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１．平成19年９月期の連結業績（平成18年10月１日～平成19年９月30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９月期 19,048 44.8 703 43.8 694 35.6 269 26.3

18年９月期 13,158 46.7 489 △31.5 512 △29.2 213 △47.1

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９月期 5,152 47 5,058 93 11.4 8.3 3.7

18年９月期 4,083 70 4,018 40 9.0 8.1 3.9

（参考）持分法投資損益 19年９月期 4百万円 18年９月期 2百万円

(2）連結財政状態

総資産 純資産 自己資本比率 １株当たり純資産

百万円 百万円 ％ 円 銭

19年９月期 8,116 2,364 28.1 43,513 83

18年９月期 8,563 2,497 29.2 46,713 01

（参考）自己資本 19年９月期 2,277百万円 18年９月期 2,445百万円

(3）連結キャッシュ・フローの状況

営業活動による
キャッシュ・フロー

投資活動による
キャッシュ・フロー

財務活動による
キャッシュ・フロー

現金及び現金同等物
期末残高

百万円 百万円 百万円 百万円

19年９月期 521 65 △343 2,704

18年９月期 49 287 494 2,460

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） 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 百万円 ％ ％

18年９月期 0 00 0 00 0 00 0 00 2,200 00 115 53.8 5.0

19年９月期 0 00 0 00 0 00 0 00 2,500 00 130 48.5 5.4

20年９月期（予想） 0 00 0 00 0 00 0 00 2,500 00 130 48.7 －

３．平成20年９月期の連結業績予想（平成19年10月１日～平成20年９月30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 9,183 △30.2 290 △40.7 268 △47.6 134 △37.1 2,565 77

通期 18,367 △3.6 580 △17.5 536 △22.8 268 △0.4 5,131 57
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４．その他

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

新規 ―社  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　無

②　①以外の変更　　　　　　　　無

（注）詳細は、19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９月期 52,351株 18年９月期 52,351株

②　期末自己株式数 19年９月期 ―株 18年９月期 ―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、28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９月期の個別業績（平成18年10月１日～平成19年９月30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９月期 8,165 8.6 279 △57.3 306 △55.2 2 △98.8

18年９月期 7,516 8.5 656 21.0 684 20.0 172 △54.4

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９月期 40 82 40 08

18年９月期 3,291 39 3,238 76

(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９月期 3,535 1,976 55.9 37,756 98

18年９月期 4,272 2,387 55.9 45,608 46

（参考）自己資本 19年９月期 1,976百万円 18年９月期 2,387百万円

※　業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項

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

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

前提となる仮定及び業績予想のご利用に当たっての注意事項等については、３ページ「３．連結業績予想に関する

定性的情報」をご覧ください。
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１．経営成績
(1）経営成績に関する分析

 平成19年9月期　（自平成18年10月1日　至平成19年9月30日）

（当期の経営成績）

　当連結会計期間においては、㈱セントラルサービスシステム（以下ＣＳＳ）は、コンラッド東京、グランドプリン

スホテル高輪、ザ・リッツ・カールトン東京といった大型案件を含み、新規受注は34件、事業所数は全国201ヵ所とな

りました。また、連結子会社東洋メディアリンクス㈱（以下ＴＭＬ）における金融機関向けセキュリティ設備等の大

型受注による増収増益が連結業績に寄与し、売上高19,048百万円（前年同期比44.8％増）、営業利益703百万円（前年

同期比43.8％増）、経常利益694百万円（前年同期比35.6％増）、当期純利益269百万円（前年同期比26.3％増）とな

りました。平成18年4月に子会社化いたしましたＴＭＬグループは、当連結会計期間より通期で連結業績へ寄与するこ

ととなり、ＣＳＳ・ＴＭＬの二つの柱を中心とした企業グループの姿が具現化いたしました。

　セグメント別に見ると、ＣＳＳは売上高はほぼ予想通りに推移しましたが、利益面におきましては、上記大型受注

案件の開業に伴う費用の増加および、既存顧客施設の稼働率の大幅な上昇による業務量の増加、パート・アルバイト

の社会保険への加入者増による労務管理コストの増加等により利益率が低下いたしました。また、連結子会社㈱セン

トラルマネジメントシステム（以下ＣＭＳ）における利益面の大幅な下ぶれの影響もあり、2社は予想を大きく下回る

結果となりました。

　その他連結子会社といたしましては、㈱センダンは収益性の高い案件の受注と既存事業所の収益回復に努めた結果、

売上高は予想を下回ったものの、利益面では黒字回復致しました。音響特機㈱は収益ともに予想を若干上回る結果と

なりました。なお、ＣＭＳにおきましては、目標婚礼受注組数の未達を主因する売上高未達成、および、家賃・人件

費・水道光熱費など固定費の削減が次期以降に持ち越しとなったことが大幅な利益下ぶれの主因であります。

 

（次期の見通し）

　次期におきましては、ＴＭＬの特需の影響がなくなり緩やかな成長傾向に戻るため、対前年比といたしましては減

収減益予想となります。ＴＭＬの上記予想に対して、ＣＳＳ・センダン・ＣＭＳの料飲ビジネス3社は増収増益を見込

んでおります。その理由といたしましては、ＣＳＳ・センダンにおいては第23期の新規受注事業所（ＣＳＳ34件、セ

ンダン3件）の収益が通期で寄与することが主因であり、ＣＭＳにおいては、婚礼受注組数の増加による売上高増およ

び人件費をはじめとする固定費の削減による利益率向上が見込まれるためであります。その結果、連結業績といたし

ましては、売上高18,367百万円（前年同期比3.6％減）、営業利益580百万円（前年同期比17.5％減）、経常利益536百

万円（前年同期比22.8％減）、当期純利益268百万円（前年同期比0.4％減）となる見込みです。　

 

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

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

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

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

 

(2）財政状態に関する分析

 

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

 ①　資産、負債及び純資産の状況

　当連結会計期間の資産につきましては、前連結会計年度末と比べてＴＭＬ・音響特機が加わったことにより、8,116

百万円となりました。これは、売掛債権の増加が主な要因であります。

　負債につきましては、前連結会計年度と比べて313百万円減少し、5,571百万円となりました。主な要因は仕入債務

等の増加によるものであります。

　純資産につきましては、当期純利益269百万円を計上したものの、その他有価証券評価差額金の減少等により2,364

百万円となりました。

　 ②キャッシュ・フローの状況

 当連結会計期間における連結ベースの現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、税金等調整前当期純利益等

により、当連結会計期間には2,704百万円となりました。

 

 （営業活動によるキャッシュ・フロー）

 営業活動の結果、得られた資金は521百万円となりましたが、これは、税金等調整前当期純利益の688百万円が主因で

あります。
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 （投資活動によるキャッシュ・フロー）

 投資活動の結果、得られた資金は65百万円となりましたが、これは、主に長期性預金の戻入によるものであります。

 （財務活動におけるキャッシュ・フロー）

 財務活動の結果、使用した資金は343百万円となりましたが、これは、主に借入金の返済によるものであります。

 

 キャッシュ・フローに関する補足情報

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

自己資本比率（％） 51.4 57.0 56.6 29.2 28.0

時価ベースの自己資本比率

（％）
204.8 255.2 227.7 62.3 45.2

キャッシュ・フロー対有利子

負債比率（％）
1.0 1.3 1.3 67.7 5.9

インタレスト・カバレッジ・

レシオ（倍）
47.9 33.8 57.4 1.4 7.5

 

自己資本比率：自己資本／総資産

時価ベースの自己資本比率：株式時価総額／総資産

キャッシュ・フロー対有利子負債比率：有利子負債／キャッシュ・フロー

インタレスト・カバレッジ・レシオ：キャッシュ・フロー／利払い

（注１）いずれも連結ベースの財務数により計算しております。

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

（注３）キャッシュ・フローは、営業キャッシュ・フローを利用しています。

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

す。

 

(3）利益配分に関する基本方針及び当期・次期の配当

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

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

の基本方針に基づき、今期の期末配当は既発表の通り1株当たり2,500円、次期についても業績予想を鑑み、据え置き

の1株あたり2,500円を予定しております。
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２．企業集団の状況
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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、「洗浄と衛生による“おもてなし”の提供」を理念に、食器洗浄業務を中心として、器材・設備の

メンテナンス、鍋洗浄、調理補助、厨房清掃およびそれらに付随する安全衛生管理、業務効率化のための部門調整、

システム改善、データの分析・構築などのスチュワードシステム運用を含めた総合的管理業務からスタートし、これ

に給食管理運営を加えた料飲ビジネスを展開してまいりました。そして近年、「質の高い“おもてなし”の創造」へ

と理念を進化させ、音響・空間プロデュースなどの分野、及び、そのノウハウによって裏打ちされたセキュリティシ

ステムなどの設計施工の分野へ事業を拡大し、企業グループを形成しております。

具体的には、ホテルをはじめとするホスピタリティ業界を主たる顧客とし「洗浄と衛生のプロフェッショナル集団」

「オンリーワン・ナンバーワン企業」として成長を続けるＣＳＳ、及び、ＢＧＭの草分け企業として音響・空間を創

造する“ソフト提供ビジネス”とセキュリティシステムの設計施工といった“ハード提供ビジネス”を主軸に「五感

プロデュース」を展開するＴＭＬを、グループの二つの柱としております。

さらに、フードサービス事業（㈱センダン）、ホテル・旅館の運営・経営事業（ＣＭＳ）、業務用音響機器の輸入・

販売（音響特機㈱）との有機的連関を持って、ホスピタリティ・バリュー・プロバイダーとして顧客の特定ニーズに

対して最適な価値を提供することを基本方針としております。

 

(2）目標とする経営指標

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

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

 

(3）中長期的な会社の経営戦略

 当社グループは、中期的な目標として、事業活動領域を「料飲ビジネス」、「五感プロデュース」とし、グループと

して「質の高い“おもてなし”の創造」の理念を共有しつつ、更なる成長を目指してまいります。

　そのため、グループとして、これら2つの異なる事業活動領域を戦略的に運営しつつ、各々の成長性のみならず、グ

ループ全体の効率性を追及し、最適化を実現するためには、経営体制の再構築が必要との認識に至りました。

　この認識に基づき、当社は、経営・管理と事業執行の機能を分化させ、それぞれの役割・責任を明確にするため、

純粋持株会社体制を採用し、それに移行いたします。併せて、当社の総務・人事・経理等管理部門をビジネスサポー

ト子会社として独立させ、最終的にはビジネスサポート子会社がグループ各社の管理部門の機能集約を行うことを計

画しております。

　純粋持株会社移行後の方針として、「事業会社の事業集中による収益性の向上」、「事業活動領域のシナジー追求」、

「企業グループ内資源の効率的活用」、「企業グループとしての社会的責任の遂行」を掲げます。企業グループ内に

おいて、純粋持株会社はグループ全体の経営戦略の立案、グループ全体の経営管理、上場会社としての社会的責任の

遂行を担います。また、各グループ事業子会社は、事業執行に集中し、業務の更なるスピードアップ、効率性の向上、

専門性の追求を図ります。

　以上の経営体制の再構築を通じ、企業グループの最適化を実現し、企業価値の向上に邁進してまいります。

 

(4）会社の対処すべき課題

 上記（３）中長期的な会社の経営戦略で言及いたしました純粋持株会社体制移行に伴うスムーズな経営計画の策定が

当面の重要な課題となります。

　以下、セグメント別の当社の経営課題としては、平成18年9月期決算短信（平成18年11月15日開示）により開示を

行った内容から重要な変更がないため、開示を省略します。

　当該決算短信は、次のURLからご覧いただくことができます。

（当社ホームページ）

 http://www.css-ltd.co.jp

（ジャスダック証券取引所ホームページ（「JDS」検索ページ））

 http://jds.jasdaq.co.jp/tekiji/
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(5）内部管理体制の整備・運用状況

 当社では、法令と社会的規範の遵守に徹したコンプライアンス体制と透明性の高い経営を遂行するため、コーポレー

ト・ガバナンスの更なる充実を図るべく、内部統制システムの確立を重要な経営課題に掲げ、平成18年10月25日開催

の取締役会において、当社は「内部統制システム構築の基本方針」に関して決議しております。

　さらに、平成20年度より開始される金融商品取引法に基づく内部統制への取り組みに関しましては、平成20年4月1

日付の純粋持株会社体制移行に伴い体制を強化し、プロジェクトチームを組成し、万全を期して臨む所存でありま

す。

　持株会社体制移行後は、各社の取締役の任期を1年とし、一層の責任の明確化を図ります。また、当社では取締役

会・監査役会・内部監査室といった会社法上の諸機関に加え、コンプライアンス体制を一段と強化すべく、代表取締

役自らが議長となり、ＣＳＲ委員会を組織しております。同コミッティは経営の根幹を形成するコンプライアンス、

リスク管理などコーポレート・ガバナンス上の重要事項を審議するとともに、経営の基本方針となる「行動規範」を

作成し、法令ならびに社会倫理の遵守を企業活動の原点とすべく、啓蒙活動を行っております。

　さらに、内部監査室ならびに内部通報制度を継続的に機能せしめ、弁護士事務所および税理士事務所と顧問契約を

結び、コンプライアンス体制の更なる強化・補完を図っております。

 

(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．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９月30日現在）
当連結会計年度

（平成19年９月30日現在）
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 ※２  3,233,344   3,513,496  280,152

２．受取手形及び売掛金 ※３  2,020,287   2,118,435  98,148

３．たな卸資産   727,779   572,598  △155,181

４．繰延税金資産   112,692   100,065  △12,626

５．その他   83,194   139,185  55,991

貸倒引当金   △18,210   △19,414  △1,204

流動資産合計   6,159,087 71.9  6,424,367 79.2 265,280

Ⅱ　固定資産         

１．有形固定資産         

(1）建物及び構築物 ※２ 294,129   194,188    

減価償却累計額  △182,037 112,092  △91,200 102,987  △9,104

(2）土地 ※２  337,180   337,180  0

(3）その他  89,143   72,153    

減価償却累計額  △66,197 22,946  △46,983 25,169  2,223

有形固定資産合計   472,219 5.5  465,338 5.7 △6,881

２．無形固定資産         

(1) のれん   41,487   0  △41,487

(2）その他   25,069   24,048  △1,020

無形固定資産合計   66,556 0.8  24,048 0.3 △42,508

３．投資その他の資産         

(1）投資有価証券
※１
※２

 1,282,937   692,799  △575,850

(2）繰延税金資産   13,561   ―  △13,561

(3）その他   569,100   509,649  △73,738

投資その他の資産合
計

  1,865,598 21.8  1,202,449 14.8 △663,149

固定資産合計   2,404,374 28.1  1,691,835 20.8 △712,539

資産合計   8,563,462 100.0  8,116,203 100.0 △447,258
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前連結会計年度

（平成18年９月30日現在）
当連結会計年度

（平成19年９月30日現在）
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   994,392   906,413  △87,978

２．短期借入金   1,098,970   928,000  △170,970

３．１年内償還予定の社
債

  230,000   294,000  64,000

４．１年内返済予定の長
期借入金

  598,804   623,888  25,084

５．未払金   726,813   842,832  116,019

６．未払法人税等   182,173   223,089  40,916

７．賞与引当金   141,200   160,050  18,850

８．その他   224,559   372,799  148,239

流動負債合計   4,196,913 49.0  4,351,073 53.6 154,159

Ⅱ　固定負債         

１．社　　　債   560,000   419,000  △141,000

２．長期借入金   852,185   777,467  △74,718

３．繰延税金負債   211,051   4,221  △206,830

４．退職給付引当金   93,434   93,729  294

５．役員退職慰労引当金   15,511   17,011  1,500

６．負ののれん   128,588   84,626  △43,962

７．その他   8,138   4,750  △3,388

固定負債合計   1,868,911 21.8  1,400,806 17.3 △468,104

負債合計   6,065,824 70.8  5,751,879 70.9 △313,945

         

（純資産の部）         

Ⅰ　株主資本         

　１.資本金 ※４  393,561 4.6  393,561 4.9 ―

  ２.資本剰余金   277,699 3.2  277,699 3.4 0

  ３.利益剰余金   1,492,107 17.4  1,646,342 20.3 154,235

  株主資本合計   2,163,368 25.3  2,317,603 28.6 154,235

Ⅱ　評価・換算差額等         

　その他有価証券評価差額
金

  282,106 3.3  △39,611 △0.5 △321,718

　評価・換算差額等合計   282,106 3.3  △39,611 △0.5 △321,718

Ⅲ　少数株主持分   52,162 0.6  86,331 1.1 24,501

純資産合計   2,497,637 29.2  2,364,323 29.1 △133,313

負債・純資産合計   8,563,462 100.0  8,116,203 100.0 △447,258
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(2）連結損益計算書

  
前連結会計年度

（自　平成17年10月１日
至　平成18年９月30日）

当連結会計年度
（自　平成18年10月１日
至　平成19年９月30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   13,158,228 100.0  19,048,043 100.0 5,889,815

Ⅱ　売上原価   11,100,281 84.4  16,003,071 84.0 4,902,790

売上総利益   2,057,946 15.6  3,044,972 16.0 987,025

Ⅲ　販売費及び一般管理費 ※１  1,568,511 11.9  2,341,153 12.3 772,641

営業利益   489,435 3.7  703,818 3.7 214,383

Ⅳ　営業外収益         

１．受取利息  7,889   4,299    

２．受取配当金  13,761   14,528    

３．受取賃貸料  5,448   7,365    

４．負ののれん償却額  14,287   22,772    

５. 持分法による投資利益  2,887   4,078    

６. 受取手数料  1,060   ―    

７．その他  27,442 72,777 0.6 25,126 78,171 0.4 5,393

Ⅴ　営業外費用         

１．支払利息  37,334   69,103    

２．休業補償費用  6,069   ―    

３．その他  6,599 50,003 0.4 18,177 87,281 0.5 37,277

経常利益   512,208 3.9  694,708 3.7 182,499

 Ⅵ　特別利益         

１．受取補償金  ―   7,325    

２．投資有価証券売却益  19,360   7,000    

 ３. 役員退職慰労引当金戻入
益

 15,600   ―    

 4. 貸倒引当金戻入益  6,520 41,480 0.3 1,600 15,925 0.1 △25,554

 Ⅶ　特別損失         

１.　受取補償金  3,847   ―    

２.　投資有価証券評価損  978   13,276    

３.　その他  1,850 6,676 0.0 8,847 22,123 0.1 15,446

税金等調整前当期純利益   547,012 4.2  688,510 3.6 141,497

法人税、住民税及び事業
税

 336,352   364,661    

法人税等調整額  △5,191 331,161 2.6 41,132 405,793 2.1 74,632

少数株主利益   2,220 0.0  12,979 0.1 10,759

当期純利益   213,630 1.6  269,736 1.4 56,106
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(3）連結株主資本等変動計算書

前連結会計年度（自　平成17年10月１日　至　平成18年９月30日）

株主資本

資本金 資本剰余金 利益剰余金 株主資本合計

平成17年9月30日　残高（千円） 390,332 274,470 1,372,429 2,037,232

連結会計年度中の変動額

新株の発行 3,229 3,229  6,458

剰余金の配当　（注）   △93,952 △93,952

当期純利益   213,630 213,630

株主資本以外の項目の連結会計年度中
の変動額（純額）

    

連結会計年度中の変動額合計
（千円）

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

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

評価・換算差額等

少数株主持分 純資産合計
その他有価証券評価差額
金

評価・換算差額等合計

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

連結会計年度中の変動額

新株の発行    6,458

剰余金の配当　（注）    △93,952

当期純利益    213,630

株主資本以外の項目の連結会計年度中
の変動額（純額）

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

連結会計年度中の変動額合計
（千円）

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

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

（注）平成17年12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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当連結会計年度（自　平成18年10月１日　至　平成19年９月30日）

株主資本

資本金 資本剰余金 利益剰余金 株主資本合計

平成18年9月30日　残高（千円） 396,561 277,699 1,492,107 2,163,368

連結会計年度中の変動額

新株の発行     

剰余金の配当　（注）   △115,500 △115,500

当期純利益   269,736 269,736

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）

  154,235 154,235

平成19年９月30日　残高（千円） 393,561 277,699 1,646,342 2,317,603

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

評価・換算差額等合計

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

連結会計年度中の変動額

新株の発行     

剰余金の配当　（注）    △122,672

当期純利益    276,907

株主資本以外の項目の連結会計年度中
の変動額（純額）

△321,718 △321,718 34,169 △287,549

連結会計年度中の変動額合計
（千円）

△321,718 △321,718 34,169 △133,313

平成19年９月30日　残高（千円） △39,611 △39,611 86,331 2,364,323

（注）平成18年12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10月１日
至　平成18年９月30日）

当連結会計年度
（自　平成18年10月１日
至　平成19年９月30日）

対前年比

区分
注記
番号

金額（千円） 金額（千円）
増減

（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

 547,012 688,510 141,497

減価償却費  19,711 36,759 17,048

負ののれん償却  △14,287 △21,980 △7,693

のれん償却  41,487 41,487 0

持分法による投資利益  △2,887 △4,078 △1,191

投資有価証券評価損  978 13,276 12,298

投資有価証券売却益  △19,360 △7,000 12,360

貸倒引当金の増減額  △6,890 1,204 8,094

退職給付引当金増減額  19,099 294 △18,804

役員退職慰労引当金の
増減額

 △31,595 1,500 33,095

賞与引当金の増減額  △4,800 18,850 23,650

受取利息及び配当金  △21,651 △18,827 2,823

支払利息  37,334 69,103 31,769

売上債権の増減額  127,689 △98,148 △225,837

前受金の増減額  ― 27,765 27,765

たな卸資産の増減額  △361,646 155,181 516,827

仕入債務の増減額  65,814 △87,978 △153,793

未払金の増減額  102,602 115,087 12,484

その他  △70,910 △33,619 37,291

小計  427,702 897,386 469,684

利息及び配当金の受取
額

 21,744 20,132 △1,612

利息の支払額  △33,831 △71,558 △37,727

法人税等の支払額  △366,304 △324,281 42,022

営業活動によるキャッ
シュ・フロー

 49,311 521,678 472,367

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

 △618,900 △1,128,500 △509,600

定期預金の払戻による
収入

 544,400 1,092,400 548,000

投資有価証券の取得に
よる支出

 △102,823 △2,164 100,659

新規連結子会社の取得
による収入

※２ 249,034 ― △249,034

投資有価証券の売却に
よる収入

 125,036 17,000 △108,036

有形固定資産の取得に
よる支出

 △28,210 △14,045 14,164

無形固定資産の取得に
よる支出

 △6,191 △658 5,533

貸付金の回収による収
入

 125,152 ― △125,152

その他  ― 101,447 101,447

投資活動によるキャッ
シュ・フロー

 287,497 65,479 222,017
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前連結会計年度

（自　平成17年10月１日
至　平成18年９月30日）

当連結会計年度
（自　平成18年10月１日
至　平成19年９月30日）

対前年比

区分
注記
番号

金額（千円） 金額（千円）
増減

（千円）

Ⅲ　財務活動によるキャッ
シュ・フロー

    

短期借入金の増減額  200,920 △100,970 △301,890

長期借入金の借入れに
よる収入

 500,000 599,000 99,000

長期借入金の返済によ
る支出

 △119,944 △648,634 △528,690

株式発行による収入  6,458 ― △6,458

社債の発行  ― 170,000 170,000

社債の償還  ― △247,000 △247,000

配当金の支払額  △92,811 △115,502 △22,690

財務活動によるキャッ
シュ・フロー

 494,623 △343,106 △837,729

Ⅳ　現金及び現金同等物の増
減額

 831,431 244,052 △587,379

Ⅴ　現金及び現金同等物の期
首残高

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

Ⅵ　現金及び現金同等物の期
末残高

※１ 2,460,944 2,704,996 244,052
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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

項目

前連結会計年度

（自　平成17年10月１日

至　平成18年９月30日）

当連結会計年度

（自　平成18年10月１日

至　平成19年９月30日）

１　連結の範囲に関する事項 (1）連結子会社の数　　　　　　　４社

㈱センダン

㈱セントラルマネジメントシステム

東洋メディアリンクス㈱

音響特機㈱ 

 

　なお、東洋メディアリンクス㈱及

び音響特機㈱については、株式を新

規取得したことにより、当連結会計

年度より連結範囲に含めております。

(1）連結子会社の数　　　　　　　４社

㈱センダン

㈱セントラルマネジメントシステム

東洋メディアリンクス㈱

音響特機㈱ 

 

　

 (2）非連結子会社名

㈱デジタルコミュニケーションズ

 連結の範囲から除いた理由

　非連結子会社は小規模であり、総

資産、売上高、当期純損益及び利益

剰余金（持分に見合う額）等は、い

ずれも連結財務諸表に重要な影響を

及ぼしていないためであります。

(2）非連結子会社名

㈱デジタルコミュニケーションズ

 連結の範囲から除いた理由

同左

 

２　持分法の適用に関する事

項

(1）持分法適用の関連会社の数　１社

㈱ＤＭＸ MUSIC Japan

(1）持分法適用の関連会社の数　１社

㈱ＤＭＸ MUSIC Japan

 なお、ＤＭＸについては、株式を新規

取得したことにより、当連結会計年度

より持分法の適用範囲に含めておりま

す。

 

持分法を適用しない非連結子会社 

㈱デジタルコミュニケーションズ 

持分法を適用しない理由 

持分法非適用会社は、営業活動を行っ

ておらず当期純利益（持分に見合う

額）及び利益剰余金（持分に見合う

額）のいずれも連結財務諸表に重要な

影響を及ぼしていないため、持分法の

適用から除外しております。

 

持分法を適用しない関連会社 

㈱エムネット　　　　　　　　 

持分法を適用しない理由 

持分法非適用会社は、当期純利益（持

分に見合う額）及び利益剰余金（持分

に見合う額）に及ぼす影響が軽微であ

り、かつ全体としても重要性がないた

め、持分法の適用から除外しておりま

す。

 

 

 

持分法を適用しない非連結子会社 

㈱デジタルコミュニケーションズ 

持分法を適用しない理由 

同左

 

 

 

 

 

持分法を適用しない関連会社 

㈱エムネット　　　　　　　　 

持分法を適用しない理由 

 

同左 

３　連結子会社の事業年度等

に関する事項

　連結子会社の決算日は、連結決算日と一

致しております。

同左
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項目

前連結会計年度

（自　平成17年10月１日

至　平成18年９月30日）

当連結会計年度

（自　平成18年10月１日

至　平成19年９月30日）

４　会計処理基準に関する事

項

①有価証券

ａ．その他有価証券 

①有価証券

ａ．その他有価証券 

(1）重要な資産の評価基準

及び評価方法

 時価のあるもの

 連結決算末日の市場価格などに基

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）

 時価のあるもの

　　　　　同左

 

 時価のないもの 

 移動平均法による原価法

時価のないもの 

 移動平均法による原価法

 ②デリバティブ

時価法　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　

 

③たな卸資産　　　　　　　　　 

・商品　主として先入先出法による

　　　　　　　　　　　　原価法

②デリバティブ

同左　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　

 

③たな卸資産　　　　　　　　　 

・商品　　　　　　　 同左　

・原材料・貯蔵品　最終仕入原価法 ・原材料・貯蔵品　　 同左　

・仕掛品　個別法による原価法

 

・仕掛品　           同左　

 

(2）重要な減価償却資産の

減価償却の方法

①　有形固定資産

定率法

　ただし、平成10年４月１日以降に取得

した建物（附属設備を除く）については、

定額法によっております。

　なお、耐用年数及び残存価額について

は法人税法に規定する方法と同一の基準

によっております。

①　有形固定資産

同左

（会計方針の変更） 

 　当連結会計年度から、法人税法の改正

（（所得等税法等の一部を改正する法律

平成19年３月30日　法律第６号）及び

（法人税法施工令の一部

を改正する政令　政令第83号））に伴い、

平成19年４月１日以降に取得したものに

ついて、改正後の法人税法に基づく減価

償却の方法に変更しております。この変

更に伴う損益に与える影響は軽微であり

ます。

なお、セグメント情報に与える影響につ

いては、セグメント情報に記載しており

ます。

 ②　無形固定資産

定額法

 なお、のれんについては、５年間で

均等償却しております。

②　無形固定資産

定額法

            同左

(3）重要な引当金の計上基

準

①貸倒引当金

　金銭債権の貸倒れによる損失に備える

ため、一般債権については貸倒実績率に

より、貸倒懸念債権等特定の債権につい

ては、個別に回収可能性を勘案し、回収

不能見込額を計上しております。

①貸倒引当金

同左

 ②賞与引当金

　従業員の賞与の支払に備えるため、支

給見込額に基づく必要額を計上しており

ます。

③退職給付引当金

　一部の連結子会社について、従業員の

退職給付に備えるため、当連結会計年度

末における退職給付債務の見込額に基づ

き計上しております。

 

②賞与引当金

同左

 

③退職給付引当金

              　同左 
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項目

前連結会計年度

（自　平成17年10月１日

至　平成18年９月30日）

当連結会計年度

（自　平成18年10月１日

至　平成19年９月30日）

 ④役員退職慰労引当金

　一部の連結子会社について、役員の

退職慰労金の支出に備えるため、内規

に基づく期末要支給額を計上しており

ます。

④役員退職慰労引当金

 

            同左

(4）重要なリース取引の処

理方法

　リース物件の所有権が借主に移転すると

認められるもの以外のファイナンス・リー

ス取引については、通常の賃貸借取引に係

る方法に準じた会計処理によっております。

同左

(5）重要なヘッジ会計の方

法

　イ　ヘッジ会計の方法

　金利スワップについて特例処理の条件を

充たしている場合には特例処理を採用して

おります。

　ロ　ヘッジ手段とヘッジ対象

　　　ａ.ヘッジ手段…金利スワップ

　　　ｂ.ヘッジ対象…借入金

　ハ　ヘッジ方針

　市場変動相場に伴うリスクの軽減を目

的として利用する方針であります。

　ニ　ヘッジ有効性評価の方法

　ヘッジ手段とヘッジ対象のキャッシュ

フローを事前に比較・検討し、有効性を

確認しております。

　ただし、特例処理によっているスワッ

プについては、有効性の評価を省略して

おります。

　イ　ヘッジ会計の方法

　金利スワップについて特例処理の条件を

充たしている場合には特例処理を採用して

おります。

　ロ　ヘッジ手段とヘッジ対象

　　　　　　　　同左

　　　

　ハ　ヘッジ方針

　　　　　　　同左

 

　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

消費税等の会計処理

　税抜方式を採用しております。

消費税等の会計処理

　　　　　　　　同左

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方法は、

全面時価評価法によっております。

同左

６　のれん及び負ののれん償

却に関する事項

　負ののれんは５年間で均等償却すること

としています。 

　　　　　　　　同左

７　連結キャッシュ・フロー

計算書における資金の範

囲

　連結キャッシュ・フロー計算書における

資金（現金及び現金同等物）は、手許現金、

随時引き出し可能な預金及び容易に換金可

能であり、かつ、価値の変動について僅少

なリスクしか負わない取得日から３ヶ月以

内に償還期限の到来する短期投資からなっ

ております。

 

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10月１日
至　平成18年９月30日）

当連結会計年度
（自　平成18年10月１日
至　平成19年９月30日）

 （固定資産に減損に係る会計基準）

　当連結会計年度より、「固定資産の減損に係る会計基準」

（「固定資産の減損に係る会計基準の設定に関する意見

書」(企業会計審議会　平成14年８月９日)）および「固定

資産の減損に係る会計基準の適用指針」(企業会計基準委員

会　平成15年10月31日　企業会計基準適用指針第６号)を適

用しています。これによる損益に与える影響はありません。

 （固定資産に減損に係る会計基準）

　―

 （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。

従来の資本の部の合計に相当する金額は2,445,475千円であ

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、連結財務諸表規制の改正に伴い、改正後の

連結財務諸表規則より作成しております。

 （貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準）

　―

 

 （ストック・オプション等に関する会計基準）

　当連結会計年度より「ストック・オプション等に関する

会計基準」（企業会計基準第８号　平成17年12月27日）及

び「ストック・オプション等に関する会計基準の適用指針」

（企業会計基準適用指針第11号　平成18年５月31日）を適

用しております。

　なお、これによる損益に与える影響はありません。

 （ストック・オプション等に関する会計基準）

　―
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表示方法の変更

前連結会計年度
（自　平成17年10月１日
至　平成18年９月30日）

当連結会計年度
（自　平成18年10月１日
至　平成19年９月30日）

（連結貸借対照表関係）

（1）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、当連結会計年度より「のれん」とし

て表示しております。

（2）前連結会計年度において「売掛金」ならびに「買掛

金」として記載されていたものは、連結子会社の増

加に伴い、当連結会計年度より「売掛金」は「受取

手形及び売掛金」に、「買掛金」は「支払手形及び

買掛金」として表示しております。

（連結損益計算書関係）

前連結会計年度において「営業権償却」として掲記さ

れていたものは、当連結会計年度より「のれん償却」

として表示しております。

 

（連結キャッシュ・フロー計算書関係）

前連結会計年度において「営業権償却」として掲記さ

れていたものは、当連結会計年度より「のれん償却」

として表示しております。 

（連結貸借対照表関係）

―

 

 

 

 

 

 

 

（連結損益計算書関係）

　前連結会計年度まで区分掲記しておりました「受取手

数料」（当連結会計年度は1,500千円）は、営業外収益

の総額の100分の10以下となったため、営業外収益の「そ

の他」に含めて表示することにしました。

（連結キャッシュ・フロー計算書関係）

―
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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９月30日）

当連結会計年度
（平成19年９月30日）

 ※１　非連結子会社および関連会社に対するものは次のと

おりであります。

  投資有価証券（株式）　　　    　20,287千円

※２　担保に供している資産 

定期預金    180,000千円

投資有価証券 　    201,642千円

建物 　　    1,128千円

土地 　  108,935千円 

差入保証金 45,151千円 

計 　　536,856千円

 

  上記に対応する債務

短期借入金    520,170千円

1年内返済予定の長期借入金 　    365,934千円

長期借入金 　　   290,925千円

計 　　1,177,029千円

 

※３　連結会計年度末日満期手形

 　　連結会計年度末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しております。なお、当連

結会計年度末日が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日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　33,885 千円

 

 ※１　非連結子会社および関連会社に対するものは次のと

おりであります。

  投資有価証券（株式）　　　 　　　24,365千円

※２　担保に供している資産 

定期預金 100,000千円

投資有価証券 157,844千円

建物 1,128千円

土地 108,935千円 

差入保証金 45,151千円 

計 413,058千円

 

  上記に対応する債務

短期借入金 560,000千円

1年内返済予定の長期借入金 378,120千円

長期借入金 321,967千円

計 1,260,087千円

 

※３　連結会計年度末日満期手形

 　　連結会計年度末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しております。なお、当連

結会計年度末日が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日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　　　　 7,246千円

 

※４　　　　　　　　　　　― ※４　　　　　　　　　　　―
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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10月１日
至　平成18年９月30日）

当連結会計年度
（自　平成18年10月１日
至　平成19年９月30日）

※１．販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額は

次のとおりであります。

※１．販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額は

次のとおりであります。

役員報酬        157,025千円

給与手当等        571,855千円

賞与引当金繰入額        60,126千円

福利厚生費      117,053千円

顧問料       52,965千円

のれん償却       41,487千円

支払手数料       88,823千円

退職給付引当金繰入額 21,988千円

役員報酬 262,498千円

給与手当等 882,147千円

賞与引当金繰入額 95,077千円

福利厚生費 168,433千円

顧問料 70,056千円

のれん償却 41,487千円

支払手数料 224,648千円

退職給付引当金繰入額 6,788千円
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（連結株主資本等変動計算書関係）

　前連結会計年度（自　平成17年10月１日　至　平成18年９月30日）

　１.発行済株式に関する事項

前連結会計年度末株
式数（株）

当連結会計年度増加
株式数（株）

当連結会計年度減少
株式数（株）

当連結会計年度末株
式数（株）

発行済株式

普通株式 52,196 155 ― 52,351

合計 52,196 155 ― 52,351

　（注）増加155株は新株の発行（ストックオプションの権利行使）によるものです。

２.新株予約権及び自己新株予約権に関する事項

新株予約権の目的となる株式の数（株）
当連結会計年度
末残高
（千円）新株予約権の内訳

新株予約権の目的と
なる株式の種類

前連結会計
年度末

当連結会計
年度増加

当連結会計
年度減少

当連結会計
年度末

提出会社（親会社）
 

ストック・オプションと
しての新株予約権（注）

普通株式 ― ― ― ― ―

  合計  ― ― ― ― ―

　（注）（ストックオプション等関係）に記載しております。

 ３.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17年12月18日

　　　定時株主総会
普通株式 93,952 1,800 平成17年９月30日 平成17年12月19日

　（2）基準日は当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度となるもの

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18年12月19日

　　定時株主総会
普通株式 115,172 利益剰余金 2,200 平成18年９月30日 平成18年12月20日
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　当連結会計年度（自　平成18年10月１日　至　平成19年９月30日）

　１.発行済株式に関する事項

前連結会計年度末株
式数（株）

当連結会計年度増加
株式数（株）

当連結会計年度減少
株式数（株）

当連結会計年度末株
式数（株）

発行済株式

普通株式 52,351 ― ― 53,319

合計 52,351 ― ― 53,319

　（注）増加　 株は新株の発行（ストックオプションの権利行使）によるものです。

２.新株予約権及び自己新株予約権に関する事項

新株予約権の目的となる株式の数（株）
当連結会計年度
末残高
（千円）新株予約権の内訳

新株予約権の目的と
なる株式の種類

前連結会計
年度末

当連結会計
年度増加

当連結会計
年度減少

当連結会計
年度末

提出会社（親会社）
 

ストック・オプションと
しての新株予約権（注）

普通株式 ― ― ― ― ―

  合計  ― ― ― ― ―

　（注）（ストックオプション等関係）に記載しております。

 ３.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12月19日

　　　定時株主総会
普通株式 115,172 2,200 平成18年９月30日 平成18年12月19日

　（2）基準日は当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度となるもの

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18年12月19日

　　定時株主総会
普通株式 130,877 利益剰余金 2,500 平成19年９月30日 平成19年12月20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10月１日
至　平成18年９月30日）

当連結会計年度
（自　平成18年10月１日
至　平成19年９月30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９月30日現在） （平成19年９月30日現在）

現金及び預金勘定  3,233,344千円

預入期間が３ヶ月を超える定期

預金
△772,400千円

現金及び現金同等物  2,460,944千円

現金及び預金勘定 3,513,496千円

預入期間が３ヶ月を超える定期

預金
808,500千円

現金及び現金同等物 2,704,996千円

 ※２　株式の取得により新たに連結子会社となった会社の

資産及び負債の主な内訳 

　株式の取得により新たに東洋メディアリンクス㈱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

に東洋メディアリンクス㈱社株式の取得価額と東洋メ

ディアリンクス㈱取得のための支出（総額）との関係は

次のとおりであります。

 ※２　株式の取得により新たに連結子会社となった会社の

資産及び負債の主な内訳 

　―

流動資産 3,621,982千円

固定資産 1,094,558千円

負ののれん  △142,876千円

流動負債 △1,758,257千円

固定負債 △1,761,665千円

少数株主持分 △49,941千円

　　東洋メディアリンクス㈱ 

　　株式の取得価額　　 　　　　　 　　1,003,800千円 

東洋メディアリンクス㈱  

現金及び現金同等物　 △1,252,834千円 

　　差引　東洋メディアリンクス㈱ 

　取得のための支出　   　  　 　△249,034千円

　　　　　　（△は収入）
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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10月１日　至　平成18年９月30日）

 

スチュ
ワード管
理事業
（千円）

給食管理事
業

（千円）

料飲管理事
業

（千円）

音響・放送
機器等制
作・販売事
業
（千円）

映像・音響
機器等施工
管理事業
（千円）

計（千円）
消去又は全

社
（千円）

連結（千円）

Ⅰ　売上高及び

営業損益
        

(1）外部顧客

に対する売上

高

7,497,488 2,319,607 492,677 895,987 1,952,466 13,158,228 ― 13,158,228

(2）セグメン

ト間の内部売

上高または振

替高

19,200 12,642 ― 39,142 3,840 74,825 (74,825) ―

計 7,516,688 2,332,250 492,677 935,130 1,956,307 13,233,054 (74,825) 13,158,228

営業費用 6,860,569 2,352,600 700,057 914,481 1,936,712 12,764,422 (95,629) 12,668,793

営業利益

（又は営業損

失）

656,118 (20,350) (207,380) 20,649 19,595 468,631 20,803 489,435

Ⅱ　資産、減価

償却費及び資

本的支出

        

資産 2,921,923 482,488 340,557 900,380 4,441,912 9,087,262 (523,800) 8,563,462

減価償却費 4,361 3,450 1,715 918 1,631 12,078 7,633 19,711

資本的支出 7,630 4,413 16,693 4,506 604 33,848 554 34,402

　（注）１　事業の区分は、内部管理上採用している区分によっております。

２　各区分の主な業務

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

調理補助業務、ゴミ回収運搬業務、厨房清掃業務など

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

会福祉法人等における給食管理業務並びに栄養管理業務

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

ント業務

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

売り等

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

システム、通信システム等の施工・管理・保守

３　資産のうち、消去又は全社の項目に含めた全社資産（1,350,128 千円）の主なものは、余剰運用資金（現金

及び預金）、長期投資資金（投資有価証券）及び管理部門に係る資産等であります。

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

りますが、これは連結子会社の増加によりセグメントを追加したことによるものです。
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当連結会計年度（自　平成18年10月１日　至　平成19年９月30日）

 

スチュ
ワード管
理事業
（千円）

給食管理事
業

（千円）

料飲管理事
業

（千円）

音響・放送
機器等制
作・販売事
業
（千円）

映像・音響
機器等施工
管理事業
（千円）

計（千円）
消去又は全

社
（千円）

連結（千円）

Ⅰ　売上高及び

営業損益
        

(1）外部顧客

に対する売上

高

8,145,988 2,455,183 610,066 1,895,327 5,941,477 19,048,043 － 19,048,043

(2）セグメン

ト間の内部売

上高または振

替高

19,200 13,193 － 94,488 18,269 145,150 (145,150) －

計 8,165,188 2,468,376 610,066 1,989,816 5,959,746 19,193,194 (145,150) 19,048,043

営業費用 7,885,284 2,444,153 786,776 1,943,293
5,465,1

93
18,524,701 (180,476) 18,344,225

営業利益

（又は営業損

失）

279,903 24,223 (176,710) 46,523 494,522 668,493 (35,325) 703,818

Ⅱ　資産、減価

償却費及び資

本的支出

        

資産 2,602,068 464,206 186,620 969,786 4,476,277 8,698,959 (582,756) 8,116,203

減価償却費 13,820 3,929 1,949 2,279 3,166 25,146 (83) 25,062

資本的支出 12,750 945 510 784 1,208 16,198 (695) 15,503

　（注）１　事業の区分は、内部管理上採用している区分によっております。

２　各区分の主な業務

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

調理補助業務、ゴミ回収運搬業務、厨房清掃業務など

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

会福祉法人等における給食管理業務並びに栄養管理業務

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

ント業務

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

売り等

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

システム、通信システム等の施工・管理・保守

３　資産のうち、消去又は全社の項目に含めた全社資産（933,733千円）の主なものは、余剰運用資金（現金及び

預金）、長期投資資金（投資有価証券）及び管理部門に係る資産等であります。

４　会計方針の変更

 　当連結会計年度から、法人税法の改正（（所得等税法等の一部を改正する法律平成19年３月30日　法律第

６号）及び（法人税法施工令の一部を改正する政令　政令第83号））に伴い、平成19年４月１日以降に取得

したものについて、改正後の法人税法に基づく減価償却の方法に変更しております。この変更に伴うセグメ

ント情報に与える影響は軽微であります。
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ｂ．所在地別セグメント情報

前連結会計年度（自　平成17年10月１日　至　平成18年９月30日）

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

当連結会計年度（自　平成18年10月１日　至　平成19年９月30日）

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

ｃ．海外売上高

前連結会計年度（自　平成17年10月１日　至　平成18年９月30日）

　海外売上高がないため、該当事項はありません。

当連結会計年度（自　平成18年10月１日　至　平成19年９月30日）

　海外売上高がないため、該当事項はありません。

 

 

（開示の省略）

リース取引、有価証券、デリバティブ取引、退職給付、ストック・オプション等、税効果会計、関連当事者と

の取引、企業結合等に関する注記事項については、決算短信における開示の必要性が大きくないと考えられる

ため開示を省略します。
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（１株当たり情報）

項目
前連結会計年度

（自　平成17年10月１日
至　平成18年９月30日）

当連結会計年度
（自　平成18年10月１日
至　平成19年９月30日）

１株当たり純資産額            46,713 円 06 銭             43,513円 　 83銭

１株当たり当期純利益金額            4,083 円 70 銭             5,152円 　 47銭

潜在株式調整後

１株当たり当期純利益金額
         4,018 円 40 銭           5,058円 　 93銭

　（注）　１株当たり当期純利益金額及び潜在株式調整後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10月１日
至　平成18年９月30日）

当連結会計年度
（自　平成18年10月１日
至　平成19年９月30日）

１株当たり当期純利益金額   

当期純利益（千円） 213,630 269,736

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） 213,630 269,736

期中平均株式数（株） 52,313 52,351

   

潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額   

当期純利益調整額（千円） ― ―

普通株式増加数（株） 850 968

（うち新株予約権） (850) (　968 ) 

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

─ ─

（重要な後発事象）

 前連結会計年度（自　平成17年10月１日　至　平成18年９月30日）

 該当事項はありません。

 当連結会計年度（自　平成18年10月１日　至　平成19年９月30日）

 該当事項はありません。
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５．個別財務諸表
(1）貸借対照表

  
第22期

（平成18年９月30日）
第23期

（平成19年９月30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   1,083,835   790,623  △293,211

２　売掛金   711,376   801,786  90,409

３　商品   55   47  △8

４　貯蔵品   3,847   10,819  6,971

５　前払費用   14,136   26,347  12,211

６　繰延税金資産   53,694   43,848  △9,845

７　その他   4,036   124,662  120,626

貸倒引当金   △11,300   △9,700  1,600

流動資産合計   1,859,681 43.5  1,788,435 50.6 △71,246

Ⅱ　固定資産         

１　有形固定資産         

(1）建物  154,698   156,907    

減価償却累計額  △80,227 74,470  △87,402 69,505  △4,965

(2）構築物  2,594   2,594    

減価償却累計額  △2,041 552  △2,143 450  △101

(3）車輛運搬具  9,294   9,294    

減価償却累計額  △4,220 5,074  △5,783 3,511  △1,563

(4）工具器具備品  43,681   54,223    

減価償却累計額  △35,315 8,366  △39,324 14,899  6,532

(5）土地   222,486   222,486  ―

有形固定資産合計   310,951 7.3  310,853 8.8 △98

２　無形固定資産         

(1）ソフトウエア   3,230   2,318  △912

(2）電話加入権   6,014   6,134  120

(3）水道施設利用権   136   77  △59

無形固定資産合計   9,382 0.2  8,530 0.2 △851

３　投資その他の資産         

(1）投資有価証券   829,707   316,534  △513,172

(2）関係会社株式   1,251,200   1,051,200  △200,000

(3）出資金   10   10  ―

(4）長期前払費用   11,029   10,975  △53

(5）差入保証金   88,531   94,970  6,439

(6）長期性預金   100,000   ―  △100,000

(7）その他   11,557   24,291  12,733

(8）関係会社投資損失
引当金 

  △200,000   ―  200,000

(9)貸倒引当金   ―   △70,000  △70,000

投資その他の資産合
計

  2,092,036 49.0  1,427,982 40.4 △664,054

固定資産合計   2,412,370 56.5  1,747,366 49.4 △665,003

資産合計   4,272,051 100.0  3,535,801 100.0 △736,250
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第22期

（平成18年９月30日）
第23期

（平成19年９月30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　買掛金   45   0  △45

２　短期借入金   288,000   90,000  △198,000

３　１年以内返済予定の
長期借入金

  150,000   210,000  60,000

４　未払金   565,835   678,147  112,312

５　未払法人税等   150,300   14,500  △135,800

６　未払消費税等   82,650   76,315  △6,334

７　前受金   852   939  87

８　預り金   31,676   39,441  7,765

９　債務保証損失引当金   ―   91,643  91,643

10　賞与引当金   71,400   73,500  2,100

11　その他   7   3,908  3,901

流動負債合計   1,340,767 31.4  1,278,396 36.1 △62,370

Ⅱ　固定負債         

１　長期借入金   350,000   280,000  △70,000

２　繰延税金負債   193,636   789  △192,847

固定負債合計   543,636 12.7  280,789 7.9 563,779

負債合計   1,884,403 44.1  1,559,186 44.1 501,408

         

（純資産の部）         

Ⅰ　株主資本         

　１　資本金  ※１  393,561 9.2  393,561 11.1 ―

　２　資本剰余金         

　　(1)資本準備金  117,699   117,699    

　　(2)その他資本剰余金  160,000   160,000    

　　　資本剰余金合計   277,699 6.5  277,699 7.9 ―

  ３.利益剰余金         

　　(1)その他利益剰余金         

　　　別途積立金  800,000   800,000   ―

　　　繰越利益剰余金  595,704   482,668    

 　　　利益剰余金合計   1,395,704 32.7  1,282,668 30.0 △113,035

  株主資本合計   2,066,965 48.4  1,953,930 55.2 △113,035

Ⅱ　評価・換算差額等         

その他有価証券評価　　
　　　　　　　　　差額
金

  320,682 7.5  22,685 0.6 △297,997

　評価・換算差額等合計   320,682 7.5  22,685 0.6 △297,997

純資産合計   2,387,648 55.9  1,976,615 56.0 △411,032

負債・純資産合計   4,272,051 100.0  3,535,801 100.0 △736,250
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(2）損益計算書

  
第22期

（自　平成17年10月１日
至　平成18年９月30日）

第23期
（自　平成18年10月１日
至　平成19年９月30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   7,516,688 100.0  8,165,188 100.0 648,499

Ⅱ　売上原価   6,125,704 81.5  6,972,172 85.4 846,468

売上総利益   1,390,984 18.5  1,193,016 14.6 △197,968

Ⅲ　販売費及び一般管理費 ※１  734,865 9.8  913,112 11.1 178,246

営業利益   656,118 8.7  279,903 3.5 △376,214

Ⅳ　営業外収益         

１　受取利息  985   936   △48

２　受取配当金  5,730   13,409   7,678

３　受取賃貸料  6,762   7,241   478

４　受取手数料 ※２ 19,607   19,114   △493

５　その他  4,348 37,434 0.5 4,838 45,539  8,105

Ⅴ　営業外費用         

１　支払利息  6,631   15,477    

２　その他  2,222 8,853 0.1 3,343 18,821 0.3 9,967

経常利益   684,699 9.1  306,622 3.8 △378,076

Ⅵ　特別利益         

１　受取補償金  ―  ― 7,325    

２　その他  ―  ― 1,600 8,925 0.1 8,925

Ⅶ　特別損失         

１　投資有価証券評価損  ―   2,981    

２　貸倒損失  ―   70,000    

３　関係会社投資損失引当
金繰入

 200,000   ―    

４　債務保証損失引当金繰
入

 ― 200,000 2.7 91,643 164,624 2.0 △35,375

税引前当期純利益   484,699 6.4  150,923 1.8 △333,776

法人税、住民税及び事
業税

 306,187   127,260    

法人税等調整額  6,329 312,517 4.1 21,525 148,786 1.8 △163,730

当期純利益   172,182 2.3  2,136 0.0 △170,045
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売上原価明細書

  
第22期

（自　平成17年10月１日
至　平成18年９月30日）

第23期
（自　平成18年10月１日
至　平成19年９月30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）

Ⅰ　人件費   5,944,614 97.0  6,734,034 96.7 789,420

(うち賞与引当金繰入額)   (52,800)   (57,877)  (5,077)

Ⅱ　経費         

１　外注費  4,131   5,951    

２　リネン費  8,418   6,601    

３　募集費  43,671   87,486    

４　消耗品費  56,270   56,521    

５　その他  68,202 180,694 3.0 81,577 238,075 3.3 51,429

Ⅲ　商品売上原価   395 0.0  62 0.0 △332

合計   6,125,704 100.0  6,966,221 100.0 840,516
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(3）株主資本等変動計算書

前事業年度（自　平成17年10月１日　至　平成18年9月30日）

株主資本

資本金

資本剰余金

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

別途積立金
繰越利益剰
余金

平成17年9月30日　残高
（千円）

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

事業年度中の変動額

新株の発行 3,229 3,229  3,229    6,458

別途積立金の積立     100,000 △100,000   

剰余金の配当　（注）      △93,952 △93,952 △93,952

当期純利益      172,182 172,182 172,182

株主資本以外の項目の事業年
度中の変動額（純額）

        

事業年度中の変動額合計
（千円）

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

平成18年9月30日　残高
（千円）

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

評価・換算差額等

純資産合計
その他有価証
券評価差額金

評価・換算差
額等合計

平成17年9月30日　残高
（千円）

269,729 269,729 2,252,006

事業年度中の変動額

新株の発行   6,458

別途積立金の積立    

剰余金の配当　　(注）   △93,952

当期純利益   172,182

株主資本以外の項目の事業年
度中の変動額（純額）

50,953 50,953 50,953

事業年度中の変動額合計
（千円）

50,953 50,953 135,641

平成18年9月30日　残高
（千円）

320,682 320,682 2,387,648

（注）平成17年12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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当事業年度（自　平成18年10月１日　至　平成19年9月30日）

株主資本

資本金

資本剰余金

株主資本合
計

資本準備金
その他資本
剰余金

資本剰余金
合計

その他利益剰余金
利益剰余金
合計

別途積立金
繰越利益剰
余金

平成18年９月30日　残高
（千円）

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

事業年度中の変動額

新株の発行         

別途積立金の積立         

剰余金の配当　（注）      △115,172 △115,172 △115,172

当期純利益      2,136 2,136 2,136

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）

     △113,035 △113,035 △113,035

平成19年９月30日　残高
（千円）

393,561 117,699 160,000 277,699 800,000 482,668 1,282,668 1,953,930

評価・換算差額等

純資産合計
その他有価証
券評価差額金

評価・換算差
額等合計

平成18年９月30日　残高
（千円）

320,682 320,682 2,387,648

事業年度中の変動額

新株の発行    

別途積立金の積立    

剰余金の配当　　(注）   △115,172

当期純利益   2,136

株主資本以外の項目の事業年
度中の変動額（純額）

△297,997 △297,997 △297,997

事業年度中の変動額合計
（千円）

△297,997 △297,997 △411,032

平成19年９月30日　残高
（千円）

22,685 22,685 1,976,615

（注）平成18年12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

第22期

（自　平成17年10月１日

至　平成18年９月30日）

第23期

（自　平成18年10月１日

至　平成19年９月30日）

１　有価証券の評価基準及び

評価方法

(1）子会社株式

移動平均法による原価法

(1）子会社株式

　　　　　　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）

(2）その他有価証券

時価のあるもの

　　　　　　　　同左

 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

２　たな卸資産の評価基準及

び評価方法

(1）商品

最終仕入原価法による原価法

(1）商品

同左

 (2）貯蔵品

最終仕入原価法による原価法

(2）貯蔵品

同左

３　固定資産の減価償却の方

法

(1）有形固定資産

　定率法によっております。ただし、平

成10年４月１日以降に取得した建物（附

属設備を除く）については、定額法に

よっております。

　なお、耐用年数及び残存価額について

は、法人税法に規定する方法と同一の基

準によっております。

(1）有形固定資産

同左

　当事業年度、法人税法の改正（（所得等税

法等の一部を改正する法律平成19年３月30日

　法律第６号）及び（法人税法施工令の一部

を改正する政令　政令第83号））に伴い、平

成19年４月１日以降に取得したものについて、

改正後の法人税法に基づく減価償却の方法に

変更しております。この変更に伴う損益に与

える影響は軽微であります。

 

 (2）無形固定資産

定額法

　ただし、ソフトウエア（自社利用分）

については、社内における利用可能期間

（５年）に基づく定額法。

(2）無形固定資産

同左

４　繰延資産の処理方法 株式交付費

支出時に全額費用として処理しておりま

す。

株式交付費

―

５　引当金の計上基準 (1）貸倒引当金

　金銭債権の貸倒れによる損失に備える

ため、一般債権については貸倒実績率に

より、貸倒懸念債権等特定の債権につい

ては、個別に回収可能性を勘案し、回収

不能見込額を計上しております。

(1）貸倒引当金

同左
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項目

第22期

（自　平成17年10月１日

至　平成18年９月30日）

第23期

（自　平成18年10月１日

至　平成19年９月30日）

 (2）賞与引当金

　従業員賞与の支給に備えるため、支給

見込額に基づく必要額を計上しておりま

す。

(2）賞与引当金

同左

(3）関係会社投資損失引当金

 関係会社に対する投資について発生の見

込まれる損失に備えて、各社の財政状態

を勘案し、個別検討による必要額を計上

しております。

(追加情報）

 　関係会社投資損失引当金は、当下半期

において本格的に営業を開始し、実質価

額が著しく低下した㈱セントラルマネジ

メントシステムに対して、実質価額の回

復可能性の判断の根拠となる将来利益計

画を当下半期に見直した結果、業績回復

に相当の時間を要すると新たに判断され

たため、損失見込額を計上することとし

たものであります。

　これにより、従来の方法によった場合

と比べ、税引前当期純利益は200,000千円

減少しております。

　なお、当中間期においては、変更後の

方法によった場合の引当金計上の原因と

なる事実が発生しておりませんので、損

益に与える影響はありません。

(3）関係会社投資損失引当金

 ―

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(4)債務保証損失引当金

　関係会社等に対する債務保証に係る

損失に備えるため、当該会社の財政状

態を個別に勘案して、必要と認められ

る額を計上しております。

（追加情報） 

　当連結会計期間から、関係会社等へ

の債務保証に係る損失に備えるため、

当該会社の財政状態及び回収可能性等

を勘案して債務保証損失引当金を計上

することとしました。

　この結果、従来の方法と比較して、

税引前当期純利益が91,643千円減少し

ております。

６　リース取引の処理方法 　リース物件の所有権が借主に移転すると

認められるもの以外のファイナンス・リー

ス取引については、通常の賃貸借取引に係

る方法に準じた会計処理によっております。

同左

７　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

　消費税等の会計処理は、税抜方式によっ

ております。

消費税等の会計処理

同左
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会計処理方法の変更

前事業年度
（自　平成17年10月１日
至　平成18年９月30日）

当事業年度
（自　平成18年10月１日
至　平成19年９月30日）

 （固定資産の減損に係る会計基準）  （固定資産の減損に係る会計基準）

　当事業年度から、「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」（企業会計基準委員会　

平成15年10月31日　企業会計基準提供指針第６号）を適用

しています。これによる損益に与える影響はありません。

－

 （貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準）  （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。

従来の資本の部の合計に相当する金額は、2,387,648 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。

  －

 （ストック・オプション等に関する会計基準）

　当事業年度より「ストック・オプション等に関する会計

基準」（企業会計基準第８号　平成17年12月27日）及び「ス

トック・オプション等に関する会計基準の適用指針」（企

業会計基準適用指針第11号　平成18年５月31日）を適用し

ております。

　なお、これによる損益に与える影響はありません。

 （ストック・オプション等に関する会計基準）

　－
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追加情報

 （追加情報）

 第22期（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。

 

    第23期（自　平成18年10月１日　至　平成19年９月30日）

  当社は、平成19年９月６日開催の取締役会において、株主総会による承認を前提として、平成20年４月１日（予

定）を期して、会社分割により純粋持株会社に移行することを決定いたしました。

当該会社分割の概要は以下の通りであります。。

 １． 分離先企業の名称

 （１）商　　　号 　株式会社セントラルサービス

　システム

株式会社CSSビジネスサポート

（２）主な事業内容 スチュワード管理事業等 
総務・人事・経理管理に関する

シェアードサービス事業等 

（３） 本店所在地 
 東京都千代田区

麹町六丁目１番地25

東京都千代田区

麹町六丁目１番地25 

（４） 代表者の役職・
　　　　氏名

松木　崇 吉原　伸幸 

（５） 資本金の額 50百万円 10百万円

（６） 事業年度の末日 ９月30日 ９月30日 

２.　分離した事業の内容

  スチュワード管理事業及び総務・人事・経理管理事業

３．事業分離を行った主な理由

　純粋持株会社移行後の方針として、「事業会社の事業集中による収益性の向上」、

「事業活動領域のシナジー追求」、「企業グループ内資源の効率的活用」、「企業

グループとしての社会的責任の遂行」を掲げます。企業グループ内において、純粋

持株会社はグループ全体の経営戦略の立案、グループ全体の経営管理、上場会社と

しての社会的責任の遂行を担います。また、各グループ事業子会社は、事業執行に

集中し、業務の更なるスピードアップ、効率性の向上、専門性の追求を図ります。

４.事業分離日及び法的形式を含む事業分離の概要

   　(１) 事業分離日 

　　取締役会（純粋持株会社への移行の決定） 　　　　　　平成19年 ９月 ６日 

　　定時株主総会基準日 　　　　　　　　　　　　　　　　平成19年 ９月 30日 

　　取締役会（新設分割計画の決定） 　　　　　　　　　　平成19年 10月 24日 

　　取締役会（新設分割に伴う定款変更、商号変更の決定） 平成19年 11月 14日 

　　定時株主総会（新設分割計画等の承認） 　　　　　　　平成19年 12月 19旬 (予定)

　　新設会社の設立登記日(新設分割の効力発生日) 　　　　平成20年 ４月 １日 (予定)

 (２) 分割方式

　　　当社を新設分割会社とし、新たに設立する「株式会社セントラルサービスシステム」

　　及び「株式会社ＣＳＳビジネスサポート」（以下、両社を併せて「新設会社」といいま

　　す。）にスチュワード管理事業及び総務・人事・経理管理事業をそれぞれ承継させる新

　　設分割（以下、「本新設分割」といいます。）です。

　　　なお、当社は、平成20年４月１日をもって、商号を「株式会社ＣＳＳホールディング

　　ス」に変更する予定です。

 (３) 割当株式数

 　当社に、株式会社セントラルサービスシステムの株式1,000株及び株式会社ＣＳＳビジ

　　ネスサポートの株式200株をそれぞれ割当て交付いたします。
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注記事項

（貸借対照表関係）

第22期
（平成18年９月30日）

第23期
（平成19年９月30日）

1　債務保証 1　債務保証

子会社の金融機関からの借入金に対して債務保証を

行っております。

㈱センダン　　　　　　　　　　       90,000千円

㈱セントラルマネジメントシステム　　247,020千円

子会社の金融機関からの借入金に対して債務保証を

行っております。

㈱センダン　　　　　　　　　　      60,000千円

㈱セントラルマネジメントシステム　　49,617千円
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第22期
（自　平成17年10月１日
至　平成18年９月30日）

第23期
（自　平成18年10月１日
至　平成19年９月30日）

※１　販売費に属する費用のおおよその割合は5％、一般

管理費に属する費用のおおよその割合は95％でありま

す。

　販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額は

次のとおりであります。

※１　販売費に属する費用のおおよその割合は 4.9％、一

般管理費に属する費用のおおよその割合は95.1％であ

ります。

　販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額は

次のとおりであります。

役員報酬        119,500千円

給与手当等        238,415千円

賞与引当金繰入額      18,599千円

福利厚生費         49,992千円

地代家賃       42,364千円

顧問料       43,462千円

研修費      3,164千円

減価償却費       11,995千円

支払手数料       43,022千円

役員報酬 170,796千円

給与手当等 259,620千円

賞与引当金繰入額 15,622千円

福利厚生費 44,688千円

地代家賃 42,248千円

顧問料 70,056千円

研修費 754千円

減価償却費 13,820千円

支払手数料 57,091千円

※２　関係会社との取引に係るものは次のとおりでありま

す。

※２　関係会社との取引に係るものは次のとおりでありま

す。

受取手数料       19,607千円 受取手数料 19,114千円

（１株当たり情報）

第22期
（自　平成17年10月１日

至　平成18年９月30日）

第23期
（自　平成18年10月１日
至　平成19年９月30日）

１株当たり純資産額   45,608 円 46 銭

１株当たり当期純利益金額         3,291 

円 39 銭

潜在株式調整後１株当たり当期純利益

金額

      3,238 円 

76 銭

１株当たり純資産額 37,756円  98銭

１株当たり当期純利益金額      40円  82銭

潜在株式調整後１株当たり当期純利益

金額
 40円  08銭

　（注）１　１株当たり当期純利益金額及び潜在株式調整後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。

 
第22期

（自　平成17年10月１日
至　平成18年９月30日）

第23期
（自　平成18年10月１日
至　平成19年９月30日）

１株当たり当期純利益金額   

当期純利益（千円） 172,182 2,136

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） 172,182 2,136

期中平均株式数（株） 52,313 52,351

潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額   

当期純利益調整額（千円） ―  ―   

普通株式増加数（株） 850 968

（うち新株予約権） (850) (　968 ) 

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

 

 ―

 

 ―
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（重要な後発事象）

 第22期（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。

 第23期（自　平成18年10月１日　至　平成19年９月30日）

   該当事項はありません。

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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