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１．18年９月期の連結業績（平成17年10月１日～平成18年９月30日）

(1）連結経営成績 （百万円未満切捨）

売上高 営業利益 経常利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

18年９月期 6,686 (8.3) 399 (55.4) 446 (90.5)

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

当期純利益
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
経常利益率

百万円 ％ 円　銭 円　銭 ％ ％ ％

18年９月期 210 (76.9) 2,783.95 － 7.8 7.5 6.7

17年９月期 119 (△47.9) 1,574.08 － 4.6 4.4 3.8

（注）①持分法投資損益 18年９月期 －百万円 17年９月期 －百万円

②期中平均株式数（連結） 18年９月期 75,768株 17年９月期 75,768株

③会計処理の方法の変更 無

④売上高、営業利益、経常利益、当期純利益におけるパーセント表示は、対前期増減率

(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

18年９月期 6,116 2,830 46.3 37,352.21

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９月期 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  

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９月期 376 △409 △53 1,056

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 ２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） １社 持分法（新規） －社 （除外） －社

２．19年９月期の連結業績予想（平成18年10月１日～平成19年９月30日）

売上高 経常利益 当期純利益

百万円 百万円 百万円

中間期 3,289 23 39

通期 8,197 512 310

（参考）１株当たり予想当期純利益（通期）　　　　 4,094円95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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１．企業集団の状況
　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。

　海外子会社であるHIRAMATSU EUROPE EXPORT SARLについては、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。旧「レストランひらまつ パリ店」（現在は移転済み）の不動産管理を行っているHIRAMATSU 

IMMOBILIER EUROPE SARLは、物件の売却を含め、今後の方針について検討中であります。

　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、売上の約半分を占めており

ます。

　事業系統図を示すと下表のとおりであります。

 

株式会社ひらまつ 

（レストラン経営） 

 

 

 

HIRAMATSU EUROPE  

EXPORT SARL 

(レストラン経営 

及び食材・資材等の輸出入) 

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 

 

コーポレートマスターブランド  

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 

　（注）１．HIRAMATSU EUROPE EXPORT SARL及びHIRAMATSU IMMOBILIER EUROPE SARLは特定子会社であります。

２．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。
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２．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こと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

・ 連結配当性向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。

(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、連結配

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、当社株式の流動性向上及び株主数の増加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

　当社グループは、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

舗展開を行っております。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低減を図る

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。
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　　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20～30千円と高価格帯を中心としており、ブランド価値が高まっ

たと判断したブランドについてはディフュージョンブランド（ディナー客単価10～15千円程度）展開での出店を行っ

てまいりました。高価格帯で展開しているブランドについては、今後も同様にディフュージョンブランドでの展開を

予定しております。

　そして、ターゲット顧客層の拡大を目指し、中価格帯ブランド（ディナー客単価６～15千円程度）での出店を推進

しております。既に提携を行った「ボキューズ」ブランド及び「コンラン」ブランドがこれに該当いたします。また、

ディフュージョンブランドも中価格帯ブランドのひとつと位置付けております。

　将来的には世界でNo.１のレストラン企業となることを目標としており、具体的には以下のような目標を掲げており

ます。

・　売上高300億円、経常利益30億円の事業規模を目指します。まずは翌連結会計年度の複数出店を機に、売上高

100億規模へ拡張いたします。

・　世界最高水準のブランド価値(=株式価値)を目指します。

・　今後８年間で、10ブランド体制を構築します。翌連結会計年度の出店及びブランドポートフォリオの整備によ

り、６ブランド体制となります。

・　高級レストラン業態を事業の中核として、中価格帯業態での出店及びスモール・ラグジュアリー・ホテル事業

への進出も推進いたします。

　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。
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(6）会社の対処すべき課題

＜新店の開店準備推進＞

　翌連結会計年度は下表のとおり複数の新規出店及び既存店のブランド変更を予定しており、新店の開店準備を専任

で行う事業開発部を平成17年７月に設置し、現在準備を進めております。

　各店舗の主要人材の採用は目処が立っておりますが、新店全体で約160名の増員を行う予定でおり、各店舗が必要と

する人材を効率良く採用することが重要な課題となっております。

　また、開店に向けてマーケティング活動も活発化させており、より多くの顧客を獲得できるよう、メディア（雑誌、

TV等）への露出を更に増加させていく予定でおります。

（単位：百万円）　

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１月 ボキューズ  国立新美術館

（乃木坂）

40 150 1,000 出店決定

平成19年２月 プルセル
現、カフェ・

デ・プレ 広尾
10 100 250

出店決定

 

平成19年３月 エーベルラン
ミッドランドスクエア

（名古屋） 
30 300 500 出店決定

平成19年４月 コンラン
東京ミッドタウン

（六本木） 
45 400 600 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）
70 500 750 出店決定

平成19年６月  ボキューズ
現、シンポジオン

（代官山）
30 100 650 出店決定

平成19年９月 ボキューズ
読売銀座２丁目ビル

（仮称・銀座）
10 200 400 出店決定

平成20年秋（予定） 未定 未定 50 400 850  

＜顧客サービス支援システムの稼動＞

　顧客満足度の向上を目指し、顧客サービス支援システムの開発を行っております。顧客管理機能のみならず、予約

登録機能、POS機能と連動させることにより、現在のサービスクオリティを維持・向上しつつ、より効率的にサービス

を行うことが可能となります。

　本システムは現在１店舗に導入を行い実験運用及びシステム改善を行っておりますが、新店から順次導入を行い、

翌連結会計年度の全店導入を目指します。

＜婚礼営業の推進＞

　ゲストハウスの参入や有力ホテルの新規開業等により、競争環境は引き続き厳しい状態が続いております。

　当連結会計年度に入って成約率や見学数が減少したため、当連結会計年度及び翌連結会計年度上期の業績に影響が

出ております。レストランウェディングのトップブランドとしての市場地位を再度確立し、マーケット状況を迅速に

施策反映できる営業体制への再編や、顧客満足度の最大化を目指す営業施策等により、レストランウェディングを訴

求する現場営業の強化を行い、翌連結会計年度下期からの業績改善を目指します。

＜人材育成の推進＞

　当社グループの成長の成否は、ブランドの開発、すなわちブランドの担い手であるブランドマネジャーの育成、店

舗運営責任者であるスタッフシェフをはじめとする人材の育成と、価値ある外部ブランドの導入に依拠しております。

優秀な人材の確保と育成を引き続き最重要課題として推進しております。

(7）親会社等に関する事項

　該当事項はありません。

(8）その他、会社の経営上の重要な事項

　該当事項はありません。
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３．経営成績及び財政状態
(1）経営成績

①当連結会計年度の概況

　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、景気は緩やかに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、新店の開店準備を進

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安定し、またパーティ受注の増加等により堅

調に推移いたしました。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）については、集客

数が増加し、売上高は増加しております。1.5ヶ月休業して改装工事を行なった「リストランテ アソ」（代官山）

の減収の影響を加味すると、既存店の売上高は前連結会計年度比▲0.3％であり、ほぼ前連結会計年度並みで推移し

ております。

　既存店の婚礼営業においては、売上高が前連結会計年度比+4.8％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、前連結会計年度を中心に獲得した婚礼件数が増加したものによるものです。しかし、

当連結会計年度に入ってからの婚礼獲得件数は減少し、下期の婚礼件数は前連結会計年度比で減少いたしました。

　一方、前連結会計年度に出店した２店舗については、順調に推移しております。

　また、開店前費用の減少、経費削減、固定費上昇の抑制等により、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6,686百万円（前連結会計年度比+8.3％）、経常利益446百万円（同+90.5％）、当期純利

益210百万円（同+76.9％）の増収増益となりました。

②翌連結会計年度の見通し

　既存店の一般営業は、集客及び客単価とも当連結会計年度と同水準を想定しておりますが、一部店舗で定休日を

設定するため、その分の減収を見込んでおります。既存店の婚礼営業は、現在の獲得状況を勘案して、当連結会計

年度よりやや減収を見込んでおりますが、今後の各種施策により、前連結会計年度並みの水準を目指したいと考え

ております。

　一方で、新店７店舗を出店する予定でおり、各店４～10ヶ月程度の売上高がそれぞれ計上され、新店分約2,500百

万円の増収となる予定でおります。なお、新店のうち、既存店の業態変更による２店舗は、改装工事のため休業期

間が発生するため、出店までの間に130百万円程度の減収となります。

　食材及び婚礼外注原価率は当連結会計年度並みの水準で推移すると想定しておりますが、飲料原価率は商品選定

や仕入れルートの工夫により、やや低下すると考えております。

　当連結会計年度に実施した経費削減を継続する予定でおりますが、新店のための開店前費用（人件費、広告宣伝

費、出張旅費等）が発生するため、販売管理費は増加いたします。

　翌連結会計年度の業績予想につきましては、売上高8,197百万円、経常利益512百万円、当期純利益310百万円と増

収増益を見込んでおります。

(2）財政状態

　当連結会計年度末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、前連結会計年度末に

比べ77百円減少し、当連結会計年度末には1,056百万円となりました。当連結会計年度末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、資金は163百万円減少し、376百万円となりました。

　これは主に、税金等調整前当期純利益が398百万円となったこと、受注婚礼件数の減少及び売掛金の増加により前受

金の増減額が164百万円減少し▲85百万円となったこと並びに売上債権の増減額が73百万円減少し▲102百万円となっ

たこと、ワイン在庫の圧縮によりたな卸資産の増減額が76百万円減少し23百万円になっ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、資金は333百万円増加し、▲409百万円となりました。

　これは主に、一部店舗の内装設備の流動化を行っい、有形固定資産の売却による収入が446百万円になったこと、新

店の設備投資を行ったため、有形・無形固定資産の取得による支出が153百万円増加して▲736百万円になったことに

よるものです。
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＜財務活動によるキャッシュ・フロー＞

　財務活動の結果、資金は709百万円減少し、▲53百万円となりました。

これは主に長期借入金の実行500百万円おこなったこと、長期借入金の返済487百万円を行ったことによるものです。

平成17年９月期 平成18年９月期

自己資本比率（％） 45.2 46.3

時価ベースの自己資本比率（％） 92.9 79.3

債務償還年数（年） 3.8 5.4

インタレスト・カバレッジ・レシオ 16.0 28.8

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短期借入金、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。

(3）事業等のリスク

　当社グループの当連結会計年度の概況を報告しておりますが、当社グループの業績は今後起こり得る様々な要因によ

り大きな影響を受ける可能性があります。当社グループの経営成績、財務状況及び当社株価等に重大な影響を及ぼす可

能性のあるリスクは以下のとおりであります。

　なお、文中の将来に関する事項は、当連結会計年度末現在において当社グループが重大な事業等のリスクであると判

断したものであり、将来に亘るリスクを網羅したものではありません。また、現時点では重要でないと考えているリス

クや、認識していないリスクも重大な影響を及ぼす可能性があります。

＜新規出店について＞

　外食産業の市場規模は全体として均衡状態を保っておりますが、景況感や、嗜好の変化等を受け、顧客一人当たり

の単価は低下傾向にあります。また、客単価８千円以上で見た既存の高級フランス料理店及びイタリア料理店全体の

市場規模は、低下傾向にあると見られております。

　当社グループでは「上質な食事」や「快適な居心地」の提供、あるいは品質の維持・向上施策により、または新た

なブランドを開発することにより、従来は他社業態を利用していた顧客を、当社グループの店舗利用へシフトさせ、

リピーターとして定着させていくことが重要と考えており、これらの点に注力しております。

　既存店については、ディナー客単価20～30千円程度の高価格帯での出店を中心に行っており、今後も「エーベルラ

ン」ブランド等の高価格帯での新規出店を行う予定でおります。

　また、価値が確立したブランドについてはディフュージョンブランドの展開を行っております。ディフュージョン

ブランドとは、セカンドライン及びカジュアルラインのブランド群を指しており、メインのブランドの半分程度の価

格帯での展開となっております。現時点では「ひらまつ」ブランド及び「アソ」ブランドにおいて、ディフュージョ

ン展開を行っており、今後「プルセル」ブランドでも展開を行う予定でおります。

　そして、既に提携を行っている「コンラン」ブランド及びブラッスリー業態での提携を行っている「ボキューズ」

ブランドにおいても、ディナー客単価６～10千円程度の中価格帯業態での出店を行う予定でおります。

　今後の景況、市場動向、外食に係る顧客の消費・嗜好の変化等により、当社グループの既存店及び新店の高価格帯

及び中価格帯業態のコンセプト、料理、サービス等が受け入れられない場合には、当社グループの業績も大きく影響

を受ける可能性があります。
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＜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の婚礼

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。

　婚礼営業売上高は、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受け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、当連結会計年度において当社グループ売上高の約70％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。

　なお、「クライン」ブランドで運営を行っている「ル・バエレンタル」（札幌）は、平成18年12月末にてブランド

提携契約を解消し、平成19年１月からは「ひらまつ」ブランドの店舗として運営いたします。店舗名、店舗設備、人

員等に変更はありませんが、ブランドの変更により業績に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、公衆衛生の向上・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。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売上高の減

少のみならず、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、業績に影響を受ける可能性

があります。

＜経営組織について＞

　当社グループは、戦略・施策の策定・推進、店舗開発、投資戦略等を、創業者である代表取締役社長平松博利と代

表取締役副社長刈田直文の両人に依存しております。さらに、平松博利に対しては、店舗運営、人材育成、子会社の

運営・指導、ブランド開発等も含めた経営全般に及ぶ事項について、また、刈田直文に対しては経営企画・管理業務

について、それぞれ大きく依存しております。

　現時点において両名の退任等は予定されておりませんが、両名またはどちらかが退任し、業務の遂行に支障を来た

す事象が生じた場合、業績に影響を受ける可能性があります。
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４．販売の状況
　当連結会計年度の収入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

ブランド
当連結会計年度

（自平成17年10月１日
至平成18年９月30日）

 

前年同期比（％）

「ひらまつ」ブランド（千円） 1,922,399 107.7

「アソ」ブランド（千円） 2,765,070 112.3

その他ブランド（千円） 1,965,591 103.0

本社部門（千円） 33,369 161.1

合計（千円） 6,686,430 108.3

　（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」「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現地資本会社に移管）」「ラ・レゼルヴ」「カフェ・デ・プレ 広尾」

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）」「アルジェントASO（平成17年３月開店）」「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（平成16年10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。

「サンス・エ・サヴール」「ル・バエレンタル」「シンポジオン」

４．上記の収入実績（合計）に対する婚礼営業の構成比は、57.3％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

ブランド
当連結会計年度

（自平成17年10月１日
至平成18年９月30日）

 

前年同期比（％）

「ひらまつ」ブランド（人） 135,970 111.7

「アソ」ブランド（人） 224,517 93.1

その他ブランド（人） 43,709 108.1

本社部門（人） － －

合計（人） 404,196 100.2

　（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」「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現地資本会社に移管）」「ラ・レゼルヴ」「カフェ・デ・プレ 広尾」

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）」「アルジェントASO（平成17年３月開店）」「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（平成16年10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。

「サンス・エ・サヴール」「ル・バエレンタル」「シンポジオン」

４．上記には婚礼営業及びパーティの実績人数は含まれておりません。
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５．連結財務諸表等
(1）連結財務諸表

①連結貸借対照表

  
前連結会計年度

（平成17年９月30日）
当連結会計年度

（平成18年９月30日）

区分
注記
番号

金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

（資産の部）        

Ⅰ　流動資産        

１．現金及び預金 ※１  1,234,421   1,186,647  

２．売掛金   127,141   230,719  

３．たな卸資産   477,327   454,066  

４．繰延税金資産   22,525   23,557  

５．その他   246,632   309,377  

貸倒引当金   △5,185   △7,285  

流動資産合計   2,102,862 36.5  2,197,084 35.9

Ⅱ　固定資産        

１．有形固定資産        

(1）建物及び構築物  2,195,564   2,051,367   

減価償却累計額  480,386 1,715,178  224,065 1,827,302  

(2）機械装置及び運搬具  56,416   46,987   

減価償却累計額  46,001 10,414  39,877 7,110  

(3）工具器具備品  883,927   894,534   

減価償却累計額  445,319 438,607  500,996 393,538  

(4）土地   337,676   337,676  

(5）建設仮勘定   －   101,532  

有形固定資産合計   2,501,877 43.5  2,667,159 43.7

２．無形固定資産   3,537 0.1  2,835 0.0

３．投資その他の資産        

(1）投資有価証券 ※1,2  27,664   32,687  

(2) 長期貸付金   402,842   451,509  

(3）繰延税金資産   52,058   26,757  

(4) 差入敷金及び保証金 ※１  589,737   656,366  

(5) その他 ※１  107,223   102,742  

貸倒引当金   △32,518   △20,918  

投資その他の資産合計   1,147,007 19.9  1,249,144 20.4

固定資産合計   3,652,422 63.5  3,919,139 64.1
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前連結会計年度

（平成17年９月30日）
当連結会計年度

（平成18年９月30日）

区分
注記
番号

金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

Ⅲ　繰延資産        

１．創立費   81   －  

２．新株発行費   2,192   251  

繰延資産合計   2,274 0.0  251 0.0

資産合計   5,757,559 100.0  6,116,475 100.0

        

（負債の部）        

Ⅰ　流動負債        

１．買掛金   386,941   490,445  

２．短期借入金   500,000   500,000  

３．一年内償還予定社債   28,000   28,000  

４．一年内返済予定長期借入
金

※１  187,259   87,155  

５．未払金   76,671   140,676  

６．未払費用   159,112   136,613  

７．未払法人税等   106,866   116,500  

８．未払消費税等   11,860   45,183  

９．前受金   335,819   250,601  

10．その他   29,137   71,851  

流動負債合計   1,821,669 31.6  1,867,028 30.5

Ⅱ　固定負債        

１．社債   398,000   370,000  

２．長期借入金 ※１  936,525   1,049,344  

固定負債合計   1,334,525 23.2  1,419,344 23.2

負債合計   3,156,194 54.8  3,286,372 53.7
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前連結会計年度

（平成17年９月30日）
当連結会計年度

（平成18年９月30日）

区分
注記
番号

金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

（資本の部）        

Ⅰ　資本金 ※３  974,715 16.9  － －

Ⅱ　資本剰余金   765,925 13.3  － －

Ⅲ　利益剰余金   838,065 14.6  － －

Ⅳ　その他有価証券評価差額金   6,219 0.1  － －

Ⅴ　為替換算調整勘定   16,440 0.3  － －

資本合計   2,601,364 45.2  － －

負債及び資本合計   5,757,559 100.0  － －

        
（純資産の部）        

Ⅰ　株主資本        

１．資本金   － －  974,715 15.9

２．資本剰余金   － －  765,925 12.5

３．利益剰余金   － －  1,000,847 16.4

株主資本合計   － －  2,741,487 44.8

Ⅱ　評価・換算差額等        

１．その他有価証券評価差額
金

  － －  9,191 0.2

２．為替換算調整勘定   － －  79,423 1.3

評価・換算差額等合計   － －  88,614 1.5

純資産合計   － －  2,830,102 46.3

負債及び純資産合計   － －  6,116,475 100.0
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②連結損益計算書

  
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）

当連結会計年度
（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）
百分比
（％）

金額（千円）
百分比
（％）

Ⅰ　売上高   6,176,594 100.0  6,686,430 100.0

Ⅱ　売上原価   2,801,958 45.4  3,014,970 45.1

売上総利益   3,374,636 54.6  3,671,460 54.9

Ⅲ　販売費及び一般管理費 ※１  3,117,477 50.5  3,271,868 48.9

営業利益   257,159 4.2  399,591 6.0

Ⅳ　営業外収益        

１．受取利息  11,188   16,353   

２．為替差益  －   34,611   

３．前受食事券  1,719   1,161   

４．土地賃貸料  4,948   4,712   

５．その他  9,833 27,689 0.4 7,686 64,525 1.0

Ⅴ　営業外費用        

１．支払利息  28,309   11,993   

２．社債利息  －   3,084   

３．社債発行費償却  5,267   －   

４．新株発行費償却  －   1,942   

５．為替差損  3,650   －   

６．その他  13,346 50,573 0.8 695 17,715 0.3

経常利益   234,275 3.8  446,401 6.7

Ⅵ　特別利益        

１．前期損益修正益  9,825   －   

２．投資有価証券売却益  4,743   －   

３．受取弁済金  8,618   －   

４．貸倒引当金戻入益  －   2,493   

５．会員権売却益  －   1,004   

６．過年度業務委託費戻入
額 

 － 23,186 0.4 5,101 8,598 0.1
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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）

当連結会計年度
（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）
百分比
（％）

金額（千円）
百分比
（％）

Ⅶ　特別損失        

　１．前期損益修正損  2,684   －   

２．固定資産売却損 ※３ －   352   

３．固定資産除却損 ※２ 13,521   21,223   

４．原状回復費  －   10,590   

５．臨時償却費  －   7,336   

６．特別退職金  －   13,982   

７．その他  8,520 24,726 0.4 2,945 56,431 0.8

税金等調整前当期純利益   232,735 3.8  398,568 6.0

法人税、住民税及び事業
税

 113,000   165,406   

法人税等調整額  470 113,470 1.8 22,228 187,634 2.8

当期純利益   119,265 1.9  210,933 3.2

        

③連結剰余金計算書及び連結株主資本等変動計算書

 連結剰余金計算書  

  
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）

区分
注記
番号

金額（千円）

（資本剰余金の部）    

Ⅰ　資本剰余金期首残高   765,925

Ⅱ　資本剰余金期末残高   765,925

    

（利益剰余金の部）    

Ⅰ　利益剰余金期首残高   817,298

Ⅱ　利益剰余金増加高    

１．当期純利益  119,265 119,265

Ⅲ　利益剰余金減少高    

１．配当金  98,498 98,498

Ⅳ　利益剰余金期末残高   838,065
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連結株主資本等変動計算書

当連結会計年度（自平成17年10月１日　至平成18年９月30日）

 （単位：千円）  

株主資本

資本金 資本剰余金 利益剰余金 株主資本合計

平成17年９月30日　残高 974,715 765,925 838,065 2,578,705

連結会計年度中の変動額

剰余金の配当 － － △38,641 △38,641

当期純利益 － － 210,933 210,933

連結子会社合併に伴う

利益剰余金減少高
－ － △9,509 △9,509

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 － － 162,782 162,782

平成18年９月30日　残高 974,715 765,925 1,000,847 2,741,487

評価・換算差額等

純資産合計その他有価証券
評価差額金 為替換算調整勘定 評価・

換算差額等合計

平成17年９月30日　残高 6,219 16,440 22,659 2,601,364

連結会計年度中の変動額

剰余金の配当 － － － △38,641

当期純利益 － － － 210,933

連結子会社合併に伴う

利益剰余金減少高
－ － － △9,509

株主資本以外の項目の連結

会計年度中の変動額（純額）
2,972 62,983 65,955 65,955

連結会計年度中の変動額合計 2,972 62,983 65,955 228,737

平成18年９月30日　残高 9,191 79,423 88,614 2,830,102
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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16年10月１日
至　平成17年９月30日）

当連結会計年度
（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） 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  232,735 398,568

減価償却費  192,448 144,860

貸倒引当金の増減額（減少：△）  5,768 1,180

受取利息及び受取配当金  △11,188 △16,353

支払利息  31,253 11,993

有形固定資産除却損  16,294 18,674

売上債権の増減額（増加：△）  △29,267 △102,253

たな卸資産の増減額（増加：△）  99,504 23,261

前渡金の増減額（増加：△）  20,301 －

その他流動資産の増減額（増加：△）  △62,312 △23,023

買掛金の増減額（減少：△）  94,799 102,715

未払金の増減額（減少：△）  △17,659 63,582

未払費用の増減額（減少：△）  33,446 △23,636

未払法人税等（減少：△）  17,292 50

未払消費税等（減少：△）  △16,984 33,323

前受金の増減額（減少：△）  78,682 △85,217

その他  20,768 △17,972

小計  705,882 529,752

利息及び配当金の受取額  11,188 16,156

利息の支払額  △33,778 △13,104

法人税等の支払額  △143,510 △155,822

営業活動によるキャッシュ・フロー  539,781 376,981
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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）

当連結会計年度
（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） 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  △100 －

投資有価証券の売却による収入  4,032 －

ゴルフ会員権の売却による収入  － 2,955

有形・無形固定資産の取得による支出  △583,767 △736,696

有形固定資産の売却による収入  410 446,767

差入敷金保証金の差入による支出  △114,504 △123,090

差入敷金保証金の返還による収入  78,182 28,761

貸付による支出  △134,643 －

貸付金の回収による収入  7,737 2,169

投資活動によるキャッシュ・フロー  △742,653 △409,131

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  1,100,000 500,000

長期借入金の返済による支出  △819,582 △487,284

社債の償還による支出  △28,000 △28,000

配当金の支払額  △97,164 △38,641

財務活動によるキャッシュ・フロー  655,252 △53,926

Ⅳ　現金及び現金同等物に係る換算差額  △2,065 8,302

Ⅴ　現金及び現金同等物の増減額（減少：△）  450,314 △77,774

Ⅵ　現金及び現金同等物の期首残高  684,107 1,134,421

Ⅶ　現金及び現金同等物の期末残高  1,134,421 1,056,647
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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16年10月１日
至　平成17年９月30日）

当連結会計年度
（自　平成17年10月１日
至　平成18年９月30日）

１．連結の範囲に関する事項 (1）連結子会社の数　２社

連結子会社の名称

HIRAMATSU IMMOBILIER EUROPE SARL

HIRAMATSU EUROPE EXPORT SARL

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。

(1）連結子会社の数　２社

連結子会社の名称

HIRAMATSU IMMOBILIER EUROPE SARL

HIRAMATSU EUROPE EXPORT SARL

連結子会社であったHIRAMATSU 

EUROPE SARLは、当連結会計期間にお

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。 

(2）非連結子会社の数　１社

非連結子会社の名称

株式会社タカギ

(2）非連結子会社の数　同左

非連結子会社の名称

同左

（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。

（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

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

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

同左

 

（持分法を適用しない理由）

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。

（持分法を適用しない理由）

同左

３．連結子会社の事業年度等

に関する事項

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。

同左

 

──────

 

 

 

同左 
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項目
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）

当連結会計年度
（自　平成17年10月１日
至　平成18年９月30日）

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

イ　有価証券

その他有価証券

時価のあるもの

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。）

イ　有価証券

その他有価証券

時価のあるもの

決算日の市場価格等に基づく時価

法（評価差額は全部純資産直入法

により処理しております。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

移動平均法による原価法

 

 

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。）

ロ　デリバティブ

同左

ハ　たな卸資産

(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。

ハ　たな卸資産

同左

 

(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。

 

 

(3）貯蔵品

先入先出法による原価法を採用して

おります。

 

 

(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

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、主な耐用年数は以下のとおりで

あります。

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

イ　有形固定資産

同左

 

 

 

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。

ロ　無形固定資産

同左
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項目
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）

当連結会計年度
（自　平成17年10月１日
至　平成18年９月30日）

ハ　繰延資産

(1）創立費

５年間で毎期均等償却しております。

ハ　繰延資産

(1）創立費

同左

(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。

(2）新株発行費

３年間で毎期均等償却しております。

(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。

──────

 

ニ　長期前払費用

定額法を採用しております。

ニ　長期前払費用

同左

（追加情報）

NJK SARL及びSARL KLEIN ET FILSとの業務

提携に基づくブランド使用許諾料は、従来、

償却期間を５年として減価償却を行ってき

ましたが、当連結会計年度において平成18

年12月31日をもって当該業務提携を解消す

ることを決定したため、償却期間を短縮し

ました。

この変更により、従来と同一の償却期間を

採用した場合と比較して、減価償却費は

4,891千円増加し、営業利益及び経常利益

はそれぞれ4,891千円減少しており、臨時

償却費7,336千円を特別損失に計上したた

め、税金等調整前当期純利益は12,228千円、

ならびに当期純利益は7,252千円それぞれ

減少しております。

(3）重要な引当金の計上基

準

貸倒引当金

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

(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。

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、

換算差額は純資産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
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項目
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）

当連結会計年度
（自　平成17年10月１日
至　平成18年９月30日）

(6）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。

イ　ヘッジ会計の方法

同左

ロ　ヘッジ手段とヘッジ対象、ヘッジ方針

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。

ロ　ヘッジ手段とヘッジ対象、ヘッジ方針

同左

ハ　ヘッジ有効性評価の方法

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、

相場変動またはキャッシュ・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。

ハ　ヘッジ有効性評価の方法

同左

(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

イ　消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税抜方式に

よっております。

イ　消費税等の会計処理

同左

５．連結子会社の資産及び負

債の評価に関する事項

連結子会社の資産及び負債の評価について

は、全面時価評価法を採用しております。

同左

６．利益処分項目等の取扱い

に関する事項

連結剰余金計算書は、連結会社の利益処分

について、連結会計年度中に確定した利益

処分に基づいて作成しております。

──────

７．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
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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16年10月１日
至　平成17年９月30日）

当連結会計年度
（自　平成17年10月１日
至　平成18年９月30日）

────── （貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準）

 当連結会計年度より、「貸借対照表の純資産の部の表示に

関する会計基準」（企業会計基準第５号　平成17年12月９

日）及び「貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基

準等の適用指針」（企業会計基準適用指針第８号　平成17

年12月９日）を適用しております。

これまでの資本の部の合計に相当する金額は2,830,102千

円であります。

なお、当連結会計年度における連結貸借対照表の純資産の

部については、連結財務諸表規則の改正に伴い、改正後の

連結財務諸表規則により作成しております。

 

 （固定資産の減損に係る会計基準）

 当連結会計年度より、「固定資産の減損に係る会計基準」

（「固定資産の減損に係る会計基準の設定に関する意見

書」（企業会計審議会　平成14年８月９日））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。
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表示方法の変更

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）

当連結会計年度
（自　平成17年10月１日
至　平成18年９月30日）

（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。

（連結損益計算書関係）

前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「社債利息」(前連結会計年度2,944千円)及び

「新株発行費償却」(前連結会計年度4,396千円)は、営業

外費用の総額の100分の10を超えたため、当連結会計年度

より区分掲記しております。

注記事項

（連結貸借対照表関係）

前連結会計年度
（平成17年９月30日）

当連結会計年度
（平成18年９月30日）

※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。

※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。

預金 100,000千円

投資有価証券 21,492

差入敷金及び保証金 222,370

投資その他の資産、その他 21,500

計 365,362千円

預金 30,000千円

投資有価証券 25,261

投資その他の資産、その他 20,000

計 75,261千円

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 187,259千円

長期借入金 136,525

計 323,785千円

一年内返済予定長期借入金 87,155千円

長期借入金  49,344

計 136,500千円

※２　非連結子会社及び関連会社に対するものは次のとお

りであります。

※２　非連結子会社及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） 0千円 投資有価証券（株式） 0千円

※３　当社の発行済株式総数は、普通株式75,768株であり

ます。

※３　              ──────

４　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。

４　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４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 500,000千円

借入実行残高 －

差引額 500,000千円

貸出コミットメントの総額 3,600,000千円

借入実行残高  500,000

差引額 3,100,000千円
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前連結会計年度
（平成17年９月30日）

当連結会計年度
（平成18年９月30日）

５　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。

５　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。

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18年９月29日付で当社は一部の店舗の敷金

48,969千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18年９月29日付

で貸主に対して敷金相当額48,969千円を当社に代

わって預託しております。

当該契約期間は平成29年２月28日までとなっており

ます。ただし、平成24年２月28日付の見直し条項が

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 

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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（連結損益計算書関係）

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）

当連結会計年度
（自　平成17年10月１日
至　平成18年９月30日）

※１　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 961,990千円

地代家賃 673,845

減価償却費 166,656

従業員給与手当 1,022,243千円

 

地代家賃 714,450

減価償却費 119,968

※２　固定資産除却損の内訳は次のとおりであります。 ※２　固定資産除却損の内訳は次のとおりであります。

工具器具備品 5,654千円

建物 6,368

原状回復費用 1,498

建物 17,750千円

工具器具備品等 3,472

 ※３　固定資産売却損の内訳は次のとおりであります。

 車両運搬具  352千円

（連結株主資本等変動計算書関係）

当連結会計年度（自　平成17年10月１日　至　平成18年９月30日）

１．発行済株式の種類及び総数なら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 75,768 － － 75,768

合計 75,768 － － 75,768

自己株式

普通株式 － － － －

合計 75,768 － － 75,768

 ２．新株予約権及び自己新株予約権に関する事項

    該当事項はありません。

 

 ３．配当に関する事項

   （１）配当金支払額
 

決議 株式の種類
配当金の総額
（千円）

１株当たり
配当額（円）

基準日 効力発生日

平成17年12月27日

定時株主総会
普通株式 38,641 510 平成17年９月30日 平成17年12月27日

   （２）基準日が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  

決議予定 株式の種類
配当金の総額
（千円）

配当の原資
 

１株当たり
配当額（円）

基準日 効力発生日

平成18年12月27日

定時株主総会
普通株式 63,645  利益剰余金 840 平成18年９月30日 平成18年12月28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16年10月１日
至　平成17年９月30日）

当連結会計年度
（自　平成17年10月１日
至　平成18年９月30日）

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

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９月30日現在） （平成18年９月30日現在）

現金及び預金勘定 1,234,421千円

預入期間が３ヶ月を超える定期預金 △100,000 

現金及び現金同等物 1,134,421千円

現金及び預金勘定 1,186,647千円

預入期間が３ヶ月を超える定期預金 △130,000 

現金及び現金同等物 1,056,647千円
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（リース取引関係）

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）

当連結会計年度
（自　平成17年10月１日
至　平成18年９月30日）

１．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）

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

 
取得価額
相当額
（千円）

減価償却累
計額相当額
（千円）

期末残高
相当額
（千円）

建物及び構築物 445,970 26,312 419,658

機械装置
及び運搬具

4,500 916 3,583

工具器具備品 288,598 99,553 189,045

ソフトウェア 58,674 16,275 42,398

合計 797,743 143,058 654,685

(2）未経過リース料期末残高相当額 (2）未経過リース料期末残高相当額

１年内 33,102千円

１年超 101,447

合計 134,549千円

１年内 88,055千円

１年超 573,481

合計 661,537千円

(3）支払リース料、減価償却費相当額及び支払利息相当

額

(3）支払リース料、減価償却費相当額及び支払利息相当

額

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

支払リース料 100,693千円

減価償却費相当額 74,028

支払利息相当額 19,684

(4）減価償却費相当額の算定方法

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定

額法によっております。

(4）減価償却費相当額の算定方法

同左

(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。

(5）利息相当額の算定方法

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

未経過リース料 未経過リース料

１年内 54,550千円

１年超 1,121

合計 55,672千円

１年内 1,121千円

１年超 －

合計 1,121千円
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（有価証券関係）

前連結会計年度（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）

連結貸借対照表計上額が

取得原価を超えるもの
(1)株式 3,519 6,072 2,553

(2)債券    

①　国債・地方債等 － － －

②　社債 － － －

③　その他 － － －

(3) その他 13,559 21,492 7,932

小計 17,078 27,564 10,485

連結貸借対照表計上額が

取得原価を超えないもの
(1)株式 － － －

(2)債券    

①　国債・地方債等 － － －

②　社債 － － －

③　その他 － － －

(3) その他 － － －

小計 － － －

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 100

　（注）　減損処理にあたっては、期末における時価が取得原価に比べ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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当連結会計年度（平成18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）

連結貸借対照表計上額が

取得原価を超えるもの
(1)株式 3,519 7,314 3,795

(2)債券    

①　国債・地方債等 － － －

②　社債 － － －

③　その他 － － －

(3) その他 13,559 25,261 11,701

小計 17,078 32,575 15,496

連結貸借対照表計上額が

取得原価を超えないもの
(1)株式 － － －

(2)債券    

①　国債・地方債等 － － －

②　社債 － － －

③　その他 － － －

(3) その他 － － －

小計 － － －

合計 17,078 32,575 15,496

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 112

　（注）　減損処理にあたっては、期末における時価が取得原価に比べ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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（デリバティブ取引関係）

１．取引の状況に関する事項

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）

当連結会計年度
（自　平成17年10月１日
至　平成18年９月30日）

(1）取引の内容

利用しているデリバティブ取引は、金利スワップ取引

であります。

(1）取引の内容

同左

(2）取引に対する取組方針

デリバティブ取引は、将来の金利の変動によるリスク

回避を目的としており、投機的な取引は行わない方針

であります。

(2）取引に対する取組方針

同左

(3）取引の利用目的

デリバティブ取引は、借入金利等の将来の金利市場に

おける利率上昇による変動リスクを回避する目的で利

用しております。

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。

(3）取引の利用目的

同左

ヘッジ会計の方法

　金利スワップの取引について、特例処理の要件をみた

しているので特例処理によっております。

①　ヘッジ手段……金利スワップ

②　ヘッジ対象……借入金

③　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。

 

 

 

 

 

 

④　ヘッジ有効性評価の方法

　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、相場変動またはキャッ

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。

 

 

(4）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は

ほとんどないと認識しております。また、金利スワッ

プ取引の契約先は、信用度の高い国内の金融機関であ

り、相手先の契約不履行による信用リスクは、ほとん

どないと認識しております。

(4）取引に係るリスクの内容

同左

(5）取引に係るリスク管理体制

デリバティブ取引の執行・管理については、取引権限

等を定めた社内ルールに従い管理本部が決裁責任者の

承認を得て行っております。

(5）取引に係るリスク管理体制

同左

(6）取引の時価等に関する事項についての補足説明

該当事項はありません。

(6）取引の時価等に関する事項についての補足説明

同左

２．取引の時価等に関する事項

前連結会計年度（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。

当連結会計年度（平成18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。

－ 30 －



（退職給付関係）

該当事項はありません。

（ストック・オプション等関係）

（1）ストック・オプションの内容、規模及びその他変動状況

① ストック・オプションの内容  

平成16年12月27日
ストック・オプション

付与対象者の区分及び数
当社取締役    １名

当社従業員    41名

ストック・オプション数 普通株式 　1,000株

付与日 平成17年９月１日

権利確定条件 該当事項はありません。

権利行使条件

権利行使時においても当社または当

社子会社の役員または従業員または

当社の協力取引先あるいは当該協力

取引先の役員または従業員であるこ

とを要する。

対象勤務期間
２年４ヶ月間（自 平成17年９月１

日 至 平成19年12月28日）

権利行使期間
自 平成19年12月28日 至 平成26年

12月26日

（注）株式数に換算して記載しております。

② ストック・オプションの規模及びその他変動状況

イ．ストック・オプションの数 （単位：株）

平成16年
ストック・オプション

権利確定前  

前連結会計年度末 1,000

付与 －

失効 －

権利確定 －

未確定残 1,000

権利確定後 －

前連結会計年度末  

権利確定 －

権利行使 －

失効 －

未行使残 －

ロ．単価情報 （単位：円）

平成16年
ストック・オプション

権利行使価格 77,773

行使時平均株価 －

公正な評価単価（付与日） －
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（税効果会計関係）

１．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

  （単位：千円）

 前連結会計年度 当連結会計年度

 （平成17年９月30日現在） （平成18年９月30日現在）

繰延税金資産       

貸倒引当金損金算入限度超過額  32,362   26,185  

ゴルフ会員権評価損  19,061   775  

関係会社株式評価損  2,630   2,630  

未払事業税  10,401   11,189  

未払事業所税  3,606   3,953  

長期前払費用償却超過額  3,606   4,975  

その他  10,787   6,911  

繰延税金資産合計  78,850   56,621  

繰延税金負債       

その他有価証券評価差額金  4,266   6,305  

繰延税金負債合計  4,266   6,305  

繰延税金資産の純額  74,583   50,315  

繰延税金資産の純額は、連結貸借対照表の以下の項目に含まれております。

   （単位：千円）

 前連結会計年度 当連結会計年度

 （平成17年９月30日現在） （平成18年９月30日現在）

流動資産－繰延税金資産  22,525   23,557  

固定資産－繰延税金資産  52,058   26,757  

２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因と

なった主要な項目別の内訳

  （単位：％）

 前連結会計年度 当連結会計年度

 （平成17年９月30日現在） （平成18年９月30日現在）

法定実効税率  40.7   40.7  

（調整）       

交際費等永久に損金に算入されない項目  2.5   1.7  

住民税均等割  3.7   2.5  

子会社欠損金  3.4   2.6  

その他  △1.5   △0.3  

税効果会計適用後の法人税等の負担率  48.8   47.1  
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（セグメント情報）

【事業の種類別セグメント情報】

前連結会計年度（自　平成16年10月１日　至　平成17年９月30日）及び当連結会計年度（自　平成17年10月１

日　至　平成18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。

【所在地別セグメント情報】

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）及び当連結会計年度（自　平成17年10月１

日　至　平成18年９月30日）において、本邦の売上高及び資産の金額は、全セグメントの売上高の合計及び全

セグメントの資産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、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】

前連結会計年度（自　平成16年10月１日　至　平成17年９月30日）及び当連結会計年度（自　平成17年10月１

日　至　平成18年９月30日）においては、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。

（関連当事者との取引）

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) 役員及び個人主要株主等

該当事項はありません。

当連結会計年度（自平成17年10月１日　至平成18年９月30日）

(1) 役員及び個人主要株主等

該当事項はありません。
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（１株当たり情報）

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）

当連結会計年度
（自　平成17年10月１日
至　平成18年９月30日）

１株当たり純資産額 34,333.29円

１株当たり当期純利益金額 1,574.08円

１株当たり純資産額 37,352.21円

１株当たり当期純利益金額 2,783.95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、希薄化効果を有してい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、希薄化効果を有している潜在株式が無いため記載して

おりません。

（注）算定上の基礎

 １．１株当たり純資産額

 
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)

当連結会計年度
(自　平成17年10月１日
至　平成18年９月30日)

純資産の部の合計額（千円） － 2,830,102

純資産の部の合計額から控除する金額（千円） － －

普通株式に係る期末の純資産額（千円） － －

１株当たり純資産額の算定に用いられた

期末の普通株式の数（株）
－ 75,768

２．１株当たり当期純利益

 
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)

当連結会計年度
(自　平成17年10月１日
至　平成18年９月30日)

１株当たり当期純利益金額   

当期純利益（千円） 119,265 210,933

普通株主に帰属しない金額（千円） － －

普通株式に係る当期純利益（千円） 119,265 210,933

期中平均株式数（株） 75,768 75,768

希薄化効果を有しないため、

潜在株式調整後１株当たりの当期純利益の

算定に含めなかった潜在株式の概要

　平成16年12月27日定時株主総会

決議によるストックオプション

（株式の数1,000株）

同左
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（重要な後発事象）

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）

当連結会計年度
（自　平成17年10月１日
至　平成18年９月30日）

１．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。その内容は「第４　提出会社の状況

　１．株式等の状況　(7) ストックオプション制度の

内容　（平成17年12月27日定時株主総会決議）」に記

載のとおりであります。

１．固定資産の譲渡

平成18年８月31日付の取締役会において、当社所有土

地及び建物の譲渡について決議し、平成18年10月27日

に物件を譲渡いたしました。譲渡の概要及び本件譲渡

による固定資産売却益計上見込額は次のとおりであり

ます。

(1）譲渡の概要

① 物件の概要

所在地　　東京都目黒区祐天寺二丁目1082-6

敷地面積　93.82㎡

地目　　　宅地

② 譲渡価額　85,804千円

③ 譲渡先　　株式会社スリーオーク

④ 譲渡の日程

契約書締結日　平成18年９月15日

物件引渡し日　平成18年10月27日 

(2) 平成19年度における本件譲渡による固定資産売却

益計上見込額　40,981千円

２．リース契約の締結

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
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