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１．平成19年３月期の連結業績（平成18年４月１日～平成19年３月31日）

(1）連結経営成績 （％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

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

19年３月期 53,363 15.5 920 △14.8 773 △24.6 47 △89.9

18年３月期 46,222 3.8 1,081 21.1 1,025 27.9 470 －

１株当たり
当期純利益

潜在株式調整後
１株当たり当期純利益

自己資本
当期純利益率

総資産
経常利益率

売上高
営業利益率

円 銭 円 銭 ％ ％ ％

19年３月期 3 51 － － 1.6 3.4 1.7

18年３月期 34 24 － － 16.0 6.7 2.3

（参考）持分法投資損益 19年３月期 －百万円 18年３月期 －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月期 29,649 3,049 10.0 219 85

18年３月期 15,482 3,050 19.7 225 05

（参考）自己資本 19年３月期 2,970百万円 18年３月期 －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月期 637 710 144 6,748

18年３月期 1,480 △287 △695 5,246

２．配当の状況

１株当たり配当金 配当金総額
(年間)

配当性向
（連結）

純資産配当率
（連結）（基準日） 中間期末 期末 年間

円 銭 円 銭 円 銭 百万円 ％ ％

18年３月期 － － 8 00 8 00 108 23.4 3.6

19年３月期 － － 8 00 8 00 108 227.9 3.5

20年３月期（予想） － － 8 00 8 00 － 36.1 －

３．平成20年３月期の連結業績予想（平成19年４月１日～平成20年３月31日）

（％表示は、通期は対前期、中間期は対前年中間期増減率）

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

中間期 31,500 32.1 500 5.4 330 △28.7 150 141.3 11 08

通期 64,500 20.9 1,300 41.2 1,000 29.3 300 532.0 22 16
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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）　有

新規 ３社 (社名 株式会社ライフコミューン他) 除外 －社  

（注）詳細は、５ページ「企業集団の状況」をご覧ください。

(2）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（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　有

②　①以外の変更　　　　　　　　無

（注）詳細は、17ページ「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」をご覧ください。

(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月期 13,979,664株 18年３月期 13,979,664株

②　期末自己株式数 19年３月期 468,426株 18年３月期 423,026株

（注）１株当たり当期純利益（連結）の算定の基礎となる株式数については、34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月期の個別業績（平成18年４月１日～平成19年３月31日）

(1）個別経営成績 （％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

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

19年３月期 1,775 15.7 980 27.5 923 35.7 508 △20.3

18年３月期 1,535 12.1 767 49.6 680 72.7 638 214.2

１株当たり
当期純利益

潜在株式調整後
１株当たり当期純利益

円 銭 円 銭

19年３月期 37 59 － －

18年３月期 46 45 － －

(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月期 14,653 4,070 27.8 301 24

18年３月期 14,649 3,689 25.2 272 14

（参考）自己資本 19年３月期 4,070百万円 18年３月期 －百万円

２．平成20年３月期の個別業績予想（平成19年４月１日～平成20年３月31日）

（％表示は、通期は対前期、中間期は対前年中間期増減率）

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

中間期 470 24.2 97 － 38 － 22 － 1 62

通期 960 △45.9 230 △76.5 110 △88.1 60 △88.2 4 43

※　業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項

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８ページを参照して下さい。
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１．経営成績
(1）経営成績に関する分析

  当連結会計年度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。 

　当社グループの主力である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。 

　また、平成18年9月27日に連結子会社化した株式会社ライフコミューンを通じて対面している介護業界につきまして

は、高齢化が進展する中、介護保険法の改正や行政主導の総量規制は行われておりますが、多様な介護サービスへの

ニーズの高まりを背景に、市場は引き続き拡大しております。 

　このような状況下、当連結会計年度の連結売上高は、前年同期比15.5％増の533億63百万円と大幅に拡大堅調に推移

しました。これは、当社グループの主力である給食事業において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、更には株式会社ライ

フコミューンの下期連結開始などの影響によるものです。一方、営業利益は９億20百万円と前年同期比14.8％の減少

となりました。これは当社グループの主力である給食事業において既存の医療・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。当該営業利益の減少に加え、下期に連結開始した株式会社ライフコ

ミューンが業績改善途上の中、経常赤字であった影響もあり、経常利益も前年同期比24.6％減の７億73百万円となり

ました。 

　当連結会計年度純利益は、前連結会計年度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

89.9％減の47百万円となりました 

(2）財政状態に関する分析

① 資産、負債及び純資産の状況 

当連結会計年度末の資産につきましては、株式会社ライフコミューンの新規連結に伴う現金及び預金37億91百万円、

売掛金14億３百万円、建物30億73百万円、土地26億51百万円及び敷金保証金11億99百万円等の増加により前連結会計

年度に比べ141億66百万円の増加し296億49百万円となりました。

負債につきましては、株式会社ライフコミューンの新規連結に伴う短期借入金24億50百万円、前受金18億13百万円、

社債14億92百万円、長期借入金28億89百万円及び長期前受金32億１百万円等の増加により前連結会計年度に比べ141億

67百万円の増加し265億99百万円となりました。

純資産につきましては、当期純利益による利益剰余金の増加、剰余金の配当による減少及び株式会社ライフコミュー

ンの新規連結に伴う少数株主持分の増加により30億49百万円となりました、

② キャッシュ・フローの状況 

　当連結会計年度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

ンの新規連結に伴う資金の増加10億97百万円もあり、前連結会計年度に比べ15億２百万円増加し、当連結会計年度末

では67億48百万円となりました。 

　当連結会計年度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６億37百万円（前連結会計年度は、得られた資金14億80百万円）となりました。

これは主に税金等調整前当期純利益８億51百万円（前連結会計年度比11.5％減）の計上、貸倒引当金１億10百万円

の減少額、のれん償却額８億26百万円の計上、売上債権の減少額２億２百万円、仕入債務、人件費債務及び未払消

費税の増加額６億83百万円、未払金及び預り金の減少額２億16百万円、法人税等の支払額15億98百万円によるもの

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７億10百万円（前連結会計年度は、使用した資金２億87百万円）となりました。

これは主に新規連結子会社取得による収入10億97百万円、有形固定資産取得による支出５億62百万円によるもので

あります。

（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１億44百万円（前連結会計年度は、使用した資金６億95百万円）となりました。

これは主に短期借入61億円、短期借入金及び長期借入金の返済56億22百万円、社債の償還２億７百万円及び配当金

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

自己資本比率（％） 19.7 10.0

時価ベースの自己資本比率（％） 44.7 13.7

債務償還年数（年） 4.1 21.3

インタレスト・カバレッジ・レシオ（倍） 15.2 3.3

※　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

債務償還年数：有利子負債／営業キャッシュ・フロー

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

 １．各指標は、連結ベースの財務指標より計算しております。

 ２．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）により算出しています。

３．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

用しています。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）利益配分に関する基本方針及び当期・次期の配当

　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剰余金分配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隣接事業領域への事業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。 

上記の基本方針を踏まえ、当期の１株当たりの年間配当金は 公表のとおり８円とすることを予定しております。ま

た、次期配当につきましては、引き続き８円とする予定でおります。

 

(4）事業等のリスク

(1) 衛生管理

　当社グループは、病院・福祉施設、学校、事務所・工場などの集団給食の受託事業を行っているため、提供する

食事及び使用する厨房施設等の衛生管理に関し、食品衛生法の適用を受けております。当社グループが給食を受託

する施設等においては、衛生管理に万全を期しておりますが、万一、食中毒事故が発生し当社グループにその責が

あると認定された場合には、当該事業所が一定期間営業停止などの措置を受ける可能性があります。

(2) 公的保険制度 

　医療機関、福祉施設等の運営費用においては、一部の自己負担分を除き、公的保険により賄われている場合があ

ります。今後、医療・介護保険制度の見直し等により公的負担の金額が見直され、医療機関・福祉施設等から当社

グループに対する委託費が見直されることに加え、連結子会社である株式会社ライフコミューンを通じて参入して

いる介護サービス事業については、お客様の自己負担金額が上昇する一方で、追加でのサービス提供を負担せざる

を得ないなどの影響が及んだ場合には、当社グループの経営成績に影響を及ぼす可能性があります。
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２．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14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

連結子会社
株式会社ライフコミューンパート

ナー
その他の事業  

労働者派遣事業、事務処理業務受託事

業等

（注）平成18年４月３日に新た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、平成18年11月１日に新たに株式会社ライフコミューンパートナーを設立し当連結会計年度から連結

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。

 

株

式

会

社

レ

オ

ッ

ク

ジ

ャ

パ

ン

（

持

株

会

社

）

 

給

 

食

 

受

 

託

 

事

 

業

 

そ
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他
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業

 

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 東 海  

株 式 会 社 レ オ ッ ク フ ー ズ  

株 式 会 社 レ オ ッ ク ヒ ュ ー マ ン ケ ア  

一
般
客
・
医
療
機
関
・
社
会
福
祉
施
設
・
社
員
食
堂
・
学
校 

等

 

給食受託事業 

食材の販売等 

事務受託業 

清掃業務 

医療周辺事業 

介護サービス事業 

株 式 会 社 レ オ ッ ク 東 北  

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  

介
護
サ
ー
ビ
ス
事
業

 
施
設
入
居
者
・
施
設
外
要
介
護
者
等

 

株 式 会 社 ラ イ フ コ ミ ュ ー ン パ ー ト ナ ー  
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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、「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」の提供のみならず、社名（Life  Expert  Offer  Contribution：人々の暮らしに活力をあたえ、社

会に貢献する専門家たち）に込められた“思い”に立ち帰り、介護サービス事業を含む既存事業間のシナジー追求及

びさらに新しい分野に貢献の場を広げていく宣言を新たにするべく、平成19年４月２日付けで給食事業を統括する中

間持株会社「レオックジャパン（東京都渋谷区東三丁目16番3号所在）」の設立を含め、グループの再編を行いました。

　また、既に平成19年2月28日付「商号の変更及び本店所在地の変更に関するお知らせ」にて開示の通り、皆様の“ク

オリティ　オブ　ライフ”により一層貢献するべく、平成19年７月１日には当社社名を「株式会社LEOC」に変更する

予定であります。

 

(2）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 

(3）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 

新規案件受託に係る社内稟議体制の変更を含め、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・食材の統一化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、親子会社間の

双方向人材交流などを通じて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、新調理手法や栄養

管理などを含め、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の設置や前述の

グループ再編に応じた組織改編を進めており、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・研修の拡充も実施し、人材の育成を図っております。 

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や外部の病院再生ファンドとの連携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。
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(4）会社の対処すべき課題

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、当社グループとしては、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前述の通り当社グループ企業の再編を実行いたしました。 

(5）内部管理体制の整備・運用状況

当該事項につきましては、平成19年３月23日開示の「内部統制システムの基本方針の一部改定に関するお知らせ」

を提出しておりますので、そちらをご参照ください。 

(6）その他、会社の経営上重要な事項

該当事項はございません。 
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４．連結財務諸表
(1）連結貸借対照表

前連結会計年度
（平成18年３月31日）

当連結会計年度
（平成19年３月31日）

対前年比

区分
注記
番号

金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

増減
（千円）

（資産の部）

Ⅰ　流動資産         

１．現金及び預金 ※１  5,246,732   6,848,973   

２．受取手形及び売掛金 ※４  4,713,368   5,986,521   

３．たな卸資産   161,388   228,792   

４．繰延税金資産   521,735   382,873   

５．その他   345,431   1,482,254   

６．貸倒引当金   △43,617   △486,263   

流動資産合計   10,945,037 70.7  14,443,152 48.7 3,498,114

Ⅱ　固定資産         

１．有形固定資産         

(１)　建物 ※１ 467,113   4,268,777    

　減価償却累計額  336,603 130,509  1,090,731 3,178,046   

(２)　機械装置  6,379   －    

　減価償却累計額  6,011 368  － －   

(３)　土地 ※１  245,984   2,897,406   

(４)　その他  348,712   971,829    

　減価償却累計額  320,787 27,924  744,052 227,777   

有形固定資産合計   404,786 2.6  6,303,230 21.3 5,898,443

２．無形固定資産         

(１)　連結調整勘定   3,087,633   －   

(２)　のれん   －   5,470,788   

(３)　その他   125,664   236,644   

無形固定資産合計   3,213,297 20.8  5,707,432 19.2 2,494,135

３．投資その他の資産         

(１)　投資有価証券   226,908   355,216   

(２)　長期貸付金   65,172   331,429   

(３)　敷金保証金   －   1,521,141   

(４)　繰延税金資産   210,952   296,562   

(５)　その他   422,374   749,193   

(６)　貸倒引当金   △5,891   △58,234   

投資その他の資産合計   919,515 5.9  3,195,309 10.8 2,275,793

固定資産合計   4,537,600 29.3  15,205,972 51.3 10,668,372

資産合計   15,482,638 100.0  29,649,125 100.0 14,166,487
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前連結会計年度
（平成18年３月31日）

当連結会計年度
（平成19年３月31日）

対前年比

区分
注記
番号

金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

増減
（千円）

（負債の部）

Ⅰ　流動負債         

１．支払手形及び買掛金   2,054,140   2,357,970   

２．短期借入金 ※１  700,000   4,550,000   

３．一年内償還予定社債   100,000   1,335,000   

４．一年内返済予定長期借
入金

※１  734,100   2,196,858   

５．未払金   1,984,604   2,327,088   

６．未払費用   8,994   765,859   

７．未払法人税等   824,952   214,562   

８．賞与引当金   736,665   749,928   

９．入居金返金引当金   －   24,720   

10．前受金   －   1,828,599   

11．繰延税金負債    －   10,450   

12．その他   661,514   1,027,983   

流動負債合計   7,804,972 50.4  17,389,021 58.6 9,584,049

Ⅱ　固定負債         

１．社債   1,000,000   1,157,500   

２．長期借入金 ※１  3,604,875   4,309,895   

３．長期前受金   －   3,201,872   

４．繰延税金負債   －   483,214   

５．連結調整勘定   715   －   

６．その他   21,158   58,039   

固定負債合計   4,626,749 29.9  9,210,520 31.1 4,583,771

負債合計   12,431,721 80.3  26,599,542 89.7 14,167,821

（少数株主持分）         

少数株主持分   － 0.0  － － －

（資本の部）

Ⅰ　資本金 ※２  700,158 4.5  － － △700,158

Ⅱ　資本剰余金   354,327 2.3  － － △354,327

Ⅲ　利益剰余金   2,164,901 14.0  － － △2,164,901

Ⅳ　その他有価証券評価差額
金

  1,355 0.0  － － △1,355

Ⅴ　自己株式 ※３  △169,826 △1.1  － － 169,826

資本合計   3,050,916 19.7  － － △3,050,916

負債、少数株主持分及び
資本合計

  15,482,638 100.0  － － △15,482,638
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前連結会計年度
（平成18年３月31日）

当連結会計年度
（平成19年３月31日）

対前年比

区分
注記
番号

金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

増減
（千円）

（純資産の部）        

Ⅰ　株主資本         

１．資本金 ※２  － －  700,158 2.3 700,158

２．資本剰余金   － －  354,327 1.2 354,327

３．利益剰余金   － －  2,103,918 7.1 2,103,918

４．自己株式 ※３  － －  △187,043 △0.6 △187,043

　　株主資本合計   － －  2,971,360 10.0 2,971,360

Ⅱ　評価・換算差額等         

１．その他有価証券評価差
額金

  － －  △827 △0.0 △827

２．繰延ヘッジ損益   － －  △24 △0.0 △24

　　評価・換算差額等合計   － －  △851 △0.0 △851

Ⅲ　少数株主持分   － －  79,073 0.3 79,073

純資産合計   － －  3,049,582 10.3 3,049,582

負債純資産合計   － －  29,649,125 100.0 29,649,125
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(2）連結損益計算書

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）

当連結会計年度
（自　平成18年４月１日
至  平成19年３月31日）

対前年比

区分
注記
番号

金額（千円）
百分比
（％）

金額（千円）
百分比
（％）

増減
（千円）

Ⅰ　売上高   46,222,744 100.0  53,363,525 100.0 7,140,781

Ⅱ　売上原価   40,492,546 87.6  46,291,298 86.8 5,798,751

売上総利益   5,730,197 12.4  7,072,227 13.2 1,342,029

入居金返金引当金繰入額   － 0.0  24,720 0.0 24,720

差引売上総利益   5,730,197 12.4  7,047,507 13.2 1,317,309

Ⅲ　販売費及び一般管理費         

１．役員報酬  196,694   286,216    

２．給与手当  1,689,079   2,087,137    

３．賞与  299,832   279,633    

４．法定福利費  241,177   298,680    

５．連結調整勘定償却額  666,582   －    

６．のれん償却額  －   826,995    

７．その他  1,555,669 4,649,036 10.1 2,347,941 6,126,605 11.5 1,477,568

営業利益   1,081,161 2.3  920,902 1.7 △160,258

Ⅳ　営業外収益         

１．受取利息  1,807   8,482    

２．受取手数料  9,811   34,159    

３．協賛金収入  8,400   －    

４．賃貸料収入  15,290   14,842    

５．法人税等還付加算金  20,236   －    

６．その他  11,239 66,785 0.1 13,389 70,875 0.1 4,089

Ⅴ　営業外費用         

１．支払利息  96,624   192,180    

２．その他  25,341 121,966 0.2 26,002 218,182 0.4 96,215

経常利益   1,025,980 2.2  773,595 1.4 △252,385

Ⅵ　特別利益         

１．貸倒引当金戻入益  －   106,628    

２. 事業所閉鎖による収入  －   17,385    

３. その他  － － － 19,458 143,473 0.3 143,473

Ⅶ　特別損失         

１．前期損益修正損  8,360   11,446    

２．固定資産除売却損 ※１ 7,748   10,600    

３. 貸倒引当金繰入額  19,802   －    

４. 減損損失 ※２ 7,232   34,016    

５. 特別退職金  16,650   －    

６. その他  3,594 63,388 0.1 9,577 65,642 0.1 2,254

税金等調整前当期純利益   962,592 2.1  851,425 1.6 △111,166

法人税、住民税及び事業税  964,815   707,589    

過年度法人税等還付額  △261,572   △40,588    

法人税等調整額  △203,668 499,575 1.1 62,499 729,500 1.4 229,925

少数株主損益   7,733 0.0  △74,455 △0.1 △82,188

当期純利益   470,750 1.0  47,469 0.1 △423,281
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(3）連結剰余金計算書及び連結株主資本等変動計算書

連結剰余金計算書

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）

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   354,327

Ⅱ　資本剰余金期末残高   354,327

（利益剰余金の部）    

Ⅰ　利益剰余金期首残高   1,805,525

Ⅱ　利益剰余金増加高    

１．当期純利益  470,750 470,750

Ⅲ　利益剰余金減少高    

１．配当金  111,374 111,374

Ⅳ　利益剰余金期末残高   2,164,901
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連結株主資本等変動計算書

当連結会計年度（自　平成18年４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３月31日　残高（千円） 700,158 354,327 2,164,901 △169,826 3,049,560

連結会計年度中の変動額

剰余金の配当（注）   △108,453  △108,453

当期純利益   47,469  47,469

自己株式の取得    △17,217 △17,217

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）

－ － △60,983 △17,217 △78,200

平成19年３月31日　残高（千円） 700,158 354,327 2,103,918 △187,043 2,971,360

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

連結会計年度中の変動額

剰余金の配当（注）     △108,453

当期純利益     47,469

自己株式の取得     △17,217

株主資本以外の項目の連結会計
年度中の変動額（純額）

△2,183 △24 △2,207 79,073 76,866

連結会計年度中の変動額合計
（千円）

△2,183 △24 △2,207 79,073 △1,333

平成19年３月31日　残高（千円） △827 △24 △851 79,073 3,049,582

　（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）連結キャッシュ・フロー計算書

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）

当連結会計年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

区分
注記
番号

金額（千円） 金額（千円）

Ⅰ　営業活動によるキャッシュ・フロー：   

税金等調整前当期純利益 962,592 851,425

減価償却費 56,367 220,729

減損損失 7,232 34,016

連結調整勘定償却額 666,582 －

のれん償却額 － 826,995

貸倒引当金の増減額 7,117 △110,443

入居金返金引当金の増加額 － 24,720

受取利息及び受取配当金 △1,807 △8,482

支払利息 96,624 192,180

有形固定資産除売却損益 1,367 10,600

売上債権の増加額 △234,888 △202,720

たな卸資産の増加額 △15,035 △26,118

長期前払費用の増減額 5,785 △31,399

その他資産の増減額 △35,459 291,901

仕入債務の増加額 60,995 284,106

人件費債務の増加額 131,318 257,772

未払金及び預り金の増減額 6,675 △216,116

未払消費税等の増加額 51 141,486

前受金の減少額 － △120,919

その他負債の減少額 △909 △39,999

小計 1,714,609 2,379,734

利息及び配当金の受取額 2,207 9,062

利息の支払額 △98,058 △193,925

法人税等の支払額 △399,878 △1,598,246

法人税等の還付額 261,572 40,588

営業活動によるキャッシュ・フロー 1,480,453 637,212
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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）

当連結会計年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

区分
注記
番号

金額（千円） 金額（千円）

Ⅱ　投資活動によるキャッシュ・フロー：   

定期預金の預入による支出 － △100,000

定期預金の払戻による収入 － 400,000

有形固定資産の取得による支出 △8,534 △562,278

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 △4,400 △12,956

投資有価証券の取得による支出 △200,000 △60,000

投資有価証券の償還による収入 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 20,306 516

長期貸付けによる支出 △90,000 △7,300

長期貸付金の回収による収入 7,194 22,022

敷金保証金の拠出による支出 △28,458 △73,708

敷金保証金の返還による収入 15,588 6,174

投資活動によるその他の支出 △10,013 △188

投資活動によるその他の収入 936 804

投資活動によるキュッシュ・フロー △287,379 710,931

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 2,900,000 6,100,000

短期借入金の返済による支出 △2,500,000 △4,700,000

長期借入金の返済による支出 △734,100 △922,479

社債の償還による支出 △100,000 △207,500

自己株式の取得による支出 △150,833 △17,217

親会社による配当金の支払額 △110,985 △108,707

財務活動によるキャッシュ・フロー △695,919 144,096

Ⅳ　現金及び現金同等物の増減額 497,155 1,492,241

Ⅴ　現金及び現金同等物の期首残高 4,699,577 5,246,732

Ⅵ　新規設立子会社の連結に伴う現金及び同
等物の増加額

50,000 10,000

Ⅶ　現金及び現金同等物の期末残高  ※ 5,246,732 6,748,973
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連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項

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） 

当連結会計年度 
（自　平成18年４月１日 
至　平成19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。

㈱レオック北日本　　　㈱レオック東京

㈱レオック関東　　　　㈱レオック南関東

㈱レオック関西　　　　㈱レオック西日本

㈱レオックサービス　　㈱レオックフーズ

㈱レオック東海 　　　 ㈱レオック東北

㈱レオックヒューマンケア

　㈱レオック東北及び㈱レオックヒューマンケアについ

ては、当連結会計年度において新たに設立したため、連

結の範囲に含めております。

１．連結の範囲に関する事項

　子会社は14社であり、連結の範囲に含めております。

㈱レオック北日本　　　㈱レオック東京

㈱レオック関東　　　　㈱レオック南関東

㈱レオック関西　　　　㈱レオック西日本

㈱レオックサービス　　㈱レオックフーズ

㈱レオック東海 　　　 ㈱レオック東北

㈱レオックヒューマンケア ㈱レオックオペレーション

㈱ライフコミューン　㈱ライフコミューンパートナー

　㈱レオックオペレーション及び㈱ライフコミューン

パートナーについては、当連結会計年度において新たに

設立したため、連結の範囲に含めております。

　㈱ライフコミューンについては、　当連結会計年度に

おいて同社株式を50.1％取得したため、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。

２．持分法の適用に関する事項

　　　　　　　　　　同左

３．連結子会社の事業年度等に関する事項

　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。

３．連結子会社の事業年度等に関する事項

　　　　　　　　　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

イ　有価証券

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

その他有価証券

時価のあるもの

連結会計年度末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

連結会計年度末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

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。  

ロ　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

ロ　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
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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） 

当連結会計年度 
（自　平成18年４月１日 
至　平成19年３月31日） 

(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

　ただし、平成10年４月１日以降取得した建物

（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、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。

(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

 

　なお、主な耐用年数は以下のとおりでありま

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

建物　　　３～50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エアについては、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

 

ハ　長期前払費用

定額法

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

　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。 

(3）重要な引当金の計上基準

イ　貸倒引当金

　　　　　　　同左

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

込額のうち当連結会計年度の負担額を計上しており

ます。

ロ　賞与引当金

　　　　　　　同左

ハ　　　　　　 ―――――

 

ハ　入居金返金引当金

入居後、所定期間内の解約に伴う入居金収益の返

金に備えるため、過去の実績を基礎として計上して

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
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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） 

当連結会計年度 
（自　平成18年４月１日 
至　平成19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

　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。

(5）重要なヘッジ会計の処理方法

イ　ヘッジ会計の方法

　　　　　　　同左

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…借入金の利息

ロ　ヘッジ手段とヘッジ対象

　　　　　　　同左

 

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。

ハ　ヘッジ方針

　　　　　　　同左

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判断を省略しており

ます。

ニ　ヘッジ有効性評価の方法

　　　　　　　同左

(6）その他連結財務諸表作成のための重要な事項

イ　消費税等の会計処理

税抜方式によっております。

 

 ハ　　　　　―――――

(6）その他連結財務諸表作成のための重要な事項

イ　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

資産の「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。

ハ　連結納税制度の適用

当連結会計年度から連結納税制度を採用してお

ります。

５．連結子会社の資産及び負債の評価に関する事項

　連結子会社の資産及び負債の評価については、全面時

価評価法を採用しております。

５．連結子会社の資産及び負債の評価に関する事項

　　　　　　　　　同左

６．連結調整勘定の償却に関する事項

　連結調整勘定の償却については、５年間または10年間

の均等償却を行っております。

―――――

――――― ７．のれんの償却に関する事項

　のれんの償却については、５年間または10年間の定額

法により償却を行っております。

８．利益処分項目等の取扱いに関する事項

　連結剰余金計算書は、連結会社の利益処分について連

結会計年度中に確定した利益処分に基づいて作成してお

ります。

―――――

９．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。

９．連結キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲

　　　　　　　　　同左
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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

前連結会計年度
（自　平成17年 4月 1日
至　平成18年 3月31日）

当連結会計年度
（自　平成18年 4月 1日
至　平成19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）

当連結会計年度より「貸借対照表の純資産の部の表示

に関する会計基準」（企業会計基準委員会　平成17年12

月９日　企業会計基準第５号）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

計基準委員会　平成17年12月９日企業会計基準適用指針

第８号）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、2,970,533千

円であります。 

なお、当連結会計年度における連結貸借対照表の純資

産の部については、連結財務諸表規則の改正に伴い、改

正後の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

前連結会計年度
（自　平成17年 4月 1日
至　平成18年 3月31日）

当連結会計年度
（自　平成18年 4月 1日
至　平成19年 3月31日）

――――― （連結貸借対照表）

１．前連結会計年度まで区分掲記しておりました「機械装

置」（当連結会計年度末の残高は348千円）は、資産の

総額の100分の１以下となったため、有形固定資産の「そ

の他」に含めて表示することにしました。 

２．前連結会計年度において、「営業権」として掲記され

ていたものは、当連結会計年度から「のれん」と表示し

ております。

また、「連結調整勘定」として掲記されていたものは、

「のれん」と表示しております。

３．前連結会計年度まで投資その他の資産の「その他」に

含めて表示しておりました「敷金保証金」は、当連結会

計年度において、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、前連結会計年度の「敷金保証金」は314,449千

円であります。

４．前連結会計年度まで流動負債の「その他」に含めて表

示しておりました「前受金」は、当連結会計年度におい

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、前連結会計年度の「前受金」は16,787千円であ

ります。

―――――  （連結損益計算書）

１．前連結会計年度において、「連結調整勘定償却額」と

して掲記されていたものは、当連結会計年度から「のれ

ん償却額」と表示しております。

―――――

 

 （連結キャッシュ・フロー計算書）

１．前連結会計年度において「連結調整勘定償却額」とし

て掲記されていたものは、当連結会計年度から「のれん

償却額」と表示しております。

２．営業活動によるキャッシュ・フローの「前受金の減少

額」は、前連結会計年度は「その他負債の減少額」に含

めて表示しておりましたが、金額的重要性が増したため

区分掲記しております。

なお、前連結会計年度の「その他負債の減少額」に含

まれている「前受金の減少額」は3,425千円であります。
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注記事項

（連結貸借対照表関係）

前連結会計年度
（平成18年３月31日）

当連結会計年度
（平成19年３月31日）

※１　　　　　　　　――――― ※１　担保に供している資産 

現金及び預金 500,000千円 

建物 2,249,350 

土地 2,163,000 

計 4,912,350 

 （上記に対応する債務）

短期借入金 1,100,000千円 

一年内に返済予定長期借入金 360,000 

長期借入金 2,445,000 

計 3,905,000 

※２．当社の発行済株式総数は、普通株式13,979,664株で

あります。

※２．当社の発行済株式総数は、普通株式13,979,664株で

あります。

※３．連結会社が保有する自己株式の数は、普通株式

423,026株であります。

※３．連結会社が保有する自己株式の数は、普通株式

468,426株であります。

※４．　　　　　　　 ――――― ※４．連結会計年度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、

当連結会計年度の末日は金融機関の休日であったため、

次の連結会計年度末日満期手形が連結会計年度末残高

に含まれております。

受取手形　　　　　5,705千円
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（連結損益計算書関係）

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）

当連結会計年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

 ※１．固定資産除売却損の内容は次のとおりであります。

　 （1）固定資産除却損

そ　の　他 7,748千円

 ※１．固定資産除売却損の内容は次のとおりであります。

　 （1）固定資産除却損

建物 5,682千円

その他 4,917千円 

計 10,600千円 

※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 北海道帯広市他

※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 京都府京田辺市

事業用資産 大阪市中央区 

事業用資産 熊本県熊本市他

 　 (2) 減損損失の金額

そ　の　他 7,232千円

 　 (2) 減損損失の金額

建　　　物 15,597千円

そ　の　他 18,418千円 

計 34,016千円 

(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。

(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

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。

(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

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%で割引いて算定しております。

(5) 回収可能価額の算定方法

同左 
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（連結株主資本等変動計算書関係）

当連結会計年度（自平成18年４月１日　至平成19年３月31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）

当連結会計年度
増加株式数
（千株）

当連結会計年度
減少株式数
（千株）

当連結会計年度末
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 423 45 － 468

合計 423 45 － 468

 （注）普通株式の自己株式の株式数の増加45千株は、取締役会決議による自己株式の取得による増加であります。

２．配当に関する事項

(1）配当金支払額

（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30日

(2）基準日が当期に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌期となるもの

（決議）
株式の種類

配当金の総額
（千円）

配当の原資
１株当たり
配当額
（円）

基準日 効力発生日

平成19年６月29日

定時株主総会
普通株式 108,089 利益剰余金 8 平成19年３月31日 平成19年６月30日
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（連結キャッシュ・フロー計算書関係）

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）

当連結会計年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

※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

※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） （平成19年３月31日現在）

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

現金及び預金勘定 6,848,973千円

預入期間が３ヶ月を超える定期

預金
△100,000千円 

現金及び現金同等物 6,748,973千円

※２．　　　　　　　――――― ※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 
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（リース取引関係）

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）

当連結会計年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19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

(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）

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

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」

1,204,383 608,906 65,427 530,049

無形固定
資産「そ
の他」

46,095 27,994 － 18,100

計 1,250,478 636,901 65,427 548,149

(2）未経過リース料期末残高相当額等 (2）未経過リース料期末残高相当額等

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

 

１年内 222,707千円

１年超 384,093千円

合計 606,801千円

リース資産減損勘定の残高 48,597千円

 

(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

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

支払リース料 183,689千円

リース資産減損勘定の取崩額 15,622千円

減価償却費相当額 158,472千円

支払利息相当額 11,027千円

減損損失 8,750千円

(4）減価償却費相当額の算定方法 (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。

同　　左

(5）利息相当額の算定方法 (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。

同　　左

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 1,848千円

合計 5,304千円

２.オペレーティング・リース取引

未経過リース料   

１年内 1,890,974千円

１年超 18,045,766千円

合計 19,936,741千円
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（有価証券関係）

有価証券

１．その他有価証券で時価のあるもの

種類

前連結会計年度（平成18年３月31日） 当連結会計年度（平成19年３月31日）

取得原価
（千円）

連結貸借対照
表計上額

（千円）
差額（千円）

取得原価
（千円）

連結貸借対照
表計上額

（千円）
差額（千円）

連結貸借対照表計

上額が取得原価を

超えるもの

(1）株式 14,633 16,908 2,274 － － －

(2）債券       

①　国債・地方債等 － － － － － －

②　社債 － － － － － －

③　その他 － － － － － －

(3）その他 － － － － － －

小計 14,633 16,908 2,274 － － －

連結貸借対照表計

上額が取得原価を

超えないもの

(1）株式 － － － 14,633 13,245 △1,388

(2）債券       

①　国債・地方債等 － － － － － －

②　社債 － － － － － －

③　その他 － － － － － －

(3）その他 － － － － － －

小計 － － － 14,633 13,245 △1,388

合計 14,633 16,908 2,274 14,633 13,245 △1,388

２．前連結会計年度及び当連結会計年度中に売却したその他有価証券

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）

当連結会計年度
（自平成18年４月１日　至平成19年３月31日）

売却額（千円）
売却益の合計額

（千円）
売却損の合計額

（千円）
売却額（千円）

売却益の合計額
（千円）

売却損の合計額
（千円）

－ － － － － －

３．時価のない主な有価証券の内容

前連結会計年度（平成18年３月31日） 当連結会計年度（平成19年３月31日）

連結貸借対照表計上額（千円） 連結貸借対照表計上額（千円）

その他有価証券

非上場株式 210,000 180,000

投資事業有限責任組合等 － 161,971
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４．その他有価証券のうち満期があるもの及び満期保有目的の債券の今後の償還予定額

前連結会計年度（平成18年３月31日） 当連結会計年度（平成19年３月31日）

１年以内
（千円）

１年超
５年以内
（千円）

５年超
10年以内
（千円）

10年超
（千円）

１年以内
（千円）

１年超
５年以内
（千円）

５年超
10年以内
（千円）

10年超
（千円）

１．債券

(1）国債・地方債等 － － － － － － － －

(2）社債 － － － － － － － －

(3）その他 － － － － － － － －

２．その他 － － － － － － － －

合計 － － － － － － － －

（デリバティブ取引関係）

１．取引の状況に関する事項

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）

当連結会計年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

(1）取引の内容及び利用目的等 (1）取引の内容及び利用目的等

当社は、将来金利の変動によるリスク回避を目的とし

て、金利スワップ取引を行っております。 

同左

(2）取引に対する取組方針 (2）取引に対する取組方針

当該金利スワップ取引は、上記のようにリスク回避が

目的であり、投機的な取引は行わない方針であります。

同左

(3）取引に係るリスクの内容 (3）取引に係るリスクの内容

当該金利スワップ取引は、市場金利水準の変動による

リスクを有しております。

同左

(4）取引に係るリスク管理体制 (4）取引に係るリスク管理体制

デリバティブ取引の執行・管理については、重要な金

融取引として社内ルールに従い、資金担当部門が取締役

会の承認を得て行っております。  

同左

２．取引の時価等に関する事項

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。

当連結会計年度末（平成19年３月31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 △1,227 △170

（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。

（退職給付関係） 

該当事項はありません。
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（ストック・オプション等関係）

当連結会計年度（自平成18年４月１日　至平成19年３月31日）

１．ストック・オプションの内容、規模及びその変動状況

(1）ストック・オプションの内容

平成14年
ストック・オプション

付与対象者の区分及び数
取締役　　１名

従業員　 324名

ストック・オプション数 普通株式　486,000株

付与日 平成14年７月１日

権利確定条件 特に付されておりません。

対象勤務期間 定めておりません。

権利行使期間
平成16年６月28日から

平成21年６月27日まで 

(2）ストック・オプションの規模及びその変動状況

　当連結会計年度において存在したストック・オプションを対象とし、ストック・オプションの数について

は、株式数に換算して記載しております。

①　ストック・オプションの数

平成14年
ストック・オプション

権利確定前　　　　　　（株）  

前連結会計年度末 －

付与 －

失効 －

権利確定 －

未確定残 －

権利確定後　　　　　　（株）  

前連結会計年度末 331,000

権利確定 －

権利行使 －

失効 29,000

未行使残 302,000
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②　単価情報

平成14年
ストック・オプション

権利行使価格　　　　　　（円） 794

行使時平均株価　　　　　（円） －

公正な評価単価（付与日）（円） －

（企業結合等関係） 

該当事項はありません。
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（税効果会計関係）

前連結会計年度
（平成18年３月31日）

当連結会計年度
（平成19年３月31日）

１．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の

内訳

１．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の

内訳

（単位：千円）

繰延税金資産（流動）

賞与引当金損金算入限度超過額 307,031

未払事業税等 69,624

貸倒引当金損金算入限度超過額 18,188

繰越欠損金 42,509

固定資産有税評価損 107,745

減損損失 36,182

その他 1,826

小計 583,107

評価性引当額 △61,372

繰延税金資産（流動）合計 521,735

繰延税金資産（固定）

貸倒引当金損金算入限度超過額 2,373

減損損失 5,938

連結納税適用に伴う営業権時価
評価益

193,114

減価償却費超過額 9,430

その他 96

繰延税金資産（固定）合計 210,952

繰延税金負債（固定）

その他有価証券評価差額金 △919

繰延税金負債（固定）合計 △919

 （注）平成19年3月期より連結納税制度を適用する予

定であります。

（単位：千円）

繰延税金資産（流動）

賞与引当金損金算入限度超過額 312,624

未払事業税等 51,600

貸倒引当金損金算入限度超過額 29,802

繰越欠損金 30,794

入居金返金引当金損金算入限度
超過額

10,059

減損損失 35,898

その他 10,780

小計 481,560

評価性引当額 △98,687

繰延税金資産（流動）合計 382,873

繰延税金資産（固定）

貸倒引当金損金算入限度超過額 18,784

減損損失 10,834

連結納税適用に伴う営業権時価
評価益

162,221

減価償却費超過額 17,119

固定資産有税評価損 86,062

繰越欠損金 194,691

その他 2,496

小計 492,210

評価性引当額 △195,648

繰延税金資産（固定）合計 296,562

繰延税金資産合計 679,435

繰延税金負債（流動）

未払事業税等 △10,450

繰延税金負債（固定）

土地再評価差額金 △483,214

繰延税金負債合計 △493,664

 （注）平成19年3月期より連結納税制度を適用してお

ります。

２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率

との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因と

なった主要な項目別の内訳

２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率

との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因と

なった主要な項目別の内訳

（単位：％）

法定実効税率 40.4

（調整）

交際費等永久に損金に算入されない
項目

2.0

評価性引当額 0.1

連結調整勘定償却額 28.0

住民税均等割額 6.7

還付税額 △27.2

その他 1.9

税効果会計適用後の法人税等の負担率 51.9

（単位：％）

法定実効税率 40.4

（調整）

交際費等永久に損金に算入されない
項目

3.5

評価性引当額 △1.3

のれん償却額 39.2

住民税均等割額等 13.7

還付税額 △8.7

その他 △1.1

税効果会計適用後の法人税等の負担率 85.7
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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、営業利益及び資産の金額は、全セグメントの売上高合計、営業利益及び全セグメン

ト資産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。

当連結会計年度（自平成18年４月１日　至平成19年３月31日）

 
 

給食事業
（千円）

介護サービス
事業

（千円）

計
（千円）

消去又は全社
（千円）

連結
（千円）

Ⅰ　売上高及び営業損益

売上高

(1）外部顧客に対する売上

高
46,982,850 6,380,674 53,363,525 － 53,363,525

(2）セグメント間の内部売

上高又は振替高
7,196,370 － 7,196,370 (7,196,370) －

計 54,179,221 6,380,674 60,559,895 (7,196,370) 53,363,525

営業費用 52,234,521 6,443,980 58,678,501 (6,235,877) 52,442,623

営業利益又は営業損失

（△）
1,944,700 △63,305 1,881,395 (960,492) 920,902

Ⅱ　資産、減価償却費及び資

本的支出

資産 29,595,986 17,222,810 46,818,797 (17,169,672) 29,649,125

減価償却費 47,826 173,061 220,888 (159) 220,729

資本的支出 30,425 547,513 577,938 (2,703) 575,235

　（注）１．事業区分の方法

 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．各区分に属する主要な製品

事業区分 主要製品

給食事業 医療機関・社会福祉施設等及び企業等の給食受託事業等

介護サービス事業 有料老人ホーム等の運営事業等

３．減価償却費には長期前払費用に係る償却額が含まれております。

ｂ．所在地別セグメント情報

　前連結会計年度及び当連結会計年度において、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

　前連結会計年度及び当連結会計年度において、海外売上高がないため、該当事項はありません。
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（関連当事者との取引）

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）

役員及び個人主要株主等

属性
会社等の名
称

住所
資本金又
は出資金
(百万円)

事業の内
容又は職
業

議決権等の
所有（被所
有）割合
（％）

関係内容

取引の内容
取引金額
(千円)

科目
期末残高
(千円)

役員の兼
任等
（人）

事業上の
関係

 役員 小野寺眞悟 　　　－ －

当社代表

取締役会

長、㈱メ

ディカル

オペレー

ション代

表取締役

(被所有)

　直接

2.9

－ 　　－
出向料等の

立替
12,247 未収入金 1,408

(注)　出向料等は㈱レオックジャパンの給与等の実費精算です。

属性
会社等の名
称

住所
資本金又
は出資金
(百万円)

事業の内
容又は職
業

議決権等の
所有（被所
有）割合
（％）

関係内容

取引の内容
取引金額
(千円)

科目
期末残高
(千円)

役員の兼
任等
（人）

事業上の
関係

 役員 小野寺裕司 　　　－ －

当社代表

取締役社

長、㈱横

浜フリエ

スポーツ

クラブ取

締役副社

長

(被所有)

　直接

17.2

－ 　　－
広告宣伝費

用
61,671 前払費用 84,545

(注)　１．取引金額に消費税等は含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。

 　　 ２．取引条件及び取引条件の決定方針等

            媒体等の実勢価格を参考に決定しております。

当連結会計年度（自平成18年４月１日　至平成19年３月31日）

役員及び個人主要株主等

属性
会社等の名
称

住所
資本金又
は出資金
(千円)

事業の内
容又は職
業

議決権等の
所有（被所
有）割合
（％）

関係内容

取引の内容
取引金額
(千円)

科目
期末残高
(千円)

役員の兼
任等
（人）

事業上の
関係

役員及びそ
の近親者が
議決権の過
半数を所有
している会
社等

㈱メディカ
ルオペレー
ション

札幌市
中央区

20,000

病院経営

コンサル

タント業

(被所有)

　間接

2.9

3 　　－
出向料等の

立替(注)２
10,890 － －

役員及びそ
の近親者が
議決権の過
半数を所有
している会
社等

㈱横浜フリ
エスポーツ
クラブ

横浜市
戸塚区

228,640

スポーツ

クラブの

運営

(被所有)

　直接

17.2

1 　　－
広告宣伝費

用(注)２
119,519 前払費用 105,000

(注)　１．取引金額に消費税等は含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。

 　　 ２．取引条件及び取引条件の決定方針等

           ・出向料は㈱レオックジャパンの給与等の実費精算あります。

           ・広告宣伝費は媒体等の実勢価格を参考に決定しております。
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（１株当たり情報）

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）

当連結会計年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

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。

１株当たり純資産額  219円85銭

１株当たり当期純利益   3円51銭

　なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額に

ついては、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。

前連結会計年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

当連結会計年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

当期純利益（千円） 470,750 47,469

普通株主に帰属しない金額（千円） － －

普通株式に係る当期純利益（千円） 470,750 47,469

期中平均株式数（千株） 13,747 13,534

希薄化効果を有しないため潜在株式調整後１

株当たり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

目的となる数331個）。

新株予約権１種類（新株予約権の

目的となる数302個）。
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（重要な後発事象）

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）

当連結会計年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

────── （子会社の株式移転による中間持株会社設立について）

１．子会社の株式移転による中間持株会社設立の目的

当社グループの給食受託事業が、医療制度・介護保険

制度の改正に伴い、顧客からの受託単価の値下げ要求が

厳しい環境下において、有料老人ホーム顧客からの受託

に同業他社との差別化を見出している一方、当社グルー

プは株式会社ライフコミューンの連結子会社化を通じ介

護事業への進出を果たすなど、経営の多角化を推進して

まいりました。

斯様な状況下、有料老人ホーム施設向け給食受託事業

と介護事業自体の運営主体の分離をより明確化する必要

性があるとの認識に立つと共に、今後ますます給食業界

再編の加速が予想される中、当社グループの給食受託事

業は事業規模の拡大を通じた収益性の向上を狙いとして、

将来的には同業他社との資本提携を含む外部リソースの

導入をより機動的に行える基盤を予め整備するため、給

食事業を対象として中間持株会社制を導入し、より統括

的な事業運営を図ることといたしました。

中間持株会社においては、給食事業に関する意思決定

の迅速化と経営資源の効率的配分や外部リソース導入を

より機動的に行える基盤を整備することにより、給食事

業価値の早期向上を図ってまいります。一方で、財務、

事業多角化・M&Aを含む経営企画、総務、コーポレート

ブランディング並びに内部統制等につきましては、当社

が純粋持株会社として一括管理することにより、給食事

業及び介護を含む給食外事業から構成されるグループ全

体の事業価値の向上を目指してまいります。  

２．株式移転の条件等

(1) 株式移転の日程 

平成19年２月28日(水) 株式移転決議承認取締役会

（当社） 

平成19年３月１日(木) レオック北日本等11社の株式

移転計画書承認取締役会 

平成19年３月16日(金) レオック北日本等11社の株式

移転計画書承認株主総会 

平成19年４月２日(月) 株式移転期日 

平成19年４月２日(月) 中間持株会社「株式会社レ

オックジャパン」設立登記日

（なお、新株券は交付いたし

ません。） 
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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）

当連結会計年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

(2) 株式移転比率 

株式移転比率は平成18年12月31日を基準日とする簿価

純資産方式により、株式会社レオック北日本の株式１株

に対して中間持株会社の株式1株、株式会社レオック東

北の株式１株に対して中間持株会社の株式128株、株式

会社レオック関東の株式１株に対して中間持株会社の株

式23株、株式会社レオック東京の株式１株に対して中間

持株会社の株式30株、株式会社レオック南関東の株式１

株に対して中間持株会社の株式344株、株式会社レオッ

ク関西の株式１株に対して中間持株会社の株式58株、株

式会社レオック西日本の株式１株に対して中間持株会社

の株式2,131株、株式会社レオックサービスの株式１株

に対して中間持株会社の株式7株、株式会社レオックフー

ズの株式１株に対して中間持株会社の株式26株、株式会

社レオックヒューマンケアの株式１株に対して中間持株

会社の株式218株、株式会社レオックオペレーションの

株式１株に対して中間持株会社の株式223株の割合をもっ

て割当て交付いたします。 

３．株式会社レオックジャパン（中間持株会社）の概要 

商号 株式会社レオックジャパン 

事業内容 株式または持分の保有による

給食事業グループ全体（給食

受託、給食関連、医療周辺並

びに事務受託）の事業活動の

支配・管理 

本店所在地 東京都渋谷区東三丁目16番3号

取締役及び監査役 代表取締役会長 小野寺　裕司

（当社代表取締役社長）

代表取締役社長 福村　景樹

（当社取締役兼副社長執行役

員） 

取締役副社長 義浦　厚（当社

常務執行役員） 

監査役 安田　誠（当社監査

役）

資本金 100,000千円 

発行予定株式数 45,572,684株 

純資産 4,945,414千円（予定） 

総資産 4,945,414千円（予定） 

単元株制度採用の有無 無

決算期 ３月31日 

株式移転による業績へ

の影響・見通し 

当中間持株会社並びに株式移

転の当事会社が全て当社100％

子会社でもあり、当社の連結

業績に与える影響は軽微であ

ります。
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５．個別財務諸表
(1）貸借対照表

前事業年度
（平成18年３月31日）

当事業年度
（平成19年３月31日）

対前年比

区分
注記
番号

金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

増減
（千円）

（資産の部）

Ⅰ　流動資産

１．現金及び預金  4,045,857   1,687,424   

２．関係会社売掛金  129,975   88,632   

３．未収入金  163,065   169,226   

４．関係会社未収入金  50,372   305,672   

５．前払費用  97,932   118,873   

６．繰延税金資産  29,803   －   

７．関係会社短期貸付金  102,412   8,504   

８．未収還付税金等  －   261,331   

９．その他  52,405   21,024   

流動資産合計  4,671,823 31.9  2,660,690 18.2 △2,011,133

Ⅱ　固定資産

１. 有形固定資産

(１) 建物 1,075   1,075    

 減価償却累計額 414 661  534 540   

(２) 車両運搬具 4,570   －    

 減価償却累計額 2,804 1,765  － －   

(３) 工具器具備品 2,732   7,137    

 減価償却累計額 1,517 1,215  3,517 3,619   

有形固定資産合計  3,642 0.0  4,160 0.0 518

２. 無形固定資産

(１) 商標権  11,832   10,289   

(２) ソフトウェア  52,459   35,747   

無形固定資産合計  64,292 0.5  46,036 0.3 △18,256

３. 投資その他の資産

(１) 投資有価証券  226,908   83,245   

(２) 関係会社株式 ※４  9,534,933   11,710,768   

(３) 関係会社長期貸付金   60,000   60,000   

(４) 長期前払費用  19,517   14,123   

(５) 繰延税金資産  －   577   

(６) その他  68,090   73,470   

投資その他の資産合計  9,909,448 67.6  11,942,184 81.5 2,032,735

固定資産合計  9,977,383 68.1  11,992,381 81.8 2,014,998

資産合計  14,649,207 100.0  14,653,072 100.0 3,864
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前事業年度
（平成18年３月31日）

当事業年度
（平成19年３月31日）

対前年比

区分
注記
番号

金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

増減
（千円）

（負債の部）

Ⅰ　流動負債

１．短期借入金  700,000   2,100,000   

２．関係会社短期借入金  4,147,827   3,552,783   

３．一年内償還予定社債  100,000   1,000,000   

４．一年内返済予定長期借
入金

 734,100   1,794,750   

５．未払金  53,636   54,437   

６．関係会社未払金  220,029   220,368   

７．未払費用  8,933   7,917   

８．未払法人税等  329,393   －   

９．未払消費税等  25,095   －   

10．繰延税金負債  －   10,450   

11．預り金  19,557   17,584   

12．賞与引当金  12,226   1,749   

13．その他  2,624   －   

流動負債合計  6,353,424 43.4  8,760,040 59.8 2,406,616

Ⅱ　固定負債

１．社債  1,000,000   －   

２．長期借入金  3,604,875   1,822,800   

３．繰延税金負債  919   －   

４．その他  705   40   

固定負債合計  4,606,499 31.4  1,822,840 12.4 △2,783,659

負債合計  10,959,924 74.8  10,582,881 72.2 △377,042
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前事業年度
（平成18年３月31日）

当事業年度
（平成19年３月31日）

対前年比

区分
注記
番号

金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

増減
（千円）

（資本の部）

Ⅰ　資本金 ※１  700,000 4.8  － － △700,000

Ⅱ　資本剰余金

１．資本準備金 175,000   －    

２．その他資本剰余金        

(1) 資本金及び資本準備金
減少差益

1,938,803   －    

資本剰余金合計  2,113,803 14.4  － － △2,113,803

Ⅲ　利益剰余金

１．任意積立金        

(1) 別途積立金 －   －    

２．当期未処分利益 1,042,846   －    

利益剰余金合計  1,042,846 7.1  － － △1,042,846

Ⅳ　その他有価証券評価差額
金

※３  1,355 0.0  － － △1,355

Ⅴ　自己株式 ※２  △168,722 △1.1  － － 168,722

資本合計  3,689,283 25.2  － － △3,689,283

負債・資本合計  14,649,207 100.0  － － △14,649,207
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前事業年度
（平成18年３月31日）

当事業年度
（平成19年３月31日）

対前年比

区分
注記
番号

金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

増減
（千円）

（純資産の部）         

Ⅰ　株主資本         

１．資本金   － －  700,000 4.8 700,000

２．資本剰余金         

(1）資本準備金  －   175,000    

(2）その他資本剰余金  －   1,938,803    

資本剰余金合計   － －  2,113,803 14.4 2,113,803

３．利益剰余金         

(1）その他利益剰余金         

繰越利益剰余金  －   1,443,178    

利益剰余金合計   － －  1,443,178 9.9 1,443,178

４．自己株式   － －  △185,939 △1.3 △185,939

株主資本合計   － －  4,071,042 27.8 4,071,042

Ⅱ　評価・換算差額等         

１．その他有価証券評価差
額金

  － －  △827 △0.0 △827

２．繰延ヘッジ損益   － －  △24 △0.0 △24

評価・換算差額等合計   － －  △851 △0.0 △851

純資産合計   － －  4,070,190 27.8 4,070,190

負債純資産合計   － －  14,653,072 100.0 14,653,072
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(2）損益計算書

前事業年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

当事業年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

対前年比

区分
注記
番号

金額（千円）
百分比
（％）

金額（千円）
百分比
（％）

増減
（千円）

Ⅰ　売上高 ※１  1,535,241 100.0  1,775,586 100.0 240,345

売上総利益  1,535,241 100.0  1,775,586 100.0 240,345

Ⅱ　販売費及び一般管理費

１．役員報酬 47,227   73,119    

２．給与手当 192,203   88,261    

３．賞与 25,015   1,206    

４．法定福利費 25,600   11,878    

５．広告宣伝費 74,286   162,216    

６．旅費交通費 38,130   26,450    

７．顧問報酬 62,421   73,610    

８．減価償却費 30,479   26,532    

９．支払手数料 95,475   164,607    

10．その他 176,444 767,284 50.0 166,852 794,735 44.8 27,451

営業利益  767,956 50.0  980,851 55.2 212,895

Ⅲ　営業外収益

１．受取利息 531   493    

２．関係会社受取利息 1,037   1,495    

３．受取手数料 ※１ 18,318   41,108    

４．法人税等還付加算金 4,455   －    

５．その他 718 25,061 1.6 5,779 48,876 2.8 23,815

Ⅳ　営業外費用

１．支払利息 96,624   93,415    

２．関係会社支払利息 31   2,502    

３．その他 15,630 112,286 7.3 10,366 106,283 6.0 △6,002

経常利益  680,731 44.3  923,444 52.0 242,712

Ⅴ　特別損失

１．関係会社株式評価損 － － － 439,480 439,480 24.7 439,480

税引前当期純利益  680,731 44.3  483,964 27.3 △196,767

法人税、住民税及び事
業税

324,481   △43,441    

過年度法人税等還付額 △261,572   △21,633    

法人税等調整額 △20,707 42,201 2.7 40,253 △24,820 1.4 △67,022

当期純利益  638,530 41.6  508,785 28.7 △129,745

前期繰越利益  404,316   －  －

当期未処分利益  1,042,846   －  －

－ 41 －



(3）利益処分計算書及び株主資本等変動計算書

利益処分計算書

前事業年度
株主総会承認日

（平成18年６月29日）

区分
注記
番号

金額（千円）

Ⅰ　当期未処分利益   1,042,846

Ⅱ　任意積立金取崩額    

１．別途積立金取崩額  － －

合計   1,042,846

Ⅲ　利益処分額    

１．配当金  108,453 108,453

Ⅳ　次期繰越利益   934,393
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株主資本等変動計算書

当事業年度（自　平成18年４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
資本準備金

その他
資本剰余金

資本剰余金
合計

その他
利益剰余金

利益剰余金
合計

繰越利益
剰余金

平成18年３月31日　残高
（千円）

700,000 175,000 1,938,803 2,113,803 1,042,846 1,042,846 △168,722 3,687,927

事業年度中の変動額

剰余金の配当（注）     △108,453 △108,453  △108,453

当期純利益     508,785 508,785  508,785

自己株式の取得       △17,217 △17,217

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）

－ － － － 400,331 400,331 △17,217 383,114

平成19年３月31日　残高
（千円）

700,000 175,000 1,938,803 2,113,803 1,443,178 1,443,178 △185,939 4,071,042

評価・換算差額等

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 3,689,283

事業年度中の変動額

剰余金の配当（注）    △108,453

当期純利益    508,785

自己株式の取得    △17,217

株主資本以外の項目の事業年
度中の変動額（純額）

△2,183 △24 △2,207 △2,207

事業年度中の変動額合計
（千円）

△2,183 △24 △2,207 380,907

平成19年３月31日　残高
（千円）

△827 △24 △851 4,070,190

　（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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重要な会計方針

項目
前事業年度

（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

当事業年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

１．有価証券の評価基準及び評

価方法

(1）子会社株式及び関連会社株式

移動平均法による原価法

(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

(1）子会社株式及び関連会社株式

同左

(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

同左

２．固定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日以降取

得した建物（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、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。

(1）有形固定資産

同左

 

 

　なお、主な耐用年数は以下のとお

りであります。

　なお、主な耐用年数は以下のとお

りであります。

建物　　　　　３～13年

車両運搬具　　２年

工具器具備品　２～４年

建物　　　　　13年

工具器具備品　２～８年

 

(2）無形固定資産

定額法

　なお、自社利用のソフトウエアに

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。

(2）無形固定資産

同左

３．引当金の計上基準 (1）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。

(1）貸倒引当金

同左

(2）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期の負担額

を計上しております。

(2）賞与引当金

同左

４．リース取引の処理方法 　リース物件の所有権が借主に移転す

ると認められるもの以外のファイナン

ス・リース取引については、通常の賃

貸借取引に係る方法に準じた会計処理

によっております。

同左
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項目
前事業年度

（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

当事業年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

５．ヘッジ会計の方法 (1）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。

(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

ヘッジ対象…借入金の利息

(2）ヘッジ手段とヘッジ対象

同左

(3）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。

(3）ヘッジ方針

同左

(4）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。

(4）ヘッジ有効性評価の方法

同左

６．その他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方法

　税抜方式によっております。

(1) 消費税等の会計処理方法

同左

  

 

(2) 連結納税制度の適用 

当事業年度から連結納税制度を適用

しております。

会計処理方法の変更

前事業年度
（自　平成17年 4月１日
至　平成18年 3月31日）

当事業年度
（自　平成18年 4月１日
至　平成19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）

当事業年度より「貸借対照表の純資産の部の表示に関

する会計基準」（企業会計基準委員会　平成17年12月９

日　企業会計基準第５号）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

準委員会　平成17年12月９日企業会計基準適用指針第８

号）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、4,070,214千

円であります。 

なお、当事業年度における貸借対照表の純資産の部に

ついては、財務諸表等規則の改正に伴い、改正後の財務

諸表等規則により作成しております。 
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注記事項

（貸借対照表関係）

前事業年度
（平成18年３月31日）

当事業年度
（平成19年３月31日）

※１．授権株式数等 ※１．授権株式数等

会社が発行する株式

の総数
普通株式 40,000,000株

発行済株式の総数 普通株式 13,979,664株

会社が発行する株式

の総数
普通株式 40,000,000株

発行済株式の総数 普通株式 13,979,664株

※２．自己株式 ※２．自己株式

　当社が保有する自己株式の数は、普通株式 423,026

株であります。

　当社が保有する自己株式の数は、普通株式468,426株

であります。

※３．配当制限 ※３．　　　　　　　―――――

　商法施行規則第124条第3号に規定する資産に時価評

価を付したことにより増加した純資産額は1,355千円

であります。

※４．関係会社株式 ※４．　　　　　　　―――――

　平成18年４月３日設立の株式会社レオックオペレー

ションに対する新株式払込金10,000千円を含んでおり

ます。

（損益計算書関係）

前事業年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

当事業年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

※１．関係会社との取引にかかるものが次のとおり含まれ

ております。

　　　　関係会社への売上高　　　    1,535,241千円

　　　　関係会社よりの受取手数料　     18,318千円

※１．関係会社との取引にかかるものが次のとおり含まれ

ております。

　　　　関係会社への売上高　　　    1,775,586千円

　　　　関係会社よりの受取手数料　     40,153千円

（株主資本等変動計算書関係）

当事業年度（自平成18年４月１日　至平成19年３月31日）

自己株式の種類及び株式数に関する事項

前事業年度末株式
数（千株）

当事業年度増加株
式数（千株）

当事業年度減少株
式数（千株）

当事業年度末株式
数（千株）

普通株式 423 45 － 468

合計 423 45 － 468

（注）普通株式の自己株式の株式数の増加45千株は、取締役会決議による自己株式の取得による増加であります。 
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（リース取引関係）

前事業年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

当事業年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19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

(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）

期末残高
相当額
（千円）

工具器具備品 97,287 62,976 34,310

ソフトウエア 8,228 7,954 274

計 105,515 70,931 34,584

取得価額
相当額
（千円）

減価償却累
計額相当額
（千円）

期末残高
相当額
（千円）

車両運搬具 11,422 1,142 10,280

工具器具備品 53,455 40,822 12,633

計 64,878 41,964 22,913

(2）未経過リース料期末残高相当額等 (2）未経過リース料期末残高相当額等

１年内 19,021千円

１年超 16,844千円

計 35,865千円

１年内 11,662千円

１年超 11,930千円

計 23,592千円

(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

支払リース料 22,657千円

減価償却費相当額 21,256千円

支払利息相当額 1,221千円

支払リース料 13,017千円

減価償却費相当額 12,867千円

支払利息相当額 695千円

(4）減価償却費相当額の算定方法 (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。

同左

(5）利息相当額の算定方法 (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。

２．オペレーティング・リース取引

未経過リース料

１年内 2,136千円

１年超 178千円

計 2,314千円

同左

 

 

２．オペレーティング・リース取引

未経過リース料

１年内 178千円

１年超 －千円

計 178千円

（減損損失について）

リース資産に配分された減損損失はありません。

（減損損失について）

同左
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（有価証券関係）

　前事業年度（自平成17年４月１日　至平成18年３月31日）及び当事業年度（自平成18年４月１日　至平成19年３

月31日）における子会社株式及び関連会社株式で時価のあるものはありません。

（税効果会計関係）

前事業年度
（平成18年３月31日）

当事業年度
（平成19年３月31日）

１．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の

内訳

１．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の

内訳

（単位：千円）

繰延税金資産（流動）  

賞与引当金損金算入限度超過額 4,939

未払事業税等 24,863

繰延税金資産（流動）合計 29,803

繰延税金負債（固定）  

その他有価証券評価差額金 △919

繰延税金負債（固定）合計 △919

（単位：千円）

繰延税金資産（流動）  

賞与引当金損金算入限度超過額 489

未払事業税等 155

繰延税金資産（流動）合計 645

繰延税金資産（固定）  

その他有価証券評価差額金 805

繰延税金資産合計 1,450

繰延税金負債（流動）  

未払事業税等 △11,095

繰延税金負債（固定）  

その他有価証券評価差額金 △228

繰延税金負債（固定）合計 △11,323

 ２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率

との差異の原因となった主な項目別の内訳

 ２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率

との差異の原因となった主な項目別の内訳

（単位：％）

法定実効税率 40.4

（調整）

交際費等永久に損金に算入されない項

目

1.0

還付税額 △35.5

その他 0.2

税効果会計適用後の法人税等の負担率 6.1

（単位：％）

法定実効税率 40.4

（調整）

交際費等永久に損金に算入されない項

目

0.9

還付税額 4.5

受取配当金益金不算入額 △82.4

子会社株式評価損 36.7

事業税 △7.2

評価性引当金 1.6

その他 0.4

税効果会計適用後の法人税等の負担率 △5.1
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（１株当たり情報）

項目
前事業年度

（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

当事業年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

１株当たり純資産額（円）    272円14銭    301円24銭

１株当たり当期純利益（円）   46円45銭     37円59銭

潜在株式調整後１株当たり当期純利益 　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。

　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。

前事業年度
（自　平成17年４月１日

至　平成18年３月31日）

当事業年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

当期純利益（千円） 638,530 508,785

普通株主に帰属しない金額（千円）  －  －

普通株式に係る当期純利益（千円） 638,530 508,785

期中平均株式数（千株） 13,747 13,534

希薄化効果を有しないため潜在株式調整

後１株当たり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

となる数331個）。

新株予約権１種類（新株予約権の目的

となる数302個）。
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（重要な後発事象）

前事業年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

当事業年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

────── （子会社の株式移転による中間持株会社設立について）

１．子会社の株式移転による中間持株会社設立の目的

当社グループの給食受託事業が、医療制度・介護保険

制度の改正に伴い、顧客からの受託単価の値下げ要求が

厳しい環境下において、有料老人ホーム顧客からの受託

に同業他社との差別化を見出している一方、当社グルー

プは株式会社ライフコミューンの連結子会社化を通じ介

護事業への進出を果たすなど、経営の多角化を推進して

まいりました。

斯様な状況下、有料老人ホーム施設向け給食受託事業

と介護事業自体の運営主体の分離をより明確化する必要

性があるとの認識に立つと共に、今後ますます給食業界

再編の加速が予想される中、当社グループの給食受託事

業は事業規模の拡大を通じた収益性の向上を狙いとして、

将来的には同業他社との資本提携を含む外部リソースの

導入をより機動的に行える基盤を予め整備するため、給

食事業を対象として中間持株会社制を導入し、より統括

的な事業運営を図ることといたしました。

中間持株会社においては、給食事業に関する意思決定

の迅速化と経営資源の効率的配分や外部リソース導入を

より機動的に行える基盤を整備することにより、給食事

業価値の早期向上を図ってまいります。一方で、財務、

事業多角化・M&Aを含む経営企画、総務、コーポレート

ブランディング並びに内部統制等につきましては、当社

が純粋持株会社として一括管理することにより、給食事

業及び介護を含む給食外事業から構成されるグループ全

体の事業価値の向上を目指してまいります。  

２．株式移転の条件等

(1) 株式移転の日程 

平成19年２月28日(水) 株式移転決議承認取締役会

（当社） 

平成19年３月１日(木) レオック北日本等11社の株式

移転計画書承認取締役会 

平成19年３月16日(金) レオック北日本等11社の株式

移転計画書承認株主総会 

平成19年４月２日(月) 株式移転期日 

平成19年４月２日(月) 中間持株会社「株式会社レ

オックジャパン」設立登記日

（なお、新株券は交付いたし

ません。） 
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前事業年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

当事業年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

(2) 株式移転比率 

株式移転比率は平成18年12月31日を基準日とする簿価

純資産方式により、株式会社レオック北日本の株式１株

に対して中間持株会社の株式1株、株式会社レオック東

北の株式１株に対して中間持株会社の株式128株、株式

会社レオック関東の株式１株に対して中間持株会社の株

式23株、株式会社レオック東京の株式１株に対して中間

持株会社の株式30株、株式会社レオック南関東の株式１

株に対して中間持株会社の株式344株、株式会社レオッ

ク関西の株式１株に対して中間持株会社の株式58株、株

式会社レオック西日本の株式１株に対して中間持株会社

の株式2,131株、株式会社レオックサービスの株式１株

に対して中間持株会社の株式7株、株式会社レオックフー

ズの株式１株に対して中間持株会社の株式26株、株式会

社レオックヒューマンケアの株式１株に対して中間持株

会社の株式218株、株式会社レオックオペレーションの

株式１株に対して中間持株会社の株式223株の割合をもっ

て割当て交付いたします。 

３．株式会社レオックジャパン（中間持株会社）の概要 

商号 株式会社レオックジャパン 

事業内容 株式または持分の保有による

給食事業グループ全体（給食

受託、給食関連、医療周辺並

びに事務受託）の事業活動の

支配・管理 

本店所在地 東京都渋谷区東三丁目16番3号

取締役及び監査役 代表取締役会長 小野寺　裕司

（当社代表取締役社長）

代表取締役社長 福村　景樹

（当社取締役兼副社長執行役

員） 

取締役副社長 義浦　厚（当社

常務執行役員） 

監査役 安田　誠（当社監査

役）

資本金 100,000千円 

発行予定株式数 45,572,684株 

純資産 4,945,414千円（予定） 

総資産 4,945,414千円（予定） 

単元株制度採用の有無 無

決算期 ３月31日 

株式移転による業績へ

の影響・見通し 

当中間持株会社並びに株式移

転の当事会社が全て当社100％

子会社でもあり、当社の連結

業績に与える影響は軽微であ

ります。
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６．その他
(1）役員の異動

該当事項はありません。 

 

(2）その他

該当事項はありません。  
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