
  

－ 1 － 

平成平成平成平成    18181818    年年年年    ９９９９    月期月期月期月期                中間中間中間中間決算短信決算短信決算短信決算短信（（（（連結連結連結連結））））       平成18年５月12日 

上 場 会 社 名        株式会社ひらまつ                  上場取引所 東証２部 
コ ー ド 番 号         2764                                  本社所在都道府県 東京都 
（ＵＲＬ  http://www.hiramatsu.co.jp/） 
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１． 18年３月中間期の連結業績（平成17年10月１日～平成18年３月31日） 
(1) 連結経営成績      （注）記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。 

 売 上 高     営業利益 経常利益 

 百万円      ％ 百万円      ％ 百万円      ％ 

18年３月中間期 
17年３月中間期 

3,354（  21.6） 
2,757（   6.3） 

238（ 503.5） 
39（△83.8） 

258（ 528.0） 
41（△81.3） 

17年９月期 6,176（ 13.5） 257（△48.2） 234（△50.7） 
 

 中間(当期)純利益 
１株当たり中間 
(当期)純利益 

 百万円     ％ 円  銭 

18年３月中間期 
17年３月中間期 

146（1,144.0） 
11（ △88.7） 

1,939.23 
155.89 

17年９月期 119（ △47.9） 1,574.08 
（注）①持分法投資損益    18年３月中間期 －百万円 17年３月中間期 －百万円  17年９月期 －百万円 
     ②期中平均株式数(連結) 18年３月中間期 75,768株 17年３月中間期 75,768株   17年９月期 75,768株 
     ③会計処理の方法の変更    有 
     ④売上高、営業利益、経常利益、中間（当期）純利益におけるパーセント表示は、対前年同期比増減率 

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

 総 資 産     株主資本 株主資本比率 １株当たり株主資本 
 百万円 百万円 ％ 円   銭 

18年３月中間期 
17年３月中間期 

5,419 
5,664 

2,745 
2,510 

50.7 
44.3 

36,235.53 
33,136.17 

17年９月期 5,757 2,601 45.2 34,333.29 
（注）期末発行済株式数（連結）18 年３月中間期 75,768 株 17 年３月中間期 75,768 株  17 年９月期 75,768 株 
 

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

 
営 業 活 動 に よ る          
キャッシュ・フロー 

投 資 活 動 に よ る          
キャッシュ・フロー 

財 務 活 動 に よ る          
キャッシュ・フロー 

現金及び現金同等物 

期 末 残 高          
 百万円 百万円 百万円 百万円 

18年３月中間期 
17年３月中間期 

50 
37 

72 
△812 

△446 
829 

817 
739 

17年９月期 539 △742 655 1,134 
(4)連結範囲及び持分法の適用に関する事項 
   連結子会社数  ３社  持分法適用非連結子会社数  －社  持分法適用関連会社数  －社 
 
(5)連結範囲及び持分法の適用の異動状況 
   連結 (新規)  －社 (除外)   －社    持分法 (新規)   －社 (除外)   －社 
 
２．18年９月期の連結業績予想（平成17年10月１日～平成18年９月30日） 

 売 上 高 経 常 利 益 当期純利益 
 百万円 百万円 百万円 

通   期 6,553 285 145 
（参考）１株当たり予想当期純利益（通期）1,920円52銭 
 

※ 業績予想につきましては、発表日現在において入手可能な情報に基づき作成したものであり、予想につ
きましては様々な不確定要素や、今後の事業運営における内外の状況変化等により、実際の業績見通し
と異なる場合がありますのでご承知おきください。 
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１１１１．．．．企業集団企業集団企業集団企業集団のののの状況状況状況状況    

    

当社グループはフランス料理及びイタリア料理の分野において「高級レストラン」業態を中心に、レストラン10店

舗、カフェ１店舗を東京都内、博多、札幌にて運営しております。 

また、海外子会社については、HIRAMATSU EUROPE EXPORT SARLはパリにて当社グループ向けの食材及び資材の輸出

を主に行っております。また、旧「レストランひらまつ サンルイ アンリル」の不動産管理を行っているHIRAMATSU 

IMMOBILIER EUROPE SARLは、不動産の売却を含め、今後の方針について現在検討中であります。 

また、当社グループではレストラン営業の一環として「婚礼営業」を併せて行っており、売上の半分を占めており

ます。 

事業系統図を示すと下表のとおりであります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(注)上記の他に子会社１社及び関連会社が１社ありますが、

重要性が乏しいため、記載しておりません。 

     

 

２２２２．．．．経営方針経営方針経営方針経営方針    

    

(1) 会社の経営の基本方針 

当社グループは、高級フランス料理店及び高級イタリア料理店を経営の中核とし、関連する業態において各々

トップブランドを保有する「高級ブランドカンパニー」を目指しております。 

当社グループにおいては、高級レストランビジネスを「ブランドビジネス」として捉えており、「ブランド」に

相応しいコミットメントを以下のとおり顧客、株主、社員のそれぞれに対して行う事が重要であると考えておりま

す。 

＜顧客へのコミットメント＞ 

・ 時代を超えて高い価値を持ち続ける 

・ 顧客との全ての接点（料理・サービス・店舗空間）におけるコンセプト、グレードに一環性を保つ 

・ 訪れる度、新しい店ができる度に、料理・サービス・店舗空間に創造・進化を感じさせる 

＜株主へのコミットメント＞ 

・ 高いブランド価値による高収益構造を構築する 

・ 持続的に安定成長を行う 

・ 配当性向30％を目標として利益配分を行う 

＜社員へのコミットメント＞ 

・ 顧客に最高のレストラン企業であると評価される店を運営する 

・ 「個」を表現できる職場環境を作る 

・ 自己成長できる環境と、成果に見合う報酬を提供する 

こうしたコミットメントを基にして、高い収益性と、個々のブランド価値を希薄化させない店舗展開による安定

した成長を実現してまいります。 

         

HIRAMATSU EUROPE  

EXPORT SARL 
(食材・資材の輸出入、レストラン経営) 

HIRAMATSU IMMOBILIER 

EUROPE SARL 

 (不動産管理) 

海外 

食材・資材 

レストランひらまつ 博多 

ラ レゼルヴ 

レストランひらまつ リストランテ アソ 「プルセル」ブランド 

サンス・エ・サヴール 

「シンポジオン」ブランド 

シンポジオン 

顧客 

「ひらまつ」ブランド 「アソ」ブランド その他ブランド 

アルジェントASO 「クライン」ブランド 

ル・バエレンタル 

カフェ・デ・プレ 広尾店 

代官山ASO チェレステ 

二子玉川店 

代官山ASO チェレステ 

日本橋店 

国内 

株式会社ひらまつ 

 （レストラン、婚礼事業） 



  

3 

(2) 会社の利益配分に関する基本方針 

当社グループは、株主の皆様への利益還元を経営の最重要政策の１つとして位置付けております。成長のための

設備投資、あるいは企業体質強化のための内部留保を勘案しながらも、業績に裏付けられた成果の配分として、配

当性向30％を目標に積極的な配当を実施してまいります。 

 

(3) 投資単位の引下げに関する考え方及び方針等 

当社グループは、当社グループ株式の流動性向上を資本政策上の重要な課題と認識しております。今後も投資家

の皆様にとってより投資しやすい環境をつくるため、株式分割等の適切な施策を適時実施していく所存でおります。 

 

(4) 目標とする経営指標 

当社グループでは経常の営業活動に加え、財務活動を含めた収益性及び投資効率の観点からROA（経常利益／総

資産）を重視しており、10％前後を目標としております。 

 

(5) 中長期的な会社の経営戦略 

会社を表象するコーポレートマスターブランドである「Hiramatsu」の傘下に、内部で育成されたブランドによ

る内製ブランドと、外部で高い価値を持つブランドとの提携による外部ブランドを展開しており、複数ブランドに

よる店舗運営を行っております。こうした内製、外部双方のブランドの開発/導入により、ブランド開発リスクの

逓減を図るとともに、ブランドの多様性を確保することで、各種候補地に適応し得る様々なタイプの店舗を出店で

きる体制としております。 

また、１つのブランドの店舗数は、ブランド価値を減殺させないために最大でも５～10店舗程度とし、高いブラ

ンド価値を維持する戦略としております。そのため、ブランド数の拡充が成長には欠かせない要素となっており、

内製ブランドを担う人材の育成と、新たな外部ブランドとの提携模索に注力しております。 

これまで出店を行ってきた店舗は、ディナー客単価２～３万円と高価格帯を中心としておりましたが、既に提携

を行った「ボキューズ」のブラッセリーブランド及び「コンラン」ブラントにおいては、ディナー客単価６～15千

円程度とし、ターゲット顧客層の拡大目指します。 

将来的には売上高300億又は経常利益30億円の事業規模を目指したいと考えております。そのためには、以下の

ような目標を掲げております。 

• 高級レストラン業態において、世界最高水準のブランド価値（＝株式価値）を目指す 

• 高級レストランを中核事業とし、関連する業態も含めて各々トップブランドを保有する 

• 今後９年間で、10ブランドへ展開する（平成18年３月末現在、未出店の「エーベルラン」「ボキューズ」及

び「コンラン」ブランドを含めて８ブランド保有） 

• 高級レストラン業を事業の中核として、中～高価格帯（ディナー客単価６～15千円）及び30部屋程度の宿泊

設備を有するスモール・ラグジュアリー・ホテル事業への進出も積極的に推進 

なお、上記の目標を達成するためには、既存ブランドの出店のみならず、新たな外部ブランドとの提携・M＆A、

周辺事業への展開・提携・M＆Aも視野にいれております。これを図式すると、以下のようになります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

新規事業分野新規事業分野新規事業分野新規事業分野    

レストラン事業 

内
製
ブ
ラ
ン
ド 

ひらまつ 

（４店） 

外
部
ブ
ラ
ン
ド アソ 

（４店） 

シンポジオン 

（１店） 

人材育成 

による 

新ブランド 

プルセル 

（１店） 

クライン 

（１店） 

エーベルラン 

（１店出店予定） 

新たな 

外部ブランド 

との提携・M＆A 

 

関連事業との 

提携・M&A 

 

スモール・ラグジュアリー 

・ホテル事業への展開 

ボキューズ 

（出店場所未定） 

コンラン 

（２店出店予定） 

ホテル事業 

その他の事業 

・・
・

・・
・



  

4 

 (6) 会社の対処すべき課題 

＜一般営業（レストラン営業）の推進＞ 

景気回復により、減少を続けていた既存店への集客数は底を打ち、上昇に転じつつあります。既存の顧客は

もちろんのこと、新たに来店した顧客をリピーターとして定着させるべく、サービス力強化のためのサービス

ガイドライン（職階に応じたサービスの基本技能及び知識）に基づく研修を引続き進めるとともに、顧客情報

の管理ツールとして CRM 機器の試験導入を６月に行い、より顧客のニーズに合ったサービスの提供を行います。 

また、当社グループのレストランブランドの認知度向上が、新規顧客獲得において重要課題であると認識し

ております。媒体露出の増加や、他業態とのタイアップ等により、顧客層の拡大を目指しております。 

一方、一部店舗において実施したコンセプトリニューアルの効果を見極め、必要に応じて他店舗においても

同様の対処を行い、既存店舗の収益性の改善を目指します。 

 

＜婚礼営業の推進＞ 

ゲストハウスの新規参入や有力ホテルの新規開業等により、競争環境は引続き激化しております。 

婚礼営業の専任チームの組成や業務改善により、成約率が向上し成約件数が増加する等、一定の成果を挙げ

てまいりましたが、今期に入ってから見学件数及び婚礼獲得件数が減少しております。この結果、上期の好調

な業績とは対照的に、下期の業績は軟調になると想定しております。 

見学誘致及び見学時における営業手法を改善するとともに、本来的なレストランブランドの認知度の向上を

図ることにより、婚礼誘致の強化に取組む予定でおります。 

しかしながら、急速な婚礼営業の回復は難しいと考えており、各種施策の業績への寄与は来期以降になると

想定しております。 

 

＜店舗物件の確保＞ 

適性ある物件を早い段階から確保することが事業拡大における重要課題であります。案件情報を幅広く収集

するとともに、収益性の吟味を慎重に行い、安定的な収益確保が可能な物件の取得を推進しております。 

現時点での出店予定は以下のようになっております。 

出店時期 ブランド 出店場所 開店前 

費用 

投資額 売上高 

(開店翌期) 

備考 

平成 19 年初春（予定） ボキューズ（予定） （東京・予定） 30 250 480  

平成 19 年３月 エーベルラン ミッドランドスクエア 

豊田・毎日ビルディング 

（名古屋） 

30 350 400 出店決定 

平成 19 年３月 コンラン 東京ミッドタウン（赤坂） 50 450 700 出店決定 

平成 19 年４月 コンラン G プロジェクト 

（仮称・銀座） 

40 550 650 出店決定 

平成 19 年秋（予定） ボキューズ（予定） （東京・予定） 30 400 300  

平成 19 年秋（予定） 未定 （新店または既存店舗） － 100 180 (注) 

平成 20 年春（予定） 未定 （新店または既存店舗） － 200 550 (注) 

（注）開店前費用及び投資額は既存店舗のリニューアルの場合 

 

＜人材確保・育成の推進＞ 

当社グループの成長の成否は、ブランドの開発すなわち社内でのブランドの体現者の育成、店舗運営責任者

であるシェフをはじめとする人材の育成、及び価値ある外部ブランドの導入に依拠しております。特に平成

19 年は出店が複数あり、多くの人材を幅広く採用・育成する必要があり、現在出店が確定している店舗につ

いての人員採用は最重要課題のひとつであると認識しております。 

なお、平成 18 年４月に約 65 名の新卒者を採用いたしました。 

   

(7) 親会社等に関する事項 

当社グループには、親会社等はありません。 
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３３３３．．．．経営成績及経営成績及経営成績及経営成績及びびびび財政状態財政状態財政状態財政状態    

    

(1) 当期の概況 

企業収益の改善による設備投資の増加や株式市場の活況等により、景気は回復しており個人消費も緩やかな

回復をしてきております。外食産業界におきましても、企業間競争の激化や自然災害の影響等もありますが、

景気回復に支えられて緩やかな上昇傾向にあると思われます。 

当社グループといたしましては、既存店の業容安定のための各種施策を実施するとともに、次なる成長ス

テップに向けて準備を進めてまいりました。 

既存店の一般営業においては、景気回復や各種施策により集客数が改善し、安定的に推移してきております。

また、コンセプトリニューアルを行った「サンス・エ・サヴール」（丸の内）及び「シンポジオン」（代官

山）の２店舗については、客単価を低下させたことにより、集客数が増加し、結果として売上高は増加してお

ります。そして、「リストランテ アソ」（代官山）は平成17年12月末より45日休業し改装工事を行いました。

この休業の影響を加味すると、既存店の売上高はほぼ前期並みで推移しております。 

既存店の婚礼営業においては、売上高は前期比増減+12.8％となっております。これは、従前より推進して

きた婚礼営業の強化策により、前期を中心に獲得した婚礼実施件数が増加したものによるものです。しかしな

がら、上期の見学件数は減少し、下期の婚礼獲得件数は前期比で大幅に減少しております。このため、通期の

予想収益は当初予想のままと致します。 

そして、前年３月に出店を行った「アルジェントASO」（銀座）については、一般営業、婚礼営業ともに順

調に推移しております。 

また、売上高増加に伴う固定費比率の減少、開店前費用の減少、役員報酬や各種費用の削減を行い、販売管

理費率は低下いたしました。 

このような結果、売上高3,354百万円（前期比増減+21.6％）、経常利益258百万円（同+528.0％）、中間純

利益146百万円（同+1,144.0％）の大幅な増収増益となりました。 

 

(2) キャッシュ・フローの状況 

当中間連結会計期間における連結ベースでの現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、全体では

前中間連結会計期間に比べ78百円増加し、当中間連結会計期間には817百万円となりました。当中間連結会

計期間における各キャッシュ・フローの状況と、それらの要因は次のとおりであります。 

 

＜営業活動によるキャッシュ・フロー＞ 

営業活動の結果による資金は13百万円増加し、50百万円になりました。 

これは主に、税金等調整前中間純利益が262百万円となり、その他資産の増減額が139百万円増加し5百万円

減少したこと、未払金の増減額が108百万円減少して11百万円増加したこと、及び受注婚礼件数の減少により

前受金の増減額が85百万円減少して66百万円減少したことによるものです。 

 

＜投資活動によるキャッシュ・フロー＞ 

投資活動の結果による資金は885百万円増加し、72百万円になりました。 

これは主に、今期実施した「リストランテ アソ」（代官山）の改装工事等により有形・無形固定資産の取

得による支出126百万円が発生したこと、一部店舗内装設備の流動化を行い、有形固定資産の売却による収入

が338百万円になったこと、ならびに一部代預託契約の解除及び新規出店店舗の敷金・予約金が発生したこと

により差入敷金・保証金の差入による支出が121百万円発生したことによるものです。 

 

＜財務活動によるキャッシュ・フロー＞ 

財務活動の結果による資金は1,275百万円減少し、▲446百万円になりました。 

これは主に長期借入金の返済393百万円によるものです。 

 

当社グループのキャッシュ・フロー指標は下記のとおりであります。 

 平成17年３月 

中間期 

平成18年３月 

中間期 

平成17年９月期 

株主資本比率（％） 44.3 50.7 45.2 

時価ベースの株主資本比率（％） 133.2 106.8 92.9 

債務償還年数（年） 59.6 32.3 3.8 

インタレスト・カバレッジ・レシオ 2.1 6.8 16.0 

株主資本比率：株主資本／総資産 

時価ベースの株主資本比率：株式時価総額／総資産 

債務償還年数：有利子負債／営業キャッシュ・フロー 

インタレスト・カバレッジ・レシオ：営業キャッシュ・フロー／利払い 

※各指標は、いずれも連結ベースの財務諸表により計算しております。 

※営業キャッシュ・フローは連結キャッシュ・フロー計算書の営業活動によるキャッシュ・フローを使用し
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ております。有利子負債は、連結貸借対照表に計上されている１年内返済予定長期借入金、１年内償還予定

社債、社債、長期借入金を対象としております。また、利払いについては、連結キャッシュ・フロー計算書

の利息の支払額を使用しております。 

※償還年数及びインスタント・カバレッジ・レシオについては、営業キャッシュ・フローがマイナスの場合

は記載しておりません。 

 

(3) 通期の見通し 

景気回復や各種施策により、一般営業の集客数は改善してきており、下期も安定して推移すると考えており

ます。 

婚礼営業につきましては、婚礼実施件数増加により上期は大幅に予想を上回る業績となりました。しかしな

がら、上期から婚礼獲得件数は減速しており、下期は予想を下回る業績となり、通期でも予想を下回る見込み

でおります。 

このため、平成17年11月11日付「平成17年９月期決算短信（連結）」に記載した業績予想は当初予想から変

更を行わず、売上高6,553百万円、経常利益285百万円、当期純利益145百万円を見込んでおります。 

なお、連結業績予想につきましては、本資料の発表日現在において入手可能な情報に基づき作成したもので

あり、実際の業績は今後起こりうる様々な要因により変動する可能性があります。 

 

(4) 事業のリスク 

 ＜婚礼営業について＞ 

当社グループでは、高品質な料理とサービス及び独自性の強い店舗空間により、パーティ営業の一環とし

て婚礼営業を手がけております。婚礼営業による新規顧客の導入は、新たなレストラン事業へのリピーター

獲得の契機としても極めて重要な戦略と考えております。 

婚礼営業売上は、当社グループ売上高の過半を構成していることから、当社グループの業績に大きな影響

を与えるものであり、また、婚礼営業は１月及び８月が他の月に比して閑散である傾向があるため、この季

節変動性が当社グループ売上高の季節変動要因の一つとなっております。 

婚礼市場全体は少子化の進行により、婚礼件数自体は長期的には緩やかに縮小する見込みでありますが、

このうちレストランにおける婚礼市場規模については増加傾向にあると見られています。ただし、この趨勢

に変動が生じた場合には、当社グループの業績はその影響を受ける可能性があります。また、婚礼関連市場

への新規参入業者も増加しており、これらの新規参入業者との競合は激化しております。当社グループの婚

礼組単価は上昇しているものの、婚礼獲得は非常に厳しい状況になってきております。営業力の強化を図り、

婚礼件数の獲得増加を目指しておりますが、競合状況が一段と激しくなる等の場合には、今後の業績に影響

を与える可能性があります。 

 

＜特定シェフへの依存について＞ 

当社グループは様々な形態及び呼称をもってブランドごとに店舗展開しておりますが、各ブランドは特定

シェフの能力を最大限に活用した形態で成立しております。 

中でもシェフである代表取締役社長平松博利の名を冠した「ひらまつ」ブランド及び取締役阿曽達治の名

を冠した「アソ」ブランドは、当中間連結会計年度において当社グループ売上高の71％を占めております。

現在、両人の業務継続に関して支障は生じておりませんが、何らかの事由によって係る個人の業務の継続に

支障が生じた場合、今後の業績が影響を受ける可能性があります。 

また、外部で既に高い価値を保有している外部ブランドとの提携による出店も行っております。今後、こ

れらの提携が何らかの理由で終了に至った場合には、ブランド名、レストラン呼称の継続使用が困難になり、

またメニューやコンセプトの変更を余儀なくされる可能性があり、ブランド戦略や業績が影響を受ける可能

性があります。 

 

＜法的規制について＞ 

当社グループはレストラン営業を行っているため、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防止及び公衆衛生の向上及び増進に寄与することを目的としており、

飲食店を営業するにあたっては、食品衛生管理者を置き、厚生労働省令の定めるところにより、都道府県知

事の許可を受けなければなりません。なお、食中毒事故を起こした場合には、食品等の廃棄処分、営業許可

の取消し、営業の禁止、若しくは一定期間の営業停止を命じられることがあります。そのような場合には、

食材の廃棄損の発生や営業停止期間に伴う業績の悪化のみならず、当社グループの高級レストランとしての

ブランドイメージを大きく損ね、業績に影響を与える可能性があります。 
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４４４４．．．．販売販売販売販売のののの状況状況状況状況    

  当連結会計年度の収支及び収容実績をブランド別に示すと、次のとおりであります。 

(1)収入実績 

当中間連結会計期間 

（自平成17年10月１日 

至平成18年３月31日） ブランド 

金額（千円） 前年同期比（％） 

「ひらまつ」ブランド 1,056,093 120.4 

「アソ」ブランド 1,326,810 136.8 

その他ブランド 961,511 106.2 

本社部門 9,589 195.0 

合計 3,354,004 121.6 

（注）１．「ひらまつ」ブランドは以下の店舗について記載しております。 

「レストランひらまつ」、「レストランひらまつ 博多」、「カフェ・デ・プレ 広尾」、「レストラン

ひらまつ サンルイ アンリル（平成16年10月の増床移転に伴い運営母体を移管）」、「ラ・レゼルヴ」 

２．「アソ」ブランドは以下の店舗について記載しております。 

「リストランテ アソ（カフェ・ミケランジェロを含む）」、「代官山ASO チェレステ二子玉川店」、

「代官山ASO チェレステ日本橋店（平成16年10月開店）」、「アルジェントASO（平成17年３月開

店）」 

３．その他ブランドは以下の店舗について記載しております。 

「シンポジオン」、「サンス・エ・サヴール」、「ル・バエレンタル」 

４．上記の収入実績（合計）に対する婚礼営業の構成比は、56.7％であります。 

５．上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

 

(2）収容実績 

当中間連結会計期間 

（自平成17年10月１日 

至平成18年３月31日） ブランド 

人数（人） 前年同期比（％） 

「ひらまつ」ブランド 63,585 107.8 

「アソ」ブランド 101,995 90.5 

その他ブランド 21,287 101.7 

本社部門 － － 

合計 186,867 97.0 

（注）１．「ひらまつ」ブランドは以下の店舗について記載しております。 

「レストランひらまつ」、「レストランひらまつ 博多」、「カフェ・デ・プレ 広尾」、「レストラン

ひらまつ サンルイ アンリル（平成16年10月の増床移転に伴い運営母体を移管）」、「ラ・レゼルヴ」 

２．「アソ」ブランドは以下の店舗について記載しております。 

「リストランテ アソ（カフェ・ミケランジェロを含む）」、「代官山ASO チェレステ二子玉川店」、

「代官山ASO チェレステ日本橋店（平成16年10月開店）」、「アルジェントASO（平成17年３月開

店）」 

３．その他ブランドは以下の店舗について記載しております。 

「シンポジオン」、「サンス・エ・サヴール」、「ル・バエレンタル」 

４．上記には婚礼営業及びパーティ実績人数は含まれておりません。 
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５５５５．．．．中間連結財務諸表等中間連結財務諸表等中間連結財務諸表等中間連結財務諸表等    

①【中間連結貸借対照表】 

 

 
 

前中間連結会計期間末 

（平成17年３月31日） 

当中間連結会計期間末 

（平成18年３月31日） 

前連結会計年度の 

要約連結貸借対照表 

（平成17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 

（％） 
金額（千円） 

構成比 

（％） 

（資産の部）           

Ⅰ 流動資産           

１．現金及び預金 ※１  839,248   947,331   1,234,421  

２．売掛金   134,765   201,136   127,141  

３．たな卸資産   523,808   463,716   477,327  

４．繰延税金資産   9,769   19,437   22,525  

５．その他   302,384   369,961   246,632  

貸倒引当金   △498   △ 3,107   △5,185  

流動資産合計   1,809,478 31.9  1,998,476 36.9  2,102,862 36.5 

Ⅱ 固定資産           

１．有形固定資産           

（1）建物及び構築物  2,198,964   1,555,955   2,195,564   

減価償却累計額  438,802 1,760,162  197,119 1,358,836  480,386 1,715,178  

（2）機械装置及び運搬

具 
 56,416   56,416   56,416   

減価償却累計額  43,579 12,836  47,632 8,784  46,001 10,414  

（3）工具器具備品  882,146   887,497   883,927   

減価償却累計額  395,145 487,001  474,453 413,043  445,319 438,607  

（4）土地   337,676   337,676   337,676  

（5）建設仮勘定   －   12,294   －  

有形固定資産合計   2,597,676 46.0  2,130,634 39.3  2,501,877 43.5 

２．無形固定資産   8,179 0.1  3,186 0.1  3,537 0.1 
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前中間連結会計期間末 

（平成17年３月31日） 

当中間連結会計期間末 

（平成18年３月31日） 

前連結会計年度の 

要約連結貸借対照表 

（平成17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 

（％） 
金額（千円） 

構成比 

（％） 

３．投資その他の資産           

（1）投資有価証券 ※１  23,599   34,925   27,664  

（2）繰延税金資産   51,577   36,742   52,058  

（3）差入敷金・保証金 ※１  667,319   702,585   589,737  

（4）長期貸付金   421,012   430,432   402,842  

（5）その他 ※１  110,478   111,975   107,223  

貸倒引当金   △32,171   △30,918   △32,518  

投資その他の資産合計   1,241,814 21.9  1,285,742 23.7  1,147,007 19.9 

固定資産合計   3,847,670 68.0  3,419,563 63.1  3,652,422 63.5 

Ⅲ 繰延資産           

１．創立費   104   －   81  

２．新株発行費   4,408   1,176   2,192  

３．社債発行費   2,633   －   －  

繰延資産合計   7,146 0.1  1,176 0.0  2,274 0.0 

資産合計   5,664,295 100.0  5,419,216 100.0  5,757,559 100.0 

           

（負債の部）           

Ⅰ 流動負債           

１．買掛金   292,621   364,883   386,941  

２．短期借入金   －   500,000   500,000  

３．一年内返済予定 

長期借入金 
※１  302,990   137,511   187,259  

４．一年内償還予定社債   28,000   28,000   28,000  

５．未払金   178,138   88,564   76,671  

６．未払費用   108,397   108,770   159,112  

７．未払法人税等   24,100   109,000   106,866  

８．前受金   277,016   269,691   335,819  

９．その他   50,117   90,610   40,997  

流動負債合計   1,261,382 22.3  1,697,032 31.3  1,821,669 31.6 

Ⅱ 固定負債           

１．社債   412,000   384,000   398,000  

２．長期借入金 ※１  1,480,251   592,690   936,525  

固定負債合計   1,892,251 33.4  976,690 18.0  1,334,525 23.2 

負債合計   3,153,634 55.7  2,673,723 49.3  3,156,194 54.8 
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前中間連結会計期間末 

（平成17年３月31日） 

当中間連結会計期間末 

（平成18年３月31日） 

前連結会計年度の 

要約連結貸借対照表 

（平成17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 

（％） 
金額（千円） 

構成比 

（％） 

（資本の部）           

Ⅰ 資本金   974,715 17.2  974,715 18.0  974,715 16.9 

Ⅱ 資本剰余金   765,925 13.5  765,925 14.1  765,925 13.3 

Ⅲ 利益剰余金   730,611 12.9  936,845 17.3  838,065 14.6 

Ⅳ その他有価証券 

評価差額金 
  3,805 0.1  10,521 0.2  6,219 0.1 

Ⅴ 為替換算調整勘定   35,604 0.6  57,486 1.1  16,440 0.3 

資本合計   2,510,661 44.3  2,745,493 50.7  2,601,364 45.2 

負債及び資本合計   5,664,295 100.0  5,419,216 100.0  5,757,559 100.0 
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②【中間連結損益計算書】 

  

前中間連結会計期間 

（自 平成16年10月１日 

至 平成17年３月31日） 

当中間連結会計期間 

（自 平成17年10月１日 

至 平成18年３月31日） 

前連結会計年度の 

要約連結損益計算書 

（自 平成16年10月１日 

至 平成17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 

（％） 
金額（千円） 

百分比

（％） 

Ⅰ 売上高   2,757,546 100.0  3,354,004 100.0  6,176,594 100.0 

Ⅱ 売上原価   1,239,391 44.9  1,492,925 44.5  2,801,958 45.4 

売上総利益   1,518,155 55.1  1,861,078 55.5  3,374,636 54.6 

Ⅲ 販売費及び一般管理費 ※１  1,478,681 53.6  1,622,834 48.4  3,117,477 50.5 

営業利益   39,474 1.4  238,244 7.1  257,159 4.2 

Ⅳ 営業外収益           

１．受取利息  6,411   8,587   11,188   

２．為替差益  5,831   18,510   －   

３．土地賃貸料  2,474   2,474   4,948   

４．その他  7,946 22,664 0.8 5,256 34,828 1.0 11,553 27,689 0.4 

Ⅴ 営業外費用           

１．支払利息  13,310   6,231   28,309   

２．社債発行費償却  2,633   －   5,267   

３．新株発行費償却  2,198   1,051   4,396   

４．為替差損  －   －   3,650   

５．その他  2,763 20,905 0.8 6,841 14,124 0.4 8,949 50,573 0.8 

経常利益   41,233 1.5  258,948 7.7  234,275 3.8 

Ⅵ 特別利益           

１．前期損益修正益  9,825   －   9,825   

２．投資有価証券売却益  2,847   －   4,743   

３．受取弁済金  8,618   －   8,618   

４．その他の特別利益  － 21,290 0.8 3,332 3,332  － 23,186 0.4 

Ⅶ 特別損失           

１．固定資産除却損 ※２ 13,521   －   13,521   

２．前期損益修正損  2,684   －   2,684   

３．その他の特別損失  3,044 19,250 0.7 － － － 8,520 24,726 0.4 

税金等調整前中間 

（当期）純利益 
  43,273 1.6  262,280 7.8  232,735 3.8 

法人税、住民税 

及び事業税 
 16,100   99,896   113,000   

法人税等調整額  15,362 31,462 1.1 15,452 115,349 3.4 470 113,470 1.8 

中間（当期）純利益   11,811 0.4  146,931 4.4  119,265 1.9 
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③【中間連結剰余金計算書】 

  

前中間連結会計期間 

（自 平成16年10月１日 

至 平成17年３月31日） 

当中間連結会計期間 

（自 平成17年10月１日 

至 平成18年３月31日） 

前連結会計年度の 

連結剰余金計算書 

（自 平成16年10月１日 

至 平成17年９月30日） 

区分 
注記 

番号 
金額（千円） 金額（千円） 金額（千円） 

（資本剰余金の部）        

Ⅰ 資本剰余金期首残高   765,925  765,925  765,925 

Ⅱ 資本剰余金中間期末 

（期末）残高 
  765,925  765,925  765,925 

        

（利益剰余金の部）        

Ⅰ 利益剰余金期首残高   817,298  838,065  817,298 

Ⅱ 利益剰余金増加高        

１．中間（当期）純利益  11,811 11,811 146,931 146,931 119,265 119,265 

Ⅲ 利益剰余金減少高        

１．配当金  98,498  38,641  98,498  

２．連結子会社合併に伴

う利益剰余金減少高 
 － 98,498 9,509 48,151 － 98,498 

Ⅳ 利益剰余金中間期末 

（期末）残高 
  730,611  936,845  838,065 
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④【中間連結キャッシュ・フロー計算書】 

  

前中間連結会計期間 

（自 平成16年10月１日 

至 平成17年３月31日） 

当中間連結会計期間 

（自 平成17年10月１日 

至 平成18年３月31日） 

前連結会計年度の要約連結

キャッシュ・フロー計算書 

（自 平成16年10月１日 

至 平成17年９月30日） 

区分 
注記 

番号 
金額（千円） 金額（千円） 金額（千円） 

Ⅰ 営業活動によるキャッシュ・フロー     

税金等調整前中間（当期）純利益  43,273 262,280 232,735 

減価償却費  90,934 65,156 192,448 

貸倒引当金の増減額 

（減少：△） 
 734 △2,997 5,768 

受取利息及び受取配当金  △6,411 △8,587 △11,188 

支払利息  14,957 7,794 31,253 

投資有価証券売却益  △2,847 － △2,847 

有形固定資産除却損  12,023 － 16,294 

売上債権の増減額 

（増加：△） 
 △36,798 △73,757 △29,267 

たな卸資産の増減額 

（増加：△） 
 53,407 13,611 99,504 

前渡金の増減額 

（増加：△） 
 20,407 － 20,301 

その他の流動資産の増減額 

（増加：△） 
 △145,143 △5,153 △59,464 

買掛金の増減額 

（減少：△） 
 526 △21,927 94,799 

未払金の増減額 

（減少：△） 
 120,474 11,893 △17,659 

未払費用の増減額 

（減少：△） 
 △17,896 △50,832 33,446 

前受金の増減額 

（減少：△） 
 19,863 △66,127 78,682 

その他  1,153 16,394 21,075 

小計  168,659 147,747 705,882 

利息及び配当金の受取額  6,411 8,476 11,188 

利息の支払額  △17,718 △7,491 △33,778 

法人税等の支払額  △120,084 △97,844 △143,510 

営業活動によるキャッシュ・フロー  37,269 50,887 539,781 
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前中間連結会計期間 

（自 平成16年10月１日 

至 平成17年３月31日） 

当中間連結会計期間 

（自 平成17年10月１日 

至 平成18年３月31日） 

前連結会計年度の要約連結

キャッシュ・フロー計算書 

（自 平成16年10月１日 

至 平成17年９月30日） 

区分 
注記 

番号 
金額（千円） 金額（千円） 金額（千円） 

Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー     

定期預金の預入による支出  － △30,000 － 

投資有価証券の取得による支出  △103 － △100 

投資有価証券の売却による収入  4,032 － 4,032 

ゴルフ会員権の売却による収入  － 2,344 － 

有形・無形固定資産の取得による

支出 
 △582,979 △126,285 △583,767 

有形固定資産の売却による収入  420 338,215 410 

差入敷金・保証金の差入による支

出 
 △113,167 △121,859 △114,504 

差入敷金・保証金の返戻による収

入 
 9,336 9,220 78,182 

貸付による支出  △131,750 － △134,643 

貸付金の回収による収入  1,452 1,336 7,737 

投資活動によるキャッシュ・フロー  △812,759 72,971 △742,653 

Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー     

短期借入れによる収入  － － 500,000 

長期借入れによる収入  1,100,000 － 1,100,000 

長期借入金の返済による支出  △160,125 △393,582 △819,582 

社債償還による支出  △14,000 △14,000 △28,000 

配当金の支払額  △96,661 △38,641 △97,164 

財務活動によるキャッシュ・フロー  829,212 △446,224 655,252 

Ⅳ 現金及び現金同等物に係る換算差額  1,419 5,275 △2,065 

Ⅴ 現金及び現金同等物の増減額 

（減少：△） 
 55,141 △317,090 450,314 

Ⅵ 現金及び現金同等物の期首残高  684,107 1,134,421 684,107 

Ⅶ 現金及び現金同等物の中間期末 

（期末）残高 
 739,248 817,331 1,134,421 
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中間連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項 

項目 

前中間連結会計期間 

（自 平成16年10月１日 

至 平成17年３月31日） 

当中間連結会計期間 

（自 平成17年10月１日 

至 平成18年３月31日） 

前連結会計年度 

（自 平成16年10月１日 

至 平成17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 ３社 （1）連結子会社の数 ２社 （1）連結子会社の数 同左 

 連結子会社の名称 連結子会社の名称 連結子会社の名称 

 HIRAMATSU RESTAURANT SARL 

HIRAMATSU IMMOBILIER 

EUROPE SARL 

HIRAMATSU EUROPE SARL 

HIRAMATSU IMMOBILIER 

EUROPE SARL 

HIRAMATSU EUROPE EXPORT 

SARL 

同左 

  連結子会社であった

HIRAMATSU EUROPE SARLは、

当中間連結会計期間におい

て、HIRAMATSU RESTAURANT 

SARLに合併されましたの

で、連結の範囲から除外し

ております。 

なお、HIRAMATSU 

RESTAURANT SARLを存続会社

とする吸収合併方式で、

HIRAMATSU EUROPE SARLは平

成17年９月25日で解散いた

しました。吸収合併後の会

社名はHIRAMATSU EUROPE 

EXPORT SARLであります。 

 （2）非連結子会社の数 １社 （2）非連結子会社の数 同左 （2）非連結子会社の数 同左 

 非連結子会社の名称 非連結子会社の名称 非連結子会社の名称 

 株式会社タカギ 同左 同左 

 （連結の範囲から除いた理

由） 

（連結の範囲から除いた理

由） 

（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、中間純

損益及び利益剰余金等は、い

ずれも中間連結財務諸表に重

要な影響を及ぼしていないた

めであります。 

 同左  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．持分法の適用に関する事

項 

持分法を適用していない非連結子

会社及び関連会社の名称 

持分法を適用していない非連結子

会社及び関連会社の名称 

持分法を適用していない非連結子

会社及び関連会社の名称 

 非連結子会社 株式会社タカ

ギ 

関連会社 株式会社エイ

チ・エル・

シー 

  

  

同左 

  

同左 

 （持分法を適用しない理由） （持分法を適用しない理由） （持分法を適用しない理由） 

  中間連結純損益及び利益剰

余金等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範

囲から除外しております。 

同左  当期純損益及び利益剰余金

等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範囲

から除外しております。 

３．連結子会社の中間決算日

（決算日）等に関する事

項 

 すべての連結子会社の中間期の

末日は、中間連結決算日と一致し

ております。 

すべての連結子会社の中間期の

末日は、12月31日であります。 

中間連結財務諸表作成に当たっ

ては、同中間決算日現在の財務諸

表を使用しております。ただし１

月31日から中間連結決算日３月31

日までの期間に発生した重要な取

引については、連結上必要な調整

を行っております。 

すべての連結子会社の決算日

は、６月30日であります。 

当連結会計年度より連結子会社

の決算日を９月30日から６月30日

に変更しました。 

これにより当連結子会社は９ヶ

月で決算をしております。    

連結財務諸表作成に当たって

は、同決算日現在の財務諸表を使

用しております。ただし７月１日

から連結決算日９月30日までの期

間に発生した重要な取引について

は、連結上必要な調整を行ってお

ります。 
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項目 

前中間連結会計期間 

（自 平成16年10月１日 

至 平成17年３月31日） 

当中間連結会計期間 

（自 平成17年10月１日 

至 平成18年３月31日） 

前連結会計年度 

（自 平成16年10月１日 

至 平成17年９月30日） 

４．会計処理基準に関する事

項 

   

イ 有価証券 イ 有価証券 イ 有価証券 （1）重要な資産の評価基

準及び評価方法 その他有価証券 その他有価証券 その他有価証券 

 時価のあるもの 時価のあるもの 時価のあるもの 

  中間連結決算日の市場

価格等に基づく時価法

（評価差額は全部資本直

入法により処理をしてお

ります。なお、売却原価

は移動平均法により算定

しております。） 

同左  連結決算日の市場価格

等に基づく時価法（評価

差額は全部資本直入法に

より処理をしておりま

す。なお、売却原価は移

動平均法により算定して

おります。） 

 時価のないもの 時価のないもの 時価のないもの 

  移動平均法による原価

法 

同左 同左 

 ロ デリバティブ ロ デリバティブ ロ デリバティブ 

  時価法（ただし、金利ス

ワップについて特例処理の条

件をみたしている場合には特

例処理を採用しておりま

す。） 

同左 同左 

 ハ たな卸資産 ハ たな卸資産 ハ たな卸資産 

 （1）食材（原材料） （1）食材（原材料） （1）食材（原材料） 

  最終仕入原価法による原

価法を採用しております。 

同左 同左 

 （2）ワイン（原材料） （2）ワイン（原材料） （2）ワイン（原材料） 

  個別法による原価法を採

用しております。 

同左 同左 

 （3）貯蔵品 （3）貯蔵品 （3）貯蔵品 

  先入先出法による原価法

を採用しております。 

同左 同左 

（2）重要な減価償却資産

の減価償却の方法 

イ 有形固定資産 イ 有形固定資産 イ 有形固定資産 

  当社は、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）を採用しておりま

す。また、在外子会社は定額法

を採用しております。なお、耐

用年数は以下のとおりでありま

す。 

 当社は、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）を採用しておりま

す。また、在外子会社は定額法

を採用しております。なお、耐

用年数は以下のとおりでありま

す。 

同左 

 建物及び構築

物 
３年から41年 

機械装置及び

運搬具 
２年から６年 

工具器具備品 ２年から20年 
 

建物及び構築

物 
３年から50年 

機械装置及び

運搬具 
２年から６年 

工具器具備品 ２年から20年 
 

 

 ロ 無形固定資産 ロ 無形固定資産 ロ 無形固定資産 

  定額法を採用しております。 

 なお、自社利用のソフトウェ

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

く定額法を採用しております。 

同左 同左 
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項目 

前中間連結会計期間 

（自 平成16年10月１日 

至 平成17年３月31日） 

当中間連結会計期間 

（自 平成17年10月１日 

至 平成18年３月31日） 

前連結会計年度 

（自 平成16年10月１日 

至 平成17年９月30日） 

 ハ 繰延資産 ハ 繰延資産 ハ 繰延資産 

 (1）創立費 (1）創立費 (1）創立費 

  ５年間で毎期均等償却し

ております。 

同左 同左 

 (2）新株発行費 (2）新株発行費 (2）新株発行費 

  商法の規定により最長期

間(３年)で毎期均等償却し

ております。 

同左 同左 

 (3) 社債発行費 (3) 社債発行費 (3) 社債発行費 

  商法の規定により最長期

間(３年)で毎期均等償却し

ております。 

────── 同左 

 ニ 長期前払費用 ニ 長期前払費用 ニ 長期前払費用 

   定額法を採用しております。 同左 同左 

貸倒引当金 貸倒引当金 貸倒引当金 （3）重要な引当金の計上

基準  売上債権、貸付金等の貸倒損失

に備えるため、一般債権について

は貸倒実績率により、貸倒懸念債

権等特定の債権については個別に

回収可能性を勘案し、回収不能見

込額を計上しております。 

同左 同左 

（4）重要な外貨建の資産

又は負債の本邦通貨

への換算の基準 

 外貨建金銭債権債務は中間連結

決算日の直物為替相場により円貨

に換算し換算差額は損益として処

理しております。なお、在外子会

社等の資産及び負債は、中間連結

決算日の直物為替相場により円貨

に換算し、収益及び費用は期中平

均相場により円貨に換算し、換算

差額は資本の部における為替換算

調整勘定に含めております。 

同左  外貨建金銭債権債務は連結決算

日の直物為替相場により円貨に換

算し、換算差額は損益として処理

しております。なお、在外子会社

等の資産及び負債は、連結決算日

の直物為替相場により円貨に換算

し、収益及び費用は期中平均相場

により円貨に換算し、換算差額は

資本の部における為替換算調整勘

定に含めております。 

（5）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 同左 

（6）重要なヘッジ会計の

方法 

イ ヘッジ会計の方法 イ 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

理の要件をみたしている場合に

は、特例処理を採用しておりま

す。 

同左 同左 

 ロ ヘッジ手段とヘッジ対象、

ヘッジ方針 

ロ ヘッジ手段とヘッジ対象、

ヘッジ方針 

ロ ヘッジ手段とヘッジ対象、

ヘッジ方針 

  当中間連結会計期間にヘッジ

会計を適用したヘッジ対象と

ヘッジ手段は以下のとおりであ

ります。 

同左  当連結会計年度にヘッジ会計

を適用したヘッジ対象とヘッジ

手段は以下のとおりでありま

す。 

 ヘッジ手段…金利スワップ 

ヘッジ対象…借入金 

 ヘッジ手段…金利スワップ 

ヘッジ対象…借入金 

 ヘッジ方針  ヘッジ方針 

  借入金の利息相当額の範

囲内で市場金利変動リスク

を回避する目的で行ってお

ります。 

  借入金の利息相当額の範

囲内で市場金利変動リスク 

を回避する目的で行ってお 

ります。 
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項目 

前中間連結会計期間 

（自 平成16年10月１日 

至 平成17年３月31日） 

当中間連結会計期間 

（自 平成17年10月１日 

至 平成18年３月31日） 

前連結会計年度 

（自 平成16年10月１日 

至 平成17年９月30日） 

 ハ 有効性評価の方法 ハ 有効性評価の方法 ハ 有効性評価の方法 

  ヘッジ手段の想定元本とヘッ

ジ対象に関する重要な条件が同

一であり、かつヘッジ開始時及

びその後も継続して、相場変動

又はキャッシュ・フロー変動を

完全に相殺するものと想定する

ことができるため、ヘッジの有

効性の判定は省略しておりま

す。 

同左 同左 

（7）その他中間連結財務

諸表（連結財務諸

表）作成のための重

要な事項 

イ 消費税等の会計処理 

 税抜方式によっております。 

イ 消費税等の会計処理 

同左 

イ 消費税等の会計処理 

同左 

５．中間連結キャッシュ・フ

ロー計算書（連結キャッ

シュ・フロー計算書）に

おける資金の範囲 

 手許現金、随時引き出し可能な

預金及び容易に換金可能であり、

かつ、価値の変動について僅少な

リスクしか負わない取得日から

３ヶ月以内に償還期限の到来する

短期投資からなっております。 

同左 同左 

 

中間連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更 

前中間連結会計期間 

（自 平成16年10月１日 

至 平成17年３月31日） 

当中間連結会計期間 

（自 平成17年10月１日 

至 平成18年３月31日） 

前連結会計年度 

（自 平成16年10月１日 

至 平成17年９月30日） 

────── （固定資産の減損に係る会計基準） 

当中間連結会計期間より、固定資産の減

損に係る会計基準（「固定資産の減損に係

る会計基準の設定に関する意見書」（企業

会計審議会 平成14年８月９日））及び

「固定資産の減損に係る会計基準の適用指

針」（企業会計基準適用指針第６号 平成

15年10月31日）を適用しております。これ

による損益に与える影響はありません。 

────── 

 

表示方法の変更 

前中間連結会計期間 

（自 平成16年10月１日 

至 平成17年３月31日） 

当中間連結会計期間 

（自 平成17年10月１日 

至 平成18年３月31日） 

前連結会計年度 

（自 平成16年10月１日 

至 平成17年９月30日） 

（連結損益計算書） 

前中間連結会計年度に営業外費用「その

他」に含めて表示しておりました「新株発

行費償却」(前中間連結会計年度1,307千

円)は、営業外費用の総額の100分の10を超

えたため、当中間連結会計年度より区分掲

記しております。 

────── （連結貸借対照表関係） 

前連結会計年度まで区分掲記しておりま

した「短期貸付金」(当連結会計年度5,286

千円)は、資産合計額の100分の５以下と

なったので、流動資産の「その他」に含め

て表示することにしました。 
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注記事項 

（中間連結貸借対照表関係） 

前中間連結会計期間末 

（平成17年３月31日） 

当中間連結会計期間末 

（平成18年３月31日） 

前連結会計年度末 

（平成17年９月30日） 

※１ 担保資産及び担保付債務 ※１ 担保資産及び担保付債務 ※１ 担保資産及び担保付債務 

 担保に供している資産は次のとおりで

あります。 

 担保に供している資産は次のとおりで

あります。 

 担保に供している資産は次のとおりで

あります。 

  

預金 100,000 千円 

投資有価証券 18,478  

差入敷金・保証金 222,370  

投資その他の資産、

その他 
21,500 

 

計 362,348  

  

  

預金 130,000 千円 

投資有価証券 26,724  

投資その他の資産、

その他 
20,000 

 

計 176,724  

  

  

預金 100,000 千円 

投資有価証券 21,492  

差入敷金・保証金 222,370  

投資その他の資産、

その他 
21,500 

 

計 365,362  

  

 担保付債務は次のとおりであります。  担保付債務は次のとおりであります。  担保付債務は次のとおりであります。 

  

一年内返済予定長期

借入金 
286,990 千円 

長期借入金 380,251  

計 667,242  

  

  

一年内返済予定長期

借入金 
137,511 千円 

長期借入金 92,690  

計 230,202  

  

  

一年内返済予定長期

借入金 
187,259 千円 

長期借入金 136,525  

計 323,785  

  

２ コミットメントライン契約 ２ コミットメントライン契約 ２ コミットメントライン契約 

 当社は、運転資金の効率的な調達を行

うため取引銀行11行と貸出コミットメン

ト契約を締結しております。この契約に

基づく当中間連結会計期間末の借入未実

行残高は次のとおりであります。 

 当社は、運転資金の効率的な調達を行

うため取引銀行２行と貸出コミットメン

ト契約を締結しております。この契約に

基づく当中間会計期間末の借入未実行残

高は次のとおりであります。 

当社は、運転資金の効率的な調達を行

うため取引銀行１行と貸出コミットメン

ト契約を締結しております。この契約に

基づく当連結会計年度末の借入未実行残

高は次のとおりであります。 

 

貸出コミットメント

の総額 
3,500,000 千円 

借入実行残高 －  

差引額 3,500,000  

  

 

貸出コミットメント

の総額 
1,500,000 千円 

借入実行残高 －  

差引額 1,500,000  

  

 

貸出コミットメント

の総額 
500,000 千円 

借入実行残高 －  

差引額 500,000  
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前中間連結会計期間末 

（平成17年３月31日） 

当中間連結会計期間末 

（平成18年３月31日） 

前連結会計年度末 

（平成17年９月30日） 

３ 代預託契約 ３ 代預託契約 ３ 代預託契約 

 平成14年８月21日付で当社は一部の店

舗の敷金200,000千円について金融機関

及び貸主との間で代預託契約を結んでお

ります。 

 当該契約に基づき、金融機関は平成14

年９月27日付で貸主に対して敷金相当額

200,000千円を当社に代わって預託して

おります。 

 当該契約期間は平成29年８月31日まで

となっております。ただし、５年ごとの

見直し条項が付されております。 

 

 平成15年４月１日付で当社は一部の店

舗の敷金69,967千円について金融機関及

び貸主との間で代預託契約を結んでおり

ます。 

 当該契約に基づき、金融機関は平成15

年４月１日付で貸主に対して敷金相当額

69,967千円を当社に代わって預託してお

ります。 

 当該契約期間は平成25年９月30日まで

となっております。ただし、３年ごとの

見直し条項が付されております。 

同左 平成14年８月21日付で当社は一部の店

舗の敷金 200,000千円について金融機

関及び貸主との間で代預託契約を結んで

おります。 

当該契約に基づき、金融機関は平成14

年９月27日付で貸主に対して敷金相当額

200,000千円を当社に代わって預託して

おります。 

当該契約期間は平成29年８月31日まで

となっております。ただし、５年ごとの

見直し条項が付されております。 

 

平成15年４月１日付で当社は一部の店

舗の敷金 69,967千円について金融機関

及び貸主との間で代預託契約を結んでお

ります。 

当該契約に基づき、金融機関は平成15

年４月１日付で貸主に対して敷金相当額

69,967千円を当社に代わって預託してお

ります。 

当該契約期間は平成25年９月30日まで

となっております。ただし、３年ごとの

見直し条項が付されております。 

 

平成17年４月25日付で当社は一部の店

舗の敷金 32,000千円について金融機関

及び貸主との間で代預託契約を結んでお

ります。 

当該契約に基づき、金融機関は平成17

年４月28日付で貸主に対して敷金相当額

32,000千円を当社に代わって預託してお

ります。 

当該契約期間は平成18年７月31日まで

となっております。 

 

平成17年４月25日付で当社は一部の店

舗の敷金 27,000千円について金融機関

及び貸主との間で代預託契約を結んでお

ります。 

当該契約に基づき、金融機関は平成17

年４月28日付で貸主に対して敷金相当額

27,000千円を当社に代わって預託してお

ります。 

当該契約期間は平成18年２月28日まで

となっております。 
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（中間連結損益計算書関係） 

前中間連結会計期間 

（自 平成16年10月１日 

至 平成17年３月31日） 

当中間連結会計期間 

（自 平成17年10月１日 

至 平成18年３月31日） 

前連結会計年度 

（自 平成16年10月１日 

至 平成17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。 

※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。 

  

従業員給与手当 454,531 千円 

地代家賃 319,203  

減価償却費 78,399  

  

  

従業員給与手当 503,733 千円 

地代家賃 362,346  

減価償却費 57,157  

  

  

従業員給与手当 961,990 千円 

地代家賃 673,845  

減価償却費 166,656  
 

※２ 固定資産除却損の内訳は、次のとおり

であります。 

※２  

────── 

※２ 固定資産除却損の内訳は、次のとおり

であります。 

  

什器備品 5,654 千円 

権利金償却 6,368  

原状回復費用 1,498  

  

  

  

  

工具器具備品 5,654 千円 

建物 6,368  

原状回復費用 1,498  

  

 

（中間連結キャッシュ・フロー計算書関係） 

前中間連結会計期間 

（自 平成16年10月１日 

至 平成17年３月31日） 

当中間連結会計期間 

（自 平成17年10月１日 

至 平成18年３月31日） 

前連結会計年度 

（自 平成16年10月１日 

至 平成17年９月30日） 

※現金及び現金同等物の中間期末残高と中間

連結貸借対照表に掲記されている科目の金額

との関係 

※現金及び現金同等物の中間期末残高と中間

連結貸借対照表に掲記されている科目の金額

との関係 

※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17年３月31日現在） （平成18年３月31日現在） （平成17年９月30日現在） 

 

現金及び預金勘定 839,248千円 

預入期間が３か月を超える

定期預金 

△100,000 

現金及び現金同等物 739,248 

  

 

現金及び預金勘定 947,331千円 

預入期間が３か月を超える

定期預金 

△130,000 

現金及び現金同等物 817,331 

  

 

現金及び預金勘定 1,234,421千円 

預入期間が３か月を超える

定期預金 

△100,000 

現金及び現金同等物 1,134,421 
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（リース取引関係） 

前中間連結会計期間 

（自 平成16年10月１日 

至 平成17年３月31日） 

当中間連結会計期間 

（自 平成17年10月１日 

至 平成18年３月31日） 

前連結会計年度 

（自 平成16年10月１日 

至 平成17年９月30日） 

１．リース物件の所有権が借主に移転すると

認められるもの以外のファイナンス・

リース取引 

１．リース物件の所有権が借主に移転すると

認められるもの以外のファイナンス・

リース取引 

１．リース物件の所有権が借主に移転すると

認められるもの以外のファイナンス・

リース取引 

（1）リース物件の取得価額相当額、減価

償却累計額相当額及び中間期末残高

相当額 

（1）リース物件の取得価額相当額、減価

償却累計額相当額及び中間期末残高

相当額 

（1）リース物件の取得価額相当額、減価

償却累計額相当額及び期末残高相当

額 

 

 

取得価

額相当

額 

（千円） 

減価償

却累計

額相当

額 

（千円） 

中間期

末残高

相当額 

（千円） 

車両運搬具 4,950 1,116 3,833 

工具器具備品 147,280 34,277 113,003 

ソフトウェア 36,464 3,038 33,425 

合計 188,694 38,433 150,261 

  

 

 

取得価

額相当

額 

（千円） 

減価償

却累計

額相当

額 

（千円） 

中間期

末残高

相当額 

（千円） 

建物 343,140 14,938 328,202 

車両運搬具 9,450 2,054 7,395 

工具器具備品 291,698 77,282 214,416 

ソフトウェア 58,674 11,386 47,287 

合計 702,963 105,661 597,301 

  

 

 

取得価

額相当

額 

（千円） 

減価償

却累計

額相当

額 

（千円） 

期末残

高相当

額 

（千円） 

機械装置及び

運搬具 
4,950 1,563 3,386 

工具器具備品 147,280 47,770 99,510 

ソフトウェア 36,464 7,090 29,373 

合計 188,694 56,423 132,271 

  

（2）未経過リース料中間期末残高相当額 （2）未経過リース料中間期末残高相当額 （2）未経過リース料期末残高相当額 

 

１年内 33,117千円 

１年超 117,889 

合計 151,006 

  

 

１年内 88,834千円 

１年超 509,047 

合計 597,881 

  

 

１年内 33,102千円 

１年超 101,447 

合計 134,549 

  

（3）支払リース料、減価償却費相当額及

び支払利息相当額 

（3）支払リース料、減価償却費相当額及

び支払利息相当額 

（3）支払リース料、減価償却費相当額及

び支払利息相当額 

 

支払リース料 17,793千円 

減価償却費相当額 16,596 

支払利息相当額 1,871 

  

 

支払リース料 45,946千円 

減価償却費相当額 42,349 

支払利息相当額 5,062 

  

 

支払リース料 35,980千円 

減価償却費相当額 33,574 

支払利息相当額 3,602 

  

（4）減価償却費相当額の算定方法 （4）減価償却費相当額の算定方法 （4）減価償却費相当額の算定方法 

 リース期間を耐用年数とし、残存

価額を零とする定額法によっており

ます。 

同左 同左 

（5）利息相当額の算定方法 （5）利息相当額の算定方法 （5）利息相当額の算定方法 

 リース料総額とリース物件の取得

価額相当額との差額を利息相当額と

し、各期への配分方法については、

利息法によっております。 

同左 同左 

２．オペレーティング・リース取引 ２．オペレーティング・リース取引 ２．オペレーティング・リース取引 

未経過リース料 未経過リース料 未経過リース料 

 

１年内 55,736千円 

１年超 27,803 

合計 83,540 

  

 

１年内 27,643千円 

１年超 － 

合計 27,643 

  

 

１年内 54,550千円 

１年超 1,121 

合計 55,672 
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（有価証券関係） 

前中間連結会計期間末（平成17年３月31日現在） 

１．その他有価証券で時価のあるもの 

種類 取得原価（千円） 中間連結貸借対照表計上額（千円） 差額（千円） 

（1）株式 3,519 5,016 1,497 

（2）債券    

国債・地方債等 － － － 

社債 － － － 

その他 － － － 

（3）その他 13,559 18,478 4,919 

合計 17,078 23,495 6,416 

 

２．時価のない主な有価証券の内容 

種類 中間連結貸借対照表計上額（千円） 

その他有価証券  

非上場株式（店頭売買株式を除く） 104 

（注）減損処理にあたっては、中間期末における時価が取得価格に比べ50％以上下落した場合には全て減損処

理を行い、30～50％程度下落した場合には、当該金額の重要性、回復可能性等を考慮して必要と認められた

額について減損処理を行っております。 

 

当中間連結会計期間末（平成18年３月31日現在） 

１．その他有価証券で時価のあるもの 

種類 取得原価（千円） 中間連結貸借対照表計上額（千円） 差額（千円） 

（1）株式 3,519 8,093 4,574 

（2）債券    

国債・地方債等 － － － 

社債 － － － 

その他 － － － 

（3）その他 13,559 26,724 13,165 

合計 17,078 34,818 17,739 

 

２．時価のない主な有価証券の内容 

種類 中間連結貸借対照表計上額（千円） 

その他有価証券  

非上場株式（店頭売買株式を除く） 107 

（注）減損処理にあたっては、中間期末における時価が取得価格に比べ50％以上下落した場合には全て減損処

理を行い、30～50％程度下落した場合には、当該金額の重要性、回復可能性等を考慮して必要と認められた

額について減損処理を行っております。 
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前連結会計年度末（平成17年９月30日現在） 

１．その他有価証券で時価のあるもの 

種類 取得原価（千円） 連結貸借対照表計上額（千円） 差額（千円） 

（1）株式 3,519 6,072 2,553 

（2）債券    

国債・地方債等 － － － 

社債 － － － 

その他 － － － 

（3）その他 13,559 21,492 7,932 

合計 17,078 27,564 10,485 

 

２．時価のない主な有価証券の内容 

種類 連結貸借対照表計上額（千円） 

その他有価証券  

非上場株式（店頭売買株式を除く） 100 

（注）減損処理にあたっては、期末における時価が取得価格に比べ50％以上下落した場合には全て減損処理を

行い、30～50％程度下落した場合には、当該金額の重要性、回復可能性等を考慮して必要と認められた額に

ついて減損処理を行っております。 

 

（デリバティブ関係） 

前中間連結会計期間末（平成17年３月31日現在） 

金利スワップの特例処理を適用しているため、記載を省略しております。 

 

当中間連結会計期間末（平成18年３月31日現在） 

金利スワップの特例処理を適用しているため、記載を省略しております。 

 

前連結会計年度末（平成17年９月30日現在） 

金利スワップの特例処理を適用しているため、記載を省略しております。 
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（セグメント情報） 

【事業の種類別セグメント情報】 

前中間連結会計期間（自 平成16年10月１日 至 平成17年３月31日）及び前連結会計年度（自 平成16

年10月１日 至 平成17年９月30日）において、当連結グループは料理飲食店として、同一セグメントの事

業を行っており、当該事業以外に事業の種類がないため該当事項はありません。 

当中間連結会計期間（自 平成16年10月１日 至 平成17年３月31日）において、レストラン事業の売上

高及び営業利益の金額は、全セグメントの売上高の合計及び営業利益の金額の合計額に占める割合がいずれ

も90％超であるため、事業の種類別セグメント情報の記載を省略しております。 

 

【所在地別セグメント情報】 

前中間連結会計期間（自 平成16年10月１日 至 平成17年３月31日）、当中間連結会計期間（自 平成

17年10月１日 至 平成18年３月31日）及び前連結会計年度（自 平成16年10月１日 至 平成17年９月30

日）において、本邦の売上高は、全セグメントの売上高の合計に占める割合がいずれも90％超であるため、

所在地別セグメント情報の記載を省略しております。 

 

【海外売上高】 

前中間連結会計期間（自 平成16年10月１日 至 平成17年３月31日）、当中間連結会計期間（自 平成

17年10月１日 至 平成18年３月31日）及び前連結会計年度（自 平成16年10月１日 至 平成17年９月30

日）において、海外売上高は連結売上高の10％未満であるため、海外売上高の記載を省略しております。 
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（１株当たり情報） 

前中間連結会計期間 

（自 平成16年10月１日 

至 平成17年３月31日） 

当中間連結会計期間 

（自 平成17年10月１日 

至 平成18年３月31日） 

前連結会計年度 

（自 平成16年10月１日 

至 平成17年９月30日） 

 

１株当たり純資産額 33,136.17円

１株当たり中間純利益 155.89円

  

 

１株当たり純資産額 36,235.53円

１株当たり中間純利益 1,939.23円

  

 

１株当たり純資産額 34,333.29円 

１株当たり当期純利益 1,574.08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、希薄化効果を有する

潜在株式が無いため記載しておりません。 

なお、潜在株式調整後１株当たり当期純

利益金額については、希薄化効果を有する

潜在株式が無いため記載しておりません。 

なお、潜在株式調整後１株当たり当期純

利益金額については、希薄化効果を有する

潜在株式が無いため記載しておりません。 

（注） １株当たり中間（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。 

 

前中間連結会計期間 

（自 平成16年10月１日 

至 平成17年３月31日） 

当中間連結会計期間 

（自 平成17年10月１日 

至 平成18年３月31日） 

前連結会計年度 

（自 平成16年10月１日 

至 平成17年９月30日） 

１株当たり中間（当期）純利益金額    

中間（当期）純利益（千円） 11,811 146,931 119,265 

普通株主に帰属しない金額（千円） － － － 

普通株式に係る中間（当期）純利益

（千円） 
11,811 146,931 119,265 

期中平均株式数（株） 75,768 75,768 75,768 

希薄化効果を有しないため、潜在株式

調整後１株当たり中間（当期）純利益

の算定に含めなかった潜在株式の概要 

新株予約権 1,000個 新株予約権 1,000個 

 平成16年12月27日付定時

株主総会決議による自己株

式取得方式のストックオプ

ション（株式の数1,000株） 
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（重要な後発事象） 

前中間連結会計期間 

（自 平成16年10月１日 

至 平成17年３月31日） 

当中間連結会計期間 

（自 平成17年10月１日 

至 平成18年３月31日） 

前連結会計年度 

（自 平成16年10月１日 

至 平成17年９月30日） 

────── １．コミットメントライン契約の締結 １．ストックオプション制度の採用 

 

 

平成17年12月27日開催の当社の定時株主

総会において、商法第280条ノ20及び同第

280条ノ21の規定に基づき、当社ならびに

当社子会社の役員及び従業員及び当社の取

引先、当該協力取引先の役員及び従業員に

対して特に有利な条件をもって新株予約権

を発行することを決議いたしました。 

 ２．リース契約の締結 

 

運転資金の効率的な調達を行う目的をもっ

て、取引銀行１行と貸出コミットメント契約を

締結いたしました。 

（1）契約先 株式会社中央三井信託銀行 

（2）締結の時期 平成18年４月28日 

（3）貸出コミットメントの総額  

100,000千円 

（4）借入の実行について 

平成18年４月28日に100,000千円の借入

を実行しております。 

平成17年７月25日付の取締役会におい

て、一部店舗の建物附属設備343百万円

（平成17年９月30日現在帳簿価額）につ

き、流動化を図る目的をもってセールス・

アンド・リースバック契約を締結すること

を決議しました。 

（1）契約先 三井住友銀リース株式会社 

（2）締結の時期 平成17年10月１日 

（3）物件名 店舗内設備 

（4）リース期間 60ヶ月 

  ３．コミットメントライン契約の締結 

  運転資金の効率的な調達を行う目的を

もって、取引銀行１行と貸出コミットメン

ト契約を締結いたしました。 

（1）契約先 株式会社UFJ銀行 

（2）締結の時期 平成17年12月７日 

（3）貸出コミットメントの総額 

1,000,000千円 

 

(2）【その他】 

 該当事項はありません。 


