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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）

当期が連結財務諸表作成初年度であるため、平成18年３月中間期及び平成18年９月期の記載は行っておりません。

（1）連結経営成績　　　　　　　　　　　　　　　　（注）記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。  

売上高 営業利益 経常利益 中間純利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

19年３月中間期 1,747 － △446 － △432 － △572 －

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 △35,533 31 － －

 （参考）持分法投資損益　19年３月中間期　　－　百万円

（2）連結財政状態　　　　　　　　　　　　　　　　　（注）記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。

総資産 純資産 自己資本比率 １株当たり純資産

百万円 百万円 ％ 円 銭

19年３月中間期 2,830 709 24.7 43,406 38

 （参考）自己資本　19年３月中間期　699百万円

 

（3）連結キャッシュ・フローの状況　　　　　　　　　（注）記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。

営業活動による
キャッシュ・フロー

投資活動による
キャッシュ・フロー

財務活動による
キャッシュ・フロー

現金及び現金同等物
期末残高

百万円 百万円 百万円 百万円

19年３月中間期 △247 △565 576 423

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  － － － － －  － －  － －  －

19年９月期（実績） － － － － － －
－

19年９月期（予想） － － 0 00 0 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）

 

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 3,807 － △618 － △591 － △705 － 43,799 91
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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 １社 （社名　株式会社アプレシオテックサービス） 除外 －社  

（注）詳細は、８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 16,112株 18年３月中間期 16,112株 18年９月期 16,112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、24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 1,726 118.4 △450 － △436 － △574 －

18年３月中間期 1,458 － 83 － 62 － 2 －

18年９月期 2,953 － △38 － △55 － △172 －

１株当たり中間
（当期）純利益

円 銭

19年３月中間期 △35,628 54

18年３月中間期 189 49

18年９月期 △10,915 71

（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 2,822 704 25.0 43,709 47

18年３月中間期 2,483 1,453 58.5 90,220 45

18年９月期 2,517 1,278 50.8 79,338 00

（参考）自己資本 19年３月中間期 704百万円 18年３月中間期 1,453百万円 18年９月期 1,278百万円

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 3,749 126.96 △625 － △598 － △708 － △43,950 16

※　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、業況の変化により、上記予想数値と異なる場合があります。
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１．経営成績
 　当期は連結財務諸表作成初年度であるため、前年同期の対比は行っておりません。

(１）経営成績に関する分析

当中間期におけるわが国の経済は、好調な企業収益や設備投資の増加、雇用情勢の改善も見られ景気は堅調に

推移しているものの、金利の上昇や円安による物価上昇懸念など、今後の見通しについての慎重な見方も残って

おります。

当社グループが属しています複合カフェ業界は、以前にもまして認知一般化が進む一方で、各企業とも新規コ

ンテンツの導入等で他社との差別化を図ろうとする動きが顕著で、更なる競争の激化が進んでおります。

このような環境のなかで、当社グループは他社との差別化を図るべく新規直営店６店舗の出店や積極的なフラ

ンチャイズ開発を行い、売上高1,747,242千円を計上しましたが、新規直営店の立ち上がりが予想以上に遅くな

り、経常損失432,373千円、中間純損失572,539千円と大変不本意な結果となりました。

 

 （２）財政状態に関する分析

 ①　資産、負債及び純資産の状況

 当中間連結会計期間末の資産につきまして、売掛金373,869千円につき132,453千円の貸倒引当金を計上してお

ります。この処理は一部の滞留債権について個別に貸倒引当を行ったことによるものであります。

  また、有形固定資産について、取得価額1,659,232千円から減価償却累計額372,484千円と減損会計の適用によ

り85,084千円の減損損失累計額が控除されております。

 負債につきましては、社債の発行及び長期借入金により前事業年度末の個別財務諸表と比較して社債が450,000

千円の増加、長期借入金が140,604千円の増加となりました。

 純資産につきましては、中間純損失572,539千円により、709,404千円となりました。

 

②　キャッシュ・フローの分析

当中間連結会計期間末における現金及び現金同等物の残高は423,787千円となりました。当中間連結会計期間末

における各キャッシュ・フローの状況とそれらの増減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）

 営業活動による資金の減少は247,312千円となりました。この主な原因は税金等調整前中間純損失563,673千円、

減損損失の計上89,795千円、店舗撤退損失引当金の計上35,938千円、売上増に伴う売上債権の増加216,226千円、

たな卸資産の増加59,402千円、仕入債務の増加207,215千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）

 投資活動で使用した資金は565,930千円となりました。この主な原因は新店出店に際し購入した固定資産の支払

471,881千円、敷金保証金の支払80,420千円、長期前払費用の支払20,773千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）

 財務活動で得られた資金は576,162千円となりました。この主な原因は社債発行による収入485,558千円、長期

借入金の借入200,000千円があり、一方で社債の償還50,000千円、長期借入金の返済59,396千円があったためであ

ります。

 

 平成19年３月

 自己資本比率（％） 24.7

 時価ベースの自己資本比率（％） 41.0

 キャッシュ・フロー対有利子負債比率（年） －

 インタレスト・カバレッジ・レシオ（倍） －

 （注）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.キャッシュ・フロー対有利子負債比率：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/支払利息

 5.キャッシュ・フロー対有利子負債比率及びインタレスト・カバレッジ・レシオは、営業キャッシュ・フロー

がマイナスのため記載しておりません。

6.当連結会計年度は連結財務諸表作成初年度であるため、前期以前については記載しておりません。
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 （３）利益配分に関する基本方針

当社グループは、株主に対する利益還元と同時に、財務体質の強化および競争力の確保を経営上の重要課題の

一つと認識しております。現在当社グループは成長発展途中であるため、まずは内部留保の充実を図り、事業の

効率化と事業拡大のための投資を充実し、経営基盤を確立することが株主に対する最大の利益還元につながると

の認識から、創業以来配当を実施しておりません。

 今後、各事業年度の財政状態および経営成績を勘案しながら株主還元策について検討していく方針であります。

 

(４）事業等のリスク 

決算短信に記載した事項のうち、投資家の判断に重要な影響を及ぼす可能性のある事項には、以下のようなもの

があります。

 

①当社の財政状態及び経営成績について

 1.業歴が浅いことについて

 当社グループの当中間会計期間及び過去５期間の業績は下記のとおりであります。

回次 第３期 第４期 第５期 第６期 第７期 第８期中間

 決算年月 平成14年９月 平成15年９月 平成16年９月 平成17年９月 平成18年９月 平成19年３月 

 売上高       （千円） 431,440 673,897 1,275,904 2,101,108 2,953,368 1,726,304

 経常利益又は経常損失（△）

（千円）
△33,654 3,749 16,264 162,518 △55,913 △436,520

 当期純利益又は中間（当期）

純損失（△） （千円）
△51,853 4,230 12,068 164,409 △172,413 △574,073

 資本金       （千円） 206,950 326,864 443,561 511,370 749,370 749,370

 発行済株式総数（株） 1,297 3,204 4,478.25 14,112.75 16,112.75 16,112.75

 純資産額     （千円） 8,879 252,948 506,757 806,767 1,278,353 704,279

総資産額     （千円） 198,671 393,710 856,010 1,616,159 2,517,776 2,822,456

 (注）1.売上高には消費税等は含まれておりません。

 2.当連結会計年度は連結財務諸表作成初年度であるため、個別財務諸表の数値を記載しております。

 当社は平成12年１月に設立以降、第１期から第３期までフランチャイズ本部としてのノウハウ蓄積を努め

るとともに新規出店に注力してまいりましたため、赤字決算となっておりましたが、第４期に黒字を達成し

てからは、第６期まで順調に業績を伸ばしておりました。

 しかしながら、当社グループはまだ安定的に利益を計上できる状況には至っておらず、当社の想定外の費

用が発生した場合には当社の経営成績に影響を及ぼす可能性があります。また、当社グループは業歴が浅く、

期間業績比較を行うために十分な財務数値を得ることができません。従って、当社の過年度の経営成績及び

財政状態は、今後の当社グループの経営成績及び財政状態の見通しを推測する判断材料として不十分である

可能性があります。

 

 2.業績の変動について

当社グループは、毎期店舗の新規出店及び既存店舗の改装等を行っており、これらに伴う費用の計上及び売上

高減少により業績が悪化することがあります。このため、四半期もしくは半期の業績が、必ずしも通期の業績に

連動せず、当社の四半期の業績または半期の業績だけで通期の業績を予想するのは困難であります。

 

 ②フランチャイズ展開について

 1.フランチャイズ展開について

「アプレシオ」及び「I LOVE 遊」のフランチャイズ事業においては、フランチャイズ加盟店の発掘、出店

条件に合致した店舗物件の確保、教育・研修の実施、スーパーバイジングによる店舗運営指導等フランチャイ

ズ本部体制の強化が課題であると認識しております。また、当社グループはフランチャイズ展開を積極的に進

めており、加盟店とのフランチャイズ契約締結時または出店時に発生する加盟金、店舗開設等に係る収益の売

上高に占める割合が高い収益構造となっております。フランチャイズ加盟店に対しては、スーパーバイザーを

派遣するなどの営業支援を行っておりますが、フランチャイズ加盟者の諸事情による加盟契約の解消等があっ

た場合または加盟店の発掘、店舗物件の確保が想定どおり進捗せず、フランチャイズ店舗が計画どおり出店で

きない場合には、当社グループの業績に影響を与える可能性があります。
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 2.フランチャイズ加盟契約締結後の出店状況について

 「アプレシオ」及び「I LOVE 遊」では、フランチャイズ加盟店の各企業の個別事情及び立地確保の遅れな

どから、加盟契約締結後出店に至ってないフランチャイズ加盟店が存在しております。

 当グループがフランチャイズ加盟店の出店を促進するために、店舗物件発掘のアドバイスや店舗物件の紹介

に努めておりますが、加盟契約締結後長期にわたる出店物件の未確保、フランチャイズ加盟企業の財務状況の

悪化などにより、フランチャイズ加盟企業の新規出店が不可能となる可能性があります。このような場合には、

現状では未出店を原因とするトラブルは発生していないものの、トラブル解決、契約解除などのために当社が

何らかの負担を求められる場合もあり、当社の業績が影響を受ける可能性があります。

 

 ③出店政策について

 当社グループは、「アプレシオ」及び「I LOVE 遊」ブランドの複合カフェの多店舗展開を行っており、当社

の業容拡大は店舗数の増加が非常に大きく影響をしております。

 今後も店舗数の拡大を図る方針ではありますが、ブランド変更や出店地域の状況変化により閉店やリロケー

ションを行う場合があります。

 また、店舗面積に関しては店舗坪数が250坪を超える比較的広い店舗が中心となる為、条件に見合った物件の

確保が順調に行えない場合には、当社の経営成績に影響を与える可能性があります。

 

 ④敷金保証金について

 当中間連結会計期間末における敷金保証金は、539,521千円であり、総資産に対する比率は19.0％を占めてお

ります。賃借先の経営状況の悪化等により敷金保証金の返還が困難になった場合、当社グループの財政状態に影

響を及ぼす可能性があります。

 

 ⑤資金調達の必要性について

 今後出店を予定している「アプレシオ」ブランドは店舗面積が250坪を超えるケースが多く、新規出店にかか

る資金が１億円を超えることが少なくありません。従って、計画どおりに新規出店を進めるためには、安定した

資金調達が必要となります。資金の調達については安定かつ効率的な調達ができるよう注力してまいりますが、

何らかの事情により資金調達が困難となった場合には、当社グループの出店計画に影響を及ぼす可能性がありま

す。

 

 ⑥会員制による顧客行動の把握について

 当社グループは、複合カフェ「アプレシオ」及び「I LOVE 遊」の運営において会員制を採用した上で、主要

なアイテムにつきましては、一人一人の顧客がどのアイテムをいつ利用したかをPOSシステムにより管理し、顧

客の属性、行動履歴をセキュリティに十分考慮したうえでデータベース化しております。

 当社グループは、このデータベースの活用によって、販売促進、顧客動向及びアイテム稼動状況による店舗レ

イアウトの変更のみならず、店舗において一人一人の顧客に対して異なる接客・案内を行うオペレーションノウ

ハウを構築し、顧客の滞在時間及びリピート率を高める施策に役立てております。また、会員制を採用すること

で全ての顧客の身元及び店内行動を把握することが可能なシステムが構築されており、健全性・安全性を確保す

ることで若年層だけでなくファミリー層など老若男女を問わず顧客に支持される店舗運営を図っております。

 したがって、店舗の収益性は顧客データベース及びそのオペレーションノウハウに依拠している部分があり、

顧客データベースの情報流出、システムダウン等によりPOSシステムの稼動を停止せざるを得なくなった場合、

上記のようなノウハウを活用した店舗運営ができなくなり、当社グループの業績に影響を与える可能性がありま

す。

 

 ⑦人材の確保について

 当社グループは平成19年３月現在、従業員109名の小規模な組織であります。そのため内部管理体制も当社の

組織規模に応じたものとなっております。今後も事業拡大に伴い人員増強を図っていく方針であり、内部管理体

制もそれに合わせて強化・充実させていく方針でありますが、当社グループの業態は人材の流動性が高く、人材

の確保が思うように出来なかった場合には、当社グループの事業運営に影響を及ぼす可能性があります。

 

 ⑧経営者への依存について

 当社グループの経営方針及び戦略の決定につき、当社グループの代表である馬場正信が重要な役割を果たして

おります。当社グループといたしましては、他の取締役に権限を委譲する等代表である馬場正信に過度に依存し

ない体制の構築を進めておりますが、何らかの要因により、代表の業務遂行が困難となった場合には、当社グ

ループの事業展開に影響を及ぼす可能性があります。
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 ⑨法的規制について

 1.「著作権法」について

 当社グループの運営する複合カフェ「アプレシオ」及び「I LOVE 遊」において利用されるコンピュータに

インストールされているソフトウェア、DVD、家庭用ゲームソフト等の著作物に係る著作権につきましては「著

作権法」の規制を受けております。当社グループはこれらにつき使用許諾を受けたうえで使用料を支払ってお

ります。

 また、店舗内のコミック、雑誌につきましても、「著作権法」の規制を受けておりますが、これらは店内利

用に限られており、貸与に当たらないものと解されております。

 今後、法改正等により規制の内容につき変更が行われた場合には当社グループの業績に影響を与える可能性

があります。

 

 2.「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律」について

 当社グループの運営する複合カフェ「アプレシオ」及び「I LOVE 遊」は「風俗営業等の規制及び業務の適

正化等に関する法律」の規制対象にならない店舗運営をしております。従って当社グループの直営店とフラン

チャイジー店舗は関係監督庁へ届出を行っておりません。

 ただし、今後当事業について新たな法的規制の制定、外部環境の変化に伴う現行法の解釈の変化等が生じた

場合には、当社グループの業績に影響を及ぼす可能性があります。

 

 3.「青少年の健全な育成に関する条例」について

 当社グループの運営する複合カフェ「アプレシオ」及び「I LOVE 遊」は「青少年の健全な育成に関する条

例」の規制を受けております。同条例は、ほぼ全国の各都道府県に制定されており、それぞれにおいて名称・

内容は異なるものの、入場者の年齢による制限、コンテンツの健全性に関する規制により青少年の健全な育成

を図ることを目的として制定されております。当社グループは、直営店舗及びフランチャイズ加盟店に対し、

各都道府県の条例に則り、青少年に対する入場制限・利用者に対する退店誘導等の店舗運営指導をしておりま

すが、条例の改正もしくは関係官庁の運用の変更などにより新たに規制の対象となるコンテンツが増加した場

合、当社グループの業績に影響を与える可能性があります。

 

 4.「食品衛生法」について

 当社グループの運営する店舗では、飲食の提供を行っており、「食品衛生法」による規制を受けております。

食品衛生法は、飲食に起因する衛生上の危害の発生を防止し、もって国民の健康の保護を図ることを目的とし

て、食品の規格・衛生管理・営業許可等を定め、飲食店営業を営もうとする者は、都道府県知事の許可を受け

なければならないとしております。当社グループの直営店及びフランチャイズ加盟店舗は「飲食店営業」とし

ての許可を得ております。

 当社グループは、飲食物の提供には万全を期しておりますが、飲食物の提供に関して問題が生じた場合には、

当社グループの業績に影響を及ぼす可能性があります。

 

 5.「消防法」について

 当社グループは、お客様に安心して店舗をご利用いただくため、店舗の安全性について万全の注意を払って

おります。当社では消防法の定められた防火管理者の設置や消防設備の定期診断を行うだけでなく、従業員に

十分な災害対応教育を行い、災害の防止に努めております。

 

 6.「私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律（独占禁止法）」について

 「フランチャイズ・システムに関する独占禁止法上の考え方について」（平成14年４月24日改訂）において、

フランチャイザーが契約前にフランチャイジーに開示する場合、根拠ある事実・合理的算定方法等に基づく必

要性及び根拠となる事実・算定方法等を示す必要があることを示しております。これらは小売・飲食のみなら

ず全ての業種のフランチャイズ・チェーンに関して適用されます。

 当社グループは加盟店としての出店希望者と充分な面談の上、フランチャイズ契約を締結しておりますが、

加盟店からフランチャイズ契約に関する訴訟が提起された場合、当社グループの業績等に影響を及ぼす可能性

があります。
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 7.個人情報の保護に関する法律について

 当社グループは、「個人情報の保護に関する法律」の全面施行にともなって、個人情報の管理について、個

人情報保護規定を定め、グループ内の周知徹底を行い、フランチャイズ加盟店に対しても店長研修会を通し、

会員情報の管理について始動を行う等、細心の注意を払っております。しかし、個人情報管理の徹底が図られ

ないときは、会員から損害賠償請求を受ける等の事態によって当社グループの業績が影響を受ける可能性があ

ります。

 

 ⑩年金制度への対応について

 現在、厚生労働省は次期年金制度改革に向けて、将来の年金財政の安定化等を目的に、短期労働者（正社員以

外の労働者で、１週間の所定労働時間が正社員より短い労働者）に対する厚生年金への加入基準を拡大すべく検

討しております。

 現在当社グループでは、多くの短期労働者により店舗運営を行っております。今後当該年金制度が変更され、

厚生年金適用基準の拡大が実施された場合は、当社が負担する保険料及び労務管理費用の増加、並びに短時間労

働への就労希望者の減少または就労時間の削減等が発生し、当社グループの店舗運営や経営成績に影響を与える

可能性があります。

 

 ⑪競争の激化について

 当社グループと同様の形態で営業している複合カフェ事業は、平成17年９月時点で、全国に約2,700店舗あり、

平成27年には5,400店舗に増加すると予想されています。（日本複合カフェ協会調査による）。当社グループは

今後とも新規出店を加速し、業績も向上していくものと予想しておりますが、比較的参入障壁が低く参入しやす

い業態のため、新規参入者を含め競争が激化することにより当社グループの業績に影響を及ぼす可能性がありま

す。

 

 ⑫税務上の繰越欠損金を有していること

 当社グループは、設立初年度から税務上の繰越欠損金を有しており、現在まで住民税の均等割のみの負担と

なっておりますが、当社グループの利益が拡大してきた場合、現在存在する税務上の繰越欠損金が解消され法人

税等が発生することになります。従って、税務上の繰越欠損金の解消が進む過程では、業績の伸張の状況と当期

純利益の伸びが連動しないことが考えられます。

 

 ⑬配当政策について

 当社グループは、社歴が浅く、また新規出店に注力してきたため、設立以来配当を実施しておりません。今後

においては、経営成績及び財政状態を勘案しつつ株主に対する利益還元として配当を検討していく方針でありま

す。

 

 ⑭ストックオプションについて

 当社グループは、役員、従業員及び社外協力者に対し、インセンティブを目的とした新株予約権によるストッ

クオプション制度を導入しております。同新株予約権に関する潜在株式は1,885株であり、発行済株式数16,112.75

株の11.7％に相当しております。

 当社の株価が行使価格を上回り、かつ権利行使についての条件が満たされ、これら新株予約権が行使された場

合には、１株当たりの株式価値が希薄化することになります。
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２．企業集団の状況
 当社グループは、当社、子会社１社で構成され、複合カフェの運営及び複合カフェのフランチャイズ本部機能を主な

内容として事業活動を展開しております。

　事業の概要図は次のとおりであります。

 

施設利用料 

一 般 顧 客 

直営店 

出店等に係るコンサルティングサービスの提供 

商品の販売等 

フランチャイズ加盟店 

店 舗 運 営 の 受 託 

店舗運営ノウハウの提供・指導 

加盟金 
ロイヤ
リティ
等 

空間･サービスの提供 

施設利用料 

当  社 

株式会社アプレシオテックサービス 

   

※ 

雑誌の販売 フランチャイズ加盟 
 

※連結子会社であります。 
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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、複合カフェの直営店運営及びフランチャイズ展開を行っております。 

当社は平成12年１月に設立され、複合カフェ「I LOVE 遊」ブランドとして店舗展開を開始し 、アミューズメン

トサービスの向上を図ってまいりました。

 そして、平成15年12月には「リラクゼーション分野における時間価値の最大化」を目指し、新たに「アプレシ

オ」ブランドを立ち上げました。ストレスの高い現代において、リラクゼーションには社会的ニーズがあります。

 当社グループはインターネット、コミックの枠にとらわれずにお客様に上質な様々なサービスを提供することを

目指しております。

 

 （2）投資単価引下げに関する考え方及び方針等

 当社グループは、当社株式の流動性の向上及び株主数増加を重要課題として認識しております。

 今後とも、投資家の皆様に投資しやすい環境を整えるため、投資単位の引下げにつきまして、株価水準、株主数

及び業績等を総合的に勘案し検討してまいります。

 

（3）目標とする経営指標

当社グループは高い事業収益を目指しており、売上高経常利益率10％以上を目標としております。 

また、経営の効率性についても株主資本利益率（ROE)及び総資産利益率（ROA）の向上に努めてまいります。 

（4）中長期的な会社の経営戦略

 当社グループは、コミックファンやゲームファンのみならず、幅広い顧客層への訴求と高付加価値サービスに

よって差別化が図られる事業開発が重要であると判断しております。

 そのための戦略として以下に掲げる事項を進めてまいります。

 

 ①新規サービスの開発

 お客様のリクエストに100％応えることを目指し、リラクゼーションコンテンツを中心とした様々なサービ

スを開発してまいります。

 ②積極的な店舗出店

 当中間期は、計画していた出店数にはとどきませんでしたが、今後も積極的な店舗展開を継続してまいりま

す。

 ③人材の育成

 今後の急速な業務拡大に対応すべく優秀な人材を登用しつつ、当社グループの目標とする「ホスピタリティ

マインド」を体現できる人材を様々な人材教育により育成してまいります。

 

（5）会社の対処すべき課題

①フランチャイズ加盟店の開拓について 

 当社グループの運営する複合カフェ事業は、今後ますます競争が加速すると予想されており、フランチャイズ加

盟店の開発力が経営上の重要課題と認識しております。

 今後も、加盟店開発体制の充実に努め、有力なフランチャイズ加盟店の開発を推進してまいります。

 

 ②コンテンツの充実及びサービスの向上

 複合カフェ業界の競争が本格化する中、提供するコンテンツの充実、サービス向上の必要性がこれまで以上に高

まってきております。当社グループは従来のアミューズメントサービスの充実に加え、ストレスの高い現代におけ

るリラクゼーションサービスの提供をすべく、豊富なコンテンツを用意してまいりました。

 今後も快適な空間の提供を行うべく、顧客指向を徹底しコンテンツの充実、サービスの向上を図り、更なる差別

化に努めてまいります。

 

 ③人材の確保及び育成環境について

 当社グループの事業拡大の根幹はホスピタリティマインド溢れる人材に他ならないと認識しております。店舗に

おけるフロントサービスはリゾートホテル並みのサービスクオリティを目指しており、徹底的に細やかな心遣いの

できる体制作りのための人材の確保が必要となります。今後も人材の採用に積極的に取り組むとともに、３ヶ月毎

に行う「店長研修」等の研修を行います。また、新たな社内教育機関として「アプレシオ大学」を設立し、社内教

育の充実を図っております。

 今後も、当社グループの理念を体現できる人材の育成に取り組んでまいります。
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 ④出店候補地の確保について

 今後出店を予定している「アプレシオ」ブランドの複合カフェは、さまざまなコンテンツサービスを提供するた

め200坪を超える店舗規模となることが多く、出店条件に適した物件数が少なく、物件の確保が出店計画の遂行の

ための重要な課題であります。当社グループといたしましては、更に出店立地開発を強化し、タイムリーに優良な

物件が確保できるよう努めてまいります。

 

 ⑤個人情報管理について

 当社グループは、お客様の個人情報管理を最新の注意を払い事業運営を行っておりますが、これを万全のものと

すべく、現在プライバシーマークの取得に向けて社内の整備を進めております。

 

 （6）その他、会社の経営上重要な事項

 該当事項はありません。
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４．中間連結財務諸表
(1) 中間連結貸借対照表

 　当連結会計年度が連結財務諸表作成初年度であるため、前中間連結会計期間及び前連結会計年度の連結財務諸表

の記載は行っておりません。

  
当中間連結会計期間末
（平成19年３月31日）

区分
注記
番号

金額（千円）
構成比
（％）

（資産の部）     

Ⅰ　流動資産     

１．現金及び預金   433,795  

２．受取手形及び売掛金   375,181  

３．たな卸資産   91,748  

４．その他   136,937  

貸倒引当金   △140,935  

流動資産合計   896,726 31.7

Ⅱ　固定資産     

１．有形固定資産     

(1）建物 ※1 1,169,768   

(2）その他 ※1 31,895 1,201,663  

２．無形固定資産   26,960  

３．投資その他の資産     

(1）差入敷金保証金  539,521   

(2）その他  173,386   

貸倒引当金  △29,098 683,809  

固定資産合計   1,912,434 67.5

Ⅲ　繰延資産   21,697 0.8

資産合計   2,830,858 100.0
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当中間連結会計期間末
（平成19年３月31日）

区分
注記
番号

金額（千円）
構成比
（％）

（負債の部）     

Ⅰ　流動負債     

１．買掛金   352,662  

２．一年内償還予定の社債   210,000  

３．一年内返済予定の長期借
入金

  125,186  

４．未払金   199,609  

５．店舗撤退損失引当金   35,938  

６．一年内リース資産減損勘
定 

  4,834  

７．その他 ※2  124,438  

流動負債合計   1,052,668 37.2

Ⅱ　固定負債     

１．社債   740,000  

２．長期借入金   263,860  

３．リース資産減損勘定   14,426  

４．その他   50,500  

固定負債合計   1,068,786 37.7

負債合計   2,121,454 74.9

     

（純資産の部）     

Ⅰ　株主資本     

１．資本金   749,370 26.4

２．資本剰余金   536,987 19.0

３．利益剰余金   △586,961 △20.7

株主資本合計   699,396 24.7

Ⅱ　少数株主持分   10,007 0.4

純資産合計   709,404 25.1

負債純資産合計   2,830,858 100.0
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(2) 中間連結損益計算書

 　当連結会計年度が連結財務諸表作成初年度であるため、前中間連結会計期間及び前連結会計年度の連結財務諸表

の記載を行っておりません。

  
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）

区分
注記
番号

金額（千円）
百分比
（％）

Ⅰ　売上高   1,747,242 100.0

Ⅱ　売上原価   1,694,932 97.0

売上総利益   52,309 3.0

Ⅲ　販売費及び一般管理費 ※１  498,768 28.6

営業損失   446,458 △25.6

Ⅳ　営業外収益 ※２  27,073 1.5

Ⅴ　営業外費用 ※３  12,988 0.7

経常損失   432,373 △24.8

Ⅵ　特別利益   － －

Ⅶ　特別損失     

１．固定資産除却損 ※４ 594   

２．前期損益修正損 ※５ 2,000   

３．投資有価証券評価損 ※６ 2,972   

４．減損損失 ※７ 89,795   

５. 店舗撤退損失引当金繰入
額

 35,938 131,299 7.5

税金等調整前中間純損失   563,673 △32.3

法人税、住民税及び事業
税

 7,339   

法人税等調整額  － 7,339 0.4

少数株主利益   1,526 0.1

中間純損失   572,539 △32.8
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(3) 中間連結株主資本等変動計算書

 当連結会計年度が連結財務諸表作成初年度であるため、前中間連結会計期間及び前連結会計年度の連結財務諸表

の記載を行っておりません。

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）

株主資本

純資産合計
資本金

資本剰余金  利益剰余金

株主資本合計 少数株主持分
資本準備金

資本剰余金
　合計

繰越利益　
　剰余金

利益剰余金
　合計

平成18年９月30日　残高
（千円）

749,370 536,987 536,987 △8,003 △8,003 1,278,353 － 1,278,353

中間連結会計期間中の変動額

 連結範囲の変動    △6,418 △6,418 △6,418 8,481 2,063

中間純損失     △572,539 △572,539 △572,539  △572,539

少数株主利益       1,526 1,526

中間連結会計期間中の変動額合
計　（千円）

   △578,957 △578,957 △578,957 10,007 △568,950

平成19年３月31日　残高
（千円）

749,370 536,987 536,987 △586,961 △586,961 699,396 10,007 709,404
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(4) 中間連結キャッシュ・フロー計算書

 当連結会計年度が連結財務諸表作成初年度であるため、前中間連結会計期間及び前連結会計年度の連結財務諸表

の記載を行っておりません。

  
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）

区分
注記
番号

金額（千円）

Ⅰ　営業活動によるキャッ
シュ・フロー

  

税金等調整前中間純損失  △563,673

減価償却費  115,519

長期前払費用償却  7,167

減損損失  89,795

店舗撤退損失引当金の増
加額

 35,938

社債利息  4,464

社債発行費償却  1,647

貸倒引当金の増加額  145,497

受取利息及び受取配当金  △475

支払利息  4,587

投資有価証券評価損  2,972

固定資産除却損  594

前期損益修正損  2,000

売上債権の増加額  △216,226

たな卸資産の増加額  △59,402

仕入債務の増加額  207,215

前払費用の増加額  △8,795

未収入金の減少額  22,441

前渡金の減少額  7,807

預け金の増加額  △11,537

未払費用の増加額  10,956

未払消費税の減少額  △15,808

預り金（営業保証金含
む）の減少額 

 △2,367

前受金の減少額  △523

その他  △10,191

小計  △230,398

利息及び配当金の受取額  475

利息の支払額  △8,701

法人税等の支払額  △8,688

営業活動によるキャッ
シュ・フロー

 △247,312
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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）

区分
注記
番号

金額（千円）

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

 △471,881

敷金保証金の支払による
支出 

 △80,420

敷金保証金の回収による
収入

 5,414

無形固定資産の取得によ
る支出

 △1,020

貸付金の回収による収入  1,723

長期前払費用の取得によ
る支出

 △20,773

その他  1,027

投資活動によるキャッ
シュ・フロー

 △565,930

   

Ⅲ　財務活動によるキャッ
シュ・フロー

  

長期借入金の借入による
収入

 200,000

社債の発行による収入  485,558

長期借入金の返済による
支出

 △59,396

社債の償還による支出  △50,000

財務活動によるキャッ
シュ・フロー

 576,162

Ⅳ　現金及び現金同等物の増減
額（△減少額）

 △237,080

Ⅴ　現金及び現金同等物の期首
残高

 647,694

Ⅵ　新規連結に伴う現金及び現
金同等物の増加額 

 13,173

Ⅶ　現金及び現金同等物の中間
期末残高

※1 423,787
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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

当中間連結会計期間
（自　平成18年10月１日
至　平成19年３月31日）

 当社グループは第７期において、営業損失を計上しており、

当中間連結会計期間においては、446,458千円の営業損失、

432,373千円の経常損失及び572,539千円の中間純損失を計上

しております。また、当中間連結会計期間においては、営業

活動によるキャッシュ・フローが247,312千円のマイナスと

なったこと及び主に新規店舗の開店に伴い投資活動による

キャッシュ・フローが565,930千円支出されたことにより現

金預金の期末残高が低水準となっており現在においてもこの

傾向が継続しております。 

 これらの状況により、当社グループは、継続企業の前提に

関する重要な疑義が存在しております。

 この主たる要因として、前事業年度及び当中間連結会計期

間に新規開店いたしました直営店舗の立上がりが予想以上に

悪く、損益を圧迫するとともに前事業年度に開店した店舗に

ついて減損会計による多額の損失が発生したこと及び一部の

フランチャイズ加盟店において多額な滞留債権が発生したこ

とに起因する個別の貸倒引当金の計上が挙げられます。

 当社グループは、当該状況を解決すべく経営の再構築を進

めており、下半期において以下の対応策を実施してまいりま

す。

１．新規直営店舗の収益改善策

当中間連結会計期間に新規開店した直営店舗のうち、

特に立上がりの遅れている銀座店、東京ベイ幕張店、

ららぽーと豊洲店に関して他業態との業務提携を中心

に抜本的な収益体質の変換を図ります。

２．滞留債権の回収

一部のフランチャイズ加盟店における滞留債権は平

成19年３月31日現在230,299千円ありました。これら

のうち78,990千円は加盟店の資金繰りの悪化によるも

のであり、回収が長期化する恐れがありますが、その

他は主に事務手続の遅延によるものであり一時的なも

のであります。

残額の滞留債権151,308千円のうち108,441千円は、

回収の目処がたっており、残額も回収が十分可能と確

信しております。

３．不採算店舗の閉鎖

既存の直営店舗のうち、資産の陳腐化、競合店の出

現等により不採算となっている店舗について閉店によ

る固定経費の削減をいたします。現在のところ４店舗

の閉鎖が確定しております。

４．直営店舗の売却

既存の直営店舗のうち一部を新たなフランチャイズ

加盟店獲得の一環として売却し、固定資産の圧縮を図

ると同時にキャッシュ・フローの改善をいたします。

以上の結果、中間連結財務諸表は継続企業を前提に作成さ

れており、このような重要な疑義の影響を財務諸表には反映

しておりません。
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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
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）

１．連結の範囲に関する事項 （1）連結子会社の数　１社

連結子会社の名称 

・株式会社アプレシオテックサービス 　 

 

 株式会社アプレシオテックサービスは、重要性が増し

たことにより、当中間連結会計期間より連結の範囲に含

めております。 

 

（2）非連結子会社の名称等

 　　該当事項はありません。

 

２．持分法の適用に関する事項 （1）持分法を適用した非連結子会社及び関連会社の数

　該当事項はありません。 

 

（2）持分法を適用しない非連結子会社及び関連会社の数

　　該当事項はありません。

 

３．連結子会社の中間決算日等

に関する事項

子会社の中間決算日は３月31日であります。 

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

その他有価証券

時価のないもの　　移動平均法による原価法

 ②たな卸資産

（1）商品　　　コミック・・・先入先出法　

 その他・・・・最終仕入原価法

 （2）貯蔵品　　最終仕入原価法

 

 （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

 なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。

建物 ６年～18年

工具器具及び備品 ３年～８年

車両運搬具 ４年

 ②無形固定資産　定額法

 なお、自社利用目的のソフトウェアについては社内に

おける見込利用可能期間（５年）に基づく定額法によっ

ております。

 

（3）繰延資産の処理方法 

①株式交付費　支出時の費用として処理しております。 

②社債発行費　償還期限に対応して償却しております。 
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項目
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）

 （4）重要な引当金の計上基準

貸倒引当金

　債権の貸倒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検討して回収不能見込額を計

上しております。

店舗撤退損失引当金

　当中間連結会計期間において、店舗撤退損失引当金を

計上しました。これは店舗の撤退に伴い発生する損失に

備えるための損失見込額であります。 

 

 （5）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。

 

 （6）重要なヘッジ会計の方法

①ヘッジ会計の方法

金利スワップの特例処理によっております。 

 

 ②ヘッジ手段とヘッジ対象

 ヘッジ手段  金利スワップ取引

 ヘッジ対象　特定借入金の支払金利 

 

 ③ヘッジ方針

　借入金の金利変動リスクを回避する目的で金利スワッ

プ取引を行っております。 

 

④ヘッジ有効性評価の方法

  金利スワップについては、特例処理によっているため、

有効性の評価を省略しております。 

 

 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

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、価値の変動につき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。

 

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

消費税等の会計処理 

税抜方式によっております。 

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

該当事項はありません。
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注記事項

（中間連結貸借対照表関係）

当中間連結会計期間末
（平成19年３月31日）

※１　有形固定資産の減価償却累計額は372,484千円、減損損失累計額は

85,084千円であります。

※２　消費税の取扱い 

 仮払消費税及び仮受消費税は相殺のうえ、金額的重要性が乏し

いため、流動資産の「その他」に含めて表示しております。

（中間連結損益計算書関係）

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）

 ※１　販売費及び一般管理費の主要なものは次のとおりであります。

 給与手当 107,361千円

 貸倒引当金繰入額 145,497千円

 ※２　営業外収益のうち主要なものは次のとおりであります。

受取利息 479千円

 受取協賛金  14,388千円

 受取手数料 10,015千円

 ※３　営業外費用のうち主要なものは次のとおりであります。

 支払利息 4,587千円

 社債利息 4,464千円

 社債発行費償却 1,647千円

 ※４　固定資産除却損の内訳は、次のとおりであります。

 工具器具及び備品 594千円

※５　前期損益修正損の内訳は、次のとおりであります。 

 前期加盟金の修正 2,000千円

 ※６　投資有価証券評価損の内訳は、次のとおりであります。

株式会社日本プロバスケット

ボールリーグ株式
2,972千円

 ※７　当中間連結会計期間において、以下の資産グループについて減損

損失を計上しました。

店舗名 用途 種類 減損損失

入間店 直営店舗 建物等 10,822千円 

札幌里塚店 直営店舗 建物等 11,494千円 

沖縄国際通り店 直営店舗 建物等 51,185千円 

ガーデン軽井沢店 直営店舗 建物等 16,292千円 

 当社は、独立したキャッシュ・フローの生成単位である各店舗毎に資

産をグルーピングしており、営業活動及び運営受託による損益が継続し

てマイナスとなる店舗について減損の兆候を把握し、回収可能価額が帳

簿価額を下回るものについて減損損失を計上しております。 

  その内訳は、建物65,914千円、構築物775千円、工具器具及び備品2,782

千円、長期前払費用1,062千円、リース資産19,261千円であります。 

 なお、当該資産グループの回収可能価額は使用価値により算定してお

り、将来キャッシュ・フローを8.8％で割り引いて計算しております。
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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10月１日　至　平成19年３月31日）

 　当連結会計年度が連結財務諸表作成初年度であるため、前連結会計年度末については、期首の内容を記載しており

ます。

１．発行済株式に関する事項

前連結会計年度末
株式数（株）

増加 減少
当中間連結会計期
間末株式数（株）

普通株式 16,112.75 － － 16,112.75

合計 16,112.75 － － 16,112.75

２．新株予約権に関する事項

会社名 内訳
目的となる株

式の種類

目的となる株式の数（株）
当中間連結会
計期間末残高
（千円）

前連結会計年
度末

増加 減少
当中間連結会
計期間末 

提出会社

平成17年３月

第１回新株予

約権 (注)

普通株式 1,383 － 18 1,365 －

平成17年８月

第１回新株予

約権（ろ）  

普通株式 69 － － 69 －

平成18年４月

第２回新株予

約権(注)

普通株式 464 － 13 451 －

 連結子会社 － － － － － － －

合計 1,916 － 31 1,885 －

 (注)　平成17年３月第１回新株予約権及び平成18年４月第２回新株予約権の当中間連結会計期間における減少は、従業

員の退職による放棄によるものであります。
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（中間連結キャッシュ・フロー計算書関係）

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）

※１.現金及び現金同等物の中間連結会計期間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19年３月31日現在）

現金及び預金勘定 423,787千円

預入期間が３ヶ月を超える定期預金 10,008千円

現金及び現金同等物 433,795千円

 

（リース取引関係）

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）

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連結会計期間末残高相当額

 
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）

建物 50,890 5,301 － 45,589

工具器具及び備品 906,370 234,537 19,261 652,571

車両運搬具 1,670 968 － 702

ソフトウェア 105,744 32,529 － 73,214

合計 1,064,675 273,337 19,261 772,077

（2）未経過リース料中間連結会計期間末残高相当額及びリース資産減

損勘定の残高
１年内       237,963千円

１年超        597,653千円

合計        835,616千円

リース資産減損勘定の残高  19,261千円

（3）支払リース料、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       128,817千円

減価償却費相当額       115,938千円

支払利息相当額      18,272千円

減損損失 19,261千円

（4）減価償却費相当額の算定方法

 定額法

（5）利息相当額の算定方法

 利息法
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（有価証券関係）

当中間連結会計期間末（平成19年３月31日現在）

時価評価されていない主な有価証券の内容

 

当中間連結会計期間末
（平成19年３月31日）

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 90,527

（デリバティブ取引関係）

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。なお、金利スワップ取引を行っておりますが、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。

（ストック・オプション等関係）

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）

１．ストック・オプションに係る当中間連結会計期間における費用計上額及び科目名

該当事項はありません。

 

２．当中間連結会計期間に付与したストック・オプションの内容

 該当事項はありません。

 

（セグメント情報）

ａ．事業の種類別セグメント情報

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）

 
直営事業
（千円）

フランチャイズ
関連事業

（千円）

計
（千円）

消去及び全社
（千円）

連結（千円）

売上高      

（1）外部顧客に対する売上 748,701 998,540 1,747,242 － 1,747,242

（2）セグメント間の内部売上高

又は振替高
－ － － － －

計 748,701 998,540 1,747,242 － 1,747,242

営業費用 979,042 715,889 1,694,932 498,768 2,193,701

営業利益又は営業損失（△） △230,341 282,650 52,309 △498,768 △446,458

 （注）１．事業区分の方法

　事業は、内部管理上採用している区分によっております。

ｂ．所在地別セグメント情報

当中間連結会計期間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重要な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

当中間連結会計期間において、海外売上高がないため該当事項はありません。

株式会社アプレシオ（2460）平成 19 年９月期中間決算短信

－ 23 －



（１株当たり情報）

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）

１株当たり純資産額 43,406.38円

１株当たり中間純損失金額 35,533.31円

潜在株式調整後１株当たり中間純利

益金額
－ 円

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潜在株式

は存在するものの１株当たり中間純損失であるため記載しておりません。

 

　（注）１株当たり中間純損失金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

 
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)

1株当たり中間純損失金額  

中間純損失（千円） △572,539

普通株主に帰属しない金額（千円） －

普通株式に係る中間純損失（千円） △572,539

期中平均株式数（株） 16,112.75

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２種類（新株予

約権の目的となる株式数

1,885株） 

（重要な後発事象）

 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 ※2 843,711   421,803    657,700   

２．受取手形及び
売掛金

 328,289   376,039    182,364   

３．たな卸資産  8,891   89,851    32,044   

４．未収入金  40,911   4,617    26,848   

５．その他  61,485   131,779    90,471   

貸倒引当金  △9,200   △140,965    △18,463   

流動資産合計   1,274,088 51.3  883,125 31.3 △390,963  970,966 38.6

Ⅱ　固定資産            

１．有形固定資産 ※1           

(1) 建物  637,893   1,166,053    770,625   

(2) その他  174,109   31,154    120,408   

有形固定資産
合計

 812,002   1,197,207   385,205 891,034   

２．無形固定資産  28,824   26,710   △2,113 28,873   

３．投資その他の
資産

           

(1) 敷金保証金  250,605   534,126    459,425   

(2) その他  123,254   188,686    164,701   

貸倒引当金  △5,676   △29,098    △6,128   

投資その他の
資産合計

 368,182   693,714   325,532 617,998   

固定資産合計   1,209,009 48.7  1,917,633 67.9 708,624  1,537,905 61.0

Ⅲ　繰延資産   － －  21,697 0.8 21,697  8,903 0.4

資産合計   2,483,097 100.0  2,822,456 100.0 339,358  2,517,776 100.0

            

（負債の部）            

Ⅰ　流動負債            

１．買掛金  219,012   356,996    167,929   

２.１年内償還予定
の社債 

 －   210,000    100,000   

３．1年内返済予定
の長期借入金

※2 90,186   125,186    86,780   

４．未払金  333,793   192,748    154,942   

５．未払法人税等  27,071   9,425    12,377   

６．店舗撤退損失
引当金 

 －   35,938    －   

７．一年内リース
資産減損勘定

 －   4,834    －   

８．その他 ※3 112,555   113,261    111,231   

流動負債合計   782,618 31.5  1,048,390 37.1 265,772  633,261 25.1
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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
（％）

Ⅱ　固定負債            

１．社債  －   740,000    400,000   

２．長期借入金 ※2 207,280   263,860    161,662   

３．預り保証金  39,500   51,500    44,500   

４．リース資産減
損勘定 

 －   14,426       

固定負債合計   246,780 10.0  1,069,786 37.9 823,006  606,162 24.1

負債合計   1,029,398 41.5  2,118,176 75.0 1,088,778  1,239,423 49.2

            

（資本の部）            

Ⅰ　資本金   749,370 30.2  － － △749,370  － －

Ⅱ　資本剰余金            

資本準備金  536,987   －    －   

資本剰余金合計   536,987 21.6  － － △536,987  － －

Ⅲ　利益剰余金            

中間（当期）未
処分利益

 167,342   －    －   

利益剰余金合計   167,342 6.7  － － △167,342  － －

資本合計   1,453,699 58.5  － －
△

1,453,699
 － －

負債資本合計   2,483,097 100.0  － －
△

2,483,097
 － －

            

（純資産の部）            

Ⅰ　株主資本            

１．資本金   － －  749,370 26.6 749,370  749,370 29.8

２．資本剰余金            

    資本準備金  －   536,987    536,987   

資本剰余金合
計

  － －  536,987 19.0 536,987  536,987 21.3

３．利益剰余金            

繰越利益剰
余金

 －   △582,077    △8,003   

利益剰余金合
計

  － －  △582,077
△

20.6
△582,077  △8,003 △0.3

株主資本合計   － －  704,279 25.0 704,279  1,278,353 50.8

純資産合計   － －  704,279 25.0 704,279  1,278,353 50.8

負債純資産合計   － －  2,822,456 100.0 2,822,456  2,517,776 100.0
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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            

１．直営店売上高  529,074   722,273    1,162,096   

２．フランチャイ
ズ関連売上高

 929,085 1,458,159 100.0 1,004,030 1,726,304 100.0 268,145 1,791,272 2,953,368 100.0

Ⅱ　売上原価            

１．直営店売上原
価

 467,828   960,657    1,138,436   

２．フランチャイ
ズ関連売上原
価

 630,591 1,098,420 75.3 727,431 1,688,089 97.8 589,668 1,261,727 2,400,163 81.3

売上総利益   359,738 24.7  38,215 2.2 △321,523  553,205 18.7

Ⅲ　販売費及び一般
管理費

  276,198 18.9  488,514 28.3 212,316  591,711 20.0

営業利益又は営
業損失(△)

  83,540 5.8  △450,299
△

26.1
△533,839  △38,506 △1.3

Ⅳ　営業外収益 ※1  10,726 0.7  26,767 1.6 16,040  22,452 0.8

Ⅴ　営業外費用 ※2  32,200 2.2  12,988 0.8 △19,211  39,859 1.4

経常利益又は
経常損失(△)

  62,067 4.3  △436,520
△

25.3
△498,587  △55,913 △1.9

Ⅵ　特別利益 ※3  18,419 1.2  － － △18,419  18,419 0.6

Ⅶ　特別損失 ※4  52,945 3.6  131,299 7.6 78,354  126,391 4.2

税引前中間純
利益又は税引
前中間（当
期）純損失
(△)

  27,541 1.9  △567,820
△

32.9
△595,361  △163,886 △5.5

法人税、住民
税及び事業税

  24,609 1.7  6,253 0.4 △18,355  8,527 0.3

中間純利益又
は中間（当
期）純損失
(△)

  2,932 0.2  △574,073
△

33.3
△577,006  △172,413 △5.8

前期繰越利益   164,409   －    －  

中間(当期)未
処分利益

  167,342   －    －  
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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）

 （単位：千円）

株主資本

純資産合計
資本金

資本剰余金  利益剰余金
株主資本合計

資本準備金 資本剰余金合計繰越利益剰余金利益剰余金合計

平成18年９月30日　残高
（千円）

749,370 536,987 536,987 △8,003 △8,003 1,278,353 1,278,353

中間会計期間中の変動額

新株の発行        

中間純損失    △574,073 △574,073 △574,073 △574,073

中間会計期間中の変動額合計
（千円）

   △574,073 △574,073 △574,073 △574,073

平成19年３月31日　残高
（千円）

749,370 536,987 536,987 △582,077 △582,077 704,279 704,279

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）

 （単位：千円）

株主資本

純資産合計
資本金

資本剰余金  利益剰余金
株主資本合計

資本準備金 資本剰余金合計繰越利益剰余金利益剰余金合計

平成17年９月30日　残高
（千円）

511,370 130,987 130,987 164,409 164,409 806,767 806,767

事業年度中の変動額

新株の発行 238,000 406,000 406,000   644,000 644,000

当期純損失    △172,413 △172,413 △172,413 △172,413

事業年度中の変動額合計
（千円）

238,000 406,000 406,000 △172,413 △172,413 471,587 471,587

平成18年９月30日　残高
（千円）

749,370 536,987 536,987 △8,003 △8,003 1,278,353 1,278,353
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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）

 当社は第７期において、営業損失を計上しており、当中間

会計期間においては、450,299千円の営業損失、436,520千円

の経常損失及び574,073千円の中間純損失を計上しておりま

す。また、営業キャッシュ・フローがマイナスとなったこと

及び主に新規店舗の開店に伴う支出が大きかったことにより

現金預金の期末残高が低水準となっており現在においてもこ

の傾向が継続しております。 

 これらの状況により、当社は、継続企業の前提に関する重

要な疑義が存在しております。

 この主たる要因として、前事業年度及び当中間会計期間に

新規開店いたしました直営店舗の立上がりが予想以上に悪く、

損益を圧迫するとともに前事業年度に開店した店舗について

減損会計による多額の損失が発生したこと及び一部のフラン

チャイズ加盟店において多額な滞留債権が発生したことに起

因する個別の貸倒引当金の計上が挙げられます。

 当社は、当該状況を解決すべく経営の再構築を進めており、

下半期において以下の対応策を実施してまいります。

１．新規直営店舗の収益改善策

当中間会計期間に新規開店した直営店舗のうち、特

に立上がりの遅れている銀座店、東京ベイ幕張店、ら

らぽーと豊洲店に関して他業態との業務提携を中心に

抜本的な収益体質の変換を図ります。

２．滞留債権の回収

一部のフランチャイズ加盟店における滞留債権は平

成19年３月31日現在230,299千円ありました。これら

のうち78,990千円は加盟店の資金繰りの悪化によるも

のであり、回収が長期化する恐れがありますが、その

他は主に事務手続の遅延によるものであり一時的なも

のであります。

残額の滞留債権151,308千円のうち108,441千円は、

回収の目処がたっており、残額も回収が十分可能と確

信しております。

３．不採算店舗の閉鎖

既存の直営店舗のうち、資産の陳腐化、競合店の出

現等により不採算となっている店舗について閉店によ

る固定経費の削減をいたします。現在のところ４店舗

の閉鎖が確定しております。

４．直営店舗の売却

既存の直営店舗のうち一部を新たなフランチャイズ

加盟店獲得の一環として売却し、固定資産の圧縮を図

ると同時にキャッシュ・フローの改善をいたします。

以上の結果、中間財務諸表は継続企業を前提に作成されて

おり、このような重要な疑義の影響を財務諸表には反映して

おりません。
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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

項目
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

その他有価証券

時価のないもの

 移動平均法による原価法

 　

 

（1）有価証券

その他有価証券

時価のないもの

 　　同　　　　　左

 関係会社株式

 移動平均による原価法

 (1）有価証券

  その他有価証券

  時価のないもの

  同　　　　　左

 関係会社株式

 同　　　　　左

(2）たな卸資産

①商品

 最終仕入原価法

 

②貯蔵品

 最終仕入原価法

(2）たな卸資産

①商品

  コミック・・・先入先出法

　その他・・・・最終仕入原価法

②貯蔵品

  同　　　　　左

(2）たな卸資産

①商品

  最終仕入原価法

 

 ②貯蔵品

   同　　　　　左

２．固定資産の減価償却の方

法

(1）有形固定資産

定率法

なお、主な耐用年数は以下の

とおりであります。

(1）有形固定資産

定率法

なお、主な耐用年数は以下のとお

りであります。

(1）有形固定資産

定率法

 なお、主な耐用年数は以下の

とおりであります。

建物 ８年～15年

工具器具及び

備品
３年～８年

車両運搬具 ４年

建物 ６年～18年

工具器具及び

備品
３年～８年

車両運搬具 ４年

建物 ８年～15年

工具器具及び

備品
３年～８年

車両運搬具 ４年

(2）無形固定資産    

 　　定額法

 なお、自社利用目的のソフ

トウェアについては社内にお

ける見込利用可能期間(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

 ３．繰延資産の処理方法  － （1）株式交付費　　　　　　　　　

支出時の費用として処理して

おります。

（2）社債発行費　　　　　　　　　

償還期限に対応して償却して

おります。 　

 同　　　　　左

 

 

 同　　　　　左

４．引当金の計上基準 貸倒引当金

　債権の貸倒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

性を検討して回収不能見込額を計

上しております。

    同　　　　　左    同　　　　　左

 － 店舗撤退損失引当金

　当中間会計期間において、店舗撤

退損失引当金を計上しました。これ

は店舗の撤退に伴い発生する損失に

備えるための損失見込額であります。

 －

５．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）

６．ヘッジ会計の方法 （1）ヘッジ会計の方法

　　　 金利スワップの特例処

理によっております。

 (2）ヘッジ手段とヘッジ対象

 ヘッジ手段

   金利スワップ取引

 ヘッジ対象

   特定借入金の支払金利

 （3）ヘッジ方針

　借入金の金利変動リスクを

回避する目的で金利スワップ

取引を行っております。

 （4）ヘッジ有効性評価の方法

　　　　金利スワップについては、

　　　特例処理によっているため、

　　　有効性の評価を省略しており

　　　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

同　　　　　左

 

 

 

 （3）ヘッジ方針

同　　　　　左 

 

 （4）ヘッジ有効性評価の方法

　同　　　　　左

 

 

 （1）ヘッジ会計の方法

　　　　同　　　　　左

 

 （2）ヘッジ手段とヘッジ対象

　　　　同　　　　　左

 

 

 

 （3）ヘッジ方針

　　　　同　　　　　左 

 

 

 

 （4）ヘッジ有効性評価の方法

　　　　同　　　　　左

 

 

７．中間キャッシュ・フロー

計算書（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、価値の変動につき僅少なリ

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。

　当中間会計期間より中間連結キャッ

シュ・フロー計算書を作成するため、

個別の中間キャッシュ・フロー計算

書は作成しておりません。

　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、価値の変動につき僅少なリ

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。

８．その他中間財務諸表（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

　税抜方式によっております。

消費税等の会計処理

　同　　　　　左

 消費税等の会計処理

 　同　　　　　左
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中間財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更

前中間会計期間
（自　平成17年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）

（販売費及び一般管理費、売上原価の計上区

分の変更）

　従来、スーパーバイジング及び店舗施工監

理に関わる費用は、販売費及び一般管理費と

して計上していましたが、当中間会計期間よ

りフランチャイズ関連売上高と対応させるた

め、売上原価に計上する方法に変更しまし

た。

　これは、フランチャイズ関連事業の業容拡

大に対応するため組織体制を変更したことに

よりフランチャイズ関連事業にかかる原価を

厳密に把握することが可能になったため行っ

たものです。

　なお、この変更により従来の方法を適用し

た場合に比べて売上原価は25,055千円増加し、

販売費及び一般管理費が同額少なく計上され

ていますが、営業利益、経常利益及び税引前

中間純利益に与える影響はありません。

－ （販売費及び一般管理費、売上原価の計上区

分の変更）

　従来、スーパーバイジング及び店舗施工監

理に関わる費用は、販売費及び一般管理費と

して計上していましたが、当事業年度よりフ

ランチャイズ関連売上高と対応させるため、

売上原価に計上する方法に変更しました。

　これは、フランチャイズ関連事業の業容拡

大に対応するため組織体制を変更したことに

よりフランチャイズ関連事業にかかる原価を

厳密に把握することが可能になったため行っ

たものです。

　なお、この変更により従来の方法を適用し

た場合に比べて売上原価は48,517千円増加し、

販売費及び一般管理費が同額少なく計上され

ていますが、営業利益、経常利益及び税引前

当期純損失に与える影響はありません。 

 

－  －  （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

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。従

来の資本の部に相当する金額は純資産合計と

同額であります。

　なお、財務諸表等規則の改正により、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、改正後の財務諸表等規則により作成

しております。 

 （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）

　当事業年度より、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））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。これにより税引前当期純損失は

15,612千円増加しております。

　なお、減損損失累計額については、改正後

の財務諸表等規則に基づき各資産の金額から

直接控除しております。

 － （たな棚卸資産の評価基準及び評価方法）

  たな卸資産の評価基準及び評価方法につい

て、従来、すべて最終仕入原価法によってお

りましたが、当中間会計期間よりたな卸資産

のうちコミック商品分の評価方法を先入先出

法に変更しました。

  この評価方法の変更は、販売向けコミック

の在庫を多く抱えるようになり、金額的に重

要性が増したことからより厳密に評価するた

めに行ったものであります。

  なお、この方法により従来の方法を適用し

た場合に比べて売上原価が1,313千円減少す

ることになります。 

 －
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注記事項

（中間貸借対照表関係）

前中間会計期間末
（平成18年３月31日）

当中間会計期間末
（平成19年３月31日）

前事業年度末
（平成18年９月30日）

※１．有形固定資産の減価償却累計額

187,762千円

※１．有形固定資産の減価償却累計額は

370,705千円、減損損失累計額は85,084

千円であります。

※１．有形固定資産の減価償却累計額は

263,343千円、減損損失累計額は15,612

千円であります。

※２．定期預金

30,000千円

上記資産については担保債務はありませ

ん。

※２．　　　　　　　－ ※２．　　　　　　　－

※３．消費税等の取扱い

  仮払消費税等及び仮受消費税等は相殺

のうえ、金額的重要性が乏しいため、流

動負債の「その他」に含めて表示してお

ります。

※３．消費税等の取扱い

 仮払消費税及び仮受消費税は相殺のう

え、金額的重要性が乏しいため、流動資

産の「その他」に含めて表示しておりま

す。

※３．　　　　　　　－
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（中間損益計算書関係）

前中間会計期間
（自　平成17年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．営業外収益のうち主要なものは次のと

おりであります。

※１．営業外収益のうち主要なものは次のとお

りであります。

※１．営業外収益のうち主要なものは次のとお

りであります。

受取利息 147千円 受取利息 473千円

受取協賛金 14,388千円

受取手数料 10,015千円

受取利息 411千円

受取協賛金 8,072千円

受取手数料 9,981千円

※２．営業外費用のうち主要なものは次のと

おりであります。

※２．営業外費用のうち主要なものは次のとお

りであります。

※２．営業外費用のうち主要なものは次のとお

りであります。

支払利息 3,406千円

株式公開費用 24,188千円

支払利息 4,587千円

社債利息 4,464千円

支払利息 8,610千円

新株交付費 4,424千円

株式公開費用 24,297千円

※３．特別利益の内容は次のとおりでありま

す。

※３．　　　　　　　　－ ※３．特別利益の内容は次のとおりであります。

店舗売却益 18,419千円 店舗売却益 18,419千円

※４．特別損失の内容は次のとおりでありま

す。

※４．特別損失の内容は次のとおりであります。※４．特別損失の内容は次のとおりであります。

加盟契約変更費用 52,945千円 固定資産除却損 594千円

前期損益修正損 2,000千円

投資有価証券評価損 2,972千円

減損損失 89,795千円

店舗撤退損失引当金繰入額  35,938千円

固定資産除却損 124千円

前期損益修正損 16,946千円

営業譲受損 93,708千円

減損損失 15,612千円

　５．減価償却実施額 　５．減価償却実施額 　５．減価償却実施額

有形固定資産 51,994千円

無形固定資産 1,929千円

有形固定資産 111,192千円

無形固定資産 3,182千円

有形固定資産 136,122千円

無形固定資産 5,030千円

　６．　　　　　　　－ 　６. 当中間会計期間において、以下の資産グ

ループについて減損損失を計上しまし

た。 　　　　　　

　６．当事業年度において、以下の資産グルー

プについて減損損失を計上しました。 

店舗名 用途 種類 減損損失

入間店 直営店舗 建物等 10,822千円 

札幌里塚店 直営店舗 建物等 11,494千円 

沖縄国際通

り店
直営店舗 建物等 51,185千円 

ガーデン軽

井沢店
直営店舗 建物等 16,292千円 

 

 当社は、独立したキャッシュ・フローの生

成単位である各店舗毎に資産をグルーピング

しており、営業活動及び運営受託による損益

が継続してマイナスとなる店舗について減損

の兆候を把握し、回収可能価額が帳簿価額を

下回るものについて減損損失を計上しており

ます。 

 その内訳は、建物65,914千円、構築物775

千円、工具器具及び備品2,782千円、長期前

払費用1,062千円、リース資産19,261千円で

あります。 

 なお、当該資産グループの回収可能価額は

使用価値により算定しており、将来キャッ

シュ・フローを8.8％で割り引いて計算して

おります。

店舗名 用途 種類 減損損失

心斎橋店 運営受託店舗 建物等 15,612千円 

 

当社は、独立したキャッシュ・フローの生

成単位である各店舗毎に資産をグルーピング

しており、営業活動及び運営受託による損益

が継続してマイナスとなる店舗について減損

の兆候を把握し、回収可能価額が帳簿価額を

下回るものについて減損損失を計上しており

ます。 

その内訳は、建物15,323千円、工具器具及

び備品288千円であります。 

 なお、当該資産グループの回収可能価額は

使用価値により算定しており、将来キャッ

シュ・フローを8.8％で割り引いて計算して

おります。

株式会社アプレシオ（2460）平成 19 年９月期中間決算短信

－ 34 －



（リース取引関係）

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．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

償却累計額相当額及び中間期末残高相

当額

(1）リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額

相当額及び中間期末残高相当額

 

(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）

中間期末
残高相当
額
（千円）

建物 44 16 27

有形固定資
産（その
他）

575,211 154,438 420,772

無形固定資
産

51,127 8,254 42,873

合計 626,383 162,709 463,673

 
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）

建物 50,890 5,301 － 45,589

工具器具及
び備品

901,328 233,777 19,261 648,289

車両運搬具 1,670 968 － 702

ソフトウェ
ア 

105,684 32,515 － 73,169

合計 1,059,573 272,561 19,261 767,750

 
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）

建物 － － －

工具器具及
び備品

596,571 159,590 436,980

車両運搬具 1,670 836 834

ソフトウェ
ア 

104,531 21,559 82,972

合計 702,773 181,986 520,787

(2）未経過リース料中間期末残高相当

額 

(2）未経過リース料中間期末残高相当額及びリース

資産減損勘定の残高

(2）未経過リース料期末残高相当額

 

１年内 138,827千円

１年超 335,650千円

合計 474,477千円

１年内 236,810千円

１年超 594,436千円

合計 831,246千円

リース資産減損勘定の残高  19,261千円

１年内 161,197千円

１年超 375,405千円

合計 536,603千円

(3）支払リース料、減価償却費相当額及

び支払利息相当額

(3）支払リース料、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、減価償却費相当額及

び支払利息相当額

支払リース料 71,455千円

減価償却費相当額 65,753千円

支払利息相当額 7,535千円

支払リース料  128,168千円

減価償却費相当額 115,338千円

支払利息相当額 18,186千円

減損損失 19,261千円

支払リース料 145,634千円

減価償却費相当額 133,776千円

支払利息相当額 15,223千円

(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て、

各期への配分方法は、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
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（有価証券関係）

時価評価されていない主な有価証券の内容

 

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） 

前事業年度末 
（平成18年９月30日） 

中間貸借対照表計上額
（千円）

中間貸借対照表計上額
（千円） 

貸借対照表計上額  　
（千円）

その他有価証券    

非上場株式 90,000 90,527 93,500

（デリバティブ取引関係）

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）及び前事業年度（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。なお、金利スワップ取引を行っておりますが、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。なお、金利スワップ取引を行っておりますが、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。

（持分法損益等）

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）及び前事業年度（自　平成17年10月１日　至

　平成18年９月30日）

当社は、関連会社がありませんので、該当事項はありません。

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）

当社は、関連会社がありませんので、該当事項はありません。
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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）

（子会社の設立）

　平成18年４月20日開催の取締役会に

おいて、複合カフェに関わる資材調達

及び店舗運営に係るサービス事業を目

的として子会社設立を決議し、平成18

年４月26日に設立いたしました。会社

の概要は以下のとおりであります。

  (1）商号

　　　株式会社アプレシオテックサー

　　　ビス 

  (2）本店

　　  東京都新宿区西新宿八丁目11番

　　  １号

  (3）事業目的

　　　複合カフェに関わる資材調達及

　　　び店舗運営に係るサービス事業

 （4）代表者　　馬場　正信

 （5）資本金　　30百万円

 （6）株主構成　株式会社アプレシオ

　　　　　　　　51％

　　　　　　　  テクタイト株式会社

　　　　　　　　49％  

 －  －

 （新株予約権の付与）　

　平成17年12月30日開催の当社第６期

定時株主総会で承認されました新株予

約権につき以下のとおり新株予約権を

付与いたしました。

  その概要は以下のとおりでありま

す。

(1)新株予約権の発行日

　 平成18年４月25日

(2)新株予約権の発行数　　　　

　　500個

   （新株予約権１個当たりの目的と

　　 なる株式数は１株）

(3)新株予約権の発行価格　　　

　 無償

(4)新株予約権の目的となる株

　 式の種類及び数　　

　 当社普通株式500株

(5)新株予約権の行使に際しての

　 払込金額

　 １株につき351,700円

(6)新株予約権の行使により発

　 行する株式の発行価額の総額

　 175,850千円

(7)新株予約権の行使期間

　 平成19年12月31日から平成27年12

     月30日まで

 － －
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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）

(8)新株予約権の行使により新株を発

　 行する場合の発行価額のうち資本

     に組入れない額

　 １株当たり　175,850円

(9)新株予約権の割当対象者数

　 当社の取締役、従業員　合計51名
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６．その他
（1）販売活動の状況 

 ①販売実績

 当中間会計期間の販売実績を事業の種類別に示すと、次のとおりであります。

事業種類別

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）

前年同期比

 （％）

前事業年度

（自　平成17年10月１日

至　平成18年９月30日）

直　 営　 店 　事 　業（千円） 529,074 722,273 136.5 1,162,096

フランチャイズ関連事業（千円） 929,085 1,004,030 108.1 1,791,272

合　　　　　　　　　計（千円） 1,458,159 1,726,304 118.4 2,953,368

 

 （2）店舗数の状況

地区名

前中間会計期間末

（平成18年３月31日）

前事業年度

（平成18年９月30日）

当中間会計期間末

（平成19年３月31日）

前事業年度対比

 

直営 フランチャイズ 直営 フランチャイズ 直営 フランチャイズ 直営 フランチャイズ

アプレシオ

北海道・東北 1 － 1 1 1 2 － 1

甲信越・北陸 － 6 2 7 2 7 － －

関東 4 19 7 23 12 25 5 2

東海 － 6 － 8 － 9 － 1

近畿 1 5 1 5 2 6 1 1

中国・四国 － － － 1 － 3 － 2

九州・沖縄 － 5 1 4 1 4   

計 6 41 12 49 18 56 6 7

I LOVE遊

北海道・東北 － 1 － 1 － 1 － －

甲信越・北陸 － 7 － 7 － 6 － △1

関東 1 4 － 2 － 2 － －

東海 － 1 － 1 － 1 － －

近畿 － 2 － 2 － 1 － △1

中国・四国 － 2 － 1 － － － △1

九州・沖縄 － － － － － － － －

計 1 17 － 14 0 11 － △3

合計 7 58 12 63 18 67 6 4
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