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1.  20年9月期の連結業績（平成19年10月1日～平成20年9月30日） 

 

(2) 連結財政状態 

 

(3) 連結キャッシュ・フローの状況 

  

(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 ％

20年9月期 17,557 △7.8 209 △70.3 195 △71.8 △631 ―

19年9月期 19,048 44.8 703 43.8 694 35.6 269 26.3

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 ％ ％ ％

20年9月期 △12,374.04 ― ― 0.4 2.3
19年9月期 5,152.47 5,058.93 11.4 8.3 3.7

（参考） 持分法投資損益 20年9月期  5百万円 19年9月期  4百万円

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

20年9月期 7,387 1,468 19.9 28,889.28
19年9月期 8,116 2,364 28.1 43,513.83

（参考） 自己資本   20年9月期  1,468百万円 19年9月期  2,277百万円

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

20年9月期 △288 12 52 2,482
19年9月期 609 53 △418 2,704

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 第2四半期末 第3四半期末 期末 年間

円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 百万円 ％ ％

19年9月期 ― ― ― 2,500.00 2,500.00 130 48.5 5.4
20年9月期 ― ― ― 0.00 0.00 0 ― ―

21年9月期 
（予想）

― ― ― 750.00 750.00 ――― 63.3 ―――

3.  21年9月期の連結業績予想（平成20年10月1日～平成21年9月30日） 
（％表示は通期は対前期、第2四半期連結累計期間は対前年同四半期増減率）

 

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

第2四半期連結累計期間 8,501 △7.4 108 △49.5 83 △56.8 47 ― 923.66
通期 16,335 △7.0 149 △28.4 109 △44.3 60 ― 1,188.23
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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） 

(3) 発行済株式数（普通株式） 

新規 ― 社 （ 社名 ） 除外 ― 社 （ 社名 ）

① 会計基準等の改正に伴う変更 無

② ①以外の変更 無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 20年9月期  52,509株 19年9月期  52,351株

② 期末自己株式数 20年9月期  1,670株 19年9月期  ―株

（参考）個別業績の概要 

1.  20年9月期の個別業績（平成19年10月1日～平成20年9月30日） 

 

(2) 個別財政状態 

  

(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 ％

20年9月期 4,402 △46.1 △26 ― 45 △85.1 △461 ―

19年9月期 8,165 8.6 279 △57.3 306 △55.2 2 △98.8

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

20年9月期 △9,040.46 ―

19年9月期 40.82 40.08

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

20年9月期 2,471 1,279 51.8 25,174.17
19年9月期 3,535 1,976 55.9 37,756.98

（参考） 自己資本 20年9月期  1,279百万円 19年9月期  1,976百万円
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１．経営成績
(1）経営成績に関する分析

 平成20年9月期　（自平成19年10月1日　至平成20年9月30日）

（当期の経営成績）

　当連結事業年度において、当社は本年４月１日付で純粋持株会社体制への移行を果たしました。これは、連結子会

社である㈱セントラルサービスシステム（以下、ＣＳＳ）を中心とする料飲ビジネス、同じく東洋メディアリンクス

㈱（以下、ＴＭＬ）を中心とする空間プロデュースという異なる２つの事業領域を効率的に運営するための組織変更

であり、当社にとって新しいステージを迎えた一年となりました。

　純粋持株会社体制のもと、当社は、第22期の事業開始以来業績不振の続いていた連結子会社㈱セントラルマネジメ

ントシステム（以下、ＣＭＳ）における料飲管理事業を平成21年2月をもって事業停止し、グループの中核事業である

ＣＳＳ、ＴＭＬをはじめとする他の事業に経営資源を集中させることを決議いたしました。

　これらをふまえ、当連結事業年度の当社連結業績は、売上高17,557百万円（前期比7.8％減）、営業利益209百万円

（前期比70.3％減）、経常利益195百万円（前期比71.8％減）、当期純損失631百万円（前期比△901百万円）となりま

した。

　売上高は、ＴＭＬにおいて金融機関向けセキュリティシステム設備等の大型受注のあった第23期には及ばないもの

の、ＣＳＳにおけるシェラトン都ホテル大阪、高松国際ホテルなどの新規受注18件を含む安定的な売上、ならびに、

ＴＭＬにおける有楽町イトシアや東京ベイコート倶楽部などの新規受注および既存顧客との安定的な関係の継続によ

る案件受注により、ほぼ予想どおりに推移いたしました。

　一方、利益面におきましては、ＣＳＳの上半期における顧客施設の高稼働ならびに社会保険料をはじめとする人件

費の上昇による利益率の低下、ならびに、ＣＭＳにおける目標売上高未達による大幅な利益の下振れを主因とし、営

業利益、経常利益ともに期初予想を下回る結果となりました。さらに、ＣＭＳの料飲管理事業の停止による事業整理

損失引当金を特別損失に計上するとともに、株式市場の低迷による保有投資有価証券の評価損失などを特別損失に計

上したことにより、大幅な最終赤字となりました。

  

（次期の見通し）

　次期（平成21年９月期）におきましては、当社の主要顧客であるホテル業界や金融業界は世界的な経済不況の影響

により厳しい市場環境となることが予測され、当社の中核事業であるＣＳＳ、ＴＭＬにおいても売上高の大幅な拡大

は難しい状況となる見込みです。また利益面におきましては、平成20年10月から平成21年２月までの５ヶ月間はＣＭ

Ｓ料飲管理事業の営業上の赤字が残ること、ならびに、内部統制システム構築のための費用や収益基盤強化のための

販売管理費の増加が見込まれるため、連結業績といたしましては、売上高16,335百万円（前期比7.0％減）、営業利益

149百万円（前期比28.8％減）、経常利益109百万円（前期比44.4％減）、当期純利益60百万円（前期比691百万円増）

となる見込みであります。

　次期下半期以降は、赤字事業ＣＭＳの事業停止により利益の大幅な下振れ要因がなくなるとともに、事業会社にお

いては、ＣＳＳにおける平成20年10月の経営陣一新による諸制度の見直しを含めた経営革新、効率的な従業員採用の

仕組みづくりの推進、新規顧客の獲得ならびに既存事業所の収益性の向上に努めてまいります。また、㈱センダン（Ｓ

ＤＮ）における収益性の高い案件の受注と食材原価の一元管理の仕組みづくり、ＴＭＬにおける業容拡大のための開

発力・商品企画力の強化、音響特機㈱（ＯＴＫ）における海外スピーカーブランドの販売強化などを推進することに

より、グループ全体で収益力の向上に努め、再来期からの躍進に向けて邁進してまいります。また、次期より連結納

税制度を導入することによって税制の面からも適正化を図り、安定的な収益体制の構築を進めてまいります。

 

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

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

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

フラの損害等さまざまな要素により、本資料記載の内容と異なる結果となることがあることを予めご承知ください。
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(2）財政状態に関する分析

 

 当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

　 当連結会計年度の資産につきましては、前連結会計年度末と比べて現金及び預金の減少、投資有価証券の減少及び

繰延税金資産の取崩しにより7,387百万円となりました。投資有価証券の減少はその他有価証券評価差額金の減少及び

減損損失の計上によるものであります。

　負債につきましては、前連結会計年度末と比べて167百万円増加し、5,919百万円となりました。純資産につきまし

ては、利益剰余金及び自己株式の取得等により1,468百万円となりました。

　また、当連結会計年度におきましてはＣＭＳの為の事業整理損失引当金を207百万円を引当てております。

　 ②キャッシュ・フローの状況

  当連結会計年度における連結ベースの現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、前連結会計年度末より222

百万円減少し2,482百万円となりました。

 

 （営業活動によるキャッシュ・フロー）

営業活動の結果、使用した資金は288百万円となりましたが、これは、仕入債務の減少及び法人税等の支払が主因であ

ります。

 （投資活動によるキャッシュ・フロー）

投資活動の結果、得られた資金は12百万円となりましたが、これは、有形固定資産を取得したものの、定期預金の払

戻し及び投資有価証券の売却が主因であります。

 （財務活動におけるキャッシュ・フロー）

財務活動の結果、社債の償還及び配当金の支払に使用したものの短期借入金の増加により得られた資金は52百万円と

なりました。

 

 キャッシュ・フローに関する補足情報

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

平成20年
９月期

自己資本比率（％） 57.0 56.6 29.2 28.0 19.9

時価ベースの自己資本比率（％） 255.2 227.7 62.3 45.2 13.1

キャッシュ・フロー対有利子負債比率（％） 1.3 1.3 67.7 5.9 ―

インタレスト・カバレッジ・レシオ（倍） 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値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。
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(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ことを基本方針と

しております。

　当期（平成20年９月期）においては、多額の特別損失の計上により当期純損失を△631百万円計上いたしましたので、

利益配分の基本にかえり、今後の事業展開のための内部留保の必要性についても勘案して協議した結果、経営体質・

財務体質の強化を図る必要から、誠に遺憾ながら今期の配当を見送らせていただきます。

　次期（平成21年９月期）においては、市場環境の悪化により厳しい業績が見込まれますが、最終損益においても黒

字化が見込まれており、業績に応じた適正な利益配分を行うという上記方針に基づいて復配し、１株当たり750円の期

末配当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たスチュワード

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、さらにセ

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」

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「空間プロデュース」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、給食管理事業（ＳＤＮ）、業務用音響機器の輸入・販売（ＯＴＫ）との有機的連関を図りながら、お客様

ごとのニーズに対してグループ総体で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、本年４月１日付で新設分割を行い、純粋持株会社体制へ移

行致しました。

　純粋持株会社移行後の方針としては、「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」を掲げております。その

中で、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、

専門性の追求による収益力の強化を図ります。また、純粋持株会社を中心として、グループ全体を見渡した上での販

売管理費率の低下を推進してまいります。

　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、安定的な収益確保と企業価値の向上に邁進して

まいります。

　なお、これらの成長戦略を具現化するための、純粋持株会社体制移行後の中期経営計画につきましては現在策定を

進めております。
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(4）会社の対処すべき課題

　当社グループ全体の当面の最大の目標は、純粋持株会社体制を円滑に運営して、第25期において業績を黒字回復さ

せることであり、セグメント別の課題を以下の通り認識しております。

　ＣＳＳにおいては、主要顧客であるホテル業界が外国人客の減少、国内消費の冷え込みにより厳しい市場環境とな

ることが予想される中で、既存事業所の収益力向上を最優先課題とし、現場主義という原点に帰り、厳格な人員管理

の徹底と品質の維持向上に注力してまいります。また事業所ごとの契約内容の見直しを進め、収益性の低い事業所か

らの撤退にも既に着手しております。

　ＳＤＮにおいては、引き続き収益性の高い案件の受注を推進するとともに、食材費の高騰に対応すべく、原材料の

仕入れを効率化する仕組みづくりに着手し、食材原価の一元管理ならびにコストダウンに取り組んでまいります。ま

た、増大する医療費削減の一環としてメタボリックシンドロームの予防に重点をおいた特定健康診断、特定保健指導

分野への参入を新たに検討してまいります。

　ＣＭＳにおきましては、平成21年2月末日の事業終了に向けての円滑なオペレーションの遂行が当面の課題となりま

す。

　ＴＭＬにおいては、世界的金融混乱の影響により主力の金融業界からの案件受注は引き続き不安定な状態が続くこ

とが予想される中、幅広い顧客層に向けてのきめ細やかな営業による確実な受注を積み重ねるとともに、業容の拡大

を課題として開発力・商品企画力の強化に取り組んでまいります。

　ＴＭＬの100%子会社である音響特機㈱においては、第24期に国内総販売権を獲得した収益性の高い海外スピーカー

ブランドの販売強化による収益力の向上を目指してまいります。

　本年4月1日の新設分割により誕生した㈱ＣＳＳビジネスサポートにおいては、業務の専門性をより高め、一層の効

率化を図ることで、従業員採用費削減を中心としたグループ全体の販売管理費の削減につながるよう取り組んでまい

ります。

 

(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。

　純粋持株会社体制移行後は、取締役の任期を１年とし、一層の責任の明確化を図るとともに、取締役会・監査役会

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、コンプライアンス室を新たに組織し

ました。このコンプライアンス室に、内部監査、リスク管理ならびに内部統制システムのモニタリングなどの機能を

集中させ、内部通報制度の活用を推進し、必要に応じて外部弁護士・社会保険労務士などと連携を図りながら、コン

プライアンス体制の更なる強化・補完を図ってまいります。

 

(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19年９月30日現在）
当連結会計年度

（平成20年９月30日現在）

区分
注記
番号

金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

（資産の部）        

Ⅰ　流動資産        

１．現金及び預金 ※２　  3,513,496   3,146,042  

２．受取手形及び売掛金
 ※３
　

 2,118,435   1,989,505  

３．たな卸資産   572,598   341,135  

４．繰延税金資産   100,065   －  

５．その他   139,185   424,857  

貸倒引当金   △19,414   △16,730  

流動資産合計   6,424,367 79.2  5,884,811 79.5

Ⅱ　固定資産        

１．有形固定資産        

(1）建物及び構築物 ※２　 194,188   369,984   

減価償却累計額  △91,200 102,987  △205,477 164,507  

(2）土地 ※２　  337,180   337,093  

(3）その他  72,153   109,646   

減価償却累計額  △46,983 25,169  △79,864 29,781  

有形固定資産合計   465,338 5.7  531,382 7.2

２．無形固定資産        

(1）その他   24,048   24,068  

無形固定資産合計   24,048 0.3  24,068 0.3

３．投資その他の資産        

(1）投資有価証券
※１
※２　

 717,165   477,397  

(2）その他 ※２　  485,283   470,306  

投資その他の資産合計   1,202,449 14.8  947,703 12.8

固定資産合計   1,691,835 20.8  1,503,154 20.4

資産合計   8,116,203 100.0  7,387,965 100.0
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前連結会計年度

（平成19年９月30日現在）
当連結会計年度

（平成20年９月30日現在）

区分
注記
番号

金額（千円）
構成比
（％）

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   906,413   699,183  

２．短期借入金 ※２　  928,000   1,297,400  

３．１年内償還予定の社債   294,000   234,000  

４．１年内返済予定の長期借
入金

※２  623,888   755,650  

５．未払金   842,832   820,849  

６．未払法人税等   223,089   110,218  

７．賞与引当金   160,050   167,875  

８．事業整理損失引当金　   －   207,600  

８．その他   372,799   280,205  

流動負債合計   4,351,073 53.6  4,572,980 61.9

Ⅱ　固定負債        

１．社　　　債   419,000   365,000  

２．長期借入金 ※２　  777,467   670,751  

３．繰延税金負債   4,221   58,955  

４．退職給付引当金   93,729   110,396  

５．役員退職慰労引当金   17,011   44,143  

６．負ののれん   84,626   85,288  

７．その他   4,750   11,747  

固定負債合計   1,400,806 17.3  1,346,283 18.2

負債合計   5,751,879 70.9  5,919,264 80.1

        

（純資産の部）        

Ⅰ　株主資本        

　１.資本金   393,561 4.9  393,562 5.3

  ２.資本剰余金   277,699 3.4  277,699 3.8

  ３.利益剰余金   1,646,342 20.3  883,992 12.0

  ４.自己株式   －   △85,081 △1.2

  株主資本合計   2,317,603 28.6  1,470,172 19.9

Ⅱ　評価・換算差額等        

　その他有価証券評価差額金   △39,611 △0.5  △1,470 0.0

　評価・換算差額等合計   △39,611 △0.5  △1,470 0.0

Ⅲ　少数株主持分   86,331 1.1  －  

　　純資産合計   2,364,323 29.1  1,468,701 19.9

　　負債・純資産合計   8,116,203 100.0  7,387,965 100.0
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(2）連結損益計算書

  
前連結会計年度

（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
（自　平成19年10月１日
至　平成20年９月30日）

区分
注記
番号

金額（千円）
百分比
（％）

金額（千円）
百分比
（％）

Ⅰ　売上高   19,048,043 100.0  17,557,122 100.0

Ⅱ　売上原価   16,003,071 84.0  15,001,783 85.5

売上総利益   3,044,972 16.0  2,555,339 14.6

Ⅲ　販売費及び一般管理費
※１
　

 2,341,153 12.3  2,346,058 13.4

営業利益   703,818 3.7  209,281 1.2

Ⅳ　営業外収益        

１．受取利息  4,299   4,692   

２．受取配当金  14,528   12,313   

３．受取賃貸料  7,365   3,544   

４．負ののれん償却額  22,772   27,484   

５. 持分法による投資利益  4,078   5,134   

６. 仕入割引  13,114   11,356   

７．その他  12,012 78,171 0.4 19,280 84,105 0.5

Ⅴ　営業外費用        

１．支払利息  69,103   70,237   

２．社債発行費  ―   10,734   

３．その他  18,177 87,281 0.5 16,516 97,488 0.6

経常利益   694,708 3.6  195,898 1.1

 Ⅵ　特別利益        

１．受取保証金  7,325   ―   

２．固定資産売却益  ―   201   

３．投資有価証券売却益  7,000   37,580   

 ４. 貸倒引当金戻入益  1,600 15,925 0.1 ― 37,781 0.2

 Ⅶ　特別損失        

 １.　固定資産売却損
※２
　

1,747   ―   

 ２.　固定資産除却損
※３
　

―   1,015   

 ３.　投資有価証券評価損  13,276   305,260   

 ４.　役員退職金  7,100   ―   

 ５.　施設利用権評価損  ―   17,250   

 ６.　減損損失  ―   58,386   

 ７.　事業整理損失引当金繰入額  ―   207,600   

 ８.　その他  ― 22,123 0.1 17,770 607,282 3.5

税金等調整前当期純利益又は税金等
調整前当期純損失（△）

  688,510 3.6  △373,603 △2.1

法人税、住民税及び事業税  364,661   129,522   
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前連結会計年度

（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
（自　平成19年10月１日
至　平成20年９月30日）

区分
注記
番号

金額（千円）
百分比
（％）

金額（千円）
百分比
（％）

法人税等調整額  41,132 405,793 2.1 121,776 251,298 1.4

少数株主利益   12,979 0.1  6,570 0.0

当期純利益又は当期純損失（△）   269,736 1.4  △631,472 △3.6
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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） 393,561 277,699 1,492,107 2,163,368

連結会計年度中の変動額

剰余金の配当   △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

剰余金の配当    △115,500

当期純利益    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）

△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
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当連結会計年度（自　平成19年10月１日　至　平成20年９月30日）

株主資本

資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式　 株主資本合計

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

連結会計年度中の変動額

新株式の発行 0    0

剰余金の配当　   △130,877  △130,877

当期純損失   △631,472  △631,472

自己株式の取得　    △85,081 △85,081

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）

0  △762,349 △85,081 △847,431

平成20年９月30日　残高（千円） 393,562 277,699 883,992 △85,081 1,470,172

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

連結会計年度中の変動額

新株式の発行    0

剰余金の配当　    △130,877

当期純損失    △631,472

自己株式の取得　    △85,081

株主資本以外の項目の連結会計年度中
の変動額（純額）

38,140 38,140 △86,331 △48,190

連結会計年度中の変動額合計
（千円）

38,140 38,140 △86,331 △895,622

平成20年９月30日　残高（千円） △1,470 △1,470 － 1,468,701
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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18年10月１日
至　平成19年９月30日）

当連結会計年度
（自　平成19年10月１日
至　平成20年９月30日）

区分
注記
番号

金額（千円） 金額（千円）

Ⅰ　営業活動によるキャッシュ・フロー    

税金等調整前当期純利益又は税金等
調整前当期純損失（△）

 688,510 △373,603

減価償却費  25,062 26,928

負ののれん償却  △22,772 △27,484

のれん償却  41,487 ―

持分法による投資利益  △4,078 △5,134

投資有価証券評価損  13,276 305,260

投資有価証券売却益  △7,000 △37,580

施設利用権評価損　  ― 17,250

減損損失　  ― 58,386

貸倒引当金の増減額  1,204 △2,684

退職給付引当金増減額  294 16,666

役員退職慰労引当金の増減額  1,500 27,132

賞与引当金の増減額  18,850 7,825

受取利息及び配当金  △18,827 △17,005

支払利息  69,103 70,237

売上債権の増減額  △98,148 128,930

前受金の増減額  27,765 △61,706

たな卸資産の増減額  155,181 231,463

前払費用の増減額  △15,737 △4,888

仕入債務の増減額  △87,978 △207,230

未払金の増減額  115,087 △21,983

その他  79,916 △35,141

小計  982,695 95,637

利息及び配当金の受取額  17,522 16,811

利息の支払額  △66,882 △70,954

法人税等の支払額  △324,067 △329,526

営業活動によるキャッシュ・フロー  609,268 △288,031

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  △928,500 ―

定期預金の払戻による収入  992,400 145,000

投資有価証券の取得による支出  △4,585 △30,368

関係会社株式取得による支出　  ― △61,404

出資金払戻による収入  5,800 5,600

投資有価証券の売却による収入  17,000 67,873

有形固定資産の取得による支出  △13,769 △112,097

有形固定資産売却による収入　  ― 1,640

無形固定資産の取得による支出  △2,373 △3,506

その他  △12,712 ―

投資活動によるキャッシュ・フロー  53,259 12,738
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前連結会計年度

（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
（自　平成19年10月１日
至　平成20年９月30日）

区分
注記
番号

金額（千円） 金額（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  △170,970 369,400

長期借入金の借入れによる収入  599,000 992,500

長期借入金の返済による支出  △648,634 △967,454

自己株式取得による支出　  ― △85,339

社債の発行による収入  164,630 189,265

社債の償還による支出  △247,000 △314,000

配当金の支払額  △115,502 △131,532

財務活動によるキャッシュ・フロー  △418,476 52,839

Ⅳ　現金及び現金同等物の増減額  244,052 △222,454

Ⅴ　現金及び現金同等物の期首残高  2,460,944 2,704,996

Ⅵ　現金及び現金同等物の期末残高 ※１ 2,704,996 2,482,542

    

継続企業の前提に重要な疑義を抱かせる事象又は状況

　該当事項はありません。
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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

前連結会計年度

（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

（自　平成19年10月１日

至　平成20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 (1）連結子会社の数　　　　　　　６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㈱ 

　　㈱セントラルサービスシステム

㈱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㈱ 

㈱ＣＳＳビジネスサポート　

　なお、㈱セントラルサービスシステム

及び㈱ＣＳＳビジネスサポートについて

は、純粋持株会社へ移行に伴う会社分割

にて設立したことにより、当連結会計年

度より連結範囲に含めております。

 (2）非連結子会社名

㈱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

 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 

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関連会社 

㈱エムネット　　　　　　　　 

　㈱東洋テクニコ

持分法を適用しない理由 

　㈱エムネットは、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。

 　㈱東洋テクニコは、その支配が一

時的であるため、持分法の適用範囲か

ら除いております。

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

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 

 　　　 　同左
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項目

前連結会計年度

（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

（自　平成19年10月１日

至　平成20年９月30日）

 ②デリバティブ

　　時価法　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　

②デリバティブ

同左　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　

 ③たな卸資産　　　　　　　　　 

・商品　主として先入先出法による

　　　　　　　　　　　　原価法

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

人税法施行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。

　　　　　―――― 

 　　　　　 

　　　　　―――― 

　　　

（追加情報） 

 法人税法の改正に伴い、平成19年３月31

日は以前に取得した資産について、改正

前の法人税法に基づく減価償却の方法の

適用により、取得価額の５％に到達した

連結会計年度の翌連結会計年度より、取

得価額の５％相当額と備忘価額との差額

を５年間にわたり均等償却し、減価償却

費に含めて計上しております。これによ

る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

 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

 

            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18年10月１日

至　平成19年９月30日）

当連結会計年度

（自　平成19年10月１日

至　平成20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

 ⑤事業整理損失引当金

　連結子会社、㈱セントラルマネジメ

ントシステムの事業整理による損失に

備えるため、今後発生することとなる

損失見込額のうち当連結会計年度に負

担すべき金額を計上しております。

（追加情報）

　㈱セントラルマネジメントシステム

の事業環境が変化したことに伴い、当

連結年度において同社の料飲管理事業

から撤退することを決定したため、事

業整理損失引当金を計上しております。

(4）重要なリース取引の処

理方法

　リース物件の所有権が借主に移転すると

認められるもの以外のファイナンス・リー

ス取引については、通常の賃貸借取引に係

る方法に準じた会計処理によっております。

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

 

 　　　　 　　同左

 

　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

イ　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。

イ　消費税等の会計処理

　　　　　　　　同左

ロ　社債発行費の処理方法

　社債発行費は、支出時に全額費用として

処理しております。

ロ　社債発行費の処理方法

　　　　　　　　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18年10月１日
至　平成19年９月30日）

当連結会計年度
（自　平成19年10月１日
至　平成20年９月30日）

―――― ――――

表示方法の変更

前連結会計年度
（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
（自　平成19年10月１日
至　平成20年９月30日）

（連結損益計算書関係）

（1）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。

（2）前連結会計年度まで「その他」に含め表示しておりま

した「仕入割引」は、営業外収益の総額の100分の10を

超えたため区分掲記しました。

　なお、前連結会計年度における「仕入割引」の金額

は5,354千円であります。

　前連結会計年度まで「その他」に含めて表示しており

ました「前払費用」（前連結会計年度は4,468千円）を

区分掲記しております。

（連結損益計算書関係）

（1）前連結会計年度まで「その他」に含め表示して

　おりました「社債発行費」は、営業外費用の総額の

　100分の10を超えたため区分掲記しました。

　　なお、前連結会計年度における「社債発行費」の

  金額は8,225千円であります。　　　　 　
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注記事項

（連結貸借対照表関係）

前連結会計年度
（平成19年９月30日）

当連結会計年度
（平成20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）　　　 　　　24,365千円

 うち、共同支配企業への投資額　　　12,098千円

 

※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 157,894千円

建物 1,128千円

土地 108,935千円 

差入保証金 45,151千円 

計 413,108千円

 

  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

 　　連結会計年度未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

 

 ※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）　　　 　　　62,220千円

 うち、共同支配企業への投資額　　　16,700千円

 

※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      105,206千円

建物 80,576千円

土地       108,935千円 

差入保証金  45,151千円 

計     439,869千円

 

  上記に対応する債務

短期借入金        420,400千円

1年内返済予定の長期借入金        411,222千円

長期借入金        578,525千円

計      1,410,147千円

 

　　　　　　　　　　　　――――
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（連結損益計算書関係）

前連結会計年度
（自　平成18年10月１日
至　平成19年９月30日）

当連結会計年度
（自　平成19年10月１日
至　平成20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 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

役員退職引当金繰入額 6,788千円

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

退職給付費用 24,618千円

役員報酬        263,823千円

給与手当等       863,442千円

賞与引当金繰入額  63,214千円

役員退職引当金繰入額      18,508千円

福利厚生費        174,761千円

顧問料  81,680千円

支払手数料     182,571千円

退職給付費用   10,604千円

※２．固定資産売却損の内容は次のとおりです。 ※２．　　　　　　　　――――

 建物及び構築物 1,747千円

 計 1,747千円

　　　　　　　　　　―――― ※３．固定資産除却損の内容は次のとおりです。

 建物及び構築物      1,015千円

 計 1,015千円
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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18年10月１日　至　平成19年９月30日）

　１.発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項

前連結会計年度末株
式数（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 ― ― 52,351

合計 52,351 ― ― 52,351

 ２.配当に関する事項

 　（1）配当金支払額

決議 株式の種類
配当金の総額
（千円）

１株当たり配当
額（円）

基準日 効力発生日

平成18年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20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19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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　当連結会計年度（自　平成19年10月１日　至　平成20年９月30日）

　１.発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項

前連結会計年度末株
式数（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 52,351 158 － 52,509

合計 52,351 158 － 52,509

自己株式

普通株式（注） － 1,670 － 1,670

合計 － 1,670 － 1,670

（注）自己株式の内、普通株式の株式数の増加1,670株は、取締役会決議による自己株式の取得によるものでありま

　　　す。

 

 　２.配当に関する事項

 　　（1）配当金支払額

決議 株式の種類
配当金の総額
（千円）

１株当たり配当
額（円）

基準日 効力発生日

平成19年12月19日

　　　定時株主総会
普通株式 130,877 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18年10月１日
至　平成19年９月30日）

当連結会計年度
（自　平成19年10月１日
至　平成20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19年９月30日現在） （平成20年９月30日現在）

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

現金及び預金勘定 3,146,042千円

預入期間が３ヶ月を超える定期

預金
 △663,500千円

現金及び現金同等物  2,482,542千円
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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) 46,523 494,552 668,493 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 12,870 945 510 1,208 1,303 16,837 (695) 16,142

　（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（844,187千円）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（法人税法施行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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当連結会計年度（自　平成19年10月１日　至　平成20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）

その他

（千円）
計（千円）

Ⅰ　売上高及び営

業損益

(1）外部顧客に対

する売上高
8,430,997 2,502,421 570,499 1,734,389 4,318,815 － 17,557,122

(2）セグメント間

の内部売上高また

は振替高

14,400 12,845 218 63,787 28,120 302,932 422,304

計 8,445,397 2,515,267 570,717 1,798,177 4,346,935 302,932 17,979,427

営業費用 8,258,977 2,477,523 689,442 1,803,946 4,226,694 348,235 17,804,820

営業利益（又は営

業損失）
186,419 37,743 (118,725) (5,770) 120,241 (45,303) 174,607

Ⅱ　資産、減価償

却費及び資本的支

出

資産 1,742,241 489,369 167,735 895,516 4,019,631 2,411,973 9,726,468

減価償却費 10,734 1,498 911 7,416 2,171 4,173 26,904

資本的支出 660 － － － 101,444 22,708 124,813

 
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
－ 17,557,122

(2）セグメント間

の内部売上高また

は振替高

(422,304) －

計 (422,304) 17,557,122

営業費用 (456,979) 17,347,841

営業利益（又は営

業損失）
34,673 209,281

Ⅱ　資産、減価償

却費及び資本的支

出

資産 (2,338,503) 7,387,965

減価償却費 23 26,928

資本的支出 － 124,813

　（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
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(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

(6）その他・・・CSSホールディングス及びCSSビジネスサポートであります。

３　資産のうち、消去又は全社の項目に含めた全社資産（207,171千円）の主なものは、CSSホールディングスに

おける余剰運用資金（現金及び預金）、長期投資資金（投資有価証券）に係る資産等であります。

 

 

前連結会計年度（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。

当連結会計年度（自　平成19年10月１日　至　平成20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。

前連結会計年度（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。

当連結会計年度（自　平成19年10月１日　至　平成20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。 

※リース取引、関連当事者との取引、税効果会計、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、企業結合等については、決算発表時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

しております。
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（１株当たり情報）

項目
前連結会計年度

（自　平成18年10月１日
至　平成19年９月30日）

当連結会計年度
（自　平成19年10月１日
至　平成20年９月30日）

１株当たり純資産額             43,513円 　 83銭               28,889円  28銭

１株当たり当期純利益金額又は当期

純損失金額（△）
            5,152円 　 47銭              △12,374円 04銭

潜在株式調整後

１株当たり当期純利益金額
          5,058円 　 93銭

　なお、潜在株式調整後１株当た

り当期純利益については、１株あ

たり当期純損失金額であるため記

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18年10月１日
至　平成19年９月30日）

当連結会計年度
（自　平成19年10月１日
至　平成20年９月30日）

１株当たり当期純利益金額   

当期純利益（△純損失）（千円） 269,736 △631,472

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（△純損失）

（千円）

269,736 △631,472

期中平均株式数（株） 52,351 51,032

   

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） 968 ―

（うち新株予約権） (　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）

前連結会計年度
（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
（自　平成19年10月１日
至　平成20年９月30日）

　平成19年11月28日開催の取締役会において、会社法第

165条第３項の規定により読み替えて適用される同法第

156条の規定に基づき、自己株式を取得すること及びそ

の具体的な取得方法について決議いたしました。

　

(1）自己株式取得に関する取締役会の決議内容

①　取得の理由

 定款の定めに基づいて、今後の経営環境の変化に対応

した機動的な資本政策の遂行を可能とするため、自己

株式を取得するものであります。

②　取得する株式の種類

　当社普通株式

③　取得する株式の総数

　2,000株（上限）

④　取得する期間

　平成19年11月29日から平成19年12月18日

⑤　取得価額の総額

　160,000千円（上限）

 

 

 

 

　

 

―
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５．個別財務諸表
(1）貸借対照表

  
第23期

（平成19年９月30日）
第24期

（平成20年９月30日）

区分
注記
番号

金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

（資産の部）        

Ⅰ　流動資産        

１　現金及び預金   790,623   169,771  

２　売掛金   801,786   ―  

３　貯蔵品   10,866   ―  

４　前払費用   26,347   4,050  

５　関係会社短期貸付金　   ―   200,000  

６　未収法人税等   ―   74,444  

７　未収消費税等   ―   109,250  

８　繰延税金資産   43,848   ―  

９　その他   54,662   9,263  

貸倒引当金   △9,700   ―  

流動資産合計   1,718,435 48.6  566,780 22.9

Ⅱ　固定資産        

１　有形固定資産        

(1）建物  156,907   ―   

減価償却累計額  △87,402 69,505  ― ―  

(2）構築物  2,594   ―   

減価償却累計額  △2,143 450  ― ―  

(3）車輛運搬具  9,294   ―   

減価償却累計額  △5,783 3,511  ― ―  

(4）工具器具備品  54,223   ―   

減価償却累計額  △39,324 14,899  ― ―  

(5）土地   222,486   ―  

有形固定資産合計   310,853 8.8  ― ―

２　無形固定資産        

(1）ソフトウエア   2,318   ―  

(2）電話加入権   6,134   ―  

(3）水道施設利用権   77   ―  

無形固定資産合計   8,530 0.2  ― ―

３　投資その他の資産        

(1）投資有価証券   316,534   137,161  

(2）関係会社株式   1,051,200   1,752,200  

(3）出資金   10   10  

(4）関係会社長期貸付金   70,000   ―  

(5）長期前払費用   10,975   10,921  

(6）差入保証金   94,970   ―  

(7）その他   24,291   4,521  

　　貸倒引当金   △70,000   ―  

投資その他の資産合計   1,497,982 42.4  1,904,814 77.1

固定資産合計   1,817,366 51.4  1,904,814 77.1

資産合計   3,535,801 100.0  2,471,595 100.0
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第23期

（平成19年９月30日）
第24期

（平成20年９月30日）

区分
注記
番号

金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

（負債の部）        

Ⅰ　流動負債        

１　短期借入金   90,000   568,000  

２　１年以内返済予定の長期
借入金

  210,000   298,000  

３　未払金   678,147   87,147  

４　未払法人税等   14,500   ―  

５　未払消費税等   76,315   ―  

６　前受金   939   ―  

７　預り金   39,441   2,443  

８　債務保証損失引当金   91,643   50,000  

９　賞与引当金   73,500   3,750  

10　関係会社事業整理損失引
当金　

  ―   105,720  

11　その他   3,908   ―  

流動負債合計   1,278,396 36.1  1,115,061 45.1

Ⅱ　固定負債        

１　長期借入金   280,000   74,500  

２　繰延税金負債   789   2,203  

固定負債合計   280,789 8.0  76,703 3.1

負債合計   1,559,186 44.1  1,191,765 48.2

        

（純資産の部）        

Ⅰ　株主資本        

　１　資本金   393,561 11.1  393,562 15.9

　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 7.9  277,699 11.2

  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  482,668   △109,561   

 　　　利益剰余金合計   1,282,668 36.3  690,438 27.9

　４.自己株式   ― ―  △85,081 △3.4

  株主資本合計   1,953,930 55.3  1,276,618 51.6

Ⅱ　評価・換算差額等        

その他有価証券評価差額金   22,685 0.6  3,211 0.1

　評価・換算差額等合計   22,685 0.6  3,211 0.1

純資産合計   1,976,615 55.9  1,279,829 51.8

負債・純資産合計   3,535,801 100.0  2,471,595 100.0
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(2）損益計算書

  
第23期

（自　平成18年10月１日
至　平成19年９月30日）

第24期
（自　平成19年10月１日
至　平成20年９月30日）

区分
注記
番号

金額（千円）
百分比
（％）

金額（千円）
百分比
（％）

Ⅰ　売上高   8,165,188 100.0  4,402,613 100.0

Ⅱ　売上原価   6,972,172 85.4  3,735,600 84.9

売上総利益   1,193,016 14.6  667,012 15.2

Ⅲ　販売費及び一般管理費   913,112 11.2  693,664 15.8

営業利益又は営業損失（△）   279,903 3.4  △26,652 △0.6

Ⅳ　営業外収益        

１　受取利息  936   726   

２　受取配当金  13,409   78,237   

３　受取賃貸料  7,241   3,787   

４　受取手数料  19,114   7,930   

５　その他  4,838 45,539 0.6 4,030 94,712 2.2

Ⅴ　営業外費用        

１　支払利息  15,477   16,117   

２　その他  3,343 18,821 0.2 6,395 22,513 0.5

経常利益   306,622 3.8  45,546 1.0

Ⅵ　特別利益        

１　受取補償金  7,325   ―   

２　貸倒引当金戻入益  1,600   ―   

３　投資有価証券売却益　  ―   28,775   

４　債務保証損失引当金戻入益  ― 8,925 0.1 41,643 70,418 1.6

Ⅶ　特別損失        

１　投資有価証券評価損  2,981   119,309   

２　貸倒引当金繰入額  70,000   ―   

３　関係会社事業整理損失引当金
繰入額

 ―   105,720   

４　施設利用権評価損　  ―   17,250   

５　関係会社貸倒損失　  ―   288,415   

６　減損損失　  ―   15,150   

７　債務保証損失引当金繰入額  91,643 164,624 2.0 ― 545,845 12.4

税引前当期純利益又は　　　
税引前当期純損失（△）

  150,923 1.8  △429,879 △9.8

法人税、住民税及び事業税  127,260   1,358   

法人税等調整額  21,525 148,786 1.8 30,115 31,473 0.7

当期純利益又は当期純損失
（△）

  2,136 0.0  △461,352 △10.5
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(3）株主資本等変動計算書

前事業年度（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 利益剰余金

株主資本
合計

資本準備金
その他資本
剰余金

資本剰余金
合計

その他利益剰余金
利益剰余金
合計

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

剰余金の配当      △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

剰余金の配当   △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
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当事業年度（自　平成19年10月１日　至　平成20年9月30日）

株主資本

資本金

資本剰余金 利益剰余金

自己株式
株主資本
合計

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

事業年度中の変動額

新株の発行 0        0

剰余金の配当　      △130,877 △130,877  △130,877

当期純損失      △461,352 △461,352  △461,352

自己株式の取得　        △85,081 △85,081

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）

0    － △562,230 △562,230 △85,081 △677,311

平成20年９月30日　残高
（千円）

393,562 117,699 160,000 277,699 800,000 △109,561 690,438 △85,081 1,276,618

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19年９月30日　残高
（千円）

22,685 22,685 1,976,615

事業年度中の変動額

新株の発行   0

剰余金の配当　   △130,877

当期純損失   △461,352

自己株式の取得　   △85,081

株主資本以外の項目の事業年
度中の変動額（純額）

△19,474 △19,474 △19,474

事業年度中の変動額合計
（千円）

△19,474 △19,474 △696,785

平成20年９月30日　残高
（千円）

3,211 3,211 1,279,829

継続企業の前提に重要な疑義を抱かせる事象又は状況

　該当事項はありません。
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