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１．平成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 （百万円未満切捨）

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 23,852 (   3.5) 474 (△25.9) 446 (△25.5)

17年９月中間期 23,037 (   2.7) 639 (  40.2) 600 (　47.8)

18年３月期 46,222 1,081 1,025

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 62 (△84.9) 4 59 － －

17年９月中間期 410 (6,875.5) 29 69 － －

18年３月期 470 34 24 － －

(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 13,542,753株 17年９月中間期 13,836,328株 18年３月期 13,747,781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であります。

(2）連結財政状態 （百万円未満切捨）

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 30,181 2,999 9.9 221 13

17年９月中間期 15,180 3,087 20.3 224 27

18年３月期 15,482 3,050 19.7 225 05

（注）期末発行済株式数（連結） 18年９月中間期 13,541,638 17年９月中間期 13,765,438株 18年３月期 13,556,638株

(3）連結キャッシュ・フローの状況 （百万円未満切捨）

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 214 1,028 679 7,179

17年９月中間期 822 △88 △581 4,902

18年３月期 1,480 △287 △695 5,246

(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 13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） 2社 （除外） －社 持分法（新規） －社 （除外） －社

２．平成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 53,500 950 80

（参考）１株当たり予想当期純利益（通期）　　５円91銭
※　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７ページを参照して下さい。
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１．企業集団の状況

　当社グループ（当社及び当社の関係会社）は、株式会社レオックジャパン（当社）及び連結子会社13社により構成さ

れ、医療機関（病院・医院）・社会福祉施設等及び企業等の給食受託運営、飲食の提供等、高齢者介護サービス等の事

業活動を展開しております。

　当社グループ（当社及び当社の関係会社）各社の主たる事業内容は、次のとおりであります。

企業集団 会社名 事業区分 主たる事業内容

提出会社 株式会社レオックジャパン 経営指導事業 子会社の支配による経営指導

連結子会社 株式会社レオック北日本 給食事業、その他の事業
医療機関・社会福祉施設等及び企業等

の給食受託事業等

連結子会社 株式会社レオック東京 給食事業、その他の事業
医療機関・社会福祉施設等及び企業等

の給食受託事業等

連結子会社 株式会社レオック関東 給食事業、その他の事業
医療機関・社会福祉施設等及び企業等

の給食受託事業等

連結子会社 株式会社レオック南関東 給食事業、その他の事業
医療機関・社会福祉施設等及び企業等

の給食受託事業等

連結子会社 株式会社レオック関西 給食事業、その他の事業
医療機関・社会福祉施設等及び企業等

の給食受託事業等

連結子会社 株式会社レオック西日本 給食事業、その他の事業
医療機関・社会福祉施設等及び企業等

の給食受託事業等

連結子会社 株式会社レオックサービス 給食事業、その他の事業

寮・プレステージ等のサービス受託業

務、清掃事業及び付帯する事業の受託

業務

連結子会社 株式会社レオックフーズ その他の事業 食材の販売等

連結子会社 株式会社レオック東海 給食事業、その他の事業 
医療機関・社会福祉施設等及び企業等

の給食受託事業等

連結子会社 株式会社レオック東北 給食事業、その他の事業 
医療機関・社会福祉施設等及び企業等

の給食受託事業等

連結子会社 株式会社レオックヒューマンケア その他の事業
人材派遣・紹介、医療経営コンサルタ

ント

連結子会社 株式会社レオックオペレーション その他の事業 事務処理業務受託事業等

連結子会社 株式会社ライフコミューン 高齢者介護サービス事業 有料老人ホーム等の運営事業

 （注）平成18年４月３日に当社の子会社であります株式会社レオックオペレーションを設立、平成18年９月27日に当社

の子会社であります株式会社ライフコミューンの株式を取得し、当中間連結会計期間から連結の範囲に含めてお

ります。
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　事業の系統図は次のとおりであります。
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２．経営方針

(1）会社の基本方針

  当社グループは、「お客様に喜びと感動を、従業員に成長と幸福を、社会に貢献を。」という経営理念のもと、「心

のこもった真のサービス」の実現に向けてグループ一丸となって取り組むことを基本方針としております。

　当社グループは、この基本方針に沿った事業運営を通じて、当社グループに関わるすべてのステークホルダーから

「価値ある企業」として認められ、その存在を求められる企業グループになることが、長期的な株主価値の最大化に

繋がると考えております。

　また、当社グループの企業価値向上には、「LEOC」のブランド価値を高めていくことも重要であります。このため、

「おいしい食事」の提供とともに企業の社会的責任にも配慮してまいります。

(2）利益配分に関する基本方針

  当社グループは、株主の皆様に対する利益還元を経営の最重要課題の一つと位置付けており、株主資本の充実と収

益力の維持・向上に努め、業績に裏付けられた適正かつ安定的な利益配分を行うことを基本方針としております。

  また、内部留保につきましては、事業の拡大や業界内の競争激化に対応し、「食」をコアとした少子高齢化時代へ

の面対応並びに競争力強化のための投資及び出資に充てることにより、中長期的な業績の安定・向上に努めるととも

に、財務体質の強化を図ってまいります。

(3）投資単位の引下げに関する考え方及び方針等

  当社グループは、当社株式を長期的視野に立った多くの株主に保有いただくための環境を整備していくことを重要

課題と認識しております。投資単位の引下げについては、今後の株価動向や流動性などを考慮しながら、引き続き慎

重に検討を進めてまいります。

(4）目標とする経営指標

  当社グル－プは、以下の指標を重要な経営指標として、中期的な目標を設定しております。　

① 株主資本当期純利益率（ＲＯＥ）… 15％以上

② 売上高経常利益率… ３％以上

③ １株当たり当期純利益（ＥＰＳ）… 30円以上

(5）中長期的な会社の経営戦略

　当社グループでは、2004年６月に2004年度から2006年度までの３期を対象とした中期経営計画を策定しております。

　当年度はその３期目として、全事業所の収支管理や食材コスト管理徹底による収益の改善、ＣＳ調査の実施や衛生

管理の強化による顧客満足度向上などに取り組みました。現時点における各施策の実施状況は以下の通りです。

① 高収益体質への転換 

　事業所単位のきめ細かな収支管理を実施することにより、計画的な事業所運営を進めております。また、食材仕

入に係る取引先の集約などによりコスト削減を進めております。

　更に、既に開示の通り平成18年９月27日に株式会社ライフコミューンの株式取得を完了し、連結子会社化するこ

とを通じて、既存事業比で収益率の高い介護事業への進出を果たし、収益基盤の拡充を図ると共に、既存事業の隣

接領域でもある介護事業とのシナジー効果も追求してまいります。

② 顧客満足度の継続的向上 

　第三者機関を利用した全事業所のクライアントに対する満足度調査を継続して実施しており、クライアントから

の要望や改善すべきポイントの早期把握にも役立っております。また、衛生管理についても、厳しい管理基準を定

めて事故の発生を極小化するよう努めております。 

③ 従業員のモチベーション向上 

　従業員の働きやすさや就業環境の向上を図るため、外部の第三者機関を利用した従業員相談窓口を設置しており、

職場環境の改善に寄与しております。また、マネージャー、エリアマネージャーを対象とする教育・研修も実施し、

人材の育成を図っております。
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④ 成長戦略の推進

　急速に拡大する福祉施設関連市場に対応するため、グループ内の経営資源を集中的に投入しており、特に有望市

場と目されている有料老人ホーム向け給食受託においては、引き続き高シェアを維持することに加え、株式会社ラ

イフコミューンの連結子会社化を通じて有料老人ホーム運営事業自体にも進出し、喫食者の食費を含む負担増への

対応として、提供サービスの一体化による効率化とサービスクオリティの向上を図ってまいります。今後も介護保

険制度改革や医療制度改革に伴う顧客ニーズへの対応を進め、今後介護分野との連携をより必要とされる医療クラ

イアントへの幅広い機能提供などを通じて事業領域を拡大してまいります。また、地域戦略の取組みとしては、重

点地域である東海地区及び東北地区の基盤拡大に向けた営業開発強化を図り、受託実績を伸ばしております。

(6）対処すべき課題

　食事提供サ－ビスは、常に最先端のメニュ－内容の開発を行い付加価値を創造することが必要であります。また、

喫食者の視点に立ち、地域特性や嗜好に合わせたサービスの提供が重要となっております。これに加え、介護保険制

度改革及び医療制度改革により、当社グループのクライアントを取り巻く環境が大きく変化していることから、こう

した環境変化に即応して、食事サービスはもちろん、それ以外の面でもクライアントのご要望に応じた様々な提案を

できる体制が望まれております。また、雇用環境の改善に伴う人件費コストの上昇や中国など海外の食材需要増に伴

う食材コストの上昇、原油価格の高騰に伴う物流コストの上昇など、原価は今後上昇傾向で推移するものと見られま

す。

　このため、当社としては、上述の中期経営計画における各方針に基づき各種の施策を実行していくことで課題に対

処するとともに、事業環境に大きな環境変化が生じた場合には計画を見直すなど、スピード感を持って課題に対応す

るため、事業領域毎の統括会社の設立など当社グループ企業の再編も検討してまいります。

(7）親会社等に関する事項

該当事項はありません。

　なお、従来記載しておりました当社の「コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方及びその施策の実施

状況」「内部管理体制の整備・運用状況」は、既に開示の通り平成18年５月12日付「内部統制システム構築に関す

る基本方針について」をご参考願います。

(8）その他、会社の経営上の重要な事項

該当事項はありません。
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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の経済は、好調な企業収益を背景とする設備投資の増加、雇用情勢や所得の改

善に伴う個人消費の堅調な推移に支えられ、原油価格の高騰や海外の食材需要増に伴う食材価格の上昇などの不安定

要素はあったものの、景気は拡大基調を継続しました。

　給食業界につきましては、事業所向け給食において、企業の設備投資増加や工場稼働率の上昇に伴い新規案件の増

加が見られたものの、医療・福祉向け給食では、介護保険・医療制度改定に伴い施設側の収益状況が大きく変化した

ことや喫食者の負担増による契約改定要請が相次ぐなど、厳しい状況で推移しました。

　このような状況下、当中間連結会計期間の連結売上高は、前年同期比3.5％増の238億52百万円と堅調に推移しまし

た。これは、新規案件の獲得が進んだことに加え、既存の医療・福祉向け案件の値下げ要請に伴う喫食単価の落ち込

みを最小限に食い止めることができたことなどによるものです。一方、営業利益は４億74百万円と前年同期比△

25.9％の減少となりました。これは既存の医療・福祉向け案件の値下げ要請に伴う喫食単価の落ち込みによる材料費

率の上昇及び雇用環境改善に伴う人件費単価の上昇などによる労務費率の上昇を、売上高の拡大でカバーできず、売

上総利益が減少したほか、他社との差別化の源泉でもある栄養管理システムの経費増など販管費が上昇したことなど

によるものです。営業利益の減少に伴い、経常利益も△25.5％減の４億46百万円となりました。

　当中間純利益は、前中間連結会計期間に法人税等の還付を２億61百万円計上した反動減などから、前年同期比△

84.9％減の62百万円となりました。

      地域別売上高の業績は、次のとおりであります。

　　　　北日本 … 売上高 　52億90百万円となりました。（前中間連結会計期間比  2.1％増）

　　　　東日本 … 売上高　113億93百万円となりました。（前中間連結会計期間比　3.8％増）

　　　　関　西 … 売上高 　34億17百万円となりました。（前中間連結会計期間比　7.5％増）

　　　　西日本 … 売上高 　37億52百万円となりました。（前中間連結会計期間比　1.5％増）

（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

　当中間連結会計期間における連結ベースの現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、株式会社ライフコ

ミューンの新規連結による資金の増加10億97百万円もあり、前連結会計年度に比べ22億76百万円増加し、当中間連結

会計期間年度末では71億79百万円となりました。

  当中間連結会計期間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２億14百万円（前年同期は、得られた資金８億22百万円）となりました。

　これは主に税金等調整前中間純利益３億98万円（前年同期比30.2％減）の計上、貸倒引当金58百万円の増加額、

のれんの償却額３億33百万円の計上、売上債権の増加額１億39百万円、仕入債務、人件費債務及び未払消費税の増

加額２億99百万円、法人税等の支払額７億83百万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）

　投資活動の結果得られた資金は10億28百万円（前年同期は、使用した資金88百万円）となりました。

　これは主に連結範囲変更による子会社株式の取得による収入10億97百万円によるものです。

（財務活動によるキャッシュ・フロー）

　財務活動の結果得られた資金は６億79百万円（前年同期は、使用した資金５億81百万円）となりました。

　これは主に短期借入36億円、短期借入金及び長期借入金の返済27億54百万円、社債の償還50百万円及び配当金の

支払１億８百万円によるものであります。
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 　　　なお、連結ベースのキャッシュ・フロー指標のトレンドは下記のとおりであります。

 平成18年３月期 平成19年３月期

 中間 期末 中間

自己資本比率(%) 20.3 19.7 9.9

時価ベースの自己資本比率(%) 35.2 44.7 14.8

債務償還年数(年) 7.5 4.1 65.7

インタレスト・カバレッジ・レシオ(倍) 16.3 15.1 4.7

１．自己資本比率：自己資本／総資産

２．時価ベースの自己資本比率：株式時価総額／総資産

３．債務償還年数：有利子負債／営業キャッシュ・フロー

４．インタレスト・カバレッジ・レシオ：営業キャッシュフロー／利払い

５．各指標は、連結ベースの財務指標より計算しております。

６．株式時価総額は、期末株価終値×期末発行済株式数（自己株式控除後）により算出しております。

７．営業キャッシュ・フローは、連結キャッシュ・フロー計算書の営業活動によるキャッシュ・フローを使用し

ております。有利子負債は、連結貸借対照表に計上されている負債のうち利子を払っている全ての負債を対

象としております。

（３）通期の見通し

　下期の見通しとしましては、企業収益の改善を背景に、設備投資や個人消費を中心に景気拡大の継続が期待されま

す。病院・福祉施設給食及び事業所給食をとりまく環境は、介護保険・医療制度改定を契機としたクライアントの値

下げ要請が厳しく受託単価が下がるなど、引き続き厳しい状況が想定されますが、病院給食の外部委託の更なる進展、

介護保険施設における食費自己負担化によるサービスレベル向上の要望、栄養ケアマネジメントの実施、事業所給食

における安全・健康志向メニューのニーズ増加、食育基本法の施行に伴う食育の推進など、当社グループにとって事

業領域拡大の機会も大きくなると予想されます。当社グループといたしましては、引き続き質の高いサービスと最先

端のメニューの取込みに加え、新たに連結子会社化した株式会社ライフコミューンにおける有料老人ホーム運営事業

の規模拡大、収益性向上及び財務体質の強化などを通じ、業績の向上に取り組んでまいります。

  通期の業績につきましては、下期における、株式会社ライフコミューンの連結子会社化を通じた介護事業への進出

に伴い発生したのれんの償却負担や同社損益の連結による影響なども踏まえ、平成18年11月30日の業績予想の修正に

関するお知らせのとおり、売上高535億円（前年度比73億円増）、経常利益９億50百万円（前年度比75百万円減）、当

期純利益80百万円（前年度比３億90百万円減）を見込んでおります。

  今後も、「社会に貢献」できる企業活動を通じて、お客様から信頼される企業として更に発展すべく全社総力をあ

げて取り組んでいく所存でございます。
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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   4,902,763   7,579,167   5,246,732  

２．受取手形及び売掛
金

※２  4,509,837   5,980,226   4,713,368  

３．たな卸資産   136,365   188,692   161,388  

４．その他   955,158   1,841,319   867,166  

５．貸倒引当金   △23,423   △685,351   △43,617  

流動資産合計   10,480,701 69.0  14,904,054 49.4  10,945,037 70.7

Ⅱ　固定資産           

(1）有形固定資産           

１．建物 ※１ －   4,127,826   467,113   

減価償却累計額  － －  1,059,759 3,068,067  336,603 130,509  

２．土地 ※１  245,984   2,574,984   245,984  

３．その他  898,275   869,380   355,091   

減価償却累計額  727,886 170,389  577,171 292,209  326,798 28,292  

有形固定資産合計   416,373 2.8  5,935,260 19.7  404,786 2.6

(2）無形固定資産           

１．連結調整勘定   3,421,282   －   3,087,633  

２．のれん   －   5,962,231   －  

３．その他   131,824   271,634   125,664  

無形固定資産合計   3,553,107 23.4  6,233,865 20.6  3,213,297 20.8

(3）投資その他の資産           

１．その他   736,870   3,136,346   925,406  

２．貸倒引当金   △6,438   △28,410   △5,891  

投資その他の資産
合計

  730,432 4.8  3,107,936 10.3  919,515 5.9

固定資産合計   4,699,913 31.0  15,277,062 50.6  4,537,600 29.3

資産合計   15,180,614 100.0  30,181,117 100.0  15,482,638 100.0
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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．支払手形及び買掛
金

  1,956,704   2,197,870   2,054,140  

２．短期借入金   300,000   4,350,000   700,000  

３．一年内返済予定長
期借入金

※１  734,100   1,131,908   734,100  

４．未払金   2,052,565   2,437,606   1,984,604  

５．未払法人税等   413,108   320,428   824,952  

６．預り金   －   2,424,519   401,649  

７．賞与引当金   792,198   651,463   736,665  

８．その他   799,418   1,627,644   368,859  

流動負債合計   7,048,095 46.5  15,141,440 50.2  7,804,972 50.4

Ⅱ　固定負債           

１．社債   1,050,000   2,335,000   1,000,000  

２．長期借入金 ※１  3,971,925   5,942,949   3,604,875  

３．長期預り保証金   －   3,226,205   9,211  

４．その他   20,923   536,482   12,662  

固定負債合計   5,042,848 33.2  12,040,637 39.9  4,626,749 29.9

負債合計   12,090,943 79.7  27,182,077 90.1  12,431,721 80.3
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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
（％）

（少数株主持分）           

少数株主持分   2,485 0.0  － －  － －

           

（資本の部）           

Ⅰ　資本金   700,158 4.6  － －  700,158 4.5

Ⅱ　資本剰余金   354,327 2.3  － －  354,327 2.3

Ⅲ　利益剰余金   2,104,961 13.9  － －  2,164,901 14.0

Ⅳ　その他有価証券評価
差額金

  415 0.0  － －  1,355 0.0

Ⅴ　自己株式   △72,676 △0.5  － －  △169,826 △1.1

資本合計   3,087,185 20.3  － －  3,050,916 19.7

負債、少数株主持分
及び資本合計

  15,180,614 100.0  － －  15,482,638 100.0

           

（純資産の部）           

Ⅰ　株主資本           

１．資本金   － －  700,158 2.3  － －

２．資本剰余金   － －  354,327 1.2  － －

３．利益剰余金   － －  2,118,617 7.0  － －

４．自己株式   － －  △177,552 △0.6  － －

株主資本合計   － －  2,995,550 9.9  － －

Ⅱ　評価・換算差額金等           

１．その他有価証券評
価差額金

  － －  △1,009 △0.0  － －

２．繰延ヘッジ損益   － －  △120 △0.0  － －

評価・換算差額等合
計

  － －  △1,130 △0.0  － －

Ⅲ　少数株主持分   － －  4,618 0.0  － －

純資産合計   － －  2,999,039 9.9  － －

負債純資産合計   － －  30,181,117 100.0  － －
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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）
百分比
（％）

金額（千円）
百分比
（％）

金額（千円）
百分比
（％）

Ⅰ　売上高   23,037,106 100.0  23,852,280 100.0  46,222,744 100.0

Ⅱ　売上原価   20,077,426 87.2  21,008,312 88.1  40,492,546 87.6

売上総利益   2,959,680 12.8  2,843,967 11.9  5,730,197 12.4

Ⅲ　販売費及び一般管理費           

１．役員報酬  99,085   119,116   196,694   

２．給料手当  847,877   861,927   1,689,079   

３．賞与  158,788   118,222   299,832   

４．法定福利費  126,506   125,613   241,177   

５．連結調整勘定償却額  333,291   －   666,582   

６．のれん償却額  －   333,291   －   

７．その他  754,270 2,319,819 10.0 811,637 2,369,808 9.9 1,555,669 4,649,036 10.1

営業利益   639,860 2.8  474,158 2.0  1,081,161 2.3

Ⅳ　営業外収益           

１．受取利息  979   1,040   1,807   

２．受取手数料  4,572   10,183   9,811   

３．協賛金収入  777   500   8,400   

４. 賃貸料収入  7,476   7,460   15,290   

５. 法人税等還付加算金  5,275   126   20,236   

６．その他  5,802 24,884 0.1 4,388 23,700 0.1 11,239 66,785 0.1

Ⅴ　営業外費用           

１．支払利息  50,814   44,275   96,624   

２．その他  13,894 64,708 0.3 6,800 51,075 0.2 25,341 121,966 0.2

経常利益   600,036 2.6  446,783 1.9  1,025,980 2.2

Ⅵ　特別利益           

１．貸倒引当金戻入益  221   －   －   

　２．仕入債務償却益  －   6,173   －   

　３．事業所閉鎖関連収入  － 221 0.0 16,219 22,393 0.1 － － －

Ⅶ　特別損失           

１．前期損益修正損  8,360   1,463   8,360   

２．固定資産除売却損 ※１ 7,748   －   7,748   

３．貸倒引当金繰入額  －   61,680   19,802   

４. 減損損失 ※２ 3,204   3,664   7,232   

５．特別退職金  10,000   －   16,650   

６．その他  － 29,313 0.1 3,918 70,727 0.3 3,594 63,388 0.1

税金等調整前中間（当
期）純利益

  570,944 2.5  398,450 1.7  962,592 2.1

法人税、住民税及び事
業税

 405,129   258,276   964,816   

過年度法人税等還付額  △261,572   －   △261,572   

法人税等調整額  21,824 165,381 0.7 78,003 336,280 1.4 △203,668 499,575 1.1

少数株主損失   5,248 0.0  － －  7,733 0.0

中間（当期）純利益   410,811 1.8  62,169 0.3  470,750 1.0
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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   354,327  354,327

Ⅱ　資本剰余金中間期末（期
末）残高

  354,327  354,327

      

（利益剰余金の部）      

Ⅰ　利益剰余金期首残高   1,805,525  1,805,525

Ⅱ　利益剰余金増加高      

１．中間（当期）純利益  410,811 410,811 470,750 470,750

Ⅲ　利益剰余金減少高      

１．配当金  111,374 111,374 111,374 111,374

Ⅳ　利益剰余金中間期末（期
末）残高

  2,104,961  2,164,901
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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

資本金 資本剰余金 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）

700,158 354,327 2,164,901 △169,826 3,049,560

中間連結会計期間中の変動額      

剰余金の配当（注）   △108,453  △108,453

中間純利益   62,169  62,169

自己株式の取得    △7,726 △7,726

株主資本以外の項目の中間連
結会計期間中の変動額（純額）

     

中間連結会計期間中の変動額合
計　　　　　　　 　  （千円)

 － － △46,283 △7,726 △54,009

平成18年９月30日　残高
  （千円）

700,158 354,327 2,118,617 △177,552 2,995,550

評価・換算差額等

少数株主持分 純資産合計 その他
有価証券
評価差額金

繰延ヘッジ
損益

評価・換算
差額等合計

平成18年３月31日　残高
（千円）

1,355 － 1,355 － 3,050,916

中間連結会計期間中の変動額      

剰余金の配当（注）     △108,453

中間純利益     62,169

自己株式の取得     △7,726

株主資本以外の項目の中間連
結会計期間中の変動額（純額）

△2,365 △120 △2,486 4,618 2,132

中間連結会計期間中の変動額合
計　               　（千円)

△2,365 △120 △2,486 4,618 △51,877

平成18年９月30日　残高
（千円）

△1,009 △120 △1,130 4,618 2,999,039

 (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  570,944 398,450 962,592

　　　減価償却費  29,374 25,492 56,367

　　　減損損失  3,204 3,664 7,232

　　　連結調整勘定償却額  333,291 － 666,582

　　　のれん償却額  － 333,291 －

　　　貸倒引当金の増減額  △12,529 58,819 7,117

　　　受取利息及び受取配当金  △979 △1,040 △1,807

　　　支払利息  50,814 44,275 96,624

　　　有形固定資産除売却損益  1,367 － 1,367

　　　売上債権の増加額  △31,357 △139,438 △234,888

　　　たな卸資産の増減額  9,986 11,885 △15,035

　　　仕入債務の増減額  △36,440 124,006 60,995

　　　人件費債務の増加額  55,257 98,952 131,318

　　　未払金及び預り金の増減額  △6,819 16,027 6,675

　　　未払消費税等の増減額  △23,198 76,718 51

　　　その他  △34,835 △8,529 △30,583

　　　　　小　計  908,079 1,042,576 1,714,609

　　　利息及び配当金の受取額  979 1,040 2,207

　　　利息の支払額  △50,616 △45,604 △98,058

　　　法人税等の支払額  △251,126 △783,633 △399,878

 　　 法人税等の還付額  215,256 － 261,572

　　営業活動によるキャッシュ・フロー  822,572 214,379 1,480,453

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  △6,747 △5,452 △8,534

　　　有形固定資産の売却による収入  － 42 －

　　　無形固定資産の取得による支出  △3,800 △8,249 △4,400

    　投資有価証券の取得による支出  － △60,000 △200,000

 　　 投資有価証券の償還による収入  10,000 － 10,000

    　連結範囲変更による子会社株式の取

得による収入  
－ 1,097,944 －

　　　短期貸付けによる支出  － △140 －

　　　短期貸付金の回収による収入  9,983 400 20,306

　　　長期貸付けによる支出  △90,000 － △90,000

　　　長期貸付金の回収による収入  3,108 3,027 7,194

　　　保証金敷金の拠出  △20,883 △4,287 △28,458

　　　保証金敷金の返還による収入  9,697 5,017 15,588

　　　投資活動によるその他の支出  △6 △171 △10,013

　　　投資活動によるその他の収入  388 388 936

　　投資活動によるキャッシュ・フロー  △88,259 1,028,518 △287,379
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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）

Ⅲ　財務活動によるキャッシュ・フロー  

　　　短期借入れによる収入  1,500,000 3,600,000 2,900,000

　　　短期借入金の返済による支出  △1,500,000 △2,400,000 △2,500,000

　　　長期借入金の返済による支出  △367,050 △354,375 △734,100

　　　社債の償還による支出  △50,000 △50,000 △100,000

　　　自己株式の取得による支出  △53,684 △7,726 △150,833

　　　親会社による配当金の支払額  △110,392 △108,361 △110,985

　　財務活動によるキャッシュ・フロー  △581,126 679,537 △695,919

Ⅳ　現金及び現金同等物の増減額  153,186 1,922,435 497,155

Ⅴ　現金及び現金同等物の期首残高  4,699,577 5,246,732 4,699,577

Ⅵ　新規設立子会社の連結に伴う現金　

　　及び現金同等物の増加額  
50,000 10,000 50,000

Ⅶ　現金及び現金同等物の中間期末

　　（期末）残高  
4,902,763 7,179,167 5,246,732
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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 　子会社は11社であり、連結の範　

囲に含めております。

株式会社レオック北日本

株式会社レオック東京

株式会社レオック関東

株式会社レオック南関東

株式会社レオック関西

株式会社レオック西日本

株式会社レオックサービス

株式会社レオックフーズ

株式会社レオック東海

株式会社レオック東北

株式会社レオックヒューマンケア

　なお、平成17年4月1日に株式

会社レオック東北を、平成17年6

月1日に株式会社レオックヒュー

マンケアを設立し、当中間連結会

計期間から連結の範囲に含めてお

ります。

　子会社は13社であり、連結の範　

囲に含めております。

株式会社レオック北日本

株式会社レオック東京

株式会社レオック関東

株式会社レオック南関東

株式会社レオック関西

株式会社レオック西日本

株式会社レオックサービス

株式会社レオックフーズ

株式会社レオック東海

株式会社レオック東北

株式会社レオックヒューマンケア

株式会社レオックオペレーション

株式会社ライフコミューン

　なお、平成18年4月３日に株式

会社レオックオペレーションを設

立、平成18年９月27日に株式会社

ライフコミューンの株式を取得し、

当中間連結会計期間から連結の範

囲に含めております。

　子会社は11社であり、連結の範　

囲に含めております。 

株式会社レオック北日本

株式会社レオック東京

株式会社レオック関東

株式会社レオック南関東

株式会社レオック関西

株式会社レオック西日本

株式会社レオックサービス

株式会社レオックフーズ

株式会社レオック東海

株式会社レオック東北

株式会社レオックヒューマンケア

　なお、平成17年4月1日に株式

会社レオック東北を、平成17年6

月1日に株式会社レオックヒュー

マンケアを設立し、当中間連結会

計期間から連結の範囲に含めてお

ります。

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

　連結子会社の中間期の末日は、中

間連結決算日と一致しております。 　　　　　　同左

　連結子会社の事業年度の末日は、

連結決算日と一致しております。

４．会計処理基準に関する事

項

(1）重要な資産の評価基準及び評価

方法

イ　有価証券

満期保有目的の債券

償却原価法（定額法）

(1）重要な資産の評価基準及び評価

方法

イ　有価証券

満期保有目的の債券

　　同左

(1）重要な資産の評価基準及び評価

方法

イ　有価証券

満期保有目的の債券

　　同左

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

原価は移動平均法により

算定）

その他有価証券

時価のあるもの

　同左

その他有価証券

時価のあるもの

決算日の市場価格等に基

づく時価法

（評価差額は全部資本直

入法により処理し、売却

原価は移動平均法により

算定） 

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

移動平均法による原価法

　なお、投資事業有限責

任組合に類する組合への

出資（証券取引法第２条

第２項により有価証券と

みなされるもの）につい

ては組合契約に規定され

る決算報告日に応じて入

手可能な最近の決算書を

基礎とし、持分相当額を

純額で取り込む方法に

よっております。

時価のないもの

移動平均法による原価法

ロ　　　　────

 

ロ　デリバティブ

時価法

ロ　　　　────
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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）

ハ　たな卸資産

商品及び原材料

最終仕入原価法による原価

法

ハ　たな卸資産

商品及び貯蔵品

最終仕入原価法による原価

法

原材料

給食事業及びその他の事

業

最終仕入原価法による

原価法

高齢者介護サービス事業

最終仕入原価法による

原価法

　但し、米については

先入先出法による原価

法

ハ　たな卸資産

商品及び原材料

最終仕入原価法による原価

法

(2）重要な減価償却資産の減価償却

の方法

イ　有形固定資産

定率法

(2）重要な減価償却資産の減価償却

の方法

イ　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

イ　有形固定資産

 同左

　ただし、平成10年４月１日

以降取得した建物（建物付属

設備を除く）については、定

額法によっております。

　なお、取得価額が10万円以

上20万円未満の資産について

は、３年間で均等償却する方

法を採用しております。

　なお、主な耐用年数は以下

のとおりであります。 

  

建物　　　　２～50年

機械装置　　５～13年

その他　　　２～20年

 

 

 

 

 

 

ロ　無形固定資産

定額法

　なお、自社利用のソフト

ウェアについては、社内にお

ける利用可能期間(5年)に基

づいております。

ロ　無形固定資産

　　　同左

ロ　無形固定資産

 同左

ハ　長期前払費用

定額法

ハ　長期前払費用　

 同左

ハ　長期前払費用　

同左

(3）重要な引当金の計上基準

イ　貸倒引当金

(3）重要な引当金の計上基準

イ　貸倒引当金

(3）重要な引当金の計上基準

イ　貸倒引当金

　売上債権、貸付金等の貸倒損

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。

　　　　同左 同左

ロ　賞与引当金 ロ　賞与引当金 ロ　賞与引当金

　従業員等の賞与支給に備える

ため、将来の支給見込額のうち

当中間連結会計期間の負担額を

計上しております。

　　　　同左

　従業員等の賞与支給に備える

ため、将来の支給見込額のうち

当連結会計年度の負担額を計上

しております。

(4）重要なリース取引の処理方法 (4）重要なリース取引の処理方法 (4）重要なリース取引の処理方法

　リース物件の所有権が借主に移

転すると認められるもの以外の

ファイナンス・リース取引につい

ては、通常の賃貸借取引に係る方

法に準じた会計処理によっており

ます。

　　　　　同左 同左
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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）

(5）重要なヘッジ会計の処理方法

イ　ヘッジ会計の方法

(5）重要なヘッジ会計の処理方法

イ　ヘッジ会計の方法

(5）重要なヘッジ会計の処理方法

イ　ヘッジ会計の方法

　原則として繰延ヘッジ処理に

よっております。なお、特例処

理の要件を満たしている金利ス

ワップについては特例処理に

よっております。

　　　　同左 　　　　同左

ロ　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

ロ　ヘッジ手段とヘッジ対象

　　　同左

 

ロ　ヘッジ手段とヘッジ対象

　　　同左

 

ハ　ヘッジ方針 ハ　ヘッジ方針 ハ　ヘッジ方針

　金利リスクの低減並びに金融

収支改善のため、対象債務の範

囲内でヘッジを行っております。

　　　　同左 　　　　同左

ニ　ヘッジ有効性評価の方法 ニ　ヘッジ有効性評価の方法 ニ　ヘッジ有効性評価の方法

　ヘッジ開始時から有効性判断

時点までの期間において、ヘッ

ジ対象とヘッジ手段の相場変動

の累計を比較し、両者の変動額

を基礎にして判断しております

が、契約内容等によりヘッジに

高い有効性が明らかに認められ

る場合については有効性の判断

を省略しております。

　　　　同左 　　　　同左

(6）その他の中間連結財務諸表作成

のための基本となる重要事項

(6）その他の中間連結財務諸表作成

のための基本となる重要事項

(6）その他の連結財務諸表作成のた

めの基本となる重要事項　

① 消費税等の会計処理

　税抜方式によっております。

① 消費税等の会計処理

　税抜方式によっております。

　また、資産に係る控除対象

外消費税等は、流動資産「そ

の他」及び投資その他の資産

「その他」に計上し、法人税

法に定める期間により償却し

ております。

① 消費税等の会計処理

税抜方式によっております。

② 　　────

 

② 連結納税制度の適用

　当中間連結会計期間から連

結納税制度を適用しておりま

す。

② 　　────

　　

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

　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ヵ月以内に

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
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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）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。

　これまでの資本の部の合計に相当す

る金額は2,994,541千円であります。

　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。 

────
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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関係）

１．「建物」は、前中間連結会計期間末は、有形固定資産

の「その他」に含めて表示しておりましが、当中間連

結会計期間末において資産の総額の100分の５を超え

たため区分掲記しました。

　なお、前中間連結会計期間末の「建物」の金額は

486,538千円あります。 

２．「建物減価償却累計額」は、前中間連結会計期間末は、

有形固定資産の「その他減価償却累計額」に含めて表

示しておりましが、当中間連結会計期間末において資

産の総額の100分の５を超えたため区分掲記しまし

た。

　なお、前中間連結会計期間末の「建物減価償却累計

額」の金額は350,490千円あります。 

３．「預り金」は、前中間連結会計期間末は、流動負債の

「その他」に含めて表示しておりましたが、当中間連

結会計期間末において資産の総額の100分の５を超え

たため区分掲記しました。

　なお、前中間連結会計期間末の「預り金」の金額は

382,761千円あります。 

４．「長期預り保証金」は、前中間連結会計期間末は、固

定負債の「その他」に含めて表示しておりましたが、

当中間連結会計期間末において資産の総額の100分の

５を超えたため区分しました。

　なお、前中間連結会計期間末の「長期預り保証金」

の金額は9,306千円あります。 

５．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関係）

１．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。 

（中間連結キャッシュ・フロー関係）

１．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　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。

 

建物 2,934,028千円 

土地 1,104,067千円 

計 4,038,096千円 

 　担保付債務は、次のとおりであり

ます。

　

 一年内返済予
定長期借入金

360,000千円 

長期借入金 2,625,000千円 

計 2,985,000千円 

 

──── ※２　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、手形交換日を

もって決済処理をしております。な

お、当中間連結会計期間の末日は金

融機関の休日であったため、次の中

間連結会計期間末日満期手形が中間

連結会計期間末残高に含まれており

ます。

受取手形　　　　　5,824千円

────
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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．固定資産除売却損の内訳 ※１．　　　　　──── ※１．固定資産除売却損の内訳 

建物       7,748千円 建物       7,748千円

※２．減損損失

　当社グループは、当中間連結会計期間にお

いて以下のとおり減損損失を計上いたしまし

た。

（1）減損損失を認識した主な資産

用途 場所

事業用資産 北海道帯広市

  

（2）減損損失の金額

その他       3,204千円

       

（3）資産のグルーピングの方法

　管理会計上の区分を基準にして、事業用

資産については原則として事業所単位、遊

休資産については個別物件単位でグルーピ

ングしております。

（4）減損損失の認識に至った経緯

　事業用資産については、当該事業所の営

業活動から生ずるキャッシュ・フローが２

期連続してマイナスであり、短期的な回復

が見込まれないため、減損損失を認識して

おります。 

 

（5）回収可能価額の算定方法

　事業用資産については使用価値を適用し

ております。使用価値の算定にあたっては、

将来キャッシュ・フローを4.456%で割り引

いて算定しております。 

※２．減損損失

　当社グループは、当中間連結会計期間にお

いて以下のとおり減損損失を計上いたしまし

た。

（1）減損損失を認識した主な資産

用途 場所

事業用資産 兵庫県神戸市

  

（2）減損損失の金額

その他 3,664千円

       

（3）資産のグルーピングの方法

 　　　　　　同　　左

 

 

 

（4）減損損失の認識に至った経緯

 　　　　　　同　　左

 

  

 

 

（5）回収可能価額の算定方法

 　　　　　　同　　左

 

 

※２．減損損失

　当社グループは、当連結会計年度において

以下のとおり減損損失を計上いたしました。

 

（1）減損損失を認識した主な資産

用途 場所

事業用資産 北海道帯広市

  

（2）減損損失の金額

その他       7,232千円

     

（3）資産のグルーピングの方法

 　　　　　　同　　左

 

 

 

（4）減損損失の認識に至った経緯

 　　　　　　同　　左

 

 

 

 

（5）回収可能価額の算定方法

 　　　　　　同　　左
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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 13,979 － － 13,979

合計 13,979 － － 13,979

 自己株式     

 　　普通株式　（注） 423 15 － 438

合計 423 15 － 438

 （注）普通株式の自己株式の株式数の増加15千株は、旧商法第211条ノ３第１項第２号規定に基づく自己株式の買受によ

る増加であります。

２．新株予約権及び自己新株予約権に関する事項

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（千株） 
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14年新株予約権　（注）１  　普通株式 331 － 13 318 －

 合計  － － － － － －

（注）１．平成14年新株予約権の当中間連結会計期間減少は、新株予約権の消却によるものであります。

２．上表の新株予約権は、権利行使可能なものであります。

３．配当に関する事項

決議 株式の種類
配当金の総額

（千円）

１株当たり

配当額

（円）

基準日 効力発生日

平成18年６月29日

定時株主総会
普通株式 108,453 8  平成18年３月31日  平成18年６月29日
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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期末残高と中

間連結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）

１．現金及び現金同等物の期末残高と連結貸

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）

１．現金及び現金同等物の期末残高と連結貸

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    4,902,763千円

現金及び現金同等物 4,902,763千円

現金及び預金勘定 7,579,167千円

預入期間が３か月

を越える定期預金
400,000千円

現金及び現金同等物 7,179,167千円

現金及び預金勘定 5,246,732千円

現金及び現金同等物 5,246,732千円

２．株式の取得により新たに株式会社ライフ

コミューンを連結したことに伴う連結開始

時の資産及び負債の内訳並びに同社株式の

取得価額と同社取得のための支出（純額）

との関係は次のとおりであります

流動資産 6,484,122千円 

固定資産 7,967,732千円 

のれん 3,208,247千円 

流動負債 △6,622,457千円 

固定負債 △7,820,143千円 

少数株主持分 △4,618千円 

同社株式の取得価額 3,212,883千円 

連結開始前の既存

取得分
△200,000千円 

現金及び現金同等物 4,110,827千円 

同社取得による収入 1,097,944千円 

－ 24 －



(リース取引関係)

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．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

(1）リース物件の取得価額相当額、減価償

却累計額相当額、減損損失累計額相当額

及び中間期末残高相当額

１．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

(1）リース物件の取得価額相当額、減価償

却累計額相当額、減損損失累計額相当額

及び中間期末残高相当額

１．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

(1）リース物件の取得価額相当額、減価償

却累計額相当額、減損損失累計額相当額

及び期末残高相当額

 

取得価
額相当
額
（千円）

減価償
却累計
額相当
額
（千円）

減損損
失累計
額相当
額
（千円）

中間期
末残高
相当額
（千円）

有形固
定資産
「その
他」

348,157 185,882 8,518 153,756

無形固
定資産
「その
他」

30,908 14,935 － 15,973

計 379,066 200,817 8,518 169,730

 

取得価
額相当
額
（千円）

減価償
却累計
額相当
額
（千円）

減損損
失累計
額相当
額
（千円）

中間期
末残高
相当額
（千円）

有形固
定資産
「その
他」

1,262,602 658,417 46,639 557,545

無形固
定資産
「その
他」

46,095 23,218 － 22,876

計 1,308,697 681,635 46,639 580,422

 

取得価
額相当
額
（千円）

減価償
却累計
額相当
額
（千円）

減損損
失累計
額相当
額
（千円）

期末残
高相当
額
（千円）

有形固
定資産
「その
他」

354,769 218,550 10,097 126,121

無形固
定資産
「その
他」

30,908 18,026 － 12,882

計 385,677 236,576 10,097 139,003

(2）未経過リース料中間期末残高相当額等 (2）未経過リース料中間期末残高相当額等 (2）未経過リース料期末残高相当額等

    未経過リース料中間期末残高相当額     未経過リース料中間期末残高相当額     未経過リース料期末残高相当額

１年内       72,574千円

１年超        101,886千円

合計        174,460千円

リース資産減損

勘定の残高
      8,670千円

１年内     208,304千円

１年超 380,592千円

合計       588,897千円

リース資産減損

勘定の残高
      50,602千円

１年内 63,961千円

１年超 79,413千円

合計 143,374千円

リース資産減損

勘定の残高
        10,321千円

(3）支払リース料、リース資産減損勘定の

取崩額、減価償却費相当額、支払利息相

当額及び減損損失

(3）支払リース料、リース資産減損勘定の

取崩額、減価償却費相当額、支払利息相

当額及び減損損失

(3）支払リース料、リース資産減損勘定の

取崩額、減価償却費相当額、支払利息相

当額及び減損損失

支払リース料       42,854千円

リース資産減損勘定

の取崩額
1,732千円

減価償却費相当額       40,097千円

支払利息相当額      2,790千円

減損損失       1,601千円

支払リース料   40,550千円

リース資産減損勘定

の取崩額
4,866千円

減価償却費相当額   38,031千円

支払利息相当額     2,025千円

支払リース料 86,280千円

リース資産減損勘定

の取崩額
  3,774千円

減価償却費相当額    80,755千円

支払利息相当額 5,285千円

減損損失    5,295千円

(4）減価償却費相当額の算定方法

　リース期間を耐用年数とし、残存価額

を零とする定額法によっております。

(4）減価償却費相当額の算定方法

　　　　　　同左

(4）減価償却費相当額の算定方法

　　　　　　同左

(5）利息相当額の算定方法

　リース料総額とリース物件の取得価額

相当額との差額を利息相当額とし、各期

への配分方法については、利息法によっ

ております。

(5）利息相当額の算定方法

　　　　　　同左

(5）利息相当額の算定方法

　　　　

　　　　　　同左

２．オペレーティング・リース取引

未経過リース料

２．オペレーティング・リース取引

未経過リース料

２．オペレーティング・リース取引

未経過リース料

１年内      3,456千円

１年超      3,576千円

合計       7,032千円

１年内 1,889,889千円

１年超    25,935,494千円

合計  27,825,383千円

１年内   3,456千円

１年超 1,848千円

合計 5,304千円

－ 25 －



(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．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）

(1）株式 14,633 15,330 696

合計 14,633 15,330 696

２．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）

　　その他有価証券  

非上場株式 210,000

当中間連結会計期間末（平成18年９月30日現在）

１．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）

(1）株式 14,633 12,939 1,694

合計 14,633 12,939 1,694

２．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）

　　その他有価証券  

非上場株式 180,000

投資事業有限責任組合等 162,013

前連結会計年度末（平成18年３月31日現在）

１．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）

(1）株式 14,633 16,908 2,274

合計 14,633 16,908 2,274

２．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）

　　その他有価証券  

非上場株式 210,000
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(デリバティブ取引関係)

前中間連結会計期間末（平成17年９月30日現在）

　該当事項はありません。

　なお、金利スワップ取引を行っておりますが、いずれもヘッジ会計を適用しておりますので注記の対象から除

いております。

当中間連結会計期間末（平成18年９月30日現在）

デリバティブ取引の契約額等、時価及び評価損益の状況  

対象物の種類 取引の種類 契約額等（千円） 時価（千円） 評価損益（千円）

金利 スワップ取引 200,000 1,955 1,955

（注）ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引は除いております。

前連結会計年度末（平成18年３月31日現在）

　該当事項はありません。

　なお、金利スワップ取引を行っておりますが、いずれもヘッジ会計を適用しておりますので注記の対象から除

いております。
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(セグメント情報)

ａ．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）

　「給食事業」の売上高及び営業利益の金額は、全セグメントの売上高合計及び営業利益の金額の合計額に占

める割合がいずれも90％を超えているため、事業の種類別セグメント情報の記載を省略しております。

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）

　「給食事業」の売上高及び営業利益の金額は、全セグメントの売上高合計及び営業利益の金額の合計額に占

める割合がいずれも90％を超えているため、事業の種類別セグメント情報の記載を省略しております。

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）

　「給食事業」の売上高及び営業利益の金額は、全セグメントの売上高合計及び営業利益の金額の合計額に占

める割合がいずれも90％を超えているため、事業の種類別セグメント情報の記載を省略しております。

ｂ．所在地別セグメント情報

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）

　本邦以外の国又は地域に所在する連結子会社及び支店がないため該当事項はありません。

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）

　本邦以外の国又は地域に所在する連結子会社及び支店がないため該当事項はありません。

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）

　本邦以外の国又は地域に所在する連結子会社及び支店がないため該当事項はありません。

ｃ．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）

　海外売上高がないため該当事項はありません。

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）

　海外売上高がないため該当事項はありません。

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）

　海外売上高がないため該当事項はありません。
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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   224円27銭

１株当たり中間純利益 29円69銭

１株当たり純資産額  221円13銭

１株当たり中間純利益 4円59銭

１株当たり純資産額  225円05銭

１株当たり当期純利益 34円24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、希薄化効果

を有している潜在株式が存在していな

いため記載しておりません。

同左 　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、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。

　（注）１株当たり中間（当期）純利益金額の算定上の基礎は、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）純利益金額 410,811 62,169 470,750

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）
410,811 62,169 470,750

期中平均株式数（千株） 13,836 13,542 13,747

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１種類（新

株予約権の目的となる

株式338個）。

新株予約権１種類（新

株予約権の目的となる

株式318個）。

新株予約権１種類（新

株予約権の目的となる

株式331個）。

（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）

該当事項はありません。 

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）

該当事項はありません。 

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）

 該当事項はありません。 
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５．販売の状況

(1）部門別販売実績

 （単位：千円）

区分

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 構成比 金額 構成比 金額 構成比

％ ％ ％

病院給食 12,678,942 55.0 13,340,202 55.9 25,806,604 55.8

事業所給食 10,084,492 43.8 10,086,139 42.3 19,849,676 42.9

小計 22,763,434 98.8 23,426,341 98.2 45,656,280 98.7

その他 273,672 1.2 425,939 1.8 566,464 1.3

合計 23,037,106 100.0 23,852,280 100.0 46,222,744 100.0

　（注）１．病院給食は、医療機関（病院・医院）及び福祉施設等に対する売上であります。

２．事業所給食は、社員食堂、学校、寮等に対する売上であります。

３．その他は、売店等の売上によるものであります。

４．上記金額には、消費税等は含まれておりません。

(2）契約形態別販売実績

 （単位：千円）

区分

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 構成比 金額 構成比 金額 構成比

％ ％ ％

管理契約 12,464,518 54.1 13,019,095 54.6 25,328,756 54.8

単価契約 10,375,200 45.0 10,609,977 44.5 20,521,261 44.4

小計 22,839,718 99.1 23,629,072 99.1 45,850,017 99.2

その他 197,388 0.9 223,208 0.9 372,727 0.8

合計 23,037,106 100.0 23,852,280 100.0 46,222,744 100.0

　（注）１．管理契約 … 喫食者からは原材料費相当額の食事代金を受け取り、委託先からは管理費として給食の運営委

託に要する人件費、経費及び利益の見積もり合計額の支払を受ける契約で、この方式は一般に

「管理契約」と呼ばれております。

２．単価契約 … 喫食者への売上を当社の営業収益とし、給食の運営委託に要する原材料費、人件費及び経費を

当社が負担する契約であり、売価の取決めが運営収支の要となることから、一般に「単価契約」

または「食単価契約」と呼ばれております。

３．その他は、売店等の売上によるものであります。

４．上記金額には、消費税等は含まれておりません。
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(3）地域別販売実績

 （単位：千円）

地域

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 構成比 金額 構成比 金額 構成比

％ ％ ％

北日本 5,183,837 22.5 5,290,141 22.2 10,393,897 22.5

東日本 10,979,701 47.7 11,393,194 47.8 22,131,307 47.9

関西 3,178,501 13.8 3,417,132 14.3 6,284,031 13.6

西日本 3,695,067 16.0 3,751,813 15.7 7,413,509 16.0

合計 23,037,106 100.0 23,852,280 100.0 46,222,744 100.0

　（注）　上記金額には、消費税等は含まれておりません。なお、地域区分は次のとおりであります。

北日本 … 北海道、青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県、福島県

東日本 … 茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、新潟県、山梨県、長野県、静岡県

関　西 … 富山県、石川県、福井県、岐阜県、愛知県、三重県、滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県、

和歌山県

西日本 … 岡山県、広島県、山口県、愛媛県、香川県、高知県、福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、

宮崎県、鹿児島県、沖縄県
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