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（記載金額は百万円未満を切捨てて表示しております）

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）

（注）当社は、平成19年９月期より連結財務諸表を作成しているため、平成18年９月期の数値及び対前期増減率について

は記載しておりません。

(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 3,607 － △714 － △697 － △1,276 －

18年９月期 － － － － － － － －

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 △79,194 71 － － △201.3 △30.4 △19.8

18年９月期 － － － － － － －

 (注)潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額については、潜在株式は存在するものの１株当たり当期純損失であるため

記載しておりません。

（参考）持分法投資損益 19年９月期 －百万円 18年９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９月期 2,056 10 △0.2 638 34

 
18年９月期

－ － － － －

（参考）自己資本 19年９月期 △4百万円 18年９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９月期 △552 △518 619 209

18年９月期 － － － －

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 － － －

19年９月期 － － － － － － － － 0 00 － － －

20年９月期（予想） － － － － － － － － 0 00 － － －

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 1,430 △18.2 △50 － △50 － △55 － △3,413 45

通期 3,260 △9.6 100 － 100 － 92 － 5,709 76
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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

(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、21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 16,112.75株 18年９月期 16,112.75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、30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 3,548 20.2 △718 － △700 － △1,278 －

18年９月期 2,953 40.6 △38 － △55 － △172 －

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 △79,336 86 － －

18年９月期 △10,915 71 － －

 (注)潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額については、潜在株式は存在するものの１株当たり当期純損失であるため

記載しておりません。

(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 2,038 0 0.0 1 15

18年９月期 2,517 1,278 50.8 79,338 00

（参考）自己資本 19年９月期 0百万円 18年９月期 1,278百万円

２．平成20年９月期の個別業績予想（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 1,400 △18.9 △52 － △52 － △57 － △3,537 57

通期 3,200 △9.8 95 － 95 － 90 － 5,585 64

※　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5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経済は、大手を中心とする企業収益が好調で、雇用情勢の改善や底堅い個人消費の推

移など景気回復が続いておりますが、一方労働市場における需給の逼迫感や、原油や食料などの資源価格の高騰、サ

ブプライム問題に起因する米国経済の先行き不透明感などの不安定要素を残しております。また、当社グループが属

する複合カフェ業界におきましては、複合カフェの認知度が向上する一方、業態の健全化に対して業界全体としての

課題も浮き彫りとなって参りました。

　このような状況のもと、積極的にフランチャイズ開発を行う一方、直営店を中心に業態の健全化につながる出店立

地の多様化や、店舗及び業態イメージの改善に努めて参りましたが、企業体力に対し過大な設備投資を行い、また新

規直営店出店に対する収支予測の甘さから、大幅な赤字を抱えることとなりました。

このような状況を踏まえ、翌連結会計年度の業績回復の為、不採算店舗の閉鎖やそれに伴う減損損失の引き当てなど

を計上した結果、当連結会計年度におきましては、売上高3,607,154千円となったものの、経常損失697,572千円、当

期純損失1,276,044千円と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

　当連結会計年度末の資産につきましては、売掛金355,292千円に対し、169,685千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対し、個別に貸倒引当を行ったものです。

　また、有形固定資産について、取得価額1,670,124千円から減価償却累計額457,730千円と減損会計の適用により

288,420千円の減損損失累計額を控除しております。

　負債につきましては、前事業年度末の個別財務諸表と比較して短期借入金が200,000千円、社債が345,000千円、長

期借入金が83,520千円の増加となりました。純資産については、当期純損失1,276,044千円により、10,285千円となり

ました。

②キャッシュ・フローの分析

　当連結会計期間末における現金及び現金同等物の残高は209,778千円となりました。当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512,174千円となりました。この主な要因は税金等調整前当期純損失1,263,166千円、

売上債権の増加195,867千円、仕入債務の減少46,196千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）

　投資活動により使用した資金は518,158千円となりました。この主な原因は有形固定資産の取得による支出600,129

千円、敷金保証金の支払による支出139,048千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619,078千円となりました。これは社債発行による収入485,558千円及び長期借入による収

入200,000千円、短期借入金による収入200,000千円があり、一方で社債の償還による支出155,000千円および長期借入

金の返済による支出116,480千円があったためであります。

 

(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、株主に対する利益還元と同時に、財務体質の強化及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発展途上にあり、経営基盤と事業拡大の為の投資を充実させて参りました結果、

創業以来配当を実施しておりません。

　当連結会計期間の結果を踏まえ、先ずは財務基盤の強化を重要課題としておりますが、今後は各事業年度の財政状

態及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行く方針であります。

 

(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

　　　　当社グループの当連結会計期間及び過去5年間の業績は下記のとおりであります。
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回次 第３期 第４期 第５期 第６期 第７期 第８期

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9月

売上高 431,440 673,897 1,275,904 2,101,108 2,953,368 3,607,154

経常利益又は

経常損失（△）
△33,654 3,749 16,264 162,518 △55,913 △697,572

当期純利益又は純損

失（△）
△51,853 4,230 12,068 164,409 △172,413 △1,276,044

資本金 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 8,879 252,948 506,757 806,767 1,278,353 10,285

総資産額 198,671 393,710 856,010 1,616,159 2,517,776 2,056,735

（注）１．売上高には消費税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為、第8期のみ連結財務諸表の数値を記載し、第7期以前

　　　は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月に設立以来、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に勤めるとともに、

新規直営店出店に注力して参りました為、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

う為に十分に財務数値を得ることが出来ません。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。この為、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又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。

　　　　

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いないフランチャイズ加盟店が存在しております。

　当社グループがフランチャイズ加盟店の出店を促進する為に、店舗物件発掘のアドバイスや店舗物件の紹介に努め

(株)アプレシオ(2460)平成 19 年９月期決算短信

－ 4 －



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、契約解除などの為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、当社グルー

プの業容拡大は店舗数の増加が非常に大きく影響しております。

　今後も店舗数の拡大を図って行く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200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

　当連結会計期間末における敷金保証金は、479,784千円であり、総資産に対し23.3％の比率を占めております。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200坪を越えるケースが多く、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、計画どおり新規出店を進める為には、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、安定的且つ効率的調達ができるよう注力して参りますが、何らかの事情により資

金調達が困難となった場合、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、主要なコン

テンツにつきましては、一人一人の顧客がどのコンテンツ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配慮した上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、顧客動向及びコンテンツ稼働状況による店舗レイ

アウトの変更に活かすのみならず、店舗における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

で若年層だけではなく、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。

　従って、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出来なくなり、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9月現在、従業員72名の小規模な組織であります。その為に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行く方針であり、内部管理体制もそれにあ

わせて強化・充実させて行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、当社グループの業績に影響を与える可能性があります。

 

⑧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。
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 ２．「風俗営業法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、「風俗営業法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行っております。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の届出は行っておりません。ただし、今後当事業にお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定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を指導しておりますが、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及ぼす可

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、食品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、飲食物の提供につい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為、店舗の安全性に対して万全の注意を払っております。

当社は「消防法」に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日改定）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、合理的算定方法に基づく必要及び根拠とな

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対して適用されます。当社グループは加盟店としての出店希望者と十分な面談の上、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

績に影響を及ぼす可能性があります。

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」の全面施行に伴い、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

いて指導を行う等、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時は、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に影響を受ける可能性があります

⑨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、将来の年金制度安定化等を目的に、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をしており

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には、当社グループが負担する保険料及び労務管理費用の増加、及び短時間

労働への就労希望者の減少又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及ぼす可能

性があります。

⑩競争の激化について
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 　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19年2月時点で、全国に約2,800店舗あり、平成

29年には約4,400店舗に増加すると予想されております（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、業績も向上して行くものと予想しておりますが、比較的参入障壁が低い業態の為、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。

⑪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りのみの負担となっ

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

張が連動しないことが考えられます。

⑫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為、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行く方針であります。

⑬ストックオプションについて

　当社グループは、役員及び従業員、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、1,698株であり、発行済株式数16.112.75株の

10.5％に相当しております。

　当社の株価が行使価格を上回り、且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株あ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。

　事業の概要図は以下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社会において、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で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

 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為、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、

検討して参ります。

 

(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）の向上に努めて参ります。

 

(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。その為の戦略として以下に掲げる事項を進めて参りま

す。

①新規サービスの開拓

　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展開

して参ります。

②積極的な店舗出店

　当連結会計期間は、計画していた出店数には届きませんでしたが、今後も積極的な店舗展開を継続して参ります。

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参ります。

 

(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

店の開拓力が経営上の重要課題と認識しております。今後も加盟店開拓体制の充実に努め、有力な加盟店の開拓を推

進して参ります。

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、サービスの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社会における

リラクゼーションサービスの提供を行うべく、豊富なコンテンツを提供して参りました。

　今後も快適な空間の提供を行うべく、顧客志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

に努めて参ります。

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

る体制作りの為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」等の研修を行って参ります。また、社内教育機関である「アプレシオビジネスカレッジ」にて社内教育の充

実を図って参ります。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参ります。
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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、様々なコンテンツサービスを提供する為、200坪

を超える店舗規模となることが多く、出店条件を満たす物件の確保が出店計画遂行の為の重要課題であります。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参ります。

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、細心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、内部統制、情報管理体制の充実に努めております。 

 

 

(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．連結財務諸表
(1）連結貸借対照表

  
当連結会計年度

（平成19年９月30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   209,778  

２．受取手形及び売掛金   355,292  

３．たな卸資産   59,890  

４．その他   126,454  

貸倒引当金   △181,176  

流動資産合計   570,239 27.7

Ⅱ　固定資産     

１．有形固定資産     

(1）建物  ※1 1,578,182   

減価償却累計額  ※2 678,508 899,674  

(2）構築物  843   

減価償却累計額  ※2 843 －  

(3）車両運搬具  3,093   

減価償却累計額  1,031 2,062  

(4）工具器具及び備品  ※1 87,523   

    減価償却累計額  ※2 65,717 21,805  

(5）その他  482   

減価償却累計額  50 432  

有形固定資産合計   923,974 45.0
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当連結会計年度

（平成19年９月30日）

区分
注記
番号

金額（千円）
構成比
（％）

２．無形固定資産     

(1）ソフトウエア   ※1  20,518  

(2）その他   87  

無形固定資産合計   20,605 1.0

３．投資その他の資産     

(1）投資有価証券   20,100  

(2）長期貸付金   18,990  

(3）敷金保証金   ※1  479,784  

(4) 長期前払費用   21,691  

(5) その他   12,563  

貸倒引当金   △30,367  

投資その他の資産合計   522,763 25.4

固定資産合計   1,467,343 71.4

Ⅲ　繰延資産     

    社債発行費   19,152  

繰延資産合計   19,152 0.9

資産合計   2,056,735 100.0
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当連結会計年度

（平成19年９月30日）

区分
注記
番号

金額（千円）
構成比
（％）

（負債の部）     

Ⅰ　流動負債     

１．支払手形及び買掛金   219,997  

２．短期借入金   200,000  

３．1年内返済予定の長期借
入金

  50,184  

４．1年内償還予定の社債   72,500  

５．未払法人税等   17,722  

６．リース資産減損勘定   30,788  

７．事業再構築引当金   14,495  

８．その他   220,438  

流動負債合計   826,127 40.2

Ⅱ　固定負債     

１．社債   772,500  

２．長期借入金   281,778  

３．リース資産減損勘定   112,545  

４．その他   53,500  

固定負債合計   1,220,323 59.3

負債合計   2,046,450 99.5

（純資産の部）     

Ⅰ　株主資本     

１．資本金   749,370  

２．資本剰余金   536,987  

３．利益剰余金   △1,290,466  

株主資本合計   △4,109 △0.2

Ⅱ　少数株主持分   14,394 0.7

純資産合計   10,285 0.5

負債純資産合計   2,056,735 100.0
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(2）連結損益計算書

  
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）

区分
注記
番号

金額（千円）
百分比
（％）

Ⅰ　売上高   3,607,154 100.0

Ⅱ　売上原価   3,473,246 96.3

売上総利益   133,907 3.7

Ⅲ　販売費及び一般管理費  ※1  848,437 23.5

営業損失   714,529 △19.8

Ⅳ　営業外収益     

１．受取利息  1,219   

２．受取協賛金  13,949   

３．受取手数料  27,938   

４．その他  3,863 46,970 1.3

Ⅴ　営業外費用     

１．支払利息  13,143   

２．社債利息  10,292   

３．社債発行費償却  4,192   

４．その他  2,384 30,013 0.8

経常損失   697,572 △19.3

Ⅵ　特別利益     

１．店舗売却益  110,982   

２．その他  483 111,465 3.1
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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）

区分
注記
番号

金額（千円）
百分比
（％）

Ⅶ　特別損失     

１．固定資産売却損  169   

２．固定資産除却損  ※2 3,553   

３．前期損益修正損   ※3 2,000   

４．減損損失  ※4 454,620   

５．投資有価証券評価損  ※5 73,399   

６．店舗撤退損失  ※6 77,000   

７．事業再構築引当金繰入
額 

 ※7 14,495   

８．事業再構築費用  ※8 51,681   

９．その他  139 677,059 18.8

税金等調整前当期純損失   1,263,166 △35.0

法人税、住民税及び事業
税

 11,481   

法人税等調整額  － 11,481 0.3

少数株主利益   1,396 0.1

当期純損失   1,276,044 △35.4
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(3）連結株主資本等変動計算書

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

 
  

少数株主持分

 
純資産合計

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

連結会計年度中の変動額

連結範囲の変更   △6,418 △6,418 8,481 2,062

当期純損失   △1,276,044 △1,276,044  △1,276,044

少数株主利益     1,396 1,396

連結子会社の増資による持分の
増減 

    4,516 4,516

連結会計年度中の変動額合計
（千円）

－ － △1,282,462 △1,282,462 14,394 △1,268,068

平成19年９月30日　残高（千円） 749,370 536,987 △1,290,466 △4,109 14,394 10,285
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(4）連結キャッシュ・フロー計算書

  
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）

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
  

税金等調整前当期純利益  △1,263,166

減価償却費  234,210

長期前払費用償却  11,293

減損損失  454,620

店舗撤退損失  77,000

事業再構築引当金  14,495

前期損益修正損  2,000

持分変動損益  △483

投資有価証券評価損  73,399

貸倒引当金の増加額  187,006

固定資産除却損  3,553

受取利息及び受取配当金  △1,219

支払利息  13,143

店舗売却益  △110,982

固定資産売却損  169

社債発行費償却  4,192

社債利息  10,292

売上債権の増加額  △195,867

たな卸資産の増加額  △27,544

仕入債務の減少額  △46,196

前払費用の増加額  △7,415

未収入金の減少額  17,250

前渡金の減少額  7,807

預け金の増加額  △11,770

預り金の減少額  △1,568

未払費用の増加額  9,518

前受金の増加額  41,995

未払事業税の増加額  2,244

その他  △10,155

小計  △512,174

利息及び配当金の受取額  1,219

利息の支払額  △32,533

法人税等の支払額  △8,520

営業活動によるキャッ

シュ・フロー
 △552,009
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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）

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
 △600,129

無形固定資産の取得によ

る支出
 △1,258

店舗売却による収入  185,394

定期預金解約  10,005

貸付金回収  5,557

長期前払費用の取得によ

る支出
 △19,639

敷金保証金の支払による

支出
 △139,048

敷金保証金回収による収

入 
 40,989

その他  △28

投資活動によるキャッ

シュ・フロー
 △518,158

   

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  200,000

長期借入れによる収入  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
 △116,480

社債の償還による支出  △155,000

少数株主からの払込みに

よる収入
 5,000

財務活動によるキャッ

シュ・フロー
 619,078

Ⅳ　現金及び現金同等物の増減

額（△減少額）
 △451,089

Ⅴ　現金及び現金同等物の期首

残高
 647,694

Ⅵ　新規連結子会社の現金及び

現金同等物の期首残高
 13,173

Ⅶ　現金及び現金同等物の期末

残高
 209,778
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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

当連結会計年度
（自　平成18年10月１日
至　平成19年９月30日）

 当社グループは第７期において、営業損失を計上し、当連結会計期間においては、714,529千円の営業

損失、697,572千円の経常損失及び1,276,044千円の当期純損失を計上しております。また、当連結会計

期間においては、営業活動によるキャッシュ・フローが552,009千円のマイナスとなったこと及び新規店

舗の出店の開店に伴い投資活動によるキャッシュフローが518,158千円支出されたことにより現金預金期

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は、前事業年度及び当事業年度上半期に新規開店いたしました直営店の立上が

りが予想以上に悪く、損益を圧迫するとともに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の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、翌連結会計期間において以下の

対応策を実施してまいります。

　１．事業再構築

　　　　当社グループは、フランチャイズ本部としての商品力、店舗展開力などのノウハウや、物流

　    網、管理システムなどのインフラを整備することで、収益力のアップとコストダウンを図り業績

      の向上へ活かしてまいります。

　２．直営店舗の売却

　　　　既存の直営店舗のうち一部を売却し、固定資産の圧縮を図ると同時にキャッシュ・フローの改

　　　善を図ります。

　３．金融機関等からの経済的支援

　　　　取引先銀行等からの経済的支援として、平成19年11月から平成20年11月までの借入金返済の一

　　　部延長が決定しております。また、別途平成19年11月から平成20年11月までの借入枠が設定され

　　　ております。

　以上の結果、当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当

連結財務諸表には反映しておりません。
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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
当連結会計期間

（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　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．連結子会社の事業年度等に

関する事項

子会社の決算日は９月30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  社債発行費等　償還期限に対応して定額法により償却し

ております。
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項目
当連結会計期間

（自　平成18年10月１日
至　平成19年９月30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。

 

 事業再構築引当金

　事業構造改善施策の実施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。 

 

 (7)その他連結財務諸表作成の

ための基本となる重要な事

項

 消費税等の会計処理 

 消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式によってお

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。

 

 ６．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。

 

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

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）

 (固定資産の減価償却方法の変更）

 法人税法の改正に伴い、当連結会計年度より平成19年

４月１日以降取得の固定資産については改正法人税法に

規定する償却方法により減価償却費を計上しております。

 なお、この変更に伴う損益に与える影響は軽微でありま

す。
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追加情報

 該当事項はありません。
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注記事項

（連結貸借対照表関係）

当連結会計年度
（平成19年９月30日）

 ※１　担保に供している資産

 建物 164,612千円 

 工具器具及び備品  5,297千円

 ソフトウェア 45千円

 敷金保証金 77,513千円 

 計  247,468千円

上記物件について、短期借入金200,000千円の担保に

供しております。

※２ 減損償却累計額には、減損損失累計額を含めて表示し

ております。

（連結損益計算書関係）

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主要なものは次のとおりであります。

 給与手当 199,200千円

 貸倒引当金繰入額 187,006千円

 ※２　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 553千円

 ソフトウェア 3,000千円 

 合計 3,553千円 

※３　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

 ※４　当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 17,121千円 

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

銀座店 直営店舗 建物等 96,943千円

東京ベイ幕張店 直営店舗 建物等 92,128千円

目黒店  直営店舗  建物等 56,552千円

 盛岡菜園店
フランチャイ

ズ加盟店舗 
 建物等 112,899千円

 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262,065千円、構築物775千円、工具器具及び備品

9,967千円、長期前払費用27,829千円、リース資産153,982千円でありま

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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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）

 ※５　投資有価証券評価損の内訳は、次のとおりであります。

株式会社ライツマネジメント

株式

70,427千円

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 

 合計 73,399千円 

※６　店舗撤退損失の内訳は次のとおりであります。

 

盛岡菜園店 50,000千円

東京ベイ幕張店 27,000千円

合計

 

77,000千円 

 

※７　事業再構築引当金繰入額の内訳は次のとおりであります。

 

店舗撤退原状回復費用 9,517千円 

本部撤退費用 4,978千円

合計

 

14,495千円

 

※８　事業再構築費用の内訳は次のとおりであります。

 

希望退職費用 38,907千円 

本部移転費用 12,292千円 

店舗撤退原状回復費用 482千円 

合計

 

51,681千円 
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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10月１日　至　平成19年９月30日）

 　発行済株式に関する事項

株式の種類
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）

 普通株式 16,112.75 － － 16,112.75

 

（連結キャッシュ・フロー計算書関係）

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

（平成19年９月30日現在）

現金及び預金勘定 209,778千円

預入期間が３ヶ月を超える定期預金 －千円

現金及び現金同等物 209,778千円

 

（リース取引関係）

 　決算発表時における開示の必要性が大きくないため開示を省略しております。

 

（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

連結貸借対照表計上額（千円） 

その他有価証券

非上場株式 20,100
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（デリバティブ取引関係）

１．取引の状況に関する事項

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)取引内容及び利用目的 変動金利支払いの借入金について将来の取引

市場での金利上昇が支払利息に影響を及ぼす影

響を軽減する目的で、金利スワップ取引を利用

しております。

(2)取引に対する取組方針 将来の金利の変動によるリスクを回避する目

的で金利スワップ取引を利用しているのみであ

り、投機目的のデリバティブ取引は行わない方

針であります。

なお、デリバティブ取引を利用してヘッジ会

計を行っております。

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の回避のため対

象債務の範囲内でヘッジを行っております。

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。

(3)取引に係るリスクの内容 金利スワップ取引は、市場金利の変動に

よるリスクを有しております。

デリバティブ取引の契約先は、いずれも

信用度の高い国内の銀行であるため、相手

先の債務不履行によるいわゆる信用リスク

は、ほとんどないと判断しております。

(4)取引に係るリスク管理体制 契約締結時には、取締役会の決裁を受け

ることとしております。

 

（退職給付関係）

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）

 当社グループは、退職給付制度を採用していないため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10月１日　至　平成19年９月30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17年９月期ストック・オプション
  平成18年９月期　　　　

ストック・オプション 

 付与対象者の区分及び人数

当社取締役５名、当社監査

役３名、当社従業員27名、

社外協力者４名 

当社従業員13名、社外協力

者１名 

当社取締役２名、当社従業

員49名 

 株式の種類別のストック・オプション

の付与数（注）
普通株式 1,416株 普通株式 84株 普通株式 500株

付与日 平成17年３月28日 平成17年８月18日 平成 18年４月25日

 権利確定条件
条件は付与されて

おりません。 
同左 同左

 対象勤務期間
対象勤務期間の定めは

ありません。 
同左 同左

 権利行使期間
平成17年3月29日から

平成26年12月24日まで 

平成17年８月19日から

平成26年12月24日まで 

平成19年12月31日から 

平成27年12月30日まで 

 （注）株式数に換算して記載しております。なお、平成17年７月11日の取締役会決議により、平成17年８月５日付で、普

通株式１株を３株に分割しており、これによる株式数の調整を行っております。

 　（2）ストック・オプションの規模及び変動状況

 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・オプション数

 平成17年３月28日付与 平成17年８月18日付与 平成18年４月25日付与

権利確定前（株） － － －

 前連結会計年度末 － － 464

 付与 － － －

 失効 － － 158

 権利確定 － － －

 未確定残 － － 306

権利確定後（株） － － －

前連結会計年度末 1,383 69 －

 権利確定 － － －

 権利行使 － － －

 失効 51 9 －

 未行使残 1,332 60 －

 　②単価情報

 平成17年３月28日付与 平成17年８月18日付与 平成18年４月25日付与

 権利行使価格　　　　　　（円） 200,000 333,300 351,700

 行使時平均株価　　　　　（円） － － －

 公正な評価単価（付与日）（円） － － －
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（税効果会計関係）

決算発表時における開示の必要性が大きくないため開示を省略したおります。
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（セグメント情報）

ａ．事業の種類別セグメント情報

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）

直営店事業
（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）

Ⅰ　売上高及び営業損益      

売上高      

(1）外部顧客に対する売上 1,662,136 1,945,018 3,607,154 － 3,607,154

(2）セグメント間の内部売上高又

は振替高
－ － － － －

計 1,662,136 1,945,018 3,607,154 － 3,607,154

営業費用 1,967,790 1,505,456 3,473,246 848,437 4,321,683

営業利益又は営業損失（△） △305,653 439,561 133,907 △848,437 △714,529

Ⅱ　資産、減価償却費及び資本的支

出
     

資産 887,198 865,603 1,752,801 303,934 2,056,735

減価償却費 129,343 102,240 231,583 11,580 243,164

資本的支出 349,602 348,379 697,982 5,674 703,657

　（注）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

当連結会計年度（自　平成18年10月１日　至　平成19年９月30日）

　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

当連結会計年度（自　平成18年10月１日　至　平成19年９月30日）

　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。

（関連当事者との取引）

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）

役員及び個人主要株主等

属性
氏名及び
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

取引内容
取引金額
(千円)

科目
期末残高
(千円)役員の

兼任等
事業上の
関係

主要株主

（個人）

及びその

近親者

馬場正信
埼玉県

川口市
―

当社代

表取締

役

（被所有）

直接39.3
― ―

不動産賃

借債務被

保証※

2,192         ― ―

　（注）１．取引金額には消費税等が含まれておりません。

 　　　 ２．馬場正信の不動産賃借債務被保証については期末残高を記載しております。

（取引条件及び取引条件の決定方針等）

 　　　 ※　不動産賃貸借に係る賃借料に対する債務被保証であります。なお、保証料の支払は行っておりません。　
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（１株当たり情報）

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 638.34円

１株当たり当期純損失金額 79,194.71円

　（注）　１株当たり当期純利益金額又は当期純損失金額算定上の基礎は、以下のとおりであります。

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）

当期純利益又は当期純損失（△）（千円） △1,276,044

普通株主に帰属しない金額（千円） －

（うち利益処分による役員賞与金） －

普通株式に係る当期純利益又は当期純損失

（△）（千円）
△1,276,044

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２種類

（新株予約権の目的となる株式の

数　1,698株）

 

（重要な後発事象）

 　　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

前事業年度
（平成18年９月30日）

当事業年度
（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  657,700 196,673  

２．売掛金 182,364 350,272  

３．商品 25,092 50,163  

４．貯蔵品 6,952 6,784  

５．前渡金 7,807 －  

６．前払費用 74,572 91,745  

７．未収入金 26,848 9,655  

 ８. １年内回収予定の長

期貸付金
3,472 8,799  

 ９．未収還付消費税等 2,194 1,789  

10．その他 2,424 11,014  

貸倒引当金 △18,463 △181,230  

流動資産合計 970,966 38.6 545,666 26.8 △425,300

Ⅱ　固定資産

１．有形固定資産

(1）建物  ※１ 986,920 1,573,250

減価償却累計額  ※２ 216,294 770,625 676,667 896,582  

(2) 構築物 843  843   

減価償却累計額  ※２ 22 820 843 －  

(3）車両運搬具 4,879  3,093   

減価償却累計額 4,110 768 1,031 2,062  

(4）工具器具及び備品  ※１ 70,907 86,220

減価償却累計額  ※２ 42,914 27,992 64,884 21,336  

（5）建設仮勘定  90,827  －  

有形固定資産合計 891,034 35.3 919,981 45.1 28,947

２．無形固定資産

(1）ソフトウェア  ※１ 25,636 20,518  

 (2) ソフトウェア仮勘

定
3,150 －  

(3）その他 87 87  

無形固定資産合計 28,873 1.1 20,605 1.0 △8,267
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前事業年度
（平成18年９月30日）

当事業年度
（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）

３．投資その他の資産

(1）投資有価証券 93,500 20,100  

（2）関係会社株式 15,300 15,300  

(3）長期貸付金 7,891 18,990  

(4）破産更生債権等 6,676 12,376  

 (5）長期前払費用 41,174 21,691  

(6）敷金保証金  ※１ 459,425 474,389  

(7）その他 158 187  

貸倒引当金 △6,128 △30,367  

投資その他の資産合

計
617,998 24.6 532,667 26.2 △85,330

 

固定資産合計
1,537,905 61.0 1,473,255 72.3 △64,650

Ⅲ　繰延資産      

 　社債発行費等 8,903  19,152   

 繰延資産合計 8,903 0.4 19,152 0.9 10,249

資産合計 2,517,776 100.0 2,038,074 100.0 △479,702

（負債の部）

Ⅰ　流動負債

１．買掛金 167,929 213,143  

２．短期借入金  ※１ － 200,000  

３．１年内償還予定の社

債
100,000 50,184  

４．１年内返済予定の長

期借入金
 86,780 72,500  

５．未払金 154,942 64,428  

６．未払費用 46,728 56,865  

７．未払法人税等 12,377 17,353  

８．前受金 34,737 78,732  

９．預り金 29,765 14,340  

10．リース資産減損勘定 － 30,788  

11．事業再構築引当金 － 14,495  

12．その他 － 3,901  

流動負債合計 633,261 25.1 816,732 40.0 183,471

Ⅱ　固定負債

  １. 社債 400,000 772,500  

２．長期借入金  161,662 281,778  

３．預り保証金 44,500 54,500  

４．リース資産減損勘定 － 112,545  

固定負債合計 606,162 24.1 1,221,323 60.0 615,161

負債合計 1,239,423 49.2 2,038,055 100.0 798,632
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前事業年度
（平成18年９月30日）

当事業年度
（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）

（純資産の部）

　株主資本         

 Ⅰ 資本金   749,370 29.8  749,370 36.8 －

 Ⅱ 資本剰余金

資本準備金 536,987 536,987

資本剰余金合計 536,987 21.3 536,987 26.3 －

 Ⅲ 利益剰余金

 　繰越利益剰余金 △8,003 △1,286,338

利益剰余金合計 △8,003 △0.3 △1,286,338 △63.1 △1,278,335

株主資本合計 1,278,353 50.8 18 0.0 △1,278,335

純資産合計 1,278,353 50.8 18 0.0 △1,278,335

負債純資産合計 2,517,776 100.0 2,038,074 100.0 △479,702
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(2）損益計算書

前事業年度
（自　平成17年10月１日
至　平成18年９月30日）

当事業年度
（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

１．直営店売上高 1,162,096 1,609,923

２．フランチャイズ関連売
上高

         

 （1）商品売上高 1,319,985   1,465,837    

 （2）運営受託収益 111,829   158,125    

 （3）その他の売上高  ※1 359,457   315,079    

 　　合計 1,791,272 2,953,368 100.0 1,939,042 3,548,965 100.0 595,597

Ⅱ　売上原価

１．直営店売上原価 1,138,436 1,929,226

２．フランチャイズ関連売
上原価

         

 　（1）商品売上原価 1,109,240   1,283,247    

 　（2）運営受託原価 95,658   126,153    

 （3）その他の売上原価 56,827   96,762    

 　　合計 1,261,727 2,400,163 81.3 1,506,163 3,435,390 96.8 1,035,227

売上総利益 553,205 18.7 113,575 3.2 △439,630

Ⅲ　販売費及び一般管理費 ※2 591,711 20.0 831,660 23.4 239,949

営業損失 38,506 △1.3 718,085 △20.2 679,579

Ⅳ　営業外収益

１．受取利息 411 1,202

２．受取協賛金 8,072 13,949

３．受取手数料 9,981 28,478

４．その他 3,986 22,452 0.8 3,469 47,099 1.3 24,647

Ⅴ　営業外費用

１．支払利息 8,610 13,143

２．社債利息 － 10,292

３．社債発行費償却 － 4,192

４. 株式交付費 4,424 －

５．株式公開費用 24,297 －

６．その他 2,527 39,859 1.4 2,384 30,013 0.8 △9,846

経常損失 55,913 △1.9 700,999 △19.7 645,086

Ⅵ　特別利益

１．店舗売却益 18,419      18,419     0.6 110,982     110,982     3.1    92,563
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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）

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）

Ⅶ　特別損失

１．固定資産売却損  － 169

２．固定資産除却損  ※3 124 3,553

３．前期損益修正損 ※4 16,946 2,000

 ４. 営業譲受損  ※5 93,708 －

 ５. 減損損失  ※6 15,612 454,620

 ６．投資有価証券評価損  ※7  73,399

 ７．店舗撤退損失 ※8  77,000

 ８．事業再構築引当金繰入
額

 ※9  14,495

 ９．事業再構築費用  ※10  51,681

10．その他 － 126,391 4.2 139 677,059 19.1 550,668

税引前当期純損失 163,886 △5.5 1,267,076 △35.7 1,103,190

法人税、住民税及び事
業税

8,527 0.3 11,258 0.3 2,731

当期純損失 172,413 △5.8 1,278,335 △36.0 1,105,922
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売上原価明細書

(1）直営店売上原価明細書

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）

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　店舗材料費  － － － －  

Ⅱ　店舗商品原価         

  １．期首商品棚卸高 2,227   4,726    

  ２．当期商品仕入高 180,544   263,519    

　　合計 182,772   268,245    

  ３．期末商品棚卸高 4,726 178,046 15.6 3,600 264,644 13.8 86,598

Ⅲ　労務費       

  １．給与手当　 69,199   120,009    

  ２．雑給 194,874   310,879    

  ３．その他 12,617 276,690 24.3 21,421 452,309 23.4 175,619

Ⅳ　経費

１．地代家賃 242,732 523,008

２．減価償却費 64,500 118,887

３．消耗品費 46,979 69,212

４．水道光熱費 70,029 109,304

５．賃借料 ※ 42,025 56,338

６．リース料 68,646 102,121

７．支払手数料 15,509 18,528

８．その他 133,277 683,699 60.1 214,870 1,212,272 62.8  

直営店売上原価 1,138,436 100.0 1,929,226 100.0 790,790

        ※ コンテンツ（DVD、オンラインゲーム等のソフト）の賃借に係わるものであります。
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(2）フランチャイズ関連売上原価明細書

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）

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　商品売上原価         

　１．期首商品棚卸高 6,113   20,366    

  ２．当期商品仕入高 1,123,493   1,294,453    

 　　　合計 1,129,606   1,314,819    

  ３．期末商品棚卸高 20,366 1,109,240 87.9 31,572 1,283,247 87.3 174,007

Ⅱ　運営受託原価         

  １．給与手当 53,569   76,032    

  ２．雑給 14,510   15,274    

　３．地代家賃 206,501   276,783    

  ４．減価償却費 69,379   105,730    

　５．リース料 56,909   86,405    

  ６．その他 18,110   12,596    

 　　　合計 418,980   572,823    

  ７．他勘定振替高 △323,321 95,658 7.6 △446,669 126,153 8.3 30,495

 Ⅲ　その他の売上原価 ※        

 　１．開発人件費 48,517   55,723    

　 ２．その他 8,310 56,827 4.5 41,039 96,762 6.4 39,935

フランチャイズ関連売上原価  1,261,727 100.0  1,506,163 100.0 244,436

        

 ※「会計方針の変更」に記載のとおり、従来、販売費及び一般管理費として計上していたスーパーバイジング及び店

舗施工監理に関わる費用を前事業年度より売上原価のその他の売上原価に計上する方法に変更しております。
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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

　 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 △172,413 △172,413

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

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

　 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

事業年度中の変動額

新株の発行      

当期純損失 △1,278,335 △1,278,335 △1,278,335 △1,278,335

事業年度中の変動額
合計（千円）

   △1,278,335 △1,278,335 △1,278,335 △1,278,335

平成19年９月30日
残高（千円）

749,370 536,987 536,987 △1,286,338 △1,286,338 18 18
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(4）キャッシュ・フロー計算書

前事業年度
（自　平成17年10月１日
至　平成18年９月30日）

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

税引前当期純利益又は税
引前当期純損失（△）

△163,886

減価償却費 141,153

減損損失 15,612

社債発行費等償却 636

営業譲受損 93,708

貸倒引当金の増加額 17,344

受取利息 △411

支払利息 8,610

固定資産除却損 124

店舗売却益 △18,419

前期損益修正損 13,717

売上債権の増加額 △44,529

たな卸資産の増加額 △20,130

仕入債務の増加額 1,608

前払費用の増加額 △21,761

未収入金の増加額 △8,075

前渡金の増加額 △7,282

未払費用の増減額 21,007

未払消費税等の減少額 △6,995

預り金の増加額 39,375

前受金の増減額 △55,799

その他 29,149

小計 34,758

利息及び配当金の受取額 411

利息の支払額 △6,631

法人税等の支払額 △2,424

営業活動によるキャッ
シュ・フロー

26,113
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前事業年度
（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）

Ⅱ　投資活動によるキャッ
シュ・フロー

定期預金の払戻による収
入

30,000

有形固定資産の取得によ
る支出

△427,077

店舗の購入による支出 △197,607

店舗の売却による収入 28,242

無形固定資産の取得によ
る支出

△33,450

子会社株式取得による支
出

△15,300

投資有価証券の取得によ
る支出

△93,500

敷金保証金の回収による
収入 

27,824

敷金保証金の取得による
支出 

△229,724

貸付による支出 △14,180

貸付金の回収による収入 2,815

長期前払費用の取得によ
る支出 

△37,400

その他 64

投資活動によるキャッ
シュ・フロー

△959,292

Ⅲ　財務活動によるキャッ
シュ・フロー

社債の発行による収入 490,460

長期借入金の返済による
支出

△151,720

株式の発行による収入 640,575

財務活動によるキャッ
シュ・フロー

979,316

Ⅳ　現金及び現金同等物の増加
額

46,136

Ⅴ　現金及び現金同等物の期首
残高

601,557

Ⅵ　現金及び現金同等物の期末
残高

 

※１ 647,694
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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

当事業年度
（自　平成18年10月１日
至　平成19年９月30日）

 当社は第７期において、営業損失を計上し、当事業年度においては、718,085千円の営業損失、

700,999千円の経常損失及び1,278,335千円の当期純損失を計上しております。また、当事業年度におい

ては、営業活動によるキャッシュ・フローがマイナスとなったこと及び新規店舗の出店の開店に伴う支

出が大きかったことにより現金預金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は、前事業年度及び当事業年度上半期に新規開店いたしました直営店の立上が

りが予想以上に悪く、損益を圧迫するとともに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の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、翌事業年度において以下の対応策を実施

してまいります。

　１．事業再構築

　　　　当社は、フランチャイズ本部としての商品力、店舗展開力などのノウハウや、物流網、管理シ

　　　ステムなどのインフラを整備することで、収益力のアップとコストダウンを図り業績の向上へ活

　　　かしてまいります。

　２．直営店舗の売却

　　　　既存の直営店舗のうち一部を売却し、固定資産の圧縮を図ると同時にキャッシュ・フローの改

　　　善を図ります。

　３．金融機関等からの経済的支援

　　　　取引先銀行等からの経済的支援として、平成19年11月から平成20年11月までの借入金返済の一

　　　部延長が決定しております。また、別途平成19年11月から平成20年11月までの借入枠が設定され

　　　ております。

　以上の結果、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。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(株)アプレシオ(2460)平成 19 年９月期決算短信

－ 41 －



重要な会計方針

項目
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）

１．有価証券の評価基準及び

評価方法

関係会社株式　移動平均法による原価法 

 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

関係会社株式　　 同左　

 その他有価証券

 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

 

 

(2）貯蔵品…最終仕入原価法

(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 　

３．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。

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

 また、当社の建物はすべて建物附属設備で

構成されております。

(1）有形固定資産…定率法

同左

 

 

 

 

(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…定額法

同左

４．繰延資産の処理方法 株式交付費……支出時の費用として処理し

ております。 

同左

 社債発行費等…償還期限に対応して定額法

により償却しております。

 

５．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

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
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項目
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）

 ７．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

  

８．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．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

　税抜方式によっております。

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）

１．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、売上原価のその他の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、営業損失、経常損

失及び税引前当期純損失に与える影響はありません。

 

 －

２．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。

 

 －

３．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。

 －

 － １．固定資産の減価償却方法の変更

法人税法の改正に伴い、当事業年度より平成19年４月１

日以降取得の固定資産については改正法人税法に規定する

償却方法により減価償却費を計上しております。

なお、この変更に伴う損益に与える影響は軽微でありま

す。

－ ２．たな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、当事業年度よ

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

し法に変更いたしました。

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1,698千円減少することになります。
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表示方法の変更

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）

 （損益計算書） 

 １．フランチャイズ関連売上高の内訳項目である商品売上

高、運営受託収益及びその他売上高並びにフランチャ

イズ関連売上原価の内訳項目である商品売上原価、運

営受託原価及びその他売上原価は、フランチャイズ関

連事業の業容拡大に伴い、それぞれの項目に重要性が

増したことから、商品の販売による収益と役務の給付

による収益とを明確に区分し、それぞれの収益区分の

収益性を明らかにするため、当事業年度より区分掲記

することとしました。

　なお、前事業年度は以下のとおりです。

 

 －

 

フランチャイズ関連売上高 

  （単位：千円）

（1）商品売上高 668,853

（2）運営受託収益 28,896

（3）その他の売上高 308,481

計 1,006,232

 

 フランチャイズ関連売上原価

  （単位：千円）

（1）商品売上原価 581,484

（2）運営受託原価 27,751

（3）その他の売上原価 －

計 609,235

 

 

 

 

 

 

 

２．当事業年度より、「繰延資産の会計処理に関する当面

の取扱い」（実務対応報告第19号　平成18年８月11

日）を適用しております。

　従来、営業外費用の内訳として表示していた新株発

行費は、当事業年度より株式交付費として表示する方

法に変更しております。  

 －
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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）

 （売上原価明細書） 

  店舗材料費は実態をより適切に示すため、当事業年度

より店舗商品原価に変更しております。

　また、店舗商品原価及び労務費、商品売上原価及び運

営受託原価は、発生の総額をより適切に示すため、当事

業年度より内訳を設けることとしました。

　各項目の前事業年度の内訳は以下のとおりです。 

 －

  

 店舗商品原価

  （単位：千円）

１．期首商品棚卸高 2,316

２．当期商品仕入高 171,856

合計 174,172

３．期末商品棚卸高 2,227

差引：店舗商品原価 171,945

 

　労務費

  （単位：千円）

１．給与手当 56,370

２．雑給 188,912

３．その他 10,766

労務費　計 256,048

 

 

 

 

 

 

 

 商品売上原価

  （単位：千円）

１．期首商品棚卸高 2,366

２．当期商品仕入高 585,231

合計 587,597

３．期末商品棚卸高 6,113

差引：商品売上原価 581,484

 

　運営受託原価

  （単位：千円）

１．給与手当 15,069

２．雑給 －

３．地代家賃 82,139

４．減価償却費 24,517

５．リース料 17,774

６．その他 3,890

合計 143,391

７．他勘定振替高 △115,639

差引：運営受託原価 27,751

 

 

 

 

　

 

 

 （キャッシュ・フロー計算書）

敷金保証金の回収による収入は、金額的重要性が増し

たため、区分掲記することとしました。前事業年度は、

投資活動によるキャッシュ・フローのその他に377千円含

まれております。

 －
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注記事項

（貸借対照表関係）

前事業年度
（平成18年９月30日）

当事業年度
（平成19年９月30日）

※１．　　　　　　　　　　－　     ※１.　担保に供している資産

 建物 164,612千円 

 工具器具及び備品  5,297千円

 ソフトウェア 45千円

 敷金保証金 77,513千円 

 計  247,468千円

上記物件について、短期借入金200,000千円の担

保に供しております

※２.減価償却累計額には、減損損失累計額を含めて表示

しております。

 ※２.　　　　　　　　同左
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（損益計算書関係）

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）

※１．その他の売上高の内訳は次のとおりであります。

ロイヤリティ 108,976千円

フランチャイズ加盟金 37,000千円

開店時コンサルティング料 161,837千円

その他 51,643千円

合計 359,457千円

 

※１．その他の売上高の内訳は次のとおりであります。

ロイヤリティ 141,342千円

フランチャイズ加盟金 19,000千円

開店時コンサルティング料 40,186千円

レンタル売上 41,350千円

その他 73,200千円

合計 315,079千円

 

※２．販売費及び一般管理費のうち、販売費に属する

　 費用及び一般管理費に属する費用のそれぞれの割

　 合は51.5％、48.5％であります。

　  主要な費目及び金額は次のとおりであります。

※２．販売費及び一般管理費のうち、販売費に属する

　 費用及び一般管理費に属する費用のそれぞれの割

　 合は40.3％、59.7％であります。

　  主要な費目及び金額は次のとおりであります。

役員報酬      33,965千円

給与手当     179,266千円

広告宣伝費      14,213千円

旅費交通費      42,982千円

支払手数料      15,537千円

地代家賃 29,881千円

支払報酬 36,381千円

貸倒引当金繰入額      14,115千円

減価償却費      7,273千円

役員報酬 30,570千円

給与手当 199,215千円

広告宣伝費 15,376千円

旅費交通費 48,128千円

支払手数料 32,408千円

地代家賃 30,577千円

支払報酬 46,103千円

貸倒引当金繰入額 187,004千円

減価償却費 8,720千円

※３．固定資産除却損の内容は次のとおりであります。　

　　　　　　　　

※３．固定資産除却損の内容は次のとおりであります。　

　　　　　　　　

工具器具及び備品 124千円 ソフトウェア 3,000千円

工具器具及び備品 553千円

合計 3,553千円 

※４．前期損益修正損の内容は次のとおりであります。 ※４．前期損益修正損の内容は次のとおりであります。

過年度における工具器具

及び備品の滅失
1,295千円

過年度におけるリース資

産の滅失
12,422千円

前期末における貸倒引当

金不足額
3,228千円

　合計 16,946千円

 

 前期加盟金の修正 2,000千円

※５．営業譲受損の内容は次のとおりであります。　 －

八王子駅前店 52,945千円

川越店 28,571千円

金沢駅西店 12,192千円

　合計 93,708千円
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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）

※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

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。

※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 17,121千円 

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

銀座店 直営店舗 建物等 96,943千円

東京ベイ幕張店 直営店舗 建物等 92,128千円

目黒店 直営店舗  建物等 56,552千円

 盛岡菜園店

フランチャ

イズ加盟店

舗 

 建物等 112,899千円

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262,065千円、構築物775千円、工具器

具及び備品9,967千円、長期前払費用27,829千円、リース

資産153,982千円であります。 

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。

 ※７．投資有価証券評価損の内訳は、次のとおりであり

ます。

 株式会社ライツマネジメント

株式

70,427千円

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 

 合計 73,399千円 

 －

 

※８.　店舗撤退損失の内訳は次のとおりであります。

盛岡菜園店 50,000千円

東京ベイ幕張店 27,000千円

合計 77,000千円 

  －

 

※９.　事業再構築引当金繰入額の内訳は次のとおりであ

ります。

店舗撤退原状回復費用 9,517千円 

本部撤退費用 4,978千円

合計 14,495千円

  －

 

※10.　事業再構築費用の内訳は次のとおりであります。

希望退職費用 38,907千円 

本部移転費用 12,292千円 

店舗撤退原状回復費用 482千円 

合計

 

51,681千円 
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（株主資本等変動計算書関係）

 前事業年度（自　平成17年10月１日　至　平成18年９月30日）

 　発行済株式に関する事項

株式の種類
前事業年度末株式数

（株）
当期増加株式数（株） 当期減少株式数（株）

当事業年度末株式数

（株）

 普通株式 14,112.75 2,000 － 16,112.75

 （注）増加の内容は、公募増資により2,000株の新株発行（払込期日：平成17年11月28日）を実施したことによるもので

あります。

 当事業年度（自　平成18年10月１日　至　平成19年９月30日）

 発行済株式に関する事項

株式の種類
前事業年度末株式数

（株）
当期増加株式数（株） 当期減少株式数（株）

当事業年度末株式数

（株）

 普通株式 16,112.75 － － 16,112.75

 

（キャッシュ・フロー計算書関係）

前事業年度
（自　平成17年10月１日
至　平成18年９月30日）

※１．現金及び現金同等物の期末残高と貸借対照表に掲記

されている科目の金額との関係

（平成18年９月30日現在）

現金及び預金勘定   657,700千円

預入期間が３ヶ月を超える定期預

金
  △10,005千円

現金及び現金同等物   647,694千円

（リース取引関係）

 　決算発表時における開示の必要性が大きくないため開示を省略しております。

（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

前事業年度（平成18年９月30日） 当事業年度（平成19年９月30日） 

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 93,500 20,100
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（デリバティブ取引関係）

１．取引の状況に関する事項

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）

(1)取引内容及び利用目的 変動金利支払いの借入金につい

て将来の取引市場での金利上昇が

支払利息に影響を及ぼす影響を軽

減する目的で、金利スワップ取引

を利用しております。

同左

 

 

 

 

(2)取引に対する取組方針
将来の金利の変動によるリスク

を回避する目的で金利スワップ取

引を利用しているのみであり、投

機目的のデリバティブ取引は行な

わない方針であります。

なお、デリバティブ取引を利用

して、ヘッジ会計を行っておりま

す。

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。

同左

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(3)取引に係るリスクの内容
金利スワップ取引は、市場金利

の変動によるリスクを有しており

ます。デリバティブ取引の契約先

は、いずれも信用度の高い国内の

銀行であるため、相手先の契約不

履行によるいわゆる信用リスクは、

ほとんどないと判断しております。

同左

 

 

 

 

 

 

 

(4)取引に係るリスク管理体制
契約締結時には、取締役会の決

裁を受けることとしております。

同左

 

 

２．取引の時価等に関する事項

　　　　　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

注記の対象からは除いております。　　

　　　　　当事業年度（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。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

注記の対象からは除いております。　　
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（退職給付関係）

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、退職給付制度を採用していないため該当事項はありません。

当事業年度（自　平成18年10月１日　至　平成19年９月30日）

 　　　　　当社は、退職給付制度を採用していないため該当事項はありません。

（税効果会計関係）

 決算発表時における開示の必要性が大きくないため開示を省略しております。

（持分法損益等）

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。

当事業年度（自　平成18年10月１日　至　平成19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。
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 (ストック・オプション等関係）

 前事業年度（自　平成17年10月１日　至　平成18年９月30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17年９月期ストック・オプション
　　平成18年９月期　　　

　　ストック・オプション 

 付与対象者の区分及び人数

当社取締役５名、当社監査

役３名、当社従業員27名、

社外協力者４名 

当社従業員13名、社外協力

者１名 

当社取締役２名、当社従業

員49名 

 株式の種類別のストック・オプション

の付与数（注）
普通株式 1,416株 普通株式 84株 普通株式 500株

付与日 平成17年３月28日 平成17年８月18日 平成 18年４月25日

 権利確定条件
条件は付与されて

おりません。 
同左 同左

 対象勤務期間
対象勤務期間の定めは

ありません。 
同左 同左

 権利行使期間
平成17年３月29日から

平成26年12月24日まで 

平成17年８月19日から

平成26年12月24日まで 

平成19年12月31日から 

平成27年12月30日まで 

 （注）株式数に換算して記載しております。なお、平成17年７月11日の取締役会決議により、平成17年８月５日付で、普

通株式１株を３株に分割しており、これによる株式数の調整を行っております。

 

 　（2）ストック・オプションの規模及び変動状況

 当事業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・オプション数

 平成17年３月28日付与 平成17年８月18日付与 平成18年４月25日付与

権利確定前（株）    

 前事業年度末 － － － 

 付与 － － 500

 失効 － － 36

 権利確定 － － －

 未確定残 － － 464

権利確定後（株）    

前事業年度末 1404  84 －

 権利確定 － － － 

 権利行使 － － － 

 失効 21 15 －

 未行使残 1383  69 －

 

 　②単価情報

 平成17年３月28日付与 平成17年８月18日付与 平成18年４月25日付与

 権利行使価格　　　　　　（円） 200,000 333,300 351,700

 行使時平均株価　　　　　（円） － － － 

 公正な評価単価（付与日）（円） － － － 
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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.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17年９月期ストック・オプション
  平成18年９月期　　　　

ストック・オプション 

 付与対象者の区分及び人数

当社取締役５名、当社監査

役３名、当社従業員27名、

社外協力者４名 

当社従業員13名、社外協力

者１名 

当社取締役２名、当社従業

員49名 

 株式の種類別のストック・オプション

の付与数（注）
普通株式 1,416株 普通株式 84株 普通株式 500株

付与日 平成17年３月28日 平成17年８月18日 平成 18年４月25日

 権利確定条件
条件は付与されて

おりません。 
同左 同左

 対象勤務期間
対象勤務期間の定めは

ありません。 
同左 同左

 権利行使期間
平成17年3月29日から

平成26年12月24日まで 

平成17年８月19日から

平成26年12月24日まで 

平成19年12月31日から 

平成27年12月30日まで 

 （注）株式数に換算して記載しております。なお、平成17年７月11日の取締役会決議により、平成17年８月５日付で、普

通株式１株を３株に分割しており、これによる株式数の調整を行っております。

 　（2）ストック・オプションの規模及び変動状況

 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・オプション数

 平成17年３月28日付与 平成17年８月18日付与 平成18年４月25日付与

権利確定前（株） － － －

 前連結会計年度末 － － 464

 付与 － － －

 失効 － － 158

 権利確定 － － －

 未確定残 － － 306

権利確定後（株） － － －

前連結会計年度末 1,383 69 －

 権利確定 － － －

 権利行使 － － －

 失効 51 9 －

 未行使残 1,332 60 －

 　②単価情報

 平成17年３月28日付与 平成17年８月18日付与 平成18年４月25日付与

 権利行使価格　　　　　　（円） 200,000 333,300 351,700

 行使時平均株価　　　　　（円） － － －

 公正な評価単価（付与日）（円） － － －
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（関連当事者との取引）

前事業年度（自　平成17年10月１日　至　平成18年９月30日）

役員及び個人主要株主等

属性
氏名及び
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

取引内容
取引金額
(千円)

科目
期末残高
(千円)役員の

兼任等
事業上の
関係

主要株主

（個人）

及びその

近親者

馬場正信
埼玉県

川口市
―

当社代

表取締

役

（被所有）

直接39.3
― ―

借入債務

被保証

 ※1 

1,444 　　　　― 　―

不動産賃

借債務被

保証※2

2,192
　　　　― 

　
―

個人費用

立替
5,313 　　　　― ―

主要株主

（個人）

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

㈲アイエ

ルジェイ

東京都

北区
3,000

不動産

賃貸仲

介業

当社代表取

締役馬場正

信の配偶者

の実兄が

100%所有

―
店舗の賃

貸借

店舗の賃

借※3
14,768 　　　　― ―

店舗敷金

の返還 
3,000 　　　　― ―

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

 　　　 ２．馬場正信の借入債務被保証及び不動産賃借債務被保証については期末残高を記載しております。

３．有限会社アイエルジェイとの賃貸借契約は平成18年３月31日をもって解消しております。

（取引条件及び取引条件の決定方針等）

※１　銀行借入に対する債務被保証であります。なお、保証料の支払は行っておりません。

 　　　 ※２　不動産賃貸借に係る賃借料に対する債務被保証であります。なお、保証料の支払は行っておりません。　

 　　　 ※３　店舗の賃貸借に係る賃借料等であり、近隣の取引実勢等に基づいて決定しております。

 当事業年度（自　平成18年10月１日　至　平成19年９月30日）

 役員及び個人主要株主等

属性
氏名及び
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

取引内容
取引金額
(千円)

科目
期末残高
(千円)役員の

兼任等
事業上の
関係

主要株主

（個人）

及びその

近親者

馬場正信
埼玉県

川口市
―

当社代

表取締

役

（被所有）

直接39.3
― ―

不動産賃

借債務被

保証※

2,192         ― ―

　（注）１．取引金額には消費税等が含まれておりません。

 　　　 ２．馬場正信の不動産賃借債務被保証については期末残高を記載しております。

（取引条件及び取引条件の決定方針等）

 　　　 ※　不動産賃貸借に係る賃借料に対する債務被保証であります。なお、保証料の支払は行っておりません。　
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（１株当たり情報）

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）

１株当たり純資産額   79,338.00円

１株当たり当期純損失金額 10,915.71円

１株当たり純資産額 1.15円

１株当たり当期純損失金額 79,336.86円

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、潜在株式は存在するものの１株当たり当期純損

 失である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、潜在株式は存在するものの１株当たり当期純損

 失であるため記載しておりません。

　（注）　１株当たり当期純利益金額又は当期純損失金額算定上の基礎は、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）

当期純利益又は当期純損失（△）（千円） △172,413 △1,278,335

普通株主に帰属しない金額（千円） － －

（うち利益処分による役員賞与金） (－) (－) 

普通株式に係る当期純利益又は当期純損失

（△）（千円）
△172,413 △1,278,335

期中平均株式数（株） 15,795 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２種類

（新株予約権の目的となる株式

の数　1,916株）

新株予約権２種類

（新株予約権の目的となる株式

の数　1,698株）
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（重要な後発事象）

 

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。

 当事業年度（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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６．その他
(1）役員の異動

① 代表取締役の異動

　・新任取締役候補

　　　代表取締役　久國　清直（現　執行役員経営戦略室長）

　・退任予定取締役

　　　代表取締役　馬場　正信（非常勤相談役　就任予定）

②その他の役員の異動

　・新任取締役候補

　　　取締役　田中　耕治（現　執行役員管理部長）

　　　取締役　林　　宏一（現　執行役員経営企画室長）

　・退任予定取締役

　　　取締役　　　小林　伸吉

　　　社外取締役　与謝野　肇　

  ・新任監査役候補

　　　（非常勤）監査役　佐々木　憲一（現　経営コンサルタント）

　　　　　監査役候補　佐々木憲一氏は、会社法第２条16号に定める社外監査役であります。

　・退任予定監査役

　　　（非常勤）監査役　渋谷　耕一

 ③就任予定日

　 平成19年12月26日　
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