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１．平成19年３月中間期の連結業績（平成18年10月１日～平成19年３月31日）

(1）連結経営成績 （％表示は対前年中間期増減率）

売上高 営業利益 経常利益 中間（当期）純利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

19年３月中間期 10,505 107.3 749 128.4 745 123.6 368 130.5

18年３月中間期 5,066 16.3 328 △6.7 333 △6.8 160 △23.2

18年９月期 13,158  489  512  213  

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

円 銭 円 銭

19年３月中間期 7,048 28 6,920 32

18年３月中間期 3,061 85 3,021 68

18年９月期 4,083 70 4,018 40

（参考）持分法投資損益 19年３月中間期 3百万円 18年３月中間期 －百万円 18年９月期 2百万円

(2）連結財政状態

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

19年３月中間期 9,297 2,693 27.9 49,792 72

18年３月中間期 4,606 2,604 56.5 49,744 89

18年９月期 8,563 2,497 28.6 46,713 06

（参考）自己資本 19年３月中間期 2,606百万円 18年３月中間期 2,604百万円 18年９月期 2,445百万円

(3）連結キャッシュ・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

19年３月中間期 347 △62 △284 2,462

18年３月中間期 193 △105 △57 1,660

18年９月期 49 287 494 2,460

２．配当の状況

１株当たり配当金

（基準日） 第１四半期末 中間期末 第３四半期末 期末 年間

円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭

18年９月期 －  －  －  2,200 00 2,200 00

19年９月期（実績） －  －  
     ー
　  － －

19年９月期（予想） － － －  2,500 00 2,500 00

３．平成19年９月期の連結業績予想（平成18年10月１日～平成19年９月30日）

（％表示は対前期増減率）

売上高 営業利益 経常利益 当期純利益
１株当たり
当期純利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 円 銭

通期 18,965 44.1 966 97.4 933 82.1 503 136.1 9,608 69
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４．その他

(1）期中における重要な子会社の異動（連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動）　無

新規 － 社 （社名　－） 除外 －　社 （社名　－）

（注）詳細は、５ページ「企業集団の状況」をご覧ください。

(2）中間連結財務諸表作成に係る会計処理の原則・手続、表示方法等の変更（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に記載されるもの）

①　会計基準等の改正に伴う変更　 無　

②　①以外の変更　　　　　　　　 無

 

(3）発行済株式数（普通株式）

①　期末発行済株式数（自己株式を含む） 19年３月中間期 52,351株 18年３月中間期 52,196株 18年９月期 52,351株

②　期末自己株式数 19年３月中間期 － 株 18年３月中間期 － 株 18年９月期 － 株

（注）１株当たり中間（当期）純利益（連結）の算定の基礎となる株式数については、26ページ「１株当たり情報」

をご覧ください。

（参考）個別業績の概要

１．平成19年３月中間期の個別業績（平成18年10月１日～平成19年３月31日）

(1）個別経営成績 （％表示は対前年中間期増減率）

売上高 営業利益 経常利益 中間（当期）純利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

19年３月中間期 4,044 7.1 197 △52.0 216 △49.3 63 △74.3

18年３月中間期 3,773 13.0 410 27.9 426 27.4 246 27.3

18年９月期 7,516 － 656 － 648 － 172 －

１株当たり中間
（当期）純利益

円 銭

19年３月中間期 1,210 80

18年３月中間期 4,721 89

18年９月期 3,291 39

(2）個別財政状態

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

19年３月中間期 4,063 2,261 55.6 43,195 66

18年３月中間期 3,974 2,635 66.3 50,336 89

18年９月期 4,272 2,387 55.9 45,608 46

（参考）自己資本 19年３月中間期 2,261百万円 18年３月中間期 2,635百万円 18年９月期 2,387百万円

２．平成19年９月期の個別業績予想（平成18年10月１日～平成19年９月30日）

（％表示は対前期増減率）

売上高 営業利益 経常利益 当期純利益
１株当たり
当期純利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 円 銭

通期 8,224 9.4 397 △39.4 429 △37.4 150 △12.7 2,872 55

※　業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項

（将来に関する記述についてのご注意）

 本資料に記載されている業績見通し等の将来に関する記述は、当社が現在入手している情報及び合理性であると判

断する一定の前提に基づいており、実際の業績等は様々な要因により大きく異なる可能性があります。業績予想の

前提となる仮定及び業績予想のご利用に当たっての注意事項等については、３ページ「１．経営成績（1）経営成績

の分析」をご覧ください。
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１．経営成績
(1）経営成績に関する分析

 平成19年9月期中間期　（自平成18年10月1日　至平成19年3月31日）

（当中間期の経営成績）

　当中間連結会計期間においては、㈱セントラルサービスシステム（以下ＣＳＳ）は、コンラッド東京（平成18年11

月受注。ヒルトンホテル系列の最高級ブランド「コンラッド」の日本第一号ホテル）、グランドプリンスホテル高輪

（平成18年12月受注。日本最大のホテルグループ「プリンスホテル」の旗艦ホテル。プリンスホテル系列としては当

社4件目の受注。平成19年4月「高輪プリンスホテル」から改称）、ザ・リッツ・カールトン東京（平成19年3月受注。

世界有数の超高級ホテル「リッツ・カールトン」の日本2番目の拠点。東京ミッドタウン内。「ザ・リッツ・カールト

ン大阪」（平成14年5月受注）における実績をもとに、グランドオープンと同時に受注）といった大型案件を含む、計

21件の新規受注をいたしました。その結果、売上高は4,044百万円（前年同期比7.1％増）とほぼ予想通りとなりまし

たが、利益面におきましては、上記大型案件の新規開業準備コストおよび人件費増により、経常利益は予想を下回

り,219百万円（同48.7％減）となりました。また、連結子会社㈱セントラルマネジメントシステム（以下ＣＭＳ）の

銀行借入分（ＣＳＳが債務保証）のうち、ＣＭＳ債務超過分58百万円を引き当て、特別損失として計上したことによ

り、当期純利益は63百万円（同74.3％減）となりました。

　他方、連結子会社東洋メディアリンクス㈱（以下ＴＭＬ、平成18年4月子会社化）においては金融機関向けセキュリ

ティ設備等の大型受注が相次ぎ、予想を上回る増収増益となり、当社グループとしては、ＣＳＳに並ぶ「もう一つの

成長の柱」の確立が具現化し始めたといえます。ＴＭＬの収益貢献により、連結業績といたしましては売上高10,505

百万円（前年同期比107.3％増）、経常利益748百万円（同124.5％増）、当期純利益368百万円（同130.5％増）となり

ました。

　 

（当期の見通し）

　通期の見通しといたしましては、上半期の実績を踏まえて期初予想を若干上方修正し、売上高18,965百万円（前年

同期比44.1％増）、営業利益966百万円（同97.4％増）、経常利益933百万円（同82.1％増）、当期純利益503百万円

（同136.1％増）を見込んでおります。

　ＣＳＳ単体におきましては、上半期の新規受注効果により堅調な売上推移が見込まれるものの、年間を通じての労

働コストの上昇を吸収するには至らず、売上高8,224百万円（前年同期比9.0％増）、営業利益397百万円（同39.4％

減）、経常利益429百万円（同37.4％減）、当期純利益150百万円（同12.7％減）を見込んでおります。

 

※本資料に記載されている当社グループの計画、見通し、予想数値等将来に関する事項につきましては、現時点で入

手可能な情報に基づき当社経営陣が判断したものであります。従いまして、実際の業績は、当社を取り巻く経済情勢、

雇用情勢の変化、金利等の変更、当社グループが行う事業に関係する諸法令の施行・改正、天災事変に伴う企業イン

フラの損害等さまざまな要素により、本資料記載の内容と異なる結果となることがあることを予めご承知ください。

 

(2）財政状態に関する分析

 当中間連結会計年度における資産、負債、純資産の状況は以下のとおりであります。

 ①　資産、負債及び純資産の状況

　当中間連結会計期間の資産につきましては、前連結会計年度末と比べてＴＭＬ・音響特機が加わったことにより、

9,297百万円となりました。これは、売掛債権の増加したことが主な要因であります。

　負債につきましては、前連結会計年度と比べて537百万円増加し、6,603百万円となりました。主な要因は買掛債務

等の増加によるものであります。

　純資産につきましては、中間純利益368百万円を計上したものの、その他有価証券評価差額金の減少等により2,693

百万円となりました。

　 ②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、税引前中間期純利益等

により、当中間連結会計期間には2,462百万円となりました。

 （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575百万円となりましたが、これは、税金等調整前中間純利益の752百万円が主因で

あります。
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 （投資活動によるキャッシュ・フロー）

 投資活動の結果、使用した資金は62百万円となりましたが、これは、主に定期預金の預入がよるものであります。

 （財務活動におけるキャッシュ・フロー）

 財務活動の結果、使用した資金は284百万円となりましたが、これは、主に借入金の返済によるものであります。

 キャッシュ・フローに関する補足情報

平成15年９月期 平成16年９月期 平成17年９月期 平成18年９月期
平成19年３月

中間期

自己資本比率（％） 51.4 57.0 56.6 29.2 28.0

時価ベースの自己資本比率

（％）
204.8 255.2 227.7 62.3 53.2

キャッシュ・フロー対有利子

負債比率（％）
1.0 1.3 1.3 67.7 4.6

インタレスト・カバレッジ・

レシオ（倍）
47.9 33.8 57.4 1.4 8.6

 

自己資本比率：自己資本／総資産

時価ベースの自己資本比率：株式時価総額／総資産

キャッシュ・フロー対有利子負債比率：有利子負債／キャッシュ・フロー

（中間期については、営業キャッシュ・フローを年額に換算するため２倍しております。）

インタレスト・カバレッジ・レシオ：キャッシュ・フロー／利払い

（注１）いずれも連結ベースの財務数により計算しております。

（注２）株式時価総額は自己株式を除く発行済株式数をベースに計算しております。

（注３）キャッシュ・フローは、営業キャッシュ・フローを利用しています。

（注４）有利子負債は連結（中間連結）貸借対照表に計上されている負債のうち利子を支払っている全ての負債を対象

としております。

 

 

(3）利益配分に関する基本方針及び当期の配当

　期間利益の配分に関しては、株主に対する利益還元を重要な経営課題の一つとして認識し、安定的な配当を基本に

しつつ、配当性向を意識することで増配につながるよう業績に応じた適正な利益配分を行っていく方針であります。

今期の期末配当は既発表の通り1株あたり2,500円を予定しております。
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２．企業集団の状況
 

　なお、最近の有価証券報告書（平成18年12月21日提出）における「関係会社の状況」から重要な変更がないため、「関

係会社の状況」の開示を省略します。
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３．経営方針
(1）会社の経営の基本方針

　当社グループは、ホテルをはじめとするホスピタリティ業界を主たる顧客とし、国内唯一の「スチュワード業務一

括請負事業のパイオニア」としてのＣＳＳを軸に、お客様に提供できる「おもてなし」の幅を拡げていくことを基本

方針としております。その方策としては、「洗浄と衛生のプロフェッショナル集団」としてのＣＳＳを基盤に、オン

リーワン企業としての社会的評価の継続的維持を使命とする一方で、当社グループとしては「おもてなし」をキーワー

ドとして顧客基盤を開拓・強化し、事業領域の拡大によってグループの総合力を増していくことが企業価値向上につ

ながると考えております。

 

(2）目標とする経営指標

　ＣＳＳ単体としての利益の源泉は、現場利益（各事業所の売上総利益）であり、この管理に日々腐心するとともに、

本社の販売費・一般管理費の抑制に努めることにより利益の成長を図っております。これを核としながら当社グルー

プの経営指標として、株主より負託された株主資本に対する利益の比率である連結ＲＯＥ（連結株主資本利益率）を

持続的に向上させることが、時価総額の増加につながるとの観点から重要であると考えております。

 

(3）中長期的な会社の経営戦略

　ＣＳＳはホテル・レストラン向けスチュワード業務アウトソーシングを構築した企業として、ニッチ市場にビジネ

スチャンスを見出し、合理性・効率性の高さを活かした動員コントロールに長けたノウハウを有しております。ＣＳ

Ｓのスチュワード業務は既に国際標準のクオリティを維持するものとして社外の評価を得ており、そのノウハウを顧

客毎に特化・最適化することで受注を伸ばしてまいりました。今後とも強力な全国展開を遂行することにより、当業

界ナンバーワンの立場を堅持してまいりたいと考えております。

　他方、平成18年4月に子会社化しましたＴＭＬは、1960年代初頭にＢＧＭ及びフランチャイズ制を国内に導入した草

分け企業でありますが、その後、金融機関等における防犯カメラ導入といったハード提供ビジネスをはじめ、商業施

設、オフィス、ホテル向けのＢＧＭ提供及びクリエイティブな音響空間の創造といったソフト提供ビジネスを主体に

成長を続けております。

　ＴＭＬの子会社化は、ＣＳＳ本体のスチュワード管理事業に並ぶ「もう一つの成長の柱」の確立を目指すもので、

フードサービス事業（株式会社センダン）、ホテル・旅館の運営・経営事業（ＣＭＳ）との有機的連関を持って、顧

客の特定ニーズに対して最適な価値を提供するホスピタリティ・バリュー・プロバイダーとして当社グループの更な

る成長のステップアップを企図するものであります。

 

(4）会社の対処すべき課題

　上記のグループ経営戦略について、グループ各社間の連携を強め、より効率的に具現化すると同時に、内部統制や

コンプライアンスなどを含めたしっかりとしたグループ統制を構築することが当面の課題であると認識しておりま

す。

　一方、ＣＳＳのスチュワード管理事業の課題の一つは、安定的な人材・人員の確保であります。職種を問わず労働

市場の売り手市場化現象は顕著になり、当社としても人事・採用戦略の再構築が最重要課題の一つであり、これまで

以上に採用プロセスの多様化・効率化を図り、福利厚生の充実、雇用形態の改革などに注力したいと考えております。

二つ目の課題としましては、収益性向上であります。業務系システムの導入は今期より本格化し、業務効率化に寄与

すると考えておりますが、一方で各事業所の収益構造の見直しも必要となってまいります。ＣＳＳの事業所数は200ヵ

所近くになりまして、数年前と比べると管理スパンも非常に拡大してまいりました。きめ細かい管理体制維持のため

の組織運用をするともに、各事業所においてはお客様との契約条件や地域特性などから収益構造の点検を実施する必

要が出てきたと考えております。

　以上の課題を克服するとともに、今後の経営戦略と中期経営計画の形で具現化して参りたいと存じます。

 

(5）その他、会社の経営上重要な事項

　当該事項は、ございません。
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４．中間連結財務諸表
(1) 中間連結貸借対照表

 
 

前中間連結会計期間末
(平成18年３月31日)

当中間連結会計期間末
(平成19年３月31日)

対前中間期比
前連結会計年度の
要約連結貸借対照表
(平成18年９月30日)

区分
注記
番号

金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

増減
（千円）

金額（千円）
構成比
（％）

（資産の部）            

Ⅰ　流動資産            

１　現金及び預金   1,765,047   3,394,414  1,629,367  3,233,344  

２　売掛金   904,753   －  △904,753  －  

３　受取手形及び売
掛金

  －   2,901,673  2,901,673  2,020,287  

４　たな卸資産   16,987   545,122  528,135  727,779  

５　その他   93,542   328,089  234,547  195,886  

貸倒引当金   △11,680   △21,850  △10,170  △18,210  

流動資産合計   2,768,650 60.1  7,147,450 76.9 4,378,800  6,159,087 71.9

Ⅱ　固定資産            

１　有形固定資産            

(1) 建物   79,143   90,005  10,862  112,092  

(2) 土地   222,486   337,180  114,694  337,180  

(3) その他   16,361   46,677  30,316  22,946  

有形固定資産合
計

※１  317,991   473,863  155,872  472,219 5.5

２　無形固定資産            

(1) 営業権   62,230   －  △62,230  －  

(2) のれん   －   20,743  20,743  41,487  

(3) その他   11,805   25,538  13,733  25,069  

無形固定資産合
計

  74,036   46,282  △27,754  66,556 0.8

３　投資その他の資
産

           

(1) 投資有価証券   1,127,180   1,084,500  △42,680  1,282,937  

(2) その他   318,823   545,200  226,377  582,661  

投資その他の資
産合計

  1,446,004   1,629,700  183,969  1,865,598 21.8

固定資産合計   1,838,031 39.9  2,149,846 23.1 339,448  2,404,374 28.1

資産合計   4,606,682 100.0  9,297,297 100.0 4,690,615  8,563,462 100.0

            

－ 7 －



 
 

前中間連結会計期間末
(平成18年３月31日)

当中間連結会計期間末
(平成19年３月31日)

対前中間期比
前連結会計年度の
要約連結貸借対照表
(平成18年９月30日)

区分
注記
番号

金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

増減
（千円）

金額（千円）
構成比
（％）

（負債の部）            

Ⅰ　流動負債            

１　買掛金   107,266   －  △107,266  －  

２　支払手形及び買
掛金

  －   1,497,932  1,497,932  994,392  

３　短期借入金   220,000   903,450  683,450  1,098,970  

４　１年内償還予定
の社債

  －   294,000  294,000  230,000  

５　１年内返済予定
の長期借入金

  86,860   611,248  524,388  598,804  

６　未払金   708,218   824,313  116,095  726,813  

７　未払法人税等   174,982   332,697  157,715  182,173  

８　賞与引当金   66,000   108,700  42,700  141,200  

９　その他   97,265   280,233  182,968  224,559  

流動負債合計   1,460,593 31.7  4,852,575 52.2 3,391,982  4,196,913 49.0

Ⅱ　固定負債            

１　社債   －   466,000  466,000  560,000  

２　長期借入金   229,140   894,711  665,571  852,185  

３　繰延税金負債   312,753   167,792  △114,961  211,051  

４　退職給与引当金   －   96,473  96,473  93,434  

５　役員退職慰労引
当金

  －   23,827  23,827  15,511  

６　負ののれん   －   96,716  96,716  128,588  

７　その他   －   5,355  5,355  8,138  

固定負債合計   541,893 11.8  1,750,875 18.8 1,208,981  1,868,911 21.8

負債合計   2,002,487 43.5  6,603,450 71.0 4,600,963  6,065,824 70.8

            

（資本の部）            

Ⅰ　資本金   393,561 8.5  － － △393,561  － －

Ⅱ　資本剰余金   277,699 6.0  － － △277,699  － －

Ⅲ　利益剰余金   1,438,537 31.2  － － △1,438,537  － －

Ⅳ　その他有価証券
評価差額金

  494,395 10.7  － － △494,395  － －

資本合計   2,604,194 56.5  － － △2,604,194  － －

負債及び資本合
計

  4,606,682 100.0  － － △4,606,682  － －

            

－ 8 －



 
 

前中間連結会計期間末
(平成18年３月31日)

当中間連結会計期間末
(平成19年３月31日)

対前中間期比
前連結会計年度の
要約連結貸借対照表
(平成18年９月30日)

区分
注記
番号

金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

増減
（千円）

金額（千円）
構成比
（％）

（純資産の部）            

Ⅰ　株主資本            

１　資本金   － －  393,561 4.2 393,561  393,561 4.6

２　資本剰余金   － －  277,699 3.0 277,699  277,699 3.3

３　利益剰余金   － －  1,745,589 18.7 1,745,589  1,492,107 17.4

株主資本合計   － －  2,416,850 25.9 2,416,850  2,163,368 25.3

Ⅱ　評価・換算差額等            

１　その他有価証券
評価差額金

  － －  189,847 2.0 189,847  282,106 3.3

評価・換算差額
等合計

  － －  189,847 2.0 189,847  282,106 3.3

Ⅲ　少数株主持分   － －  87,148 0.9 87,148  52,162 0.6

純資産合計   － －  2,693,846 28.8 2,693,846  2,497,637 29.2

負債純資産合計   － －  9,297,297 100.0 9,297,297  8,563,462 100.0

－ 9 －



(2) 中間連結損益計算書

  
前中間連結会計期間

（自　平成17年10月１日
至　平成18年３月31日）

当中間連結会計期間
（自　平成18年10月１日
至　平成19年３月31日）

対前中間
期比

前連結会計年度の
要約連結損益計算書

（自　平成17年10月１日
至　平成18年９月30日）

区分
注記
番号

金額（千円）
百分比
（％）

金額（千円）
百分比
（％）

増減
（千円）

金額（千円）
百分比
（％）

Ⅰ　売上高   5,066,579 100.0  10,505,283 100.0 5,438,704  13,158,228 100.0

Ⅱ　売上原価   4,261,545 84.1  8,619,971 82.1 4,358,426  11,100,281 84.4

売上総利益   805,034 15.9  1,885,311 17.9 1,080,277  2,057,946 15.6

Ⅲ　販売費及び一般管
理費

※１  476,794 9.4  1,135,519 10.8 669,782  1,568,511 11.9

営業利益   328,239 6.5  749,792 7.1 410,435  489,435 3.7

Ⅳ　営業外収益            

１　受取利息  108   4,202    7,889   

２　受取配当金  1,995   4,794    13,761   

３　受取賃貸料  3,216   3,373    5,448   

４　負ののれん償却
額

 －   9,891    14,287   

４　その他  6,225 11,545 0.2 28,871 51,132 0.5 39,587 31,389 72,777 0.6

Ⅴ　営業外費用            

１　支払利息  4,955   32,177    37,334   

２　その他  1,485 6,441 0.1 23,430 55,608 0.5 46,186 12,668 50,003 0.4

経常利益   333,344 6.6  745,316 7.1 414,953  512,208 3.9

Ⅵ　特別利益            

１　貸倒引当金戻入
益

 －   －    6,520   

２　投資有価証券売
却益

 －   7,000    19,360   

３　その他　  －   － 7,000 0.1 7,000 15,600 41,480 0.3

Ⅶ　特別損失            

１　前期損益修正損  －   ―    3,847   

２　投資有価証券評
価損

 －   －    978   

３　その他  － －  － －  － 1,850 6,676 0.0

税金等調整前
中間(当期)純利
益

  333,344 6.6  752,316 7.2 423,368  547,012 4.2

法人税、住民税
及び事業税

 164,343   325,493       

    法人税等調整額  8,999 173,283 3.4 42,612 368,106 3.5 194,823 △5,191 331,161 2.6

少数株主利益   －   15,224 0.1 15,224  2,220 0.0

中間(当期)純利
益

  160,061 3.2  368,984 3.5 201,689  213,630 1.6

            

－ 10 －



(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10月１日
至　平成18年３月31日)

区分
注記
番号

金額（千円）

（資本剰余金の部）    

Ⅰ　資本剰余金期首残高   274,470

Ⅱ　資本剰余金増加高    

１　増資による新株式の
発行

 3,229 3,229

Ⅲ　資本剰余金中間期末　
残高

  277,699

    

（利益剰余金の部）    

Ⅰ　利益剰余金期首残高   1,372,429

Ⅱ　利益剰余金増加高    

１　中間純利益  160,061 160,061

Ⅲ　利益剰余金減少高    

１　配当金  93,952 93,952

Ⅳ　利益剰余金中間期末残
高

  1,438,537

    

－ 11 －



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10月１日　至　平成19年３月31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９月30日　残高（千円） 393,561 277,699 1,492,107 － 2,163,368

中間連結会計期間中の変動額

新株の発行      

剰余金の配当   △115,502  △115,502

中間純利益   368,984  368,984

自己株式の処分      

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）

  253,482  253,482

平成19年３月31日　残高（千円） 393,561 277,699 1,745,589 － 2,409,617

評価・換算差額等

純資産合計
その他有価証券評価
差額金

為替換算調整勘定
評価・換算差額等合
計

平成18年９月30日　残高（千円） 282,106 － 282,106 2,497,637

中間連結会計期間中の変動額

新株の発行     

剰余金の配当    △115,502

中間純利益    368,984

その他有価証券評価差額金   282,106 282,106

中間連結会計期間中の変動額合計
（千円）

   253,482

平成19年３月31日　残高（千円） 189,847 － 189,847 2,693,846

－ 12 －



前連結会計年度の連結株主資本等変動計算書（自　平成17年10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17年９月30日　残高（千円） 390,332 274,470 1,372,429 － 2,037,232

連結会計年度中の変動額

新株の発行 3,229 3,229   6,458

剰余金の配当   △93,952  △93,952

当期純利益   213,630  213,630

自己株式の処分      

株主資本以外の項目の連結会計
年度中の変動額（純額）

     

連結会計年度中の変動額合計
（千円）

3,229 3,229 119,678  126,136

平成18年９月30日　残高（千円） 393,561 277,699 1,492,107  2,163,368

評価・換算差額等

新株予約権
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

土地再評価
差額金

為替換算調
整勘定

評価・換算
差額等合計

平成17年９月30日　残高（千円） 270,359 － － － 270,359 － － 2,307,591

連結会計年度中の変動額

新株の発行        6,458

剰余金の配当        △93,952

当期純利益        213,630

自己株式の処分         

株主資本以外の項目の連結会計
年度中の変動額（純額）

11,747    11,747  52,162 63,909

連結会計年度中の変動額合計
（千円）

11,747    11,747  52,162 190,045

平成18年９月30日　残高（千円） 282,106 － － － 282,106 － 52,162 2,497,637

－ 13 －



(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10月１日
至　平成18年３月31日)

当中間連結会計期間
(自　平成18年10月１日
至　平成19年３月31日)

対前中間期比

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10月１日
至　平成18年９月30日)

区分
注記
番号

金額（千円） 金額（千円）
増減

（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

 333,344 752,316 418,971 547,012

減価償却費  7,537 11,581 4,044 19,711

負ののれん償却  － △9,891 △9,981 △14,287

営業権償却  20,743 － △20,743 －

のれん償却  － 20,743 20,743 41,487

持分法による投資利
益

 － △3,634 △3,634 △2,887

投資有価証券評価損  － － － 978

投資有価証券売却益  － △7,000 7,000 △19,360

貸倒引当金の増減額  80 3,640 3,560 △6,890

退職給付引当金増減
額

 － 3,038 3,038 19,099

役員退職慰労引当金
の増減額

 － 8,315 8,315 △31,595

賞与引当金の増減額  △34,000 △32,500 1,500 △4,800

受取利息及び受取配
当金

 △2,104 △8,996 △6,892 △21,651

支払利息  4,955 36,953 31,998 37,334

売上債権の増減額  △46,246 △881,386 △835,139 127,689

たな卸資産の増減額  △318 182,657 182,975 △361,646

仕入債務の増減額  44,629 503,539 458,910 65,814

未払金の増減額  103,146 136,280 33,134 102,602

その他  △69,120 △139,989 △70,868 △70,910

小計  362,646 575,668 213,022 427,702

利息及び配当金の受
取額

 2,096 9,090 6,994 21,744

利息の支払額  △4,988 △39,558 △34,570 △33,831

法人税等の支払額  △166,559 △197,821 △31,261 △366,304

営業活動による
キャッシュ・フロー

 193,195 347,378 154,183 49,311

－ 14 －



 
 

前中間連結会計期間
(自　平成17年10月１日
至　平成18年３月31日)

当中間連結会計期間
(自　平成18年10月１日
至　平成19年３月31日)

対前中間期比

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10月１日
至　平成18年９月30日)

区分
注記
番号

金額（千円） 金額（千円）
増減

（千円）
金額（千円）

Ⅱ　投資活動によるキャッ
シュ・フロー

     

定期預金の預入によ
る支出

 △55,000 △625,000 △570,000 △618,900

定期預金の払戻によ
る収入

 55,000 565,000 510,000 544,400

投資有価証券の取得
による支出

 △100,480 － 100,480 △102,823

新規連結子会社の取
得による収入

 － － － 249,034

投資有価証券の売却
による収入

 － 17,000 17,000 125,036

有形固定資産の取得
による支出

 △4,649 △11,561 △6,912 △28,210

無形固定資産の取得
による支出

 △177 △2,148 △1,970 △6,191

貸付金の回収による
収入

 － － － 125,152

その他  － △5,567 △5,567 －

投資活動による
キャッシュ・フロー

 △105,307 △62,277 43,029 287,497

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  65,000 △195,520 △260,520 200,920

長期借入金による収
入

 66,000 345,030 279,030 500,000

長期借入金の返済に
よる支出

 △102,000 △290,060 △188,060 △119,944

株式発行による収入  6,458 － △6,458 6,458

社債の発行  － 170,000 △170,000 6,458

社債の償還  － △200,000 200,000 6,458

配当金の支払額  △92,811 △113,480 △20,668 △92,811

財務活動による
キャッシュ・フロー

 △57,352 △284,030 △226,677 494,623

Ⅳ　現金及び現金同等物の
増減額

 30,534 1,070 △29,464 831,431

Ⅴ　現金及び現金同等物の
期首残高

 1,629,512 2,460,944 831,431 1,629,512

Ⅵ　現金及び現金同等物の
中間期末(期末)残高

※ 1,660,047 2,462,014 801,967 2,460,944
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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

前中間連結会計期間
（自　平成17年10月１日
至　平成18年３月31日）

当中間連結会計期間
（自　平成18年10月１日
至　平成19年３月31日）

前連結会計年度
（自　平成17年10月１日
至　平成18年９月30日）

１　連結の範囲に関する事項

(1) 連結子会社の数　　　２社

連結子会社の名称

株式会社センダン

株式会社セントラルマネジメント

システム

１　連結の範囲に関する事項

(1) 連結子会社の数　　　４社

連結子会社の名称

株式会社センダン

株式会社セントラルマネジメント

システム

東洋メディアリンクス㈱

音響特機㈱

１　連結の範囲に関する事項

(1) 連結子会社の数　　　４社

連結子会社の名称

株式会社センダン

株式会社セントラルマネジメン

トシステム

東洋メディアリンクス㈱

音響特機㈱ 

  なお、東洋メディアリンクス

㈱及び音響特機㈱については、

株式を新規取得したことにより、

当連結会計年度より連結範囲に

含めております。

(2) 非連結子会社名

有限会社港南区総合庁舎食堂

(2) 非連結子会社名

㈱デジタルコミュニケーションズ

(2) 非連結子会社名

㈱デジタルコミュニケーションズ

連結の範囲から除いた理由

 非連結子会社は小規模であり、

総資産、売上高、中間純損益（持

分に見合う額）及び利益剰余金

（持分に見合う額）等は、いずれ

も中間連結財務諸表に重要な影響

を及ぼしていないためでありま

す。 

  なお、(有)港南区総合庁舎食堂

については、平成17年12月20日付

けにて清算しております。

連結の範囲から除いた理由

 非連結子会社は小規模であり、

総資産、売上高、中間純損益（持

分に見合う額）及び利益剰余金

（持分に見合う額）等は、いずれ

も中間連結財務諸表に重要な影響

を及ぼしていないためでありま

す。 

連結の範囲から除いた理由

 非連結子会社は小規模であり、

総資産、売上高、当期純損益及び

利益剰余金（持分に見合う額）等

は、いずれも連結財務諸表に重要

な影響を及ぼしていないためであ

ります。

２　持分法の適用に関する事項

(1) 持分法を適用しない非連結子会

社

有限会社港南区総合庁舎食堂

２　持分法の適用に関する事項

(1) 持分法適用の関連会社の数　１

社

㈱ＤＭＸ　MUSIC　Japan

２　持分法の適用に関する事項

(1) 持分法適用の関連会社の数　１

社

㈱ＤＭＸ　MUSIC　Japan

 持分法を適用しない理由

持分法非適用会社は、当期純利益

（持分に見合う額）及び利益剰

余金（持分に見合う額）に及ぼ

す影響が軽微であり、かつ全体

としても重要性がないため、持

分法の適用から除外しておりま

す。。

 なお、ＤＭＸについては、株式を新

規取得したことにより、当連結

会計年度より持分法の適用範囲

に含めております。

 

　

(2) 持分法を適用しない非連結子

会社

　㈱デジタルコミュニケーション

ズ

(2) 持分法を適用しない非連結子

会社

　㈱デジタルコミュニケーション

ズ

持分法を適用しない理由

　持分法非適用会社は、営業活動

を行っておらず中間純利益（持分

に見合う額）及び利益剰余金（持

分に見合う額）のいずれも連結財

務諸表に重要な影響を及ぼしてい

ないため、持分法の適用から除外

しております。

持分法を適用しない理由

　持分法非適用会社は、営業活動

を行っておらず当期純利益（持分

に見合う額）及び利益剰余金（持

分に見合う額）のいずれも連結財

務諸表に重要な影響を及ぼしてい

ないため、持分法の適用から除外

しております。

－ 16 －



前中間連結会計期間
（自　平成17年10月１日
至　平成18年３月31日）

当中間連結会計期間
（自　平成18年10月１日
至　平成19年３月31日）

前連結会計年度
（自　平成17年10月１日
至　平成18年９月30日）

(3) 持分法を適用しない関連会社

㈱エムネット

(3) 持分法を適用しない関連会社

㈱エムネット

持分法を適用しない理由

　持分法非適用会社は、当期純利

益（持分に見合う額）及び利益剰

余金（持分に見合う額）に及ぼす

影響が軽微であり、かつ全体とし

ても重要性がないため、持分法の

適用から除外しております。

持分法を適用しない理由

　持分法非適用会社は、当期純利

益（持分に見合う額）及び利益剰

余金（持分に見合う額）に及ぼす

影響が軽微であり、かつ全体とし

ても重要性がないため、持分法の

適用から除外しております。

３　連結子会社の中間決算日等に関す

る事項

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。

３　連結子会社の中間決算日等に関す

る事項

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。

３　連結子会社の決算日等に関する事

項

連結子会社の決算日は、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

①　有価証券

ａ　その他有価証券

時価のあるもの

中間連結決算末日の市場価

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）

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

ａ　その他有価証券

時価のあるもの

中間連結決算末日の市場価

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）

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

ａ　その他有価証券

時価のあるもの

連結決算末日の市場価格等

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）

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デリバディブ

時価法

②デリバディブ

時価法

③　たな卸資産

ａ　原材料・貯蔵品・商品

最終仕入原価法による原価

法

③　たな卸資産

・商品　主として先入先出法による

原価法 

・原材料・貯蔵品　最終仕入原価法 

・仕掛品　個別原価法による原価法

③　たな卸資産

・商品　主として先入先出法による

原価法 

・原材料・貯蔵品　最終仕入原価法 

・仕掛品　個別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

①　有形固定資産

定率法

　ただし、平成10年４月１日

以降に取得した建物（附属設

備を除く）については、定額

法によっております。

　なお、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。

(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

定額法

　なお、営業権については、

５年間で均等償却しておりま

す。

②　無形固定資産

定額法

同左 

②　無形固定資産

定額法

なお、のれんについては、５年間

で均等償却しております。 
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前中間連結会計期間
（自　平成17年10月１日
至　平成18年３月31日）

当中間連結会計期間
（自　平成18年10月１日
至　平成19年３月31日）

前連結会計年度
（自　平成17年10月１日
至　平成18年９月30日）

　また、ソフトウエア（自社

利用分）については、社内に

おける利用可能期間（５年）

に基づく定額法によっており

ます。

－ 18 －



前中間連結会計期間
（自　平成17年10月１日
至　平成18年３月31日）

当中間連結会計期間
（自　平成18年10月１日
至　平成19年３月31日）

前連結会計年度
（自　平成17年10月１日
至　平成18年９月30日）

(3) 重要な引当金の計上基準

①　貸倒引当金

　金銭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。

(3) 重要な引当金の計上基準

①　貸倒引当金

同左

(3) 重要な引当金の計上基準

①　貸倒引当金

同左

②　賞与引当金

従業員の賞与の支払に備えるた

め、支給見込額に基づく必要額

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

一部の連結子会社について、従業員の

退職給付に備えるため、中間連結会計

期間末における退職給付債務の見込額

に基づき計上しております。

③　退職給付引当金

　一部の連結子会社について、従業員

の退職給付に備えるため、当連結会計

年度末における退職給付債務の見込額

に基づき計上しております。

 

　

④　役員退職慰労引当金

　一部の連結子会社について、役員の

退職慰労金の支出に備えるため、内規

に基づく期末要支給額を計上しており

ます。

④　役員退職慰労引当金

一部の連結子会社について、役員の退

職慰労金の支出に備えるため、内規に

基づく期末要支給額を計上しておりま

す

(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。

(4) 重要なリース取引の処理方法

同左

(4) 重要なリース取引の処理方法

同左

(5) 重要なヘッジ会計の方法 (5) 重要なヘッジ会計の方法

 イ　ヘッジ会計の方法

　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。

 ロ　ヘッジ手段とヘッジ対象

　　a.ヘッジ手段…金利スワップ 

　  b.ヘッジ対象…借入金

 ハ　ヘッジ方針

　市場変動相場に伴うリスクの軽減

を目的として利用する方針であ

ります。

 ニ　ヘッジ有効性評価の方法

　ヘッジ手段とヘッジ対象のキャッ

シュフローを事前に比較・検討

し、有効性を確認しておりま

す。

　ただし、特例処理によってい

るスワップについては、有効性

の評価を省略しております。

(5) 重要なヘッジ会計の方法

 イ　ヘッジ会計の方法

　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。

 ロ　ヘッジ手段とヘッジ対象

　　a.ヘッジ手段…金利スワップ 

　  b.ヘッジ対象…借入金

 ハ　ヘッジ方針

　市場変動相場に伴うリスクの軽減

を目的として利用する方針であ

ります。

 ニ　ヘッジ有効性評価の方法

　ヘッジ手段とヘッジ対象のキャッ

シュフローを事前に比較・検討

し、有効性を確認しておりま

す。

　ただし、特例処理によってい

るスワップについては、有効性

の評価を省略しております。
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前中間連結会計期間
（自　平成17年10月１日
至　平成18年３月31日）

当中間連結会計期間
（自　平成18年10月１日
至　平成19年３月31日）

前連結会計年度
（自　平成17年10月１日
至　平成18年９月30日）

(6) 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

(6) 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

(6) 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

消費税等の会計処理

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

   

５　中間連結キャッシュ・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。

５　中間連結キャッシュ・フロー計算

書における資金の範囲

同左

５　連結キャッシュ・フロー計算書に

おける資金の範囲

　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10月１日
至　平成18年３月31日）

当中間連結会計期間
（自　平成18年10月１日
至　平成19年３月31日）

前連結会計年度
（自　平成17年10月１日
至　平成18年９月30日）

（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） 

　―

（固定資産の減損に係る会計基準）

　当連結会計年度より、「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)）および「固定資産の減損に係る

会計基準の適用指針」(企業会計基準委

員会　平成15年10月31日　企業会計基

準適用指針第６号)を適用しています。

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

前中間連結会計期間
(自　平成17年10月１日
至　平成18年３月31日)

当中間連結会計期間
(自　平成18年10月１日
至　平成19年３月31日)

 （中間連結貸借対照表）

　前中間連結会計期間末において固定負債の「その他」

に含めて表示しておりました「繰延税金負債」（前中

間連結会計期間125,900千円）については、資産総額の

100分の5超となったため、当中間連結会計期間末より

区分掲記しております。

 （中間連結貸借対照表）

―
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注記事項

（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10月１日　至　平成18年３月31日）

 
スチュワー
ド管理事業
（千円）

給食管理事
業

（千円）

料飲管理
事業 

（千円） 

計
（千円）

消去又は全
社

（千円）

連結
（千円）

売上高       

(1）外部顧客に対する売上高 3,763,833 1,038,601 264,144 5,066,579 － 5,066,579

(2）セグメント間の内部売上高

または振替高
9,600 △5,851 － 15,451 (15,451) －

計 3,773,433 1,044,453 264,144 5,082,031 (15,451) 5,066,579

営業費用 3,362,789 1,062,352 339,806 4,764,948 (26,608) 4,738,339

営業利益（又は営業損失） 410,644 (17,899) (75,661) 317,082 11,157 328,239

　（注) １　事業の区分は、内部管理上採用している区分によっております。

２　各区分の主な業務

(1）スチュワード管理事業・・・ホテル、レストラン、会館等における食器洗浄（管理）業務、鍋洗浄業

務、調理補助業務、ゴミ回収運搬業務、厨房清掃業務など

(2）給食管理事業・・・企業やホテル等の社員食堂や、寮・保養所等の福利厚生施設をはじめ、学校法人、

社会福祉法人等における給食管理業務並びに栄養管理業務

(3）料飲管理事業・・・主にホテルや会館等における、婚礼・宴会・レストランの経営および運営コンサ

ルタント業務

当中間連結会計期間（自　平成18年10月１日　至　平成19年３月31日）

 

スチュ
ワード管
理事業
（千円）

給食管理事
業

（千円）

料飲管理事
業

（千円）

音響・放送
機器等制
作・販売事
業
（千円）

映像・音響
機器等施工
管理事業
（千円）

計（千円
消去又は全

社
（千円）

連結（千
円）

Ⅰ　売上高         

(1）外部顧客

に対する売上

高

4,034,491 1,225,852 345,106 3,800,342 1,099,491 10,505,283 ― 10,505,283

(2）セグメン

ト間の内部売

上高または振

替高

9,600 6,703 ― 67,950 200 84,453 (84,453) ―

計 4,044,091 1,232,555 345,106 3,868,292 1,099,691 10,589,736 (84,453) 10,505,283

営業費用 3,846,772 1,225,139 419,904 3,297,437
1,061,

741
9,851,001 (95,510) 9,755,490

営業利益

（又は営業損

失）

197,318 7,415 (74,798) 570,855 37,943 738,734 11,057 749,792

　（注) １　事業の区分は、内部管理上採用している区分によっております。

２　各区分の主な業務

(1）スチュワード管理事業・・・ホテル、レストラン、会館等における食器洗浄（管理）業務、鍋洗浄業

務、調理補助業務、ゴミ回収運搬業務、厨房清掃業務など

(2）給食管理事業・・・企業やホテル等の社員食堂や、寮・保養所等の福利厚生施設をはじめ、学校法人、

社会福祉法人等における給食管理業務並びに栄養管理業務
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(3）料飲管理事業・・・主にホテルや会館等における、婚礼・宴会・レストランの経営および運営コンサ

ルタント業務

　　(4）音響・放送機器等制作・販売事業・・・ＢＧＭ演出・周辺機器の企画提案、業務用音響機器等の輸

入・卸売り等

　　(5）映像・音響機器等施工管理事業・・・音響・映像・照明などのシステム並びに監視カメラ等のセキュ

リティシステム、通信システム等の施工・管理・保守

３ 前連結会計年度より、新たに音響・放送機器等制作・販売事業と映像・音響機器等施工管理事業を追加してお

りますが、これは連結子会社の増加によりセグメントを追加したことによるものです。
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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10月１日　至　平成18年３月31日）

　本邦以外の国または地域に所在する連結子会社および在外支店がないため、該当事項はありません。

当中間連結会計期間（自　平成18年10月１日　至　平成19年３月31日）

　本邦以外の国または地域に所在する連結子会社および在外支店がないため、該当事項はありません。

前連結会計年度（自　平成17年10月１日　至　平成18年９月30日）

　本邦以外の国または地域に所在する連結子会社および在外支店がないため、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10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。

当中間連結会計期間（自　平成18年10月１日　至　平成19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。

前連結会計年度（自　平成17年10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。

  （開示の省略）

　リース取引、有価証券、デリバティブ取引、ストック・オプション等、企業結合等に関する注記事項については、中間

決算短信における開示の必要性が大きくないと考えられるため開示を省略します。
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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10月１日
至　平成18年３月31日）

当中間連結会計期間
（自　平成18年10月１日
至　平成19年３月31日）

前連結会計年度
（自　平成17年10月１日
至　平成18年９月30日）

１株当たり純資産額 49,744円89銭

１株当たり中間純利益

金額
 3,061円85銭

潜在株式調整後１株当

たり中間純利益金額
 3,021円68銭

１株当たり純資産額
49,792円72

銭 

１株当たり中間純利益

金額
 7,048円28銭

潜在株式調整後１株当

たり中間純利益金額
6,920円32銭

１株当たり純資産額 46,713円06銭

１株当たり当期純利益

金額
4,083円70銭

潜在株式調整後１株当

たり当期純利益金額
4,018円40銭

　（注）　１株当たり中間（当期）純利益金額及び潜在株式調整後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10月１日
至　平成18年３月31日)

当中間連結会計期間
(自　平成18年10月１日
至　平成19年３月31日)

前連結会計年度
(自　平成17年10月１日
至　平成18年９月30日)

１株当たり中間（当期）純利益金額    

中間（当期）純利益（千円） 160,061 368,984 213,630

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）
160,061 368,984 213,630

期中平均株式数（株） 普通株式   52,276 普通株式　　52,351 普通株式　　52,313

    

潜在株式調整後１株当たり中間（当期）

純利益金額
11,869.09 6,920.32

7,196.34

中間（当期）純利益調整額（千円） ― － －

普通株式増加数（株） 695 968 850

（うち新株予約権） (695) － (850)

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

― ― ―
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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10月１日　至　平成18年３月31日）

　当社は、ホテルを中心とする当社グループの顧客基盤を一層拡充強化し、潜在的顧客層の開拓を加速させるこ

とを意図し、平成18年４月３日付で「東洋メディアリンクス株式会社」の株式70.5％を取得することにより子会

社化いたしました。

（１）商号　　　　　　東洋メディアリンクス株式会社

（２）代表者　　　　　西平　宏太郎

　　　　　　　　　　　（現在、当社代表取締役社長　石井　二郎）

（３）所在地　　　　　東京都千代田区麹町2-5　

（４）設立年月日　　　昭和35年2月

（５）主な事業の内容　放送映像装置・視聴覚装置販売施工　ＢＧＭ装置企画製作

（６）従業員数　　　　94名　　　　　　　　　　　　

（７）資本の額　　　　5,000万円

（８）発行株式総数　　100,000株

（９）取得株数及び取得持分比率

　　　　　　　　　　　取得株式数        70,535株（発行済株式総数比70.5％）

　　　　　　　　　　　取得価額          740百万円

（10）資金調達        全額銀行からの借入金により充当しております。

当中間連結会計期間（自　平成18年10月１日　至　平成19年３月31日）

　該当事項はありません。

 

 

前連結会計年度（自　平成17年10月１日　至　平成18年９月30日）

　該当事項はありません。
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５．中間個別財務諸表
(1) 中間貸借対照表

 
 

前中間会計期間末
(平成18年３月31日)

当中間会計期間末
(平成19年３月31日)

対前中間期
比

前事業年度の
要約貸借対照表

(平成18年９月30日)

区分
注記
番号

金額(千円)
構成比
(％)

金額(千円)
構成比
(％)

増減
（千円）

金額(千円)
構成比
(％)

（資産の部）            

Ⅰ　流動資産            

１　現金及び預金   1,516,594   1,001,339  △515,255  1,083,835  

２　売掛金   688,934   787,882  98,948  711,376  

３　たな卸資産   4,290   5,218  928  3,902  

４　その他   64,133   76,344  12,211  71,866  

貸倒引当金   △10,400   △12,600  △2,200  △11,300  

流動資産合計   2,263,552 57.0  1,858,183 45.7 △393,067  1,859,681 43.5

Ⅱ　固定資産            

１　有形固定資産            

(1) 建物   78,239   73,109  △5,130  74,470  

(2) 土地   222,486   222,486  0  222,486  

(3) その他   10,124   20,562  10,438  13,992  

有形固定資産
合計

  310,851   316,158 7.8 5,307  310,951 7.3

２　無形固定資産   8,835   8,889 0.2 54  9,382 0.2

３　投資その他の
資産

           

(1) 投資有価証
券

  1,121,240   698,397  △422,843  829,707  

(2) その他   269,691   1,181,397  911,706  1,262,327  

投資その他の
資産合計

  1,390,931   1,879,794 46.2 476,563  2,092,036 49.0

固定資産合計   1,710,617 43.0  2,204,842 54.3 494,225  2,412,370 56.5

資産合計   3,974,169 100.0  4,063,027 100.0 88,858  4,272,051 100.0
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前中間会計期間末
(平成18年３月31日)

当中間会計期間末
(平成19年３月31日)

対前中間期
比

前事業年度の
要約貸借対照表

(平成18年９月30日)

区分
注記
番号

金額(千円)
構成比
(％)

金額(千円)
構成比
(％)

増減
（千円）

金額(千円)
構成比
(％)

（負債の部）            

Ⅰ　流動負債            

１　買掛金   29   －  △29  45  

２　短期借入金   146,000   310,000  164,000  438,000  

３　未払金   573,198   673,770  100,572  565,835  

４　未払法人税等   174,700   82,418  △92,282  150,300  

５　賞与引当金   51,000   44,000  △7,000  71,400  

６　債務保証損失
引当金

  －   58,200  58,200  －  

７　その他   81,692   107,443  25,751  115,185  

流動負債合計   1,026,620 25.8  1,275,832 31.4 249,212  1,340,767 31.4

Ⅱ　固定負債            

  １ 長期借入金   －   385,000  385,000  350,000  

２　繰延税金負債   312,363   140,859  △171,504  193,636  

固定負債合計   312,363 7.9  525,859 12.9 213,496  543,636 12.7

負債合計   1,338,983 33.7  1,801,692 44.3 462,708  1,884,403 44.1

（資本の部）            

Ⅰ　資本金   393,561 9.9  － － △393,561  － －

Ⅱ　資本剰余金            

１　資本準備金  117,699   －   △117,699 －   

資本準備金減
少差益

 160,000   －   △160,000 －   

資本剰余金合
計

  277,699 7.0  － － △277,699  － －

Ⅲ　利益剰余金            

１　任意積立金  800,000   －   △800,000 －   

２　中間(当期)
　　未処分利益

 670,363   －   △670,363 －   

利益剰余金合
計

  1,470,363 37.0  － － △1,470,363  － －

Ⅳ　その他有価証券
　　評価差額金

  493,561 12.4    △493,561  － －

資本合計   2,635,186 66.3  － － △2,635,186  － －

負債・資本合
計

  3,974,169 100.0  － － △3,974,169  － －
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前中間会計期間末
(平成18年３月31日)

当中間会計期間末
(平成19年３月31日)

対前中間期
比

前事業年度の
要約貸借対照表

(平成18年９月30日)

区分
注記
番号

金額(千円)
構成比
(％)

金額(千円)
構成比
(％)

増減
（千円）

金額(千円)
構成比
(％)

（純資産の部）            

Ⅰ　株主資本            

１　資本金   － －  393,561 9.7 393,561  393,561 9.2

２　資本剰余金            

(1）資本準備金  －   117,699   117,699 117,699   

(2）その他資本
剰余金

 －   160,000   160,000 160,000   

資本剰余金合
計

  － －  277,699 6.8 277,689  277,699 6.5

３　利益剰余金            

(1）その他利益
剰余金

           

別途積立金  －   800,000   800,000 800,000   

繰越利益剰
余金

 －   543,918   543,918 595,704   

    利益剰余金合
計

  － －  1,343,918 33.1 1,343,918  1,395,704 32.7

株主資本合計   － －  2,015,179 49.6 2,015,179  2,066,965 48.4

Ⅱ　評価・換算差額
等

           

１　その他有価証
券評価差額金

 －   246,156   246,156 320,682   

評価・換算差
額等合計

  － －  246,156 6.1 246,156  320,682 7.5

純資産合計   － －  2,261,335 55.7 2,261,335  2,387,648 55.9

負債純資産合
計

  － －  4,063,027 100.0 4,063,027  4,272,051 100.0
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(2) 中間損益計算書

  
前中間会計期間

（自　平成17年10月１日
至　平成18年３月31日）

当中間会計期間
（自　平成18年10月１日
至　平成19年３月31日）

対前中間
期比

前事業年度の
要約損益計算書

（自　平成17年10月１日
至　平成18年９月30日）

区分
注記
番号

金額(千円)
百分比
(％)

金額(千円)
百分比
(％)

増減
（千円）

金額(千円)
百分比
(％)

Ⅰ　売上高   3,773,433 100.0  4,044,091 100.0 270,658  7,516,688 100.0

Ⅱ　売上原価   3,027,281 80.2  3,396,949 84.0 369,668  6,125,704 81.5

売上総利益   746,151 19.8  647,142 16.0 △99,009  1,390,984 18.5

Ⅲ　販売費及び一般
管理費

  335,507 8.9  449,823 11.1 114,316  734,865 9.8

営業利益   410,644 10.9  197,318 4.9 △213,326  656,118 8.7

Ⅳ　営業外収益   18,660 0.5  29,438 0.7 10,778  37,434 0.5

Ⅴ　営業外費用   2,869 0.1  10,682 0.3 4,832  8,853 0.1

経常利益   426,434 11.3  216,074 5.3 △207,379  684,699 9.1

Ⅵ　特別利益   － －  － － －  － －

Ⅶ　特別損失   － －  61,181 1.6 64,162  200,000 2.7

税引前中間(当
期)純利益

  426,434 11.3  154,893 3.8 △271,541  484,699 6.4

法人税、住民
税及び事業税

 164,080   75,681    306,187   

法人税等調整
額

 15,512 179,593 4.8 15,824 91,506 2.3 △88,086 6,329 312,517 4.1

中間(当期)純
利益

  246,841 6.5  63,386 1.6 △183,455  172,182 2.3
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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10月１日　至　平成19年３月31日）

株主資本

資本金

資本剰余金  利益剰余金

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

任意積立金
繰越利益剰
余金

平成18年９月30日　残高
（千円）

393,561 117,699 160,000 277,699 800,000 595,704 1,395,704 2,066,965

中間会計期間中の変動額

剰余金の配当      △115,172 △115,172 △115,172

中間純利益      63,386 63,386 63,386

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）

     △51,785 △51,785 △51,785

平成19年３月31日　残高
（千円）

393,561 117,699 160,000 277,699 800,000 543,918 1,343,918 2,015,179

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９月30日　残高
（千円）

320,682 320,682 2,387,648

中間会計期間中の変動額

剰余金の配当   △115,172

中間純利益   63,386

株主資本以外の項目の中間会
計期間中の変動額（純額）

△74,526 △74,526 △74,526

中間会計期間中の変動額合計
（千円）

△74,526 △74,526 △126,311

平成19年３月31日　残高
（千円）

246,156 246,156 2,261,335
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前事業年度の株主資本等変動計算書（自　平成17年10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

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

利益準
備金

その他利益剰余金
利益剰余金合
計

別途積立金
繰越利益剰
余金

平成17年９月30日　残高
（千円）

390,332 114,470 160,000 274,470  700,000 617,474 1,317,474 1,982,277

事業年度中の変動額

新株の発行 3,229 3,229  3,229     6,458

剰余金の配当       △93,952 △93,952 △93,952

当期純利益       172,182 172,182 172,182

自己株式の処分          

別途積立金の積立      100,000 △100,000 － －

株主資本以外の項目の事業年
度中の変動額（純額）

         

事業年度中の変動額合計
（千円）

3,229 3,229  3,229  100,000 △21,770 78,229 84,687

平成18年９月30日　残高
（千円）

393,561 117,699 160,000 277,699  800,000 595,704 1,395,704 2,066,965

評価・換算差額等

新株予約権 純資産合計
その他有価証券評
価差額金

繰延ヘッジ損益 土地再評価差額金
評価・換算差額等
合計

平成17年９月30日　残高
（千円）

269,729   269,729  2,252,006

事業年度中の変動額

新株の発行      6,458

剰余金の配当      △93,952

当期純利益      172,182

自己株式の処分       

別途積立金の積立      －

株主資本以外の項目の事業年
度中の変動額（純額）

50,953   50,953  50,953

事業年度中の変動額合計
（千円）

50,953   50,953  135,641

平成18年９月30日　残高
（千円）

320,682   320,682  2,387,648
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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

当中間会計期間(自　平成18年10月１日　至　平成19年３月31日)

　　該当事項はありません。
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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

前中間会計期間
(自　平成17年10月１日
至　平成18年３月31日)

当中間会計期間
(自　平成18年10月１日
至　平成19年３月31日)

前事業年度
(自　平成17年10月１日
至　平成18年９月30日)

１　資産の評価基準及び評価方法

(1) 有価証券

①　子会社株式

移動平均法による原価法

１　資産の評価基準及び評価方法

(1) 有価証券

①　子会社株式

同左

１　資産の評価基準及び評価方法

(1) 有価証券

①　子会社株式

同左

②　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）

②　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）

②　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

同左

時価のないもの

同左

２ たな卸資産の評価基準及び評価

方法

①　商品

　最終仕入原価法による原価法

２ たな卸資産の評価基準及び評価

方法

①　商品 

同左

２ たな卸資産の評価基準及び評価

方法

 ①　商品

同左

②　貯蔵品

　最終仕入原価法による原価法

  ②　貯蔵品

 同左

  ②　貯蔵品

 同左

３　固定資産の減価償却の方法

(1) 有形固定資産

　定率法によっております。ただ

し、平成10年４月１日以降に取得

した建物（附属設備を除く）につ

いては、定額法によっております。

　なお、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。

３　固定資産の減価償却の方法

(1) 有形固定資産

同左

３　固定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

　定額法によっております。

　なお、ソフトウエア（自社利用

分）については、社内における利

用可能期間（５年）に基づく定額

法によっております。

(2) 無形固定資産

同左

(2) 無形固定資産

同左

 ４　繰延資産の処理方法

 ―

　

４　繰延資産の処理方法

―

４　繰延資産の処理方法

株式交付費

　支出時に全額費用として処理してお

ります。

５　引当金の計上基準

(1) 貸倒引当金

　金銭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。

５　引当金の計上基準

(1) 貸倒引当金

　支出時に全額費用として処理してお

ります。

５　引当金の計上基準

(1) 貸倒引当金

同左
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前中間会計期間
(自　平成17年10月１日
至　平成18年３月31日)

当中間会計期間
(自　平成18年10月１日
至　平成19年３月31日)

前事業年度
(自　平成17年10月１日
至　平成18年９月30日)

(2) 賞与引当金

　従業員賞与の支払に備えるため、

支給見込額に基づく必要額を計上

しております。

(2) 賞与引当金

同左

(2) 賞与引当金

同左

(3) 債務保証損失引当金

　　　　　　―

(3) 債務保証損失引当金

　債務保証に係る損失に備えるため、

被保証会社の財政状況等を勘案し、損

失負担見込み額を計上しております。

　(追加情報) 

　債務保証先の借入金に対する保証債

務の履行による損失の可能性が高まっ

たことから、当事業年度から保証の履

行による損失負担見込額を債務保証損

失引当金として計上している。これに

より、税引前当期純損失が58百万円増

加している。

(3) 債務保証損失引当金

―

６　リース取引の処理方法

　リース物件の所有権が借主に移

転すると認められるもの以外の

ファイナンス・リース取引につい

ては、通常の賃貸借取引に係る方

法に準じた会計処理によっており

ます。

４　リース取引の処理方法

同左

４　リース取引の処理方法

同左

７　その他中間財務諸表作成のための

基本となる重要な事項

消費税等の会計処理

　消費税等の会計処理は、税抜方

式によっております。

５　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

同左

５　その他財務諸表作成のための基本

となる重要な事項

同左

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10月１日
至　平成18年３月31日）

当中間会計期間
（自　平成18年10月１日
至　平成19年３月31日）

前事業年度
（自　平成17年10月１日
至　平成18年９月30日）

（固定資産の減損に係る会計基準）

　当中間会計期間より、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。これによる損益

に与える影響はありません。

（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）

──────
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前中間会計期間
(自　平成17年10月１日
至　平成18年３月31日)

当中間会計期間
(自　平成18年10月１日
至　平成19年３月31日)

前事業年度
(自　平成17年10月１日
至　平成18年９月30日)

 　

―

 　

―

 「地方税法等の一部を改正する法律」

（平成15年法律第９号）が平成15年３

月31日に公布され、平成16年４月１日

以降に開始する事業年度より外形標準

課税制度が導入されたことに伴い、当

事業年度から「法人事業税における外

形標準課税部分の損益計算書上の表示

についての実務上の取扱い」（平成16

年２月13日　企業会計基準委員会　実

務対応報告第12号）に従い法人事業税

の付加価値割及び資本割については、

販売費及び一般管理費に計上しており

ます。

　この結果、販売費及び一般管理費

が      千円増加し、営業利益、経常

利益及び税引前当期純利益が      千

円減少しております。
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（１株当たり情報）

前中間会計期間
（自　平成17年10月１日
至　平成18年３月31日）

当中間会計期間
（自　平成18年10月１日
至　平成19年３月31日）

前事業年度
（自　平成17年10月１日
至　平成18年９月30日）

１株当たり純資産額  50,336円89銭

１株当たり
中間純利益金額

 4,721円89銭

潜在株式調整後１株
当たり中間純利益金額

  4,659円94銭

１株当たり純資産額 43,195 円66銭

１株当たり
中間純利益金額

 1,210 円80銭

潜在株式調整後１株
当たり中間純利益金額

 1,188円82銭

１株当たり純資産額 45,608円46銭

１株当たり
当期純利益金額

 3,291円39銭

潜在株式調整後１株
当たり当期純利益金額

  3,238円76銭

　（注）　１株当たり中間（当期）純利益金額及び潜在株式調整後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。

 
前中間会計期間

(自　平成17年10月１日
至　平成18年３月31日)

当中間会計期間
(自　平成18年10月１日
至　平成19年３月31日)

前事業年度
(自　平成17年10月１日
至　平成18年９月30日)

１株当たり中間(当期)純利益金額    

中間(当期)純利益(千円) 246,841 63,386 172,182

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)
246,841  172,182

期中平均株式数(株) 普通株式　52,276 普通株式　       普通株式　52,313

    

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) ―  ―

普通株式増加数(株) 695  850

（うち新株予約権） (695)  (850)

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

─ ─ ─
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（重要な後発事象）

前中間会計期間(自　平成17年10月１日　至　平成18年３月31日)

　当社は、ホテルを中心とする当社グループの顧客基盤を一層拡充強化し、潜在的顧客層の開拓を加速させる

ことを意図し、平成18年４月３日付で「東洋メディアリンクス株式会社」の株式70.5％を取得することにより

子会社化いたしました。

（１）商号　　　　　　東洋メディアリンクス株式会社

（２）代表者　　　　　西平　宏太郎

　　　　　　　　　　　（現在、当社代表取締役社長　石井　二郎）

（３）所在地　　　　　東京都千代田区麹町2-5　

（４）設立年月日　　　昭和35年2月

（５）主な事業の内容　放送映像装置・視聴覚装置販売施工　ＢＧＭ装置企画製作

（６）従業員数　　　　94名　　　　　　　　　　　　

（７）資本の額　　　　5,000万円

（８）発行株式総数　　100,000株

（９）取得株数及び取得持分比率

　　　　　　　　　　　取得株式数        70,535株（発行済株式総数比70.5％）

　　　　　　　　　　　取得価額          740百万円

（10）資金調達        全額銀行からの借入金により充当しております。

当中間会計期間(自　平成18年10月１日　至　平成19年３月31日)

　　該当事項はありません。

前事業年度(自　平成17年10月１日　至　平成18年９月30日)

　　該当事項はありません。
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６．その他
当中間会計期間(自　平成18年10月１日　至　平成19年３月31日)

　　該当事項はありません。
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