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１．18 年９月中間期の連結業績（平成 18 年４月１日～平成 18 年９月 30 日） 

(1) 連結経営成績                   （百万円未満の金額は切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９月中間期 ― ― ― ― ― ― 

17年９月中間期 ― ― ― ― ― ― 

18年３月期 ― ― ― ― ― ― 
 

 中間(当期)純利益 １株当たり中間(当期)純利益
潜在株式調整後１株当 

たり中間(当期)純利益 
百万円 ％ 円  銭 円  銭

18年９月中間期 ― ― ― ― 

17年９月中間期 ― ― ― ― 

18年３月期 ― ― ― ― 
（注）①持分法投資損益   18 年９月中間期 －百万円 17 年９月中間期 －百万円 18 年３月期 －百万円 

②期中平均株式数(連結)18 年９月中間期 110,683 株 17 年９月中間期 －株 18 年３月期 －株 

③会計処理の方法の変更  無 

④平成18年９月期は中間期末日が連結子会社の支配獲得日であり、中間連結貸借対照表のみが連結対象となるため記載しておりませ

ん。 

⑤平成19年３月期が連結財務諸表作成の初年度であるため、平成17年９月中間期及び平成18年３月期は記載しておりません。 
 

(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月中間期 4,636 645 13.5 5,355  32 

17年９月中間期 ― ― ― ― 

18年３月期 ― ― ― ― 
（注）①期末発行済株式数(連結)18 年９月中間期 116,469 株 17 年９月中間期 －株 18 年３月期 －株 

②平成19年３月期が連結財務諸表作成の初年度であるため、平成17年９月中間期及び平成18年３月期は記載しておりません。 
 

(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月中間期 ― ― ― ― 

17年９月中間期 ― ― ― ― 

18年３月期 ― ― ― ― 
（注）①平成 18 年９月期は中間期末日が連結子会社の支配獲得日であり、中間連結貸借対照表のみが連結対象となるため記載しておりま

せん。 

②平成19年３月期が連結財務諸表作成の初年度であるため、平成17年９月中間期及び平成18年３月期は記載しておりません。 
 
(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 １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) １社  (除外) ―社   持分法(新規) ―社  (除外) ―社 
 

２．19 年３月期の連結業績予想（平成 18 年４月 1 日～平成 19 年３月 31 日） 

 売  上  高 経 常 利 益 当 期 純 利 益 
百万円 百万円 百万円

通  期 6,311 125 150 
（参考）１株当たり予想当期純利益（通期） 1,287 円 90 銭 

※上記に記載した予想数値は、現時点で入手可能な情報に基づき判断した見通しであり、多分に不確定な要素を含んでおります。実際の

業績等は、業況の変化等により、上記予想数値と異なる場合があります。なお、上記予想に関する事項は添付資料の６ページ「3.経営

成績及び財政状況 (3)通期の見通し」をご参照下さい。 

- 1 - 



１．企業集団の状況 

当社グループは、当社、当社の子会社である㈱フーディアム・インターナショナルで構成されており、フラン

チャイズ加盟店として飲食店の経営及び取引先フランチャイズ本部との契約に基づきエリアフランチャイズ本部

として地域毎の加盟開発や加盟店運営指導等の事業活動を展開しております。また、自ら開発した飲食業態につ

いて、フランチャイズ本部の運営も行っております。 

 

〔事業系統図〕 

当社グループの状況を事業系統図によって示すと次のとおりとなります。 

 

フランチャイズ本部運営の権利提供

フランチャイズ本部

㈱ タスコシステム ㈱ レックスホールディングス

当　　　　　　　　　　　　　社

フランチャイズ加盟店運営の
権利提供

フランチャイズ加盟店

お　　客　　様

％1.16 

資本関係

取引関係

食材の仕入れ

食材の仕入れ

㈱ フーディアム・インターナショナル

フランチャイズ加盟店運営の
権利提供

フランチャイズ加盟店

％67.6 

飲食の提供 飲食の提供

飲食の提供

飲食の提供

㈱ コストイズ
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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、飲食業を通じてお客様と従業員が共に感動を分かち合い、共有できる環境を提供するとい

う考えのもとに「感動共有業」を経営理念に掲げ、お客様、フランチャイズ加盟店、従業員、取引会社など当

社をとりまくすべての方々と感動を共有することにより、顧客満足度を極大化することを目指しております。 

当社グループは事業展開の手段としてフランチャイズビジネスという手法を活用いたしております。複数の

飲食ブランドに取り組み、店舗経営及びフランチャイズ本部運営を通じて蓄積していくノウハウを活かして、

多くのお客様に「食」を通じて楽しんでいただける事業が、社会発展につながるものと考えております。 

 

(2) 会社の利益配分に関する基本方針 

当社は、可能な限り安定的な配当水準を維持することを配当政策の基本としており、設備投資やキャッシ

ュ・フローの状況を勘案のうえ、業績への連動性を重視した利益配分を行うことを基本方針としております。 

内部留保金については、中長期的な視点に立ち、新規出店や業態開発などの設備投資並びに財務体質の強化

などに活用し、企業価値の向上を図っていく所存であります。 

 

(3) 投資単位の引下げに関する考え方及び基本方針 

当社では、株式流動性の向上及び株主数の増加を図るべく、平成14年５月20日をもって１株を５株に分割い

たしました。当中間期末時点の当社の株主数は7,364名であり、１年前の前中間期末時点の約2.4倍に増加して

おります。 

今後、さらなる投資単位の引下げにつきましては、株価推移や業績等の財務状況を勘案して検討してまいり

ます。 

 

(4) 目標とする経営指標 

当社は、継続的な事業の拡大を通じて企業価値を高めていくことを経営の目標に掲げております。経営指標

としては、事業及び企業の収益力を表す各利益項目を重視し、これらの拡大を目指しております。 

 

(5) 中長期的な会社の経営戦略 

当社の事業戦略の核はマルチブランドフランチャイズ戦略であります。ターゲットとなる顧客層ごとに、年

齢、客単価、立地などの要素から各業態のポジショニングを設定し、複数の業態に取り組むことでリスク分散

を図り、消費者の支持を勝ち取ることを目指します。エリアフランチャイズ本部の運営を通じて得た豊富な経

験と様々なノウハウをもとに、自らがフランチャイズ本部となり、質において 高のフランチャイズ本部を構

築することを 大の目標といたします。 

今後、再成長を目指すにあたり、コーポレート・メッセージとして「経営理念である“感動共有業”の具現

化にむけて３つの“Ｉ”（アイ）の実践」を掲げております。３つの“Ｉ”（アイ）とは、それぞれ以下のと

おりであります。 

①Intercommunity 「共有、共同」という意味を有し、主として当社とフランチャイズ加盟店との関係に

ついて表しております。 

②Innovation 「変革」という意味から、新規業態開発を指します。 

③Investment 「投資」という意味を表し、業務提携やＭ＆Ａなどによる事業拡大であります。 

具体的な方向性としては、以下のとおりであります。 

〔既存ブランドのブランド力向上〕 

 既存ブランド「牛角」「とりでん」において、より魅力的なメニュー開発や改装などのブランド力の向

上に努めます。店舗設備、商品力及びサービス力すべてを原点に立ち返って見直すと共に、本部、直営店、

フランチャイズ店舗が一体となって業績改善に取り組める体制を目指してまいります。 

〔新規ブランド開発〕 

 新たに取り組んでいる居酒屋業態「おだいどこ」について、直営店の出店に加えフランチャイズ店舗の

出店も促進し、ブランドとして確立を目指します。また、自社開発や業務提携等により、積極的にブラン

ド開発を行ってまいります。 

〔事業拡大〕 

 事業拡大を図るため、当社の持つ経験、強みを活かせるような事業提携やＭ＆Ａを積極的に取り組んで

まいります。 

 

また、平成18年10月27日付「株式移転による純粋持株会社設立に関するお知らせ」でお知らせしましたとお

り、株式移転方式にて純粋持株会社「株式会社アスラポート・ダイニング」を設立し、持株会社体制へ移行す

る予定であります。完全親会社となる「株式会社アスラポート・ダイニング」を中心に、経営の効率化と新た

な事業機会の創出を図り、成長力を強化してまいります。グループ全体の戦略策定、経営資源の配置及び子会
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社の管理を行い、子会社は自社の事業領域の範囲内で意思決定を行い、事業価値の拡大を目指してまいります。

純粋持株会社と子会社の責任と権限を明確にすることで、グループ価値の向上を目指してまいります。 

 

(6) 会社の対処すべき課題 

今後の経済環境は、積極的な個人消費増加の兆候が見られるなど、引き続き景気回復傾向を持続するものと

思われますが、外食業界については、特別減税の廃止による家計の不安や原油価格高騰による物価上昇の懸念

などの不安要素もぬぐえないことなどから、本格的な回復を見込むまでには至らない状況にあると思われます。

市場規模も縮小していくなかで、価格競争、出店競争などが一層激化すると考えられます。そのような状況を

踏まえ、当社は下記の事項を課題とし、対処してまいります。 

ａ．既存店業績の回復 

店舗数の大半を占める「牛角」「とりでん」の業績回復に注力し、出店促進につなげてまいります。そ

のためには、以下のことに注力いたします。 

①食材の安定確保と高い商品力をもったメニューの開発 

②スーパーバイジング機能の強化 

ｂ．機能的な組織の構築 

依然として厳しい外食企業を取り巻く環境に対処していくために、様々な経営課題に対して、迅速かつ

効果的に対処していくことが求められます。その実現のために以下のことに取り組みます。 

①質の高い人材の採用と戦力化のための教育 

②迅速かつ 適な意思決定 

③ナレッジマネジメントの活用 

ｃ．強固な収益構造の確立 

早期に業績を改善し、企業価値、株主価値を高めていくための収益構造の強化を図る必要があります。

そのために特に以下のことに注力します。 

①店舗収益を確保するための原価管理、人件費管理の見直し 

②収益改善効果を見込むための店舗の改装、改修 

③全社的なコストの見直し 

 

(7) 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 

 

当社は平成18年８月31日付で㈱フーディアム・インターナショナルの株式を取得し、同社を子会社化いたしま

したが、当中間会計期間では中間貸借対照表のみが連結の対象となりますので、以下の経営成績及び財政状態に

つきましては、当社単独の状況を記載しております。 

 

(1) 経営成績 

当中間会計期間におけるわが国の経済環境は、原油価格高騰などのマイナス要因があったものの、企業収益

回復による設備投資額の増加や雇用情勢の改善などにより、景気は回復傾向が続きました。一方、外食産業に

おきましては、大手企業の事業再編や中食業態の台頭など、競合は激化しており、依然として厳しい環境にあ

ります。 

このような状況のなか、当社は前期において負の遺産を一掃するとともに経営体制を一新し、再成長への準

備を整えました。その上で、既存業態の業績改善と新規業態の開発・出店並びに積極的な事業拡大をすすめる

ことで、再成長を目指して活動いたしました。 

店舗業績の向上に注力したことで、既存店業績においては計画を上回る水準で推移いたしました。輸入が再

開された米国産牛肉に対する消費者の不安感が根強いことから、当社は総本部と協力して豪州産などの牛肉の

供給量の確保に努めました。その結果、物流部門の売上高が増加しましたが、そのための調達コストもあわせ

て計上しております。 

新規業態の開発・出店につきましては、当初計画どおり居酒屋業態「おだいどこ」を２店舗出店したほか、

新規業態の実験店舗として「韓式旨辛鍋 辛（sin）」「ＰＡＳＴＡ＆ＰＡＳＴＡ カフェテリア」の２店舗を

出店しております。これら新規業態の実験店舗の出店に伴う経費増加が計画を上回ったため、利益に影響を及

ぼしましたが、今後の当社業績向上のために必要なものと認識しつつ、更なる検証・改善を重ね、新規業態と

して確立してまいります。 

また、中間純利益の増加に関しては、前期において計上した店舗閉店等にかかる解体コストについて、積極

的にコストカットの交渉を行った努力が結実し、見積もり額との差額が戻入益として計上されております。 

この結果、当中間会計期間の売上高は 2,705 百万円（前年同期比 10.0％増）、営業利益 53 百万円（前年同期

営業損失 248 百万円）、経常利益 27百万円（前年同期経常損失 294 百万円）、中間純利益 64 百万円（前年同期

中間純損失 1,511 百万円）となりました。 

 

事業の種類別セグメントの業績は以下のとおりであります。 

 〔店舗運営事業〕 

直営店の新規出店は「牛角」１店舗、「おだいどこ」２店舗、計３店舗となりました。「おだいどこ」

については、繁華街型に加えて郊外型の実験店舗も含まれており、出店余地の拡大を図っていく考えであ

ります。また、閉店、業態変更等で計４店舗が減少しており、店舗数合計は 25 店舗となっております。 

店舗業績改善の施策としては、主力の牛角事業について、新たなコースメニューとしてオーダーバイキ

ング方式の「ビュッフェコース」の開発に取り組み、当社直営店での検証を進めました。その結果、実験

導入店舗では、売上高前年同期比が 100％を大きく上回る結果を得られたこと、原価率の上昇も 小限に抑

えられることなどからフランチャイズ店舗へも導入することとなりました。 

この結果、店舗運営事業の売上高は 1,040 百万円（前年同期比 1.3％増）となり、期初計画を若干上回り

ました。 
 

 〔フランチャイズ本部事業〕 

牛角事業において、直営店で検証した「ビュッフェコース」の導入を決定いたしました。導入時期は９

月となったため当中間会計期間への寄与は軽微でありますが、直営店の実験導入店舗の実績から効果が表

れるものと捉えております。なお、導入に際しては、本部にて定める基準を満たすことを条件としてお

り、10 月のスタート時点で 51 店舗にて導入となっております。 

 フランチャイズ店舗の新規出店は、「牛角」２店舗、「おだいどこ」１店舗、計３店舗となりました。

「おだいどこ」はフランチャイズ店舗の第１号店であり、大阪で有数の居酒屋激戦区（大阪府吹田市・江

坂駅前）での出店ですが、順調な売上で推移しております。今後もフランチャイズ店舗出店については積

極的に進める計画であります。一方、閉店・譲渡などにより 17 店舗が減少しており、当中間期末時点のフ

ランチャイズ店舗数は 325 店舗、フランチャイズ加盟契約件数は 610 件となりました。 

この結果、フランチャイズ本部事業の売上高は 1,355 百万円（前年同期比 30.7％増）となりました。 
 

 〔ソリューション事業〕 

ソリューション事業においては、主として販売促進支援に取り組んでおり、フランチャイズ店舗並びに

他の飲食企業へ対してＷＥＢＤＭシステムを用いた販促提案を中心に活動いたしました。フランチャイズ
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加盟店舗の本システム導入店舗数は全体の 45.5％となっております。また、社外のデザイナーを活用して

魅力的かつ効果的なＤＭや折込チラシを提案することで、１店舗当たりの受注額を増加させるとともに、

店舗での回収率を上げることにもつなげました。 

この結果、ソリューション事業の売上高は 309 百万円（前年同期比 21.6％減）となりました。 

 

(2) 財政状態 

①資産、負債及び純資産の状況 

資産の状況につきましては、子会社株式の取得により関係会社株式が 766 百万円増加する一方、現金及び

預金が 545 百万円減少し、前期末比 53 百万円増加した結果、3,619 百万円となりました。 

負債の状況につきましては、割賦購入未払金の減少などにより前期末比 486 百万円減少し、2,995 百万円と

なりました。 

純資産につきましては、新株予約権の権利行使及び中間純利益の計上などにより、623 百万円となりました。 

 

②キャッシュ・フローの状況 

当中間会計期間の現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、期首資金残高に比べて 545 百万円減

少し当中間会計期間末には 1,088 百万円（前年同期比 18.2％増）となりました。 

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

当中間会計期間において営業活動の結果使用した資金は、120 百万円（前中間期は 116 百万円の獲得）と

なりました。これは、主にリース資産減損勘定の取崩額によるものであります。 

（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

当中間会計期間において投資活動の結果使用した資金は、647 百万円（前中間期は 71 百万円の使用）と

なりました。これは、主に子会社株式の取得のための支払いによるものであります。 

（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

当中間会計期間において財務活動の結果得られた資金は、222 百万円（前中間期は 446 百万円の獲得）と

なりました。これは、主に新株予約権の権利行使によるものです。 

なお、キャッシュ・フロー指標のトレンドは、下記のとおりであります。 

 15年３月期 16年３月期 17年３月期 18年３月期 18年９月中間期

自己資本比率（％） 23.3 11.4 15.1 2.3 17.2

時価ベースの自己資本比率（％） 23.1 66.0 58.6 157.1 143.5

債務償還年数（年） ― 7.5 5.5 40.1 ―

インタレスト・カバレッジ・レシオ ― 5.5 6.8 0.6 ―

（注）時価ベースの自己資本比率：株式時価総額／総資本 

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、いずれも単体ベースの財務数値により算出しております。 

※株式時価総額は、期末株価終値×期末発行済株式数（自己株式控除後）により算出しております。 

※営業キャッシュ・フローはキャッシュ・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、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すべての負債を対象としており

ます。また、利払いについては、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) 通期の見通し 

今後のわが国の経済環境は、一段と景気回復の傾向が継続し、個人消費もより明るい兆しが見えてくるもの

と思われます。しかしながら外食業界におきましては、食の安全性に係る諸問題や引き続き業態を越えた競合

が激化するなど、まだまだ厳しい状況下で推移するものと予想されます。 

このような認識のもと、平成 19 年３月期の当社単独の業績につきましては、当初予想のとおり、売上高

4,308 百万円、経常利益 157 百万円、当期純利益 137 百万円を見込んでおります。 

また、当中間会計期間より連結子会社となる㈱フーディアム・インターナショナルにつきましては、当初の

予定通り両社の持つ強みによる相乗効果の実現を目指し、グループ価値の増大につなげてまいります。同社の

主力ブランドは居酒屋「串特急」ですが、首都圏においては好立地の店舗が多数であることから、当社の多店

舗の経験やソリューション事業で培った販売促進のノウハウを利用することで、さらなる向上が可能であると

考えております。 

上記のことから、通期の連結の業績見通しにつきましては、売上高 6,311 百万円、経常利益 125 百万円、当

期純利益 150 百万円となる見込みであります。なお、経常利益に関しては、のれん償却額を勘案しております。 

 

- 6 - 



(4) 事業等のリスク 

当社グループの経営成績、株価及び財務状況等に影響を及ぼす可能性のあるリスクには以下のようなものが

あります。 

なお、文中における将来に関する事項は、平成19年３月期中間決算短信発表日(平成18年11月17日)現在にお

いて当社が判断したものであります。 

ａ．経済状況 

当社グループの営業収入のうち、重要な部分を占めるフランチャイズ・チェーン事業における飲食店舗

の需要は、当社グループが直営店及び加盟店を出店している地域の経済状況あるいは食文化の影響を受け

ます。顧客にとって当社グループ飲食店舗において飲食することは、必要不可欠なことであるとは言えま

せん。同様に当社グループの保有する飲食ブランドへの加盟の需要は、市場における経済状況の影響を受

けます。従いまして、日本全国の主要市場における景気後退及びそれに伴う需要の縮小は、当社グループ

の業績及び財務状況に悪影響を及ぼす可能性があります。 

また、当社グループの事業は、競合他社が資材調達あるいは出店展開する地域の経済状況から間接的に

影響を受ける場合があります。例えば、競合他社がより低廉な資材調達をした場合、当社グループと同種

の商品より低価格で商品提供できることになり、その結果、当社グループの売上が悪影響を受ける可能性

があります。更に、原材料を製造する地域の現地通貨が下落した場合、当社グループのみならず他のメー

カーでも、製造原価が下がる可能性があります。このような傾向により、価格競争が熾烈化し、いずれも

当社グループの業績と財務状況に悪影響を及ぼす可能性が生じることになります。 

 

ｂ．新商品、新ブランド開発力 

当社グループは、フランチャイズ・チェーン事業において既存の主力ブランドのほかにizakaya-dining

「おだいどこ」をはじめとする新ブランドの市場投入を行っております。当社グループは、既存ブランド

の新商品と今後市場投入する新規ブランドによる収入が、引き続き当社グループ収入のかなりの部分を占

めると考えており、将来の成長は主にこれらの開発とブラッシュアップに依存すると予想しております。 

当社グループは継続して斬新で魅力ある新商品、新ブランドを開発できると考えておりますが、当社グ

ループが属する業界は、多様化する顧客ニーズをいち早くキャッチし、これを反映した訴求力のある商品

並びにサービスを提供していくという、急速な変化により特徴付けられております。新商品並びに新ブラ

ンドの開発と投入のプロセスは、その性質から複雑かつ不確実なものであり、以下をはじめとする様々な

リスクが含まれます。 

①新商品や新ブランドへの投資に必要な資金と資源を今後十分充当できる保証はありません。 

②長期的な投資と大量の資源投入が、成功する新商品又は新ブランドの創造へつながる保証はありませ

ん。 

③当社グループが市場からの支持を獲得できる新商品又は新ブランドを正確に予想できるとは限らず、

またこれらの市場投入が成功する保証はありません。 

④新たに開発した商品あるいはブランドが、独自の知的財産権として保護される保証はありません。 

⑤消費者の嗜好の変化により、当社グループ商品あるいはブランドが時代のニーズに合わなくなる可能

性があります。 

⑥現在開発中の新商品あるいは新ブランドの商品化遅れにより、市場の需要について行けなくなる可能

性があります。 

上記のリスクをはじめとして、当社グループが業界と市場の変化を十分に予測できず、魅力ある新商品

あるいは新ブランドを開発できない場合には、将来の成長と収益性を低下させ、業績と財務状況に悪影響

を及ぼす可能性があります。 

 

ｃ．価格競争 

新ブランドあるいは新商品の開発には多額の費用が掛かりますが、競合する模倣者はこのような費用を

負担しておりません。激化する価格低減競争の環境下で、当社グループは低コスト・低予算の競合先に対

して市場シェアを維持もしくは拡大し、収益性を保つことができない可能性があります。 

 

ｄ．海外における資材の調達に潜在するリスク 

当社グループの食材調達の大部分は、業務提携先が事業展開をする米国、オーストラリア、ヨーロッパ

並びにアジアの発展途上市場や新興市場等の日本国外でも行われております。これらの海外市場における

資材調達には以下に掲げるようないくつかのリスクが内在しております。 

①不測の事態による資材の調達不能あるいは調達不足 

②予期しない法律又は規制の制定あるいは変更 

③不利な政治又は経済要因 

④人材の採用と確保の難しさ 
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⑤未整備の技術インフラが、現地における製造等の活動に悪影響を及ぼし、当社グループの提供商品や

サービスに対する顧客の支持を低下させる可能性 

⑥参入障壁となる不公平税制の影響 

⑦テロ、戦争、その他の要因による社会的混乱 

⑧異常気象、疫病等の要因による生産量の低下あるいは禁輸措置 

当社グループ及び業務提携先はコスト削減及び安定的資材調達のために、海外市場での取引及び事業展

開をしておりますが、現地における政治又は法環境の変化、労働力の不足、ストライキ、経済状況の変化

など、予期せぬ事象により生産設備の管理やその他の事業の遂行に問題が生じる可能性があります。更

に、ＢＳＥ（牛海綿状脳症）をはじめとする食材の禁輸措置による著しい調達不能状態や、ＳＡＲＳ（重

症急性呼吸器症候群）の蔓延に代表される伝染病による渡航制限あるいは現地従業員の出張禁止に伴う生

産の遅れ、部品調達や工場操業が困難になるなどの問題が発生する可能性があります。従いまして、これ

らの事象は業績と財務状況に悪影響を及ぼす可能性があります。 

 

ｅ．特定企業の業績への依存 

当社グループのフランチャイズ･チェーン事業におけるエリアフランチャイズ事業は、提供する製品の企

画あるいはサービスをフランチャイズ本部の指示に基づきこれを行わなければならず、これらにより市場

に確立されるブランドイメージは、その顧客企業の業績や当社グループが管理できない要因により大きな

影響を受けます。また、フランチャイズ本部の業績不振、予期しない契約の打ち切りは、当社グループの

業績と財務状況に悪影響を及ぼす可能性があります。 

 

ｆ．キーパーソンの確保や育成 

当社グループの将来の成長と成功は有能な店長やキーパーソンに大きく依存するため、スキルの高い店

長やその他のキーパーソンの新たな確保と育成は当社グループの成功には重要であり、キーパーソンを確

保又は育成できなかった場合には、当社グループの将来の成長、業績及び財務状況に悪影響が及ぶ可能性

があります。 

一方、経験を持つ有能な店長あるいは社員の積極的な採用は、採用コストと人件費を時には大きく押し

上げる可能性があります。また、既存従業員の継続的な再研修はコストの増加を伴う可能性があります

が、高水準の技術革新と進歩を維持するために必要となる可能性があります。これらのコストの増加は当

社グループの業績と財務状況に悪影響を及ぼす可能性があります。 

 

ｇ．知的財産保護の限界 

当社グループは他社商品あるいは業態（ブランド）と差別化できる技術とノウハウを蓄積してまいりま

したが、このような当社の知的財産である当社独自の業態、技術及びノウハウの一部を第三者が利用して

類似した製品を製造したり、類似した業態の店舗営業をするのを効果的に防止できない可能性がありま

す。また、他社が類似するもしくは当社グループより優れている商品やサービスを開発したり、当社グル

ープのノウハウや企業秘密を模倣又は解析調査することを防止できない可能性があります。更に、当社グ

ループの現在あるいは将来の商品又は技術、業態（ブランド）は、将来的に他社の知的財産権を侵害して

いるとされる可能性があります。 

 

ｈ．食中毒及び製造物責任を問われる可能性 

当社グループはフランチャイズ・チェーン事業運営に当たっては、統一的マニュアルに従い、衛生等の

品質管理基準に従って各種の製品を製造又は加工並びに商品の提供とサービスをしております。しかし、

全ての製品、商品又はサービスについて欠陥が無く、将来に食中毒あるいはクレームや事故が発生しない

という保証はありません。このようなリスクに対して補償を受けられる保険に加入しておりますが、この

保険が 終的に負担する賠償額を十分にカバーできるという保証はありません。更に、引き続き当社グル

ープがこのような保険に許容できる条件で加入できるとは限りません。大規模な食中毒発生や製造物責任

賠償につながるような製品・商品の欠陥は、多額のコストや当社の評価に重大な影響を与え、それにより

売上が低下し、当社グループの業績と財務状況に悪影響が及ぶ可能性があります。 

 

ｉ．他社との提携あるいはＭ＆Ａ等の成否 

当社グループは事業範囲拡大のため、業務提携あるいはＭ＆Ａを行っております。当社グループは引き

続きこのような機会を前向きに活用する予定であります。しかし、経営、財務、人材はその他の理由によ

りグループ化による期待したシナジー効果を十分に享受できない場合は、当社グループの業績と財務状況

に悪影響が及ぶ可能性があります。 
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ｊ．公的規制 

当社グループは、日本及び当社グループ取引先の事業展開する各国において、事業・投資の許可、関税

をはじめとするその他の輸出入に関する規制等、様々な政府規制の適用を受けております。また、通商、

独占禁止、特許、消費者、租税、為替管理、環境・リサイクル関連の法規制の適用も受けております。こ

れらの規制は、当社グループ及び当社グループ取引先のコストの増加につながる可能性があります。従い

まして、これらの規制は当社グループの業績と財務状況に悪影響を及ぼす可能性があります。 

 

ｋ．災害や停電等による影響 

当社グループは人的災害に対する潜在的なマイナス影響を 小化するために、全ての直営店並びに加盟

店の設備における定期的な災害防止検査と設備点検を行っております。しかし、災害、停電又はその他の

当社グループのコントロールできない人災、天災による影響を完全に防止又は軽減できる保証はありませ

ん。例えば当社グループが炭火焼肉酒家「牛角」のエリアフランチャイズ権を持つ東海地区において、大

規模な地震やその他商品提供を困難にする事態が生じたり、顧客が外食を避ける伝染病等の事象が発生し

た場合、当該エリアの収益は著しく低下する可能性があります。 

 

ｌ．訴訟提起あるいは確定判決による影響 

当社グループは営利を目的として事業を為す法人として、加盟店をはじめ、取引先及びエンドユーザー

との間に、直接的あるいは間接的に法律関係を確立しております。他方、経済活動を為す法人として意図

しない第三者との間に何らかの法律関係が成立したり、法律関係を認められる場合があります。取引の相

手方との法律関係は、常にWin-Winの関係を目指しておりますが、ときに利害関係が衝突し取引の相手方か

らあるいは不測の第三者から訴訟を提起される可能性があります。このような提訴事件及び訴訟における

確定判決について、当社グループの業績と財務状況に悪影響を及ぼす可能性があります。 

 

ｍ．顧客情報に代表される個人情報の漏洩による影響 

当社グループは、顧客情報をはじめとする大量の個人情報（以下「個人情報」という。）を保有並びに

管理しております。個人情報の取扱い並びに管理については、取扱責任者の選定、取扱場所並びに管理場

所の物理的隔離並びにそれぞれの場所への入室権限者の選定及び入退出管理をするのみならず、コンピュ

ータシステム上の社内における個人情報へのアクセス許可者の選定によるアクセス制限をするとともに、

社内管理マニュアルを策定し、利用並びに保管に関して厳重な管理を行っております。これは平成17年４

月１日施行の個人情報の保護に関する法律（以下「個人情報保護法」という。）に基づく、個人情報のよ

り厳格な管理の要請に対応するものであり、継続的な見直しにより社内体制を整備し運用をしているもの

であります。 

このように、当社は個人情報保護法の施行に対応し社内体制の整備、運用しておりますが、予想外のル

ート等により個人情報が漏洩した場合は、当社グループの信用に影響を与えるのみならず、関係当局から

の行政処分、損害賠償の請求等がなされ、当社グループの経営成績及び財政状態に影響を与える可能性が

あります。 
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４．中間連結財務諸表等 

(1) 中間連結財務諸表 

①中間連結貸借対照表 
当中間連結会計期間末 

  
（平成18年９月30日） 

区分 
注記 
番号 

金額（千円） 
構成比
（％）

（資産の部）  

Ⅰ 流動資産  

１．現金及び預金  1,266,226

２．売掛金  546,650

３．たな卸資産  52,192

４．その他  233,611

５．貸倒引当金  △31,476

 流動資産合計  2,067,203 44.6

Ⅱ 固定資産  

１．有形固定資産  

(1) 建物及び構築物 ※１，２ 610,667

(2) その他 ※１，２ 179,107 789,774 17.0

２．無形固定資産  

(1) のれん  717,718

(2) その他  59,759 777,477 16.8

３．投資その他の資産  

(1) 敷金・保証金  860,073

(2) その他  205,548

(3) 貸倒引当金  △63,776 1,001,845 21.6

 固定資産合計  2,569,097 55.4

 資産合計  4,636,301 100.0
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当中間連結会計期間末 

  
（平成18年９月30日） 

区分 
注記 
番号 

金額（千円） 
構成比
（％）

（負債の部）  

Ⅰ 流動負債  

１．買掛金  255,392

２．短期借入金 ※２ 876,552

３．未払金  459,367

４．賞与引当金  12,600

５．その他  712,417

 流動負債合計  2,316,329 50.0

Ⅱ 固定負債  

１．社債  300,000

２．長期借入金  724,348

３．預り保証金  451,011

４．退職給付引当金  10,947

５．その他  187,708

 固定負債合計  1,674,015 36.1

 負債合計  3,990,344 86.1

  

（純資産の部）  

Ⅰ 株主資本  

１．資本金  2,409,084 52.0

２．資本剰余金  239,175 5.1

３．利益剰余金  △2,025,321 △43.7

４．自己株式  △1,468 △0.0

 株主資本合計  621,469 13.4

Ⅱ 評価・換算差額等  

１．その他有価証券評価差額金  2,259 0.0

 評価・換算差額等合計  2,259 0.0

Ⅲ 新株予約権  200 0.0

Ⅳ 少数株主持分  22,027 0.5

 純資産合計  645,956 13.9

 負債・純資産合計  4,636,301 100.0
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②中間連結損益計算書 

中間連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項１．に記載のとおり、連結子会社の中間貸借対照表の

みが連結対象であるため、中間連結損益計算書は作成しておりません。 

 

 

③中間連結株主資本等変動計算書 

中間連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項１．に記載のとおり、連結子会社の中間貸借対照表の

みが連結対象であるため、中間連結株主資本等変動計算書は作成しておりません。 

 

 

④中間連結キャッシュ・フロー計算書 

中間連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項１．に記載のとおり、連結子会社の中間貸借対照表の

みが連結対象であるため、中間連結キャッシュ・フロー計算書は作成しておりません。 
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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 
当中間連結会計期間 

（自 平成18年４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        １社

  連結子会社の名称 

   ㈱フーディアム・インターナショナル

  平成18年８月31日の株式の取得に伴

い、当中間連結会計期間より連結子会

社となっております。なお、当中間連

結会計期間末を支配獲得日とみなした

ため、当中間連結会計期間は中間貸借

対照表のみを連結しております。 

(2) 非連結子会社の名称等 

  非連結子会社の名称 

   ㈲山桜開発 

  （連結の範囲から除いた理由） 

   非連結子会社１社は、小規模であ

り、合計の総資産、売上高、中間純

損益（持分に見合う額）及び利益剰

余金（持分に見合う額）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。

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

（㈲山桜開発）は、中間純損益（持分に見

合う額）及び利益剰余金（持分に見合う

額）等からみて、持分法の適用から除いて

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、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

日等に関する事項 

 連結子会社である㈱フーディアム・イン

タナショナルの中間決算日は12月31日であ

ります。 

 中間連結財務諸表の作成に当たっては、

中間連結決算日現在で実施した仮決算に基

づく中間財務諸表を使用しております。 

(1) 重要な資産の評価基準及び評価方法 

 ①有価証券 

  その他有価証券 

   時価のあるもの 

    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) 

   時価のないもの 

    移動平均法による原価法 

 ②デリバティブ 

   時価法 

４．会計処理基準に関する

事項 

 ③たな卸資産 

  商品・貯蔵品 

   終仕入原価法 
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項目 
当中間連結会計期間 

（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

(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 

  定率法によっております。 

  なお、子会社については、定額法によ

っております。 

  主な耐用年数は以下のとおりでありま

す。 

   建物・構築物    ２年～42年 

   機械装置・車両運搬具・工具器具備

品          ２年～15年

 ②無形固定資産 

  自社利用のソフトウェアについては、

社内における利用可能期間（５年）に

基づく定額法によっております。 

(3) 重要な引当金の計上基準 

 ①貸倒引当金 

  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。 

 ②賞与引当金 

  連結子会社は従業員に対して支給する

賞与の支出に充てるため、将来の支給

見込額のうち当中間連結会計期間の負

担額を計上しております。 

 ③退職給付引当金 

  連結子会社は従業員の退職金の支給に

備えるため、当中間連結会計期間末に

おける退職給付債務に基づき計上して

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。 

(5) 重要なヘッジ会計の方法 

 ①ヘッジ会計の方法 

  繰延ヘッジ処理を採用しております。

  金利スワップについて特例処理の条件

を満たしている場合には特例処理を採

用しております。 

 ②ヘッジ手段とヘッジ対象、ヘッジ方針

 

  内部規程に基づき、金利変動リスクを

ヘッジしております。 

   ヘッジ手段  金利スワップ 

   ヘッジ対象  借入金 

   ヘッジ対象  借入金 
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項目 
当中間連結会計期間 

（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

 ③ヘッジ有効性評価の方法 

   ヘッジ対象のキャッシュ・フロー変

動の累計とヘッジ手段のキャッシュ・

フロー変動の累計を比較し、その変動

額の比率によって有効性を評価してお

ります。 

   但し、特例処理によっている金利ス

ワップについては、有効性の評価を省

略しております。 

(6) その他中間連結財務諸表作成のための

基本となる重要な事項 

 

  消費税等の会計処理 

   税抜方式によっております。 

５．中間連結キャッシュ・

フロー計算書における

資金の範囲 

 当中間連結会計期間は、中間貸借対照表

のみが連結対象であるため、中間連結キャ

ッシュ・フロー計算書は作成しておりませ

ん。 
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注記事項 

（中間連結貸借対照表関係） 

当中間連結会計期間末 

（平成18年９月30日） 

※１．有形固定資産の減価償却累計額 

 

 631,337千円 
 

※２．担保資産及び担保付債務 

   短期借入金（一年以内返済長期借入金 158,000

千円）の担保として下記資産を供しておりま

す。 

 

建物 2,714千円

土地 66,070千円

 計 68,784千円 
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（リース取引関係） 

ＥＤＩＮＥＴにより開示を行うため、記載を省略しております。 

 

 

（有価証券関係） 

当中間連結会計期間末（平成18年９月30日） 

 その他有価証券で時価のあるもの 

 取得原価 (千円) 
中間連結貸借対照表 

計上額（千円） 
差額 (千円) 

株式 1,500 5,310 3,810 

合計 1,500 5,310 3,810 

 

 

（デリバティブ取引関係） 

ＥＤＩＮＥＴにより開示を行うため、記載を省略しております。 

 

 

（ストック・オプション等関係） 

ＥＤＩＮＥＴにより開示を行うため、記載を省略しております。 
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（セグメント情報） 

１．事業の種類別セグメント情報 

当中間連結会計期間（自平成18年４月１日 至平成18年９月30日） 

中間連結損益計算書を作成していないため、該当事項はありません。 

 

２．所在地別セグメント情報 

当中間連結会計期間（自平成18年４月１日 至平成18年９月30日） 

中間連結損益計算書を作成していないため、該当事項はありません。 

 

３．海外売上高 

当中間連結会計期間（自平成18年４月１日 至平成18年９月30日） 

中間連結損益計算書を作成していないため、該当事項はありません。 

 

 

（１株当たり情報） 
当中間連結会計期間 

（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

１株当たり純資産額 5,355円32銭

なお、１株当たり中間利益金額及び潜在株式調整後１

株当たり中間純利益金額については、中間連結損益計算

書を作成していないため、記載しておりません。 

（注）１株当たり純資産額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。 
当中間連結会計期間 

（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

純資産の部の合計額（千円） 645,956 

純資産の部の合計額から控除する金額
（千円） 

22,227 

 (うち新株予約権) （200） 

 (うち少数株主持分) （22,027） 

普通株式に係る中間期末の純資産額 
（千円） 

623,729 

中間期末の普通株式の数（株） 116,469 
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（重要な後発事象） 
当中間連結会計期間 

（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

 当社は平成18年10月27日開催の取締役会おいて、｢資本

準備金の額の減少｣及び｢資本金の減少｣並びに｢株式移転

による純粋持株会社体制への移行｣について、次のとおり

平成18年12月８日開催予定の臨時株主総会に付議するこ

とを決議いたしました。 

１．資本準備金の額の減少 

 (1) 目的 

   当社は、会社法第448条第１項の規定に基づき、欠

損の補填を目的として、資本準備金の取り崩しを

行うものであります。 

 (2) 減少すべき資本準備金の額 

   資本準備金239,175千円のうち、全額を取り崩し、

欠損を補填いたします。 

 (3) 資本準備金取り崩しの日程 

  ①取締役会決議日     平成18年10月27日 

  ②株主総会決議日     平成18年12月８日(予定)

  ③債権者異議申述公告   平成18年12月11日(予定)

  ④債権者異議申述 終期日 平成19年１月11日(予定)

  ⑤効力発生日       平成19年１月12日(予定)

２．資本金の額の減少 

 (1) 目的 

   当社は、会社法第447条第１項の規定に基づき、欠

損の補填及び分配可能額の確保を目的として、資

本金の額の減少を行うものであります。 

 (2) 減少すべき資本金の額 

   資本金の額2,409,084千円を2,109,084千円減少し

て、300,000千円といたします。 

   減少すべき資本金の額2,109,084千円は、欠損の補

填及び分配可能額の確保に充てます。 

 (3) 資本金の額の減少の方法 

   払い戻しを行わない無償の減資とし、株式併合等

による発行済株式総数の減少は行いません。 

 (4) 減資の日程 

  ①取締役会決議日     平成18年10月27日 

  ②株主総会決議日     平成18年12月８日(予定)

  ③債権者異議申述公告   平成18年12月11日(予定)

  ④債権者異議申述 終期日 平成19年１月11日(予定)

  ⑤効力発生日       平成19年１月12日(予定)

３．株式移転による純粋持株会社体制への移行 

  株式移転の概要は次のとおりであります。 

 (1) 純粋持株会社設立の目的 

   当社は、｢３つのＩ（アイ）｣（①Intercommunity

（共有）、②Innovation（変革）、③Investment

（投資））をテーマに掲げ、再成長を目指してお

ります。今後、この再成長をさらに加速していく

ために、経営スピードを高め、柔軟な対応ができ

る体制を構築するため。 

 (2) 株式移転をなすべき時期 

   本株式移転をなすべき期日（株式移転期日）は平

成19年１月12日といたします。 

 (3) 株式移転比率 

   当社の普通株式１株に対して純粋持株会社の普通

株式１株を割当て交付いたします。 

 (4) 株式移転交付金 

   株式移転交付金の支払いは行いません。 
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当中間連結会計期間 

（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

 (5) 純粋持株会社の上場申請に関する事項 

   純粋持株会社は、大阪証券取引所（ヘラクレス市

場第）に上場（申請）を予定しております。な

お、純粋持株会社の上場に伴い、当社は上場廃止

となる予定であります。 

 (6) 純粋持株会社の概要 

  ①商号     ㈱アスラポート・ダイニング 

  ②事業内容 

   飲食事業等を営む会社の株式を所有することによ

る当該会社の事業活動の支配及び管理等 

  ③本店所在地  東京都港区 

  ④資本金    300,000千円 

 (7) 新株予約権の完全親会社への承継 

  ①旧商法第288条ノ20及び第280条ノ21の規定に基づ

き発行した第４回新株予約権については、会社法

第774条第４項に則り、完全親会社の新株予約権を

交付いたします。 

  ②交付される完全親会社の新株予約権の内容及び数

   ａ．完全親会社の新株予約権の内容及び数 

     新株予約権１個につき完全親会社の普通株式

272株 

   ｂ．新株予約権の行使時の払込金額 

     株式移転前における価額と同額といたしま

す。 

   ｃ．新株予約権を行使することができる期間 

     株式移転前における権利行使期間と同じとい

たします。 

   ｄ．新株予約権の行使条件 

     株式移転前における権利条件と同じといたし

ます。 

 (8) 新株予約権の消滅 

   当社が発行している第１回新株予約権、第２回新

株予約権、第３回新株予約権及び第５回新株予約

権については、当該各新株予約権の発行要領の定

め並びに会社法の施行に伴う関係法律の整備等に

関する法律の施行に伴う経過措置を定める政令第

13条第１項に基づき、当社が無償でこれを取得す

るものといたします。 
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