ・平成17年4月1日　株式交換によって100%子会社化  

 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ・アミューズメント機器の卸売・レンタル事業

   ③株式会社　ワールドプランニング     ・平成18年1月5日　100%株式取得 

                                        ・デジタル技術によるプリプレス受託業務

 以上述べた事項を事業系統図によって示すと以下のとおりであります。

株式会社　ヴィア・ホールディングス

(純粋持ち株会社)

(外食サービス事業グループ) (印刷流通事業グループ)

100% 100%

株式会社　扇屋コーポレーション 株式会社　暁印刷

100% 100%

株式会社　フードリーム 株式会社　日本システム

100% 100%

株式会社　ぼちぼち 株式会社　ワールドプランニング

100%

株式会社　一丁

100%  

株式会社　ＮＢＫ

 ↓  ↓  ↓  ↓

一般顧客 得意先
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２．経営方針
(1）経営の基本方針

　当社グループは「心が響き合う価値の創造」を経営理念とし、顧客の「心のニーズ」に応え、喜びと感動に満ちた

新しい価値のイノベーションに果敢に取り組み、お客様、株主の皆様、お取引先様そして従業員など全てのステーク

ホルダーにとって信頼される企業を目指しています。

　事業領域は、「衣・食・住・遊・知」をベースにした全てのライフスタイルにおける価値を提供しつづける企業を

具現化していくことです。

　その中核として、外食サービス事業は、食の安全・安心・健康をテーマに、食材の追求、顧客ニーズに対応したサー

ビスの提供、また身体と脳の健康、癒しの提供を追求してまいります。

　印刷流通事業では、従来の印刷業から電子化に対応した情報加工企業へと脱皮を図ってまいります。また、"デジタ

ル情報の料理人"としてクリエイティブ分野の開発を進めるとともに、新しいスタイルのアミューズメントの提供等幅

広いエンターテイメントの提供を目指してまいります。

　当社グループは、これらの事業を具現化すべく、グループ会社の自主性・独自性をなによりも尊重するとともに、

グループ会社間におけるコラボレーション効果の追求とグループ会社間競争の促進により、長期的・安定的な企業グ

ループの構築を目指してまいります。

(2）利益配分に関する基本方針

　当社グループは、企業価値の最大化に向け、事業拡大のための成長投資に必要な内部留保の確保を基本的な経営方

針としております。また、株主の皆様への直接的利益還元として業績に連動した利益配当を重要な経営課題の１つと

位置づけております。当社グループは、経営基盤の強化を図り、早期に業績に応じた利益還元を実施したいと考えて

おります。

 

(3）目標とする経営指標

　当社グループは、2010年度を目途にグループ全体の売上高1,000億円を目指し、これを実現するために新規事業の開

発やＭ＆Ａを含めたあらゆる施策を実行してまいります。

　当社グループの最重点経営指標は、年度計画の100%達成にあります。

 そのための目標管理として、外食サービス事業会社は、日々の人時売上、ＦＬコストを中心に日常管理を行っており

ます。一方、印刷流通事業につきましては、顧客別受注売上を中心に管理しております。

(4）中長期的な経営戦略並びに対処すべき課題

　当社グループは、グループの拡大・成長とそれに伴う収益性の向上を第一義的な経営戦略として位置づけておりま

す。

  外食サービス事業につきましては、業態変更も含めたスクラップ＆ビルドを積極的に推進しつつ、店舗改装やメ

ニュー改定、販売促進策等により、多様化した顧客のニーズに対応した店づくりを行うとともに、新商圏への積極的

な出店、新業態への積極的進出を展開し、事業の拡大をすすめてまいります。

　また、新たに、健康サービス事業として、コンビニ型フィットネスクラブ「スリム＆トーン」を展開してまいりま

す。当中間期におきまして、３スタジオをオープンしており、今後、首都圏を中心に拡大化を図ってまいります。

　印刷流通事業につきましては、従来型印刷から電子化へ対応した情報加工企業へと脱皮を図っていく取り組みを強

化してまいります。

　また、わが国の人口構造の変化による顧客のニーズに対応して、新規業態・新規事業についてもM&A等を利用して積

極的に取り組んでいく方針です。

　一方、グループ経営におけるコーポレートガバナンスの強化を図るべくグループ戦略会議やグループ社長会の機能

を一層強化するとともに、新たに設置した内部統制委員会を中心にコンプライアンスをはじめとする内部統制システ

ムの整備、強化に努めてまいります。

　特に、コンプライアンスについては、現在、社会問題化しております飲酒運転について、酒類を提供する側の企業

としての提供者責任・社会的責任を深く認識し、その防止策に真正面から取り組んでいく所存です。

　また、グループの発展・拡大に欠かせない人材の確保・育成について重要な経営課題と認識し、エイジフリー制度

の導入による生涯雇用への移行、ストックオプション制度の導入など「従業員の生きがいと生活の安定」を目指した

施策を実施してまいりました。来年４月導入予定の確定拠出型年金制度を柱として、今後も従業員の生活向上のため

の施策を強化してまいります。

 (5)親会社等に関する事項

　該当事項はありません。
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 (6)内部管理体制の整備・運用状況 

　　当該事項につきましては、コーポレート・ガバナンスに関する報告書の「内部統制システムに関する基本的な考え

　方及びその整備状況」に記載しております。
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３．経営成績及び財政状態
(1）経営成績

　当中間連結会計期間におけるわが国経済は、大企業・製造業を中心とする企業業績の大幅改善、活発な設備投資に

見られるように景気回復基調を維持し、米国や中国等をはじめとする主要国の好調な経済にも支えられ、戦後最長の

「いざなぎ景気」を更新するのが確実な情勢となっています。他方、これまで伸び悩んできた雇用や賃金もようやく

上昇に転じ、個人消費も今後に期待が持てる状況になってきております。

　このような状況の中で、当社グループの主要事業となっている外食サービス事業において、当社は業態別の戦略を

明確にし、顧客ターゲットを絞り込んだ個性的なチェーン展開をベースに、㈱扇屋コーポレーションによる焼鳥居酒

屋「総本家備長扇屋」に見られる積極的な新規出店による多店舗化の推進や㈱一丁による「魚や一丁」での刺身居酒

屋としての原点復帰を目指したメニュー改定、ワークスケジュールの徹底や経費コントロールによる効率的店舗運営

の定着化、㈱フードリームにおける店舗のスクラップ・アンド・ビルドの推進、㈱ぼちぼちによる大阪風お好み焼き

「ぼちぼち」での効率的店舗運営ノウハウによる既存店の活性化など、施策を実施してまいりました。

　次に、印刷流通事業におきましては、㈱暁印刷において、既存事業、既存顧客の深掘とともに、「電子書籍」を中

心に情報加工企業へと脱皮を図ってまいりました。また、エンターテイメント企業を目指す㈱日本システムは大手ア

ミューズメント会社とのタイアップによる新商品カードゲーム機の販売効果が大きく、大幅な収益改善がなされまし

た。

　また、前年度新たにグループに加わった㈱一丁、㈱ワールドプランニングによる業績貢献もあり、当中間期の業績

は売上高、営業利益、経常利益、税金等調整前当期中間純利益とも前年中間期に比べ大幅にアップいたしましたが、

中間純利益につきましては、法人税等調整額の影響により減少いたしました。

　この結果、当中間連結会計期間の業績は、売上高16,937百万円、営業利益742百万円、経常利益624百万円、当中間

純利益104百万円となりました。

　事業の種類別セグメントの業績は次のとおりであります。

①　外食サービス事業

　外食サービス事業をとりまく環境は、個人消費の増加傾向、ＢＳＥ、鳥インフルエンザによる客離れが一段落し

たこと等により好転し、今後も安定的に推移するものと思われますが、他業態からの新規参入も加わり、依然とし

て厳しい状況におかれております。

　こうした中、当社グループは、多様化する顧客への対応を基本に、メニュー改定や店舗運営の効率化等による既

存店の充実、新商圏への新規出店による規模の拡大を重点に展開してまいりました。㈱扇屋コーポレーションによ

る焼鳥居酒屋「総本家備長扇屋」は、新たに31店の新規出店（うちFC５店舗）を行うなど積極的な出店政策により、

売上高6,628百万円（対前年中間期比+31%）を達成いたしました。

　また、ショッピングセンターや商業施設内にインショップとして出店している㈱フードリームは、業態変換を含

むスクラップ・アンド・ビルドを積極的に推進し（新規出店4店舗、閉店3店舗）、既存店舗の活性化・収益化を目

指してまいりました。当中間期における売上高は、3,164百万円となりました。

　㈱ぼちぼちによる大阪風お好み焼き「ぼちぼち」は、不採算店１店舗を閉鎖するとともに、新たに、アフリカを

モチーフとした「マヤイマヤイ」池袋店をオープンいたしました。

　㈱一丁による「魚や一丁」は、既存店の充実を目指して、ランチ営業の強化、メニューの改定、店舗運営の効率

化など収益構造の改善を行い、当中間期売上高は、2,112百万円となりました。

　この結果、当中間連結会計期間の外食サービス事業の売上高は12,556百万円となり当社グループ全体の売上高の

74％を占めるに至りました。また、店舗数は、当中間期末現在、総本家備長扇屋307店（うちFC104店）、双囍亭24

店、オーブン亭35店、ぼちぼち27店、一丁19店（うちFC5店）、ベッラベ～ラ8店、他19店の合計439店となりました。

②　印刷流通事業

　印刷流通事業では、㈱暁印刷において、主要顧客である出版業界からの受注が減少する中、営業力の強化により

既存顧客の深掘、新規顧客の開拓に注力するとともに、商業印刷物の新規受注、エコ関連消耗品等の販売を強化し、

同時に、工場部門の生産効率改善に取組んでまいりました。さらに新事業としてデジタル事業を開始いたしました。

この結果、当中間期における売上高は、2,678百万円となりました。

　㈱日本システムは、新商品カードゲーム機「キラキラ・アイドルリカちゃん」の販売が好調であったこともあり、

当中間会計期間の売上高は、1,337百万円となりました。

　また、前期において新たにグループ入りした㈱ワールドプランニングは、デジタル技術によるプリプレス業務を

中心に、当中間期売上高363百万円となりました。

　この結果、当中間連結会計期間の印刷流通事業の売上高は4,379百万円となりました。
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(2）財政状態

当中間連結会計期間のキャッシュ・フローの状況

　　営業活動によるキャッシュフロー　　1,142百万円

　　投資活動によるキャッシュフロー　△1,130百万円　　　　 

　　財務活動によるキャッシュフロー　　  487百万円

　当中間連結会計期間における現金及び現金同等物は、前連結会計期末に比べ500百万円増加して、2,260百万円（前

年同期比15.8％増）となりました。

（営業活動によるキャッシュ・フロー）

　当中間連結会計期間における営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前中間純利益（460百万円）と減価

償却費及びのれん償却額の非資金費用（685百万円）を加えた1,146百万円に対して、売掛債権、たな卸資産及び仕入

債務等の運転資本の減少による増加、その他流動負債の減少及び有形固定資産除却損によるキャッシュフローは微増

にとどまり、法人税等の支払が89百万円にとどまったことにより、最終的に当中間連結会計期間のキャッシュフロー

は、1,142百万円（前年中間連結会計期間比171.8％の増）となりました。

（投資活動におけるキャッシュ・フロー）

　当中間連結会計期間における投資活動によるキャッシュ・フローは、外食事業の新規出店に伴う設備投資として

1,130百万円及び人事・会計システム等の開発費として320百万円等の支出等により△1,130百万円（前年中間連結会計

期間比14.3％の支出増）となりました。

（財務活動におけるキャッシュ・フロー）

　当中間連結会計期間における財務活動によるキャッシュ・フローは、主として外食サービス事業の新規出店資金と

しての資金調達により487百万円（前年中間連結会計期間比49.8％の収入減）となりました。

(3）通期の見通し

　当中間連結会計期間におきましては、ほぼ予定どおりの業績を確保することができました。通期の見通しにつきま

しては、現在、外食サービス事業におきまして、社会問題化しております飲酒運転に関して、当社グループ中のロー

ドサイド型店舗におきまして、飲酒運転に対する社会的批判の高まりによる需要の低下等により、売上高の減少が発

生しております。しかしながら当社グループは、提供者責任としての企業責任を深く認識するとともにこの問題を正

面からうけとめ、関係当局のアドバイスや協力を受け、店舗において具体的な「飲酒運転防止オペレーション」をす

でに実施しております。

　一方、売上向上対策として、すでに追加的な商品政策や営業政策を立案し顧客を呼び込む販促活動を行っておりま

す。また、季節に合わせたメニュー改定、店舗運営の効率化などにより店舗の一層の充実を図るとともに、新規出店、

新規業態への進出等積極的な取組みを行うことにより当初の業績を確保する所存です。

　通期業績といたしまして、当初の予想どおり、連結売上高35,000百万円、経常利益1,350百万円、当期純利益310百

万円を予定しております。

 

(4）事業等のリスク

　当社グループの経営成績、株価及び財務状況等に影響を及ぼす可能性のあるリスクには以下のようなものがありま

す。なお、下記文中における将来に関する事項は当中間連結決算短信提出日現在において当社が判断したものであり

ます。

①　資金調達

　当社グループは、グループの事業の拡大・成長を当面の経営目標として掲げております。

　この中で、外食サービス事業は、好立地への積極的新規出店を進めるとともに、Ｍ＆Ａ、新規業態にも積極的に

進出してまいります。従って今後とも設備投資資金や買収資金等の資金需要が発生すると見込まれますが、資金調

達にあたって、調達条件の悪化や金融市場の悪化が予想を大幅に超える場合には計画を見直さざるを得ない状況も

想定され、当社グループの業績の達成に悪影響を及ぼす可能性があります。

②　売上高状況

　当社グループの事業の一つである外食事業におきましては、現在、社会問題化しております飲酒運転に関連して

ロードサイド型居酒屋での顧客離れによって売上高が減少する可能性があります。

　また、当社グループは、年間の売上動向として秋・冬場は各種イベント（忘年会・新年会・歓送迎会など）など、

売上高はある程度季節的な変動があることを前提とした営業計画を立てており、景気、消費性向による減少リ

スクは少ないと思われますが、天候不順、地震などの天災によっては本来売上を見込んでいる時期の業績が伸び悩

み、当社の業績が影響を受ける可能性があります。
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③　食品安全性と食材仕入れ

　当社グループの主要な事業である外食サービス事業におきましては、ＢＳＥ・鳥インフルエンザのような食材の

安全性を揺るがす事態、食中毒等の衛生問題など食品の安全性に関わる事態が発生した場合、売上高が急激に落ち

込むなど当社グループの業績に影響を及ぼす可能性があります。また、食材の調達において、仕入先の環境変化等

により現在確保している原材料の調達が困難になった場合あるいは天候不順等の理由による原材料の高騰などが生

じた場合、当社の業績に悪影響がある可能性があります。

④　情報システム

　当社グループの情報システムは、通信ネットワークに依存しており、自然災害等偶発的な事由によりネットワー

クの機能が停止した場合、サービス提供に支障が生じる可能性があります。

　また、外部からの不正な手段によるコンピュータシステムへのアクセスにより重要なデータが不正流出する可能

性やコンピュータウイルスの感染により重要なデータが消去される可能性もあります。このような状況が発生した

場合、当社グループの業績に悪影響を及ぼす可能性があります。

⑤　新規出店

　当社グループでは、外食サービス事業において、継続的に新規出店を行うことにより業績の達成を目指しており

ます。新規出店には、賃料、商圏人口等を総合的に勘案して決定しますので、条件に合致するような物件が見つか

らない場合、当初の計画を達成できない可能性があります。また、地価値上げの兆候があり、出店物件の賃貸料、

差入保証金等が高騰することによって、固定費が増加する可能性があります。

⑥　出版社等顧客の業績への依存

　当社グループの印刷流通事業は、出版社や一般企業を対象としており、提供する製品は書籍・雑誌などの出版関

連印刷物、メニュー・チラシなどの一般印刷物並びに物販事業会社向けの包装品などであります。これらの分野に

おける顧客企業に対する売上は、印刷関連需要の低下に伴う価格競争により、当社グループの利益率を低下させる

可能性があります。また、顧客企業の業績不振、予期しない雑誌の休刊・廃刊による貸倒損失リスクも、当社の業

績と財務状況に悪影響を及ぼす可能性があります。
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４．中間連結財務諸表等
(1）中間連結貸借対照表

前中間連結会計期間末
（平成17年9月30日）

当中間連結会計期間末
（平成18年9月30日）

前連結会計年度の
要約連結貸借対照表
（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 1,986,328 2,260,541 1,795,313

２．受取手形 ※4,5 443,874 638,406 812,990

３. 売掛金 1,345,192 1,808,878 1,556,263

４．たな卸資産 1,020,211 596,783 946,767

５．短期貸付金 3,840 6,520 3,961

６．未収入金 58,039 150,442 23,046

７. 立替金 57,046 52,805 57,903

８．未収消費税等 25,475 13,570 62,966

９. 繰延税金資産 401,118 87,141 263,612

　１０. その他 355,370 352,911 389,787

貸倒引当金 △26,890 △27,791 △23,075

流動資産合計 5,669,607 25.4 5,940,210 24.1 5,889,539 24.7

Ⅱ　固定資産

　１．有形固定資産

　(1)建物 ※1,2 6,048,914 7,122,805 6,689,739

　(2)構築物 ※1 35,830 34,659 35,947

　(3)機械装置 ※1 515,179 575,757 550,298

　(4)車輌及び運搬具 ※1 1,387 1,275 1,561

　(5)工具器具備品 ※1 742,811 1,098,107 988,620

　(6)土地 ※1,2 1,531,400 1,685,309 1,683,309

　(7)建設仮勘定 219,034 9,094,559  170,660 10,688,575  324,518 10,273,994  

　２．無形固定資産

　(1)連結調整勘定 2,630,127 － 2,694,256

　(2)のれん － 2,538,355 －

　(3)商標権 273,255 239,750 257,667

(4)意匠権 5,908 7,737 8,498

(5)電話加入権 32,364 32,814 32,814

(6)建物賃借権 51,230 56,674 58,059

(7)ソフトウェア 136,149 716,112 117,482

(8)その他 893 3,129,930  65,580 3,657,026  1,242 3,170,021  
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前中間連結会計期間末
（平成17年9月30日）

当中間連結会計期間末
（平成18年9月30日）

前連結会計年度の
要約連結貸借対照表
（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
（％）

　３．投資その他の資産

　(1)投資有価証券 ※2 433,875 207,484 418,343

(2)出資金 13,360 13,320 13,370

(3)長期貸付金 23,248 26,881 17,934

(4)長期未収入金 3,366 1,298 4,209

(5)敷金・保証金 2,728,725 2,752,672 2,751,858

(6)長期前払費用 67,771 131,641 54,648

(7)繰延税金資産 1,123,928 1,227,444 1,265,442

(8)その他 17,008 13,577 13,577

　貸倒引当金 △3,430 4,407,854  － 4,374,320  － 4,539,383  

　固定資産合計 16,632,344 74.6 18,719,922 75.9 17,983,400 75.3

Ⅲ　繰延資産

　１．新株発行費 13,364 6,714 9,611

　２．創立費 987 1,398 1,632

　　繰延資産合計 14,351 0.1 8,113 0.0 11,244 0.0

　　資産合計 22,316,303 100.0 24,668,246 100.0 23,884,184 100.0
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前中間連結会計期間末
（平成17年9月30日）

当中間連結会計期間末
（平成18年9月30日）

前連結会計年度の
要約連結貸借対照表
（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．支払手形  ※5 710,164 804,263 790,825

２．買掛金 1,417,727 2,057,389 1,760,575

３. 短期借入金 ※2 1,858,000 1,649,996 3,198,700

４．1年以内返済予定
の長期借入金

※2 2,673,417 2,937,546 2,870,350

５．未払金 754,781 720,599 708,176

６．未収費用 509,513 648,969 693,760

７. 未払法人税等 35,239 115,079 87,878

　８. 未払消費税等 110,345 99,085 163,993

９．賞与引当金 171,254 194,283 204,428

　10．その他 289,077 239,610 255,182

流動負債合計 8,529,522 38.2 9,466,822 38.4 10,733,871 44.9

Ⅱ　固定負債

　１．長期借入金 ※2 6,581,627 8,161,528 6,131,815

　２．退職給付引当金 176,050 181,481 170,957

　３．長期未払金 515,050 241,491 329,681

　４．その他 232,157 246,883 244,971

　　固定負債合計 7,504,885 33.7 8,831,385 35.8 6,877,426 28.8

　　負債合計 16,034,407 71.9 18,298,207 74.2 17,611,298 73.7

（資本の部）

Ⅰ　資本金 2,640,000 11.8 － － 2,640,000 11.1

Ⅱ　資本剰余金 3,343,706 15.0 － － 3,343,706 14.0

Ⅲ　利益剰余金 271,038 1.2 － － 245,381 1.0

Ⅳ　その他有価証券評価
差額金

28,129 0.1 － － 45,536 0.2

Ⅴ　自己株式 △978 △0.0 － － △1,738 △0.0

資本合計 6,281,895 28.1 － － 6,272,885 26.3

負債及び資本合計 22,316,303 100.0 － － 23,884,184 100.0

（純資産の部）

Ⅰ　株主資本

　１ 資本金 － － 2,653,984 10.8 － －

　２ 資本剰余金 － － 3,357,598 13.6 － －

　３ 利益剰余金 － － 350,169 1.4 － －

　４ 自己株式 － － △1,738 △0.0 － －

　　株主資本合計 － － 6,360,012 25.8 － －

Ⅱ　評価・換算差額等

　１ その他有価証券
     評価差額金

－ － 10,025 0.0 － －

　 評価・換算差額等合
   計

－ － 10,025 0.0 － －

　  純資産合計 － － 6,370,038 25.8 － －

　　負債純資産合計 － － 24,668,246 100.0 － －
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(2）中間連結損益計算書

前中間連結会計期間
（自　平成17年4月 1日

　　至　平成17年9月30日）

当中間連結会計期間
（自　平成18年4月 1日

　　至　平成18年9月30日）

前連結会計年度の
要約連結損益計算書

（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）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

Ⅰ　売上高

１．外食サービス事業
売上高

9,741,496 12,556,738 21,093,676

２．印刷流通事業売
　　　上高

3,801,175 13,542,672 100.0 4,381,142 16,937,881 100.0 7,255,831 28,349,507 100.0

Ⅱ　売上原価

１．外食サービス事業
売上原価

※2 3,337,335 4,329,335 6,351,454

２. 印刷事業売上原価
　

3,267,132 6,604,468 48.8 3,647,116 7,976,452 47.1 7,281,958 13,633,412 48.1

　　売上総利益 6,938,203 51.2 8,961,428 52.9 14,716,095 51.9

Ⅲ　販売費及び一般管理
費

※1,2 6,451,749 47.6 8,219,099 48.5 13,917,220 49.1

　　営業利益 486,453 3.6 742,328 4.4 798,874 2.8

Ⅳ　営業外収益

　１．受取利息 973 580 1,067

　２．受取配当金 2,274 3,307 2,857

３．賃料収入 20,906 1,200 45,416

　４．雑収入 135,898 33,602 231,576

　５．その他 92 160,145 1.2 24 38,715 0.2 44,040 324,957 1.1

Ⅴ　営業外費用

　１．支払利息 155,324 138,062 297,648

　２．その他 37,452 192,776 1.4 18,545 156,607 0.9 94,958 392,606 1.4

　　経常利益 453,822 3.4 624,436 3.7 731,225 2.6

Ⅵ　特別利益

１．投資有価証券売却
益

－ 70,260 3,010

２．賠償金収入 16,796 － －

３．その他 1,823 18,620 0.1 102 70,362 0.4 9,745 12,756 0.0

Ⅶ　特別損失

　１．貸倒損失 － － 3,430

　２．減損損失 ※3 10,809 － 51,337

　３．固定資産除却損 ※4 145,850 129,308 201,601

  ４. 閉店損失  － 59,433 64,964

　５．その他 29,862 186,522 1.4 45,386 234,128 1.4 15,190 336,523 1.2

税金等調整前中間（当
期）純利益

285,920 2.1 460,669 2.7 407,458 1.4

法人税、住民税及び事業
税

99,531 116,637 167,764

法人税等調整額 △10,583 88,947 0.7 239,244 355,881 2.1 65,051 232,816 0.8

中間(当期）純利益 196,972 1.5 104,787 0.6 174,641 0.6
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(3）中間連結剰余金計算書及び中間連結株主資本等変動計算書

中間連結剰余金計算書  

前中間連結会計期間
（自　平成17年4月 1日

　　至　平成17年9月30日）

前連結会計年度の
連結剰余金計算書

（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） 金額（千円）

（資本剰余金の部）

Ⅰ　資本剰余金期首残高 1,963,706 1,963,706

Ⅱ　資本剰余金増加高

　　１．増資に伴う増加高 640,000 640,000

　　２．株式交換に伴う増加高 740,000 1,380,000 740,000 1,380,000

Ⅲ 資本剰余金中間期末(期末）
   残高

3,343,706 3,343,706

（利益剰余金の部）

Ⅰ　利益剰余金期首残高 74,066 74,066

Ⅱ　利益剰余金増加高

　１．中間(当期)純利益 196,972 196,972 174,641 174,641

Ⅲ　利益剰余金減少高

　１．役員賞与 － － △3,327 △3,327

Ⅳ　利益剰余金中間期末(期末)
残高

271,038 245,381

中間連結株主資本等変動計算書

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）

 株主資本
評価・換算差

額等
 純資産合計

 資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計 
 その他有価証

券評価差額金

 平成18年3月31日 残高　　　（千

円）
2,640,000 3,343,706 245,381 △1,738 6,227,348 45,536 6,272,885

 中間連結会計期間中の変動額

 　新株の発行 13,984 13,892   27,876  27,876

 　中間純利益   104,787  104,787  104,787

 　株主資本以外の項目の中間連

 　結会計期間中の変動額
     △35,511 △35,511

 中間連結会計期間中の変動額合

 計（千円）
13,984 13,892 104,787  132,664 △35,511 97,153

　平成18年9月30日 残高　　　

（千円）
2,653,984 3,357,598 350,169 △1,738 6,360,012 10,025 6,370,038
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(4）中間連結キャッシュ・フロー計算書

前中間連結会計期間
（自　平成17年4月 1日

　　至　平成17年9月30日）

当中間連結会計期間
（自　平成18年4月 1日

　　至　平成18年9月30日）

前連結会計年度の要約連結
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（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

　税金等調整前中間(当期)純利益 285,920 460,669 407,458

　　減価償却費 343,848 529,677 770,285

　　連結調整勘定償却額 137,055 － 285,117

　　のれん償却額 － 155,900 －

　　減損損失 10,809 － 51,337

退職給付引当金増加額（△減少額） 4,768 10,523 △376

　貸倒引当金の増加額（△減少額） 3,071 4,716 △6,074

　賞与引当金の増加額（△減少額） 30,114 △10,144 60,087

　　受取利息及び受取配当金 △3,247 △3,888 △3,924

　　支払利息 158,494 138,062 297,648

　　為替差損益 11,060 25 10,980

　　金利スワップ時価評価損 － － 9,083

投資有価証券売却益 △526 △70,260 △3,010

　　有形固定資産除却損 145,850 129,308 201,601

　　有形固定資産売却損益 △1,823 17,165 －

　　無形固定資産除却 － － 3

　　投資有価証券評価損 － 4,000 －

　売上債権の増加額 △94,184 △78,031 △492,662

たな卸資産の減少額(△増加額） △40,314 △86,544 38,772

仕入債務の増加額（△減少額） △138,630 310,251 286,759

預り営業保証金の増加額 － － 13,897

 役員賞与の支払 － － △3,327

　その他流動資産の減少額 262,224 △25,920 34,584

その他流動負債の増加額
（△減少額）

△409,927 △127,825 △540,943

小計 704,562 1,357,686 1,417,298

利息及び配当金の受取額 3,247 3,888 2,909

　　利息の支払額 △159,477 △129,376 △297,745

　　法人税等の支払額 △127,856 △89,436 △125,173

　　営業活動によるキャッシュ・フロー 420,475 1,142,762 997,289
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前中間連結会計期間
（自　平成17年4月 1日

　　至　平成17年9月30日）

当中間連結会計期間
（自　平成18年4月 1日

　　至　平成18年9月30日）

前連結会計年度の要約連結
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（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

　　定期預金の払戻による収入 100,000 35,000 100,000

　　有形固定資産の取得による支出 △1,190,200 △1,130,786 △2,818,486

　　有形固定資産の売却による収入 4,497 － 15,310

　　無形固定資産の取得による支出 △15,013 △320,862 △39,934

    無形固定資産の売却による収入 － － 11,159

　　投資有価証券の取得による支出 △495 △1,571 △2,332

　　投資有価証券の売却による収入 1,129 217,560 53,175

　　新規連結子会社株式取得による収入（△
支出）

※3 240,531 － △158,701

　　貸付金の減少額（△増加額） 6,606 △2,558 △42,611

    長期貸付金の支出 － △8,947 △62,370

 　 長期貸付金の回収 － － 135,720

　　長期未収入金の回収による収入 1,909 － 1,067

　　敷金・保証金の預入による支出 △190,307 △169,532 △264,476

　　敷金・保証金の返還による収入 108,779 168,718 183,085

　　預り保証金の増加額（△減少額） 5,770 1,912 △4,323

　　保険積立金の解約収入 1,558 － 2,464

　　出資金の支払による支出 － － △10

　　出資金の譲渡による収入 3,030 － 3,045

　　その他の投資活動による収入（△支
　　出）

△67,085 80,669 △5,980

　投資活動によるキャッシュ・フロー △989,288 △1,130,398 △2,894,198

Ⅲ　財務活動によるキャッシュ・フロー

　　短期借入金の増減額 △459,647 △1,832,655 656,306

　　　長期借入金による収入 2,320,000 6,550,000 5,039,555

　　　長期借入金の返済による支出 △1,841,571 △4,169,141 △4,746,706

長期未払金の返済による支出 △317,745 △88,189 △110,320

株式発行による収入 1,269,965 27,876 1,269,165

　　財務活動によるキャッシュ・フロー 971,000 487,889 2,108,000

Ⅳ　現金及び現金同等物に係る換算差額 △11,060 △25 △10,980

Ⅴ　現金及び現金同等物の増加額 391,126 500,228 200,111

Ⅵ　現金及び現金同等物の期首残高 1,560,201 1,760,313 1,560,201

Ⅶ　現金及び現金同等物の
中間期末(期末)残高

※1 1,951,328 2,260,541 1,760,313
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中間連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項

項目
前中間連結会計期間

（自　平成17年4月 1日
 　至　平成17年9月30日）

当中間連結会計期間
（自　平成18年4月 1日
 　至　平成18年9月30日）

前連結会計年度
（自　平成17年4月 1日
 至　平成18年3月31日）

１．連結の範囲に関する事項 (1)連結子会社の数　6社

連結子会社の数は6社であり、そ

の名称は2頁「1.企業集団の状

況」に記載しております。

　株式会社暁印刷は新設分割によ

り100％子会社として設立され、

株式会社日本システムは株式交換

により100％子会社となり、株式

会社一丁は100％株式取得により

子会社となっており、当期から連

結の範囲に含まれております。

(1)連結子会社の数　8社

　連結子会社の数は８社であり、

その名称は2頁「1.企業集団の状

況」に記載しております。

 

(1)連結子会社の数　8社

連結子会社の数は８社であり、そ

の名称は2頁「1.企業集団の状

況」に記載しております。

　このうち、当会計年度において、

㈱暁印刷は会社分割により新たに設

立したことにより、また、㈱日本シ

ステムは株式交換により、㈱NBKは

新たに設立したことにより、それぞ

れ当連結会計年度より連結子会社に

含めております。 

 

(2)主要な非連結子会社の名称等

　非連結子会社はありません。

(2)主要な非連結子会社の名称等

　非連結子会社はありません。

(2)主要な非連結子会社の名称等

　非連結子会社はありません。

２．持分法の適用に関する事項 該当事項はありません。 同左 同左

３．連結子会社の中間決算日（決

算日）等に関する事項

すべての連結子会社の中間決算日

は、中間連結決算日と一致してお

ります。

同左 同左

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

直入法により処理し、売却原

価は移動平均法により算定し

ている。）

(1）重要な資産の評価基準及び評

価方法

①有価証券

その他の有価証券

　時価のあるもの

　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

している。）

(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

直入法により処理し、売却原

価は移動平均法により算定し

ている。）

　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

③たな卸資産

材料

最終仕入原価法によっており

ます。

③たな卸資産

材料

同左

③たな卸資産

材料

同左

仕掛品

　　個別法による原価法によって

おります。

仕掛品

　　同左

仕掛品

　　同左

商品（印刷流通事業用）

最終仕入原価法によっており

ます。

商品（印刷流通事業用）

同左

商品（印刷流通事業用）

同左

－ 15 －



項目
前中間連結会計期間

（自　平成17年4月 1日
 　至　平成17年9月30日）

当中間連結会計期間
（自　平成18年4月 1日
 　至　平成18年9月30日）

前連結会計年度
（自　平成17年4月 1日
 至　平成18年3月31日）

貯蔵品

　　最終仕入原価法によっており

ます。

貯蔵品

　　同左

貯蔵品

　　同左

(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おります。

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

の短縮が行われていますが、改

正前の耐用年数を継続して適用

しております。

(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

　同左

(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

　同左

②無形固定資産 ②無形固定資産 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

よっております。

　なお、ソフトウエア（自社利

用）については、社内におけ

る見込利用期間(5年間）によ

る定額法を採用しております。

　同左 　同左

(3）重要な繰延資産の減価償却の

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。

(3）重要な繰延資産の減価償却の

方法

①新株発行費

　同左

(3）重要な繰延資産の減価償却の

方法

①新株発行費

　同左

②創立費

　創立費は、商法の規定する最長

年間（5年間）にわたり均等償

却しております。

②創立費

同左

②創立費

　同左

(4）重要な引当金の計上基準

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。

(4）重要な引当金の計上基準

①貸倒引当金

　同左

(4）重要な引当金の計上基準

①貸倒引当金

　同左

a.一般債権

 　 貸倒実績率によっております。
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項目
前中間連結会計期間

（自　平成17年4月 1日
 　至　平成17年9月30日）

当中間連結会計期間
（自　平成18年4月 1日
 　至　平成18年9月30日）

前連結会計年度
（自　平成17年4月 1日
 至　平成18年3月31日）

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

　従業員の賞与の支給に備える

ため、当中間連結会計期間に負

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

従業員の賞与の支給に備える

ため、当連結会計期間に負担す

べき支給見込額を計上しており

ます。

③退職給付引当金

 従業員の退職給付に備えるた

め、当中間連結会計期間末にお

ける自己都合要支給額により求

めた退職給付債務の見込額に基

づき、当中間連結会計期間末に

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

従業員の退職給付に備えるた

め、当連結会計期間末における

自己都合要支給額により求めた

退職給付債務の見込額に基づき、

当連結会計期間末において発生

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。

(5）重要な外貨建の資産及び負債

の本邦通貨への換算基準

 外貨建金銭債権・債務は中間

連結決算日の直物為替相場によ

り円貨に換算し、換算差額は損

益として処理しております。

(5）重要な外貨建の資産及び負

債の本邦通貨への換算基準

同左

(5）重要な外貨建の資産及び負

債の本邦通貨への換算基準

外貨建金銭債権・債務は連結

決算日の直物為替相場により円

貨に換算し、換算差額は損益と

して処理しております。

(6）重要な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。

(6）重要なリース取引の処理方法

同左

(6）重要なリース取引の処理方法

　同左

(7）重要なヘッジ会計の方法

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。

(7）重要なヘッジ会計の方法

①ヘッジ会計の方法

　同左

(7）重要なヘッジ会計の方法

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

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

　ヘッジ対象

　　借入金の利息
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項目
前中間連結会計期間

（自　平成17年4月 1日
 　至　平成17年9月30日）

当中間連結会計期間
（自　平成18年4月 1日
 　至　平成18年9月30日）

前連結会計年度
（自　平成17年4月 1日
 至　平成18年3月31日）

③ヘッジ方針

 借入金の金利変動リスクを回

避する目的で利用しております。

ヘッジ対象の識別は個別契約毎

に行っております。

③ヘッジ方針

　同左

③ヘッジ方針

　同左

④ヘッジ有効性評価の方法

 金利スワップの特例処理の要

件を満たしているため、有効性

の評価を省略しております。

④ヘッジ有効性評価の方法

　同左

④ヘッジ有効性評価の方法

　同左

(8）その他中間連結財務諸表作成

のための基本となる重要な

事項

①消費税等の会計処理

 消費税等の会計処理は税抜方

式を採用しております。

(8）その他中間連結財務諸表作成

のための基本となる重要な

事項

①消費税等の会計処理

　同左

(8）その他連結財務諸表作成のた

めの基本となる重要な事項

①消費税等の会計処理

　同左

②連結納税制度の適用

 連結納税制度を採用しており

ます。

②連結納税制度の適用

　同左

②連結納税制度の適用

同左

５．中間連結キャッシュ・フロー

計算書（連結キャッシュ・フロー

計算書）における資金の範囲

中間連結キャッシュ・フロー

計算書における資金（現金及び現

金同等物）は、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 連結キャッシュ・フロー計算

書における資金（現金及び現金同

等物）は、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。
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中間連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更

前中間連結会計期間
（自　平成17年4月 1日
至　平成17年9月30日）

当中間連結会計期間
（自　平成18年4月 1日
至　平成18年9月30日）

前連結会計年度
（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）

 

──────

当中間連結会計期間より、「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

6,370,038千円であります。

　なお、当中間連結会計期間における中間連

結貸借対照表の純資産の部については、中間

連結財務諸表規則の改正に伴い、改正後の中

間連結財務諸表規則により作成しておりま

す。

 

（会計方針の変更）

従来、㈱暁印刷の受注した印刷物の基礎にな

る版下及びフィルムの再販用制作原価を、期

末洗替方式により、流動資産の「仕掛品」に

計上しておりましたが、デジタル化の推進等、

昨今の技術革新を踏まえ、たな卸資産とする

よりもソフトウェアとして減価償却による費

用配分をしていくことが適切であるという理

由により、当中間連結会計期間より無形固定

資産の「ソフトウェア」に計上しております。

また、外部より購入した版下及びフィルムに

ついても期末洗替により「貯蔵品」に計上し

ておりましたが、同様の理由から当中間連結

会計期間より無形固定資産の「ソフトウェア」

に計上しております。この変更により、「仕

掛品」は156,529千円、「貯蔵品」は280,000

千円減少し、「ソフトウェア」は436,529千円

増加しています。また、従来の方法によった

場合に比べて当連結会計期間の営業利益、経

常利益、税金等調整前中間純利益は43,652千

円それぞれ減少しております。なお、セグメ

ントに与える影響は、当該箇所に記載してお

ります。
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表示方法の変更

前中間連結会計期間
（自　平成17年4月 1日
至　平成17年9月30日）

当中間連結会計期間
（自　平成18年4月 1日
至　平成18年9月30日）

────── （中間連結貸借対照表）

　前中間連結会計期間において「連結調整勘定」として掲記されてい

たものは、当中間連結会計期間から「のれん」と表示しておりま

す。

 

（中間連結損益計算書）

　前中間連結会計期間において「連結調整勘定償却額」として注記さ

れていたものは、当中間連結会計期間から「のれん償却額」と表示し

ております。

 

（中間連結キャッシュ・フロー計算書）

　前中間連結会計期間において「連結調整勘定償却額」として掲記さ

れていたものは、当中間連結会計期間から「のれん償却額」と表示し

ております。
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注記事項

（中間連結貸借対照表関係）

前中間連結会計期間末
（平成17年9月30日）

当中間連結会計期間末
（平成18年9月30日）

前連結会計年度
（平成18年3月31日）

※１．有形固定資産の減価償却累計額は、

2,638,217千円であります。

※１．有形固定資産の減価償却累計額は、

3,252,520千円であります。

※１．有形固定資産の減価償却累計額は、

3,137,457千円であります。

　　　有形固定資産の減損損失累計額は、

544,312千円であります。

　　　有形固定資産の減損損失累計額は、

544,312千円であります。

　　　有形固定資産の減損損失累計額は、

582,812千円であります。

※２．担保資産及び担保付債務

担保に供している資産は次のとおりで

あります。

※２．担保資産及び担保付債務

担保に供している資産は次のとおりで

あります。

※２．担保資産及び担保付債務

担保に供している資産は次のとおりで

あります。

定期預金 85,003千円

有形固定資産 2,402,753千円

投資その他の資

産
640,325千円

計 3,128,081千円

定期預金 ―  千円

有形固定資産     2,358,683千円

投資その他の資

産
―  千円

計    2,758,871千円

定期預金 85,010千円

有形固定資産  2,429,503千円

投資その他の資

産
263,315千円

計 2,777,828千円

担保付債務は次のとおりであります。 担保付債務は次のとおりであります。 担保付債務は次のとおりであります。

短期借入金 2,704,698千円

長期借入金 3,611,405千円

計 6,316,103千円

短期借入金 840,000千円

長期借入金 3,160,000千円

計 4,000,000千円

短期借入金 3,199,380千円

長期借入金  2,173,339千円

計  5,372,720千円

　３．偶発債務

　連結会社以外の会社の金融機関等からの

借入等に対し、100,000千円の債務保証を

行っております。

　３．偶発債務

　連結会社以外の会社の債務に対し、

100,000千円の債務保証を行っております。

　３．偶発債務

　連結会社以外の会社の金融機関等からの

借入等に対し、100,000千円の債務保証を

行っております。

※４．受取手形割引高は、86,459千円 ※４．受取手形割引高は、 　－千円 ※４．受取手形割引高は、  － 千円

※５．　― ※５．中間連結会計期間末日満期手形

　　中間連結会計期間末日満期手形の会計処

　理については、当中間連結会計期間の末日

　が金融機関の休日でしたが、満期日に決済

　が行われたものとして処理しております。

　当中間連結会計期間末日満期手形の金額は

　次のとおりであります。

　　　受取手形　　 43,124千円

　　　支払手形　　219,858千円

※５．　―
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（中間連結損益計算書関係）

前中間連結会計期間
（自　平成17年4月 1日

　　至　平成17年9月30日）

当中間連結会計期間
（自　平成18年4月 1日

　　至　平成18年9月30日）

前連結会計年度
（自　平成17年4月 1日

　　至　平成18年3月31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。

※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。

※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。

給与及び手当 2,794,009千円

役員報酬 110,100千円

広告宣伝費 260,234千円

賃借料 1,060,815千円

交通費 97,264千円

消耗品費 221,669千円

水道光熱費 415,730千円

減価償却費 260,765千円

連結調整勘定償

却額
137,055千円

給与及び手当 3,267,149千円

役員報酬 167,432千円

広告宣伝費     426,820千円

賃借料   1,327,586千円

交通費 115,856千円

消耗品費 271,385千円

水道光熱費 534,011千円

減価償却費 386,216千円

のれん償却額 155,900千円

給与及び手当 5,520,669千円

役員報酬  209,800千円

広告宣伝費   530,911千円

賃借料 2,391,900千円

交通費 215,363千円

消耗品費   489,035千円

水道光熱費 907,228千円

減価償却費 607,058千円

連結調整勘定償

却額
285,117千円

※２．一般管理費及び売上原価に含まれる研

究開発費

10,889千円

※２．一般管理費及び売上原価に含まれる研

究開発費

14,989千円

※２．一般管理費及び売上原価に含まれる研

究開発費

29,633千円

※３．減損損失

　当期の減損損失の内訳は次のとおりです。

　新たに子会社となった㈱日本システムにつ

いて無形固定資産のソフトウェア10,809千円

が、そのソフトウェアにより生産販売される

商品のＤＣＦ法による将来キャッシュ・フロー

が見込めないので減損処理しました。

※３．減損損失

　　　　―

　

※３．減損損失

資産を事業種類及び業態毎にグルーピング

して減損の兆候を検証しました。

印刷流通事業のうち、株式会社日本システ

ムのアミューズメント店舗についての将来

キャッシュフローを基準に回収可能性を測定

した結果、当該事業について減損を認識し、

その測定を行った結果、建物13,904千円、什

器10,593千円、敷金等12,837千円、合計

37,336千円の減損損失を計上しております。

外食サービス事業については、株式会社

フードリームが閉店を予定している店舗につ

いて将来キャッシュ・フローを基準に回収可

能性を測定した結果、将来キャッシュ・フロー

が見込めないので、建物12,478千円、機械装

置1,522千円、合計14,000千円の減損損失を計

上しております。

以上の結果、減損損失を合計51,337千円計

上しております。

※４.固定資産除却損

固定資産除却損の内訳は次のとおりでありま

す。

※４.固定資産除却損

固定資産除却損の内訳は次のとおりでありま

す。

※４.固定資産除却損

固定資産除却損の内訳は次のとおりでありま

す。

建物 121,081千円

工具器具備品 5,583千円

その他 19,186千円

計 145,850千円

建物 119,043千円

工具器具備品 8,553千円

その他 1,711千円

計 129,308千円

建物 186,938千円

工具器具備品 14,560千円

その他   102千円

計 201,601千円
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（中間連結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

 
前連結会計年度末　

株式数（千株）

当中間連結会計期間

増加株式数（千株）

当中間連結会計期間

減少株式数（千株）

当中間連結会計期間

末株式数（千株）

 発行済株式     

 　　普通株式　（注） 23,625 92 ― 23,717

合計 23,625 92 ― 23,717

 自己株式     

 　　普通株式 2 ― ― 2

合計 2 ― ― 2

 （注）　普通株式の発行済株式総数の増加92千株は、新株予約権の権利行使による新株の発行による増加92千株でありま

す。

 

２．新株予約権に関する事項

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

新株予約権の目的となる株式の数（株） 
当中間連結会　

計期間末残高

（千円）

前連結会計　

年度末 

当中間連結会

計期間増加 

当中間連結会

計期間減少 

当中間連結会

計期間末 

 提出会社

（親会社）
 平成15年新株予約権　（注1）  　普通株式 632 ― 92 540 ―

 平成17年新株予約権　（注2）  　普通株式 406 ― 17 389 ―

 連結子会社 ―  ― ―  ―  ― ―　 ―

 合計  ― 1,038  ― 109 929 ―

（注）１．平成15年新株予約権の当中間連結会計期間の減少は、新株予約権の行使によるものであります。

　　　２．平成17年新株予約権の当中間連結会計期間の減少は、資格喪失による失効によるものであります。

３．上表の新株予約権は、すべて権利行使可能なものであります。

　３．配当に関する事項

　 　該当事項はありません。
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（中間連結キャッシュ・フロー計算書関係）

前中間連結会計期間
（自　平成17年4月 1日

　　至　平成17年9月30日）

当中間連結会計期間
（自　平成18年4月 1日

　　至　平成18年9月30日）

前連結会計年度
（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連結会計期

間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

１．　現金及び現金同等物の中間連結会計期

間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

１．　現金及び現金同等物の連結会計年度末

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9月30日現在） （平成18年9月30日現在） （平成18年3月31日現在）

現金及び預金勘

定
1,986,328千円

預入期間3ヶ月を

超える定期預金
△35,000千円

現金及び現金同

等物
1,951,328千円

現金及び預金勘

定
 2,260,541千円

預入期間3ヶ月を

超える定期預金
      －千円

現金及び現金同

等物
2,260,541千円

現金及び預金勘定 1,795,313千円

預入期間が3ヶ月

を超える定期預金
△35,000千円

現金及び現金同等

物
1,760,313千円

２．　株式の取得により連結子会社となっ

た会社の資産及び負債の主な内訳

２.　重要な非資金取引の内容 ２.　株式の取得により連結子会社となった

会社の資産及び負債の主な内訳

（株式会社日本システム）

流動資産 999,860千円

固定資産 553,512千円

資産合計 1,553,372千円

流動負債 949,130千円

固定負債 576,254千円

負債合計 1,525,384千円

（株式会社一丁（旧商号㈱ウイルコーポ

レーション））

流動資産 341,757千円

固定資産 1,573,587千円

資産合計 1,915,344千円

流動負債 1,355,193千円

固定負債 828,605千円

負債合計 2,183,799千円

  

　　　（会計方針の変更）に記載のとおり、

次の資産の増減は勘定科目名の変更に

伴うものであり、資金の増減を伴って

おりません。

たな卸資産の減少　　436,529千円

無形固定資産の増加　436,529千円 

（株式会社日本システム）

流動資産 989,051千円

固定資産 441,266千円

資産合計 1,430,317千円

流動負債 949,130千円

固定負債    576,254千円

負債合計 1,525,384千円

（株式会社一丁（旧商号㈱ウイルコーポ

レーション））

流動資産 341,757千円

固定資産 1,573,587千円

資産合計   1,915,344千円

流動負債 1,355,193千円

固定負債 828,605千円

負債合計   2,183,799千円

(株式会社ワールドプランニング） 

流動資産 　　259,616千円

固定資産 150,196千円

  資産合計 409,812千円

流動負債 170,213千円

固定負債 48,782千円

  負債合計 218,995千円
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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）

前中間連結会計期間末（平成17年9月30日現在）

　　１．売買目的有価証券

　　  該当事項はありません。　　　

　　２．満期保有目的の債券で時価のあるもの

　　  該当事項はありません。

　　３．その他有価証券で時価のあるもの

区　　分 取得原価（千円）
中間連結貸借対照表計上額

（千円）
差額（千円）

貸借対照表計上額が取得原価を超えるもの

　(1)株式 212,121 274,186 62,064

　(2)その他 ― ― ―

小　　　計 212,121 274,186 62,064

貸借対照表計上額が取得原価を超えないもの

　(1)株式 40,697 26,183 △14,513

　(2)その他 ― ― ―

小　　　計 40,697 26,183 △14,513

合　　　計 252,819 300,370 47,551

　　４．時価評価されていない主な有価証券の内容

 内　　容 中間連結貸借対照表計上額（千円）

　非上場株式（店頭売買株式を除く） 133,505

当中間連結会計期間末（平成18年9月30日現在）

　　１．売買目的有価証券

　　　該当事項はありません。

　　２．満期保有目的の債券で時価のあるもの

　　　該当事項はありません。

　　３．その他有価証券で時価のあるもの

 取得原価（千円）
中間連結貸借対照表計上額

（千円）
差額（千円）

貸借対照表計上額が取得原価を超えるもの

　(1)株式 16,690 45,076 28,386

　(2)その他 ― ― ―

小    計 16,690 45,076 28,386

貸借対照表計上額が取得原価を超えないもの

　(1)株式 64,088 52,640 △11,447

　(2)その他 30,000 29,887 △112

小    計 94,088 82,528 △11,560

合    計 110,778 127,604 16,825
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　　４．時価評価されていない主な有価証券の内容

 中間連結貸借対照表計上額（千円）

　非上場株式（店頭売買株式を除く） 79,880

前連結会計年度末（平成18年3月31日現在）

　　１．売買目的有価証券

　　　　該当事項はありません。

　　２．満期保有目的の債券で時価のあるもの

　　　　該当事項はありません。

　　３．その他有価証券で時価のあるもの

取得原価（千円）
連結貸借対照表計上額

（千円）
差額（千円）

貸借対照表計上額が取得原価を超えるもの

　(1)株式 186,031 267,460 81,429

　(2)その他 30,000 30,225 225

小    計 216,031 297,686 81,654

貸借対照表計上額が取得原価を超えないもの

　(1)株式 40,875 37,176 △3,699

　(2)その他 － － －

小    計 40,875 37,176 △3,699

合    計 256,907 334,863 77,955

　　４．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）

　非上場株式（店頭売買株式を除く） 83,480

（デリバティブ取引）

EDINETによる開示を行うため記載を省略しております。

（ストック・オプション等関係）

EDINETによる開示を行うため記載を省略しております。
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（セグメント情報）

１．事業の種類別セグメント情報

前中間連結会計期間（自　平成17年4月1日　至　平成17年9月30日）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：千円）

外食事業 印刷流通事業 その他の事業 計 消去又は全社 連結

売上高

(1)外部顧客に対する売上高 9,741,496 3,801,175 ― 13,542,672 ― 13,542,672

(2)セグメント間の内部売上高 629 76,363 334,178 411,171 △411,171 ―

計 9,742,125 3,877,540 334,178 13,953,843 △411,171 13,542,672

営業費用 9,252,906 3,741,085 236,560 13,230,553 △174,334 13,056,218

営業利益 489,218 136,454 97,617 723,290 △236,836 486,453

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）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：千円）

外食サービス事
業

印刷流通事業 その他の事業 計 消去又は全社 連結

売上高

(1)外部顧客に対する売上高 12,556,542 4,379,461 1,877 16,937,881 ― 16,937,881

(2)セグメント間の内部売上高 435 64,677 502,028 567,140 △567,140 ―

計 12,556,977 4,444,138 503,905 17,505,022 △567,140 16,937,881

営業費用 11,794,108 4,266,045 297,356 16,357,511 △161,958 16,195,552

営業利益 762,868 178,092 206,549 1,147,510 △405,182 742,328

前連結会計年度（自　平成17年4月1日　至　平成18年3月31日）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：千円）

外食サービス事
業

印刷流通事業 その他の事業 計 消去又は全社 連結

売上高

(1)外部顧客に対する売上高 21,093,676 7,255,831 ― 28,349,507 ― 28,349,507

(2)セグメント間の内部売上高 1,487 164,827 660,440 826,755 △826,755 ―

計 21,095,164 7,420,658 660,440 29,176,263 △826,755 28,349,507

営業費用 20,083,862 7,375,082 482,797 27,941,742 △391,109 27,550,633

営業利益 1,011,301 45,575 177,642 1,234,520 △435,646 798,874

　　　（注）1.　事業区分の方法

　　　　　　　　製品の種類・性質及び販売市場の類似性などを考慮し、外食サービス事業、印刷流通事業、その他の事

　　　　　　　　業の3事業に区分しております。

　　　　　　2.　各事業区分の主な事業内容

　　　　　　　　a.外食サービス事業　　　：焼き鳥居酒屋「総本家備長扇屋」、大阪風お好み焼き「ぼちぼち」、その

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　他飲食店経営

　　　b.印刷流通事業　　　　　：書籍・雑誌印刷受注製造を中心に、物販事業会社向けの消耗備品・商業印

　　　　　　　　　　　　　　　　刷物卸販売、遊戯機器の販売等

　　　　　　　　c.その他の事業　　　　　：配当金収入、経営管理受託及び不動産賃貸等

　　　　　　3.　営業費用のうち、消去又は全社の項目に含めた配賦不能営業費の金額は当中間連結会計年度297,356千

　　　　　　　　円であり、その主なものは親会社本社の管理部門等に係る費用であります。

　　　　　　4.　事業区分の変更

　　　　　　　　該当事項はありません。

２．所在地別セグメント情報

　　　　本邦以外の国又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。
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３．海外売上高

　　　　　前中間連結会計期間（自　平成17年4月1日　至　平成17年9月30日）及び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）ならびに前連結会計年度（自　平成17年4月1日　至　平成18年3月31日）の海外売

上高は、連結売上高の10％未満であるため、海外売上高の記載を省略しております。

４．会計方針の変更

　　　　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）

　「中間連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更（会計方針の変更）」に記載のとおり、当中間

連結会計期間より従来「たな卸資産」に計上していたものを「ソフトウェア」に変更しております。この変更に

伴い、従来の方法によった場合に比べて、印刷流通事業の営業費用は43,652千円増加し、営業利益が同額減少し

ております。 
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（１株当たり情報）

前中間連結会計期間
（自　平成17年4月 1日

　　至　平成17年9月30日）

当中間連結会計期間
（自　平成18年4月 1日

　　至　平成18年9月30日）

前連結会計年度
（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
265円　91銭

1株当たり中間純

利益金額
8円　74銭

潜在株式調整後1

株当たり中間純利

益金額

8円　59銭

1株当たり純資産

額
268円　61銭

1株当たり中間純

利益金額
4円　43銭

潜在株式調整後1

株当たり中間純利

益金額

4円　34銭

1株当たり純資産

額
   265円  52銭

1株当たり当期純

利益金額
 7円　57銭

潜在株式調整後1

株当たり純利益金

額

 7円　43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。

前中間連結会計期間
（自　平成17年4月 1日
至　平成17年9月30日）

当中間連結会計期間
（自　平成18年4月 1日
至　平成18年9月30日）

前連結会計年度
（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） 196,972 104,787 174,641

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）
196,972 104,787 174,641

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）

前中間連結会計期間
（自　平成17年4月 1日

　　至　平成17年9月30日）

当中間連結会計期間
（自　平成18年4月 1日

　　至　平成18年9月30日）

前連結会計年度
（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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５．生産、受注及び販売の状況
(1）事業別売上高

事業の種類名

前中間連結会計期間
（自　平成17年4月 1日
至　平成17年9月30日）

当中間連結会計期間
（自　平成18年4月 1日
至　平成18年9月30日）

前連結会計年度
（自　平成17年4月 1日
至　平成18年3月31日）

金額
（千円）

構成比
（％）

金額
（千円）

構成比
（％）

金額
（千円）

構成比
（％）

㈱扇屋コーポレーション 5,071,980 37.5 6,628,659 39.1 10,449,822 36.9

㈱ぼちぼち 408,930 3.0 610,968 3.6 904,505 3.2

㈱フードリーム 3,060,065 22.6 3,164,327 18.7 6,229,517 22.0

㈱一丁 1,155,424 8.5 2,112,980 12.5 3,419,023 12.1

㈱ＮＢＫ ― ― 39,606 0.2 10,582 0.0

㈱ヴィア・ホールディングス 45,094 0.3 ― ― 80,224 0.2

外食事業　計 9,741,496 71.9 12,556,542 74.1 21,093,676 74.4

出版関連・その他印刷物 1,889,192 14.0 2,437,304 14.4 3,908,094 13.8

消耗品の卸売 557,083 4.1 604,850 3.6 1,185,471 4.2

ゲーム機器の卸売レンタル 1,354,899 10.0 1,337,306 7.9 2,162,266 7.6

印刷流通事業　計 3,801,175 28.1 4,379,461 25.9 7,255,831 25.6

その他の事業 ― ― 1,877 0.0 ― ―

合計 13,542,672 100.0 16,937,881 100.0 28,349,507 100.0

　（注）　外食サービス事業は各社毎に業態を分けて展開しております。各社の詳細な業態は頁２をご参照下さい。

(2）受注状況

事業の種類名

前中間連結会計期間
（自　平成17年4月 1日
至　平成17年9月30日）

当中間連結会計期間
（自　平成18年4月 1日
至　平成18年9月30日）

前連結会計年度
（自　平成17年4月 1日
至　平成18年3月31日）

受注高
（千円）

受注残高
（千円）

受注高
（千円）

受注残高
（千円）

受注高
（千円）

受注残高
（千円）

出版関連印刷物 1,220,137 193,915 1,528,901 369,856 2,924,132 316,595

その他一般印刷物 652,692 109,133 600,069 72,812 1,062,533 82,380

合計 1,872,830 303,048 2,128,971 442,669 3,986,665 398,976

　（注）１．事業間の取引については相殺消去しております。

２．本表の金額には、消費税は含まれておりません。
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