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                                                                                                   平成18年12月4日 

 

各      位 

                              会 社 名  シ ダ ッ ク ス 株 式 会 社      

       代表者名   代表取締役社長 志太  勤 一 

           （JASDAQ コード番号 ４８３７ ） 

     問合せ先  取締役 経理財務本部長 兼 IR 担当 

        荻 野  裕 

（TEL．０３－５７８４－８９０９ ） 

 

 

（訂正）平成19年3月期中間決算短信（連結）及び平成19年3月期個別中間財務諸表の概要の一部訂正について 

 

 平成18年11月27日に発表いたしました「平成19年3月期 中間連結決算（連結）」及び｢平成19年3月期 個別中間財務諸表の概

要｣について一部訂正すべき事項がありましたので、下記のとおり訂正いたします。なお、訂正箇所には下線を付しております。 

記 

平成19年3月期 中間決算短信（連結） 

1．平成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ページ） 

【訂正前】 

(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 

 

18年9月中間期 

17年9月中間期 

     百万円 

4,465 

2,716 

百万円

△8,498

△701

百万円 

191 

△2,954 

百万円

15,362

11,563

18年3月期      8,637 5,033 △6,970 19,203

 

【訂正後】 

(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 

 

18年9月中間期 

17年9月中間期 

     百万円 

4,567 

2,716 

百万円

△8,600

△701

百万円 

191 

△2,954 

百万円

15,362

11,563

18年3月期      8,637 5,033 △6,970 19,203

 

３. 経営成績及び財政状態（９ページ） 

【訂正前】 

（1）経営成績 

  （シダックス株式会社） 

（６行目） 

 当中間期においては、当社グループの事業優位である水平・垂直統合型グループ構造のもと「食」を中心とした事業展開を強化してお

ります。平成18年6月12日付で株式会社小林事務所より事業譲受、平成18年6月27日付でレストランホスピタリティＬＬＣ及び同社

を通じてアールエー/パティナＬＬＣを子会社化、＜中略＞ 基本合意を締結するなど事業領域の拡大を図ってまいりました。 

 

【訂正後】 

（1）経営成績 

  （シダックス株式会社） 



 

- 2 - 

（６行目） 

 当中間期においては、当社グループの事業優位である水平・垂直統合型グループ構造のもと「食」を中心とした事業展開を強化してお

ります。平成18年6月12日付で株式会社小林事務所より事業譲受、平成18年6月28日付でレストランホスピタリティＬＬＣ及び同社

を通じてアールエー/パティナＬＬＣを子会社化、＜中略＞ 基本合意を締結するなど事業領域の拡大を図ってまいりました。 

 

３. 経営成績及び財政状態（10、11ページ） 

【訂正前】 

（2）財政状態 

 （営業活動によるキャッシュ・フロー） 

   当中間連結会計期間において営業活動の結果、4,465百万円の資金増加となりました。前中間連結会計期間に比べ営業活動による収

入が1,749百万円増加（前年同期比64.4％増加）いたしました。これは主に、業績が順調に進捗していることにより税金等調整前中

間純利益が1,194百万円増加、仕入債務及び未払金が600百万円増加したことなどによります。 

 （投資活動によるキャッシュ・フロー） 

   当中間連結会計期間において投資活動の結果、8,498百万円の資金減少となりました。前中間連結会計期間に比べ投資活動による支

出が7,796百万円増加いたしました。これは主に、連結範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出が6,815百万円、営業譲受

けによる支出が597百万円増加したことなどによります。 

＜中略＞ 

平成17年３月期 平成18年３月期 平成19年３月期 
 

中間 期末 中間 期末 中間 

自己資本比率（％） 29.3 32.0 31.7 34.5 31.0 

時価ベースの自己資本比率（％） 36.8 33.4 30.5 64.6 47.2 

債務償還年数（年） 14.3 8.6 6.6 3.7 3.7 

インタレスト･カバレッジ・レ

シオ（倍） 4.0 7.1 9.1 15.1 14.9 

 

【訂正後】 

（2）財政状態 

 （営業活動によるキャッシュ・フロー） 

   当中間連結会計期間において営業活動の結果、4,567百万円の資金増加となりました。前中間連結会計期間に比べ営業活動による収

入が1,850百万円増加（前年同期比68.1％増加）いたしました。これは主に、業績が順調に進捗していることにより税金等調整前中

間純利益が1,194百万円増加、仕入債務及び未払金が702百万円増加したことなどによります。 

 

 （投資活動によるキャッシュ・フロー） 

    当中間連結会計期間において投資活動の結果、8,600百万円の資金減少となりました。前中間連結会計期間に比べ投資活動による

支出が7,898百万円増加いたしました。これは主に、連結範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出が6,815百万円、営業譲

受けによる支出が597百万円増加したことなどによります。 

＜中略＞ 

平成17年３月期 平成18年３月期 平成19年３月期 
 

中間 期末 中間 期末 中間 

自己資本比率（％） 29.3 32.0 31.7 34.5 31.0 

時価ベースの自己資本比率（％） 36.8 33.4 30.5 64.6 47.2 

債務償還年数（年） 14.3 8.6 6.6 3.7 3.6 

インタレスト･カバレッジ・レ

シオ（倍） 4.0 7.1 9.1 15.1 15.2 
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４. 中間連結財務諸表等（16ページ） 

【訂正前】 

(1) 中間連結貸借対照表 

 
 

前中間連結会計期間末 
(平成17年９月30日) 

当中間連結会計期間末 
(平成18年９月30日) 

対前中間

期比 

前連結会計年度の 
要約連結貸借対照表 
(平成18年３月31日) 

区分 注記 
番号 

金額 
(百万円) 

構成比

(%) 
金額 

(百万円) 
構成比

(%) 
増減 

(百万円) 
金額 

(百万円) 
構成比

(%) 

(負債の部)       
Ⅰ 流動負債       
１ 支払手形及び買掛金   9,391 9,069  9,255

＜中略＞ 

５ 未払金   4,224 6,086  3,111

 

【訂正後】 

(1) 中間連結貸借対照表 

 
 

前中間連結会計期間末 

(平成17年９月30日) 

当中間連結会計期間末 

(平成18年９月30日) 

対前中間

期比 

前連結会計年度の 
要約連結貸借対照表 
(平成18年３月31日) 

区分 注記 
番号 

金額 
(百万円) 

構成比

(%) 
金額 

(百万円) 
構成比

(%) 
増減 

(百万円) 
金額 

(百万円) 
構成比

(%) 

(負債の部)       
Ⅰ 流動負債       
１ 支払手形及び買掛金   9,391 10,504  9,255

＜中略＞ 

５ 未払金   4,224 4,650  3,111

  

４. 中間連結財務諸表等（21､22ページ） 

【訂正前】 

（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17年４月 １日

  至 平成17年９月30日)

 

 

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)

 

 

 

対前中間期比 

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17年４月 １日

 至 平成18年３月31日)

区分 
注記

番号 
金額（百万円） 金額（百万円） 

増減 

（百万円） 
金額（百万円） 

Ⅰ 営業活動によるキャッシュ・フロー      

＜中略＞ 

 57

142

414

△104

△83

△912

△104

1,984

△106

951

 △72

448

△189

△104

476

21 仕入債務の増加額（△減少額） 

22 未払消費税等の増加額(△減少額) 

  23 未払金の増加額(△減少額) 

  24 役員賞与の支払額 

  25 その他 

小計 

  26 利息及び配当金の受取額 

  27 利息の支払額 

  28 法人税等の支払額 

 4,458

14

△299

△1,456

6,142

12

△300

△1,389

1,683 11,430

22

△570

△2,245

営業活動によるキャッシュ・フロー  2,716 4,465 1,749 8,637

 

 

 

 

  

前中間連結会計期間 

 (自 平成17年４月 １日

  至 平成17年９月30日)

 

 

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)

 

 

 

対前中間期比 

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17年４月 １日

 至 平成18年３月31日)

区分 
注記

番号 
金額（百万円） 金額（百万円） 

増減 

（百万円） 
金額（百万円） 

Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー   
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  １ 定期預金の預入による支出  

  ２ 定期預金の払戻による収入 

  ３ 有形固定資産の取得による支出 

△502

202

△1,167

△182

202

△462

△654

354

△1,827

＜中略＞ 

投資活動によるキャッシュ･フロー  △701 △8,498 △7,796 5,033

 

【訂正後】 

（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17年４月 １日

  至 平成17年９月30日)

 

 

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)

 

 

 

対前中間期比 

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17年４月 １日

 至 平成18年３月31日)

区分 
注記

番号 
金額（百万円） 金額（百万円） 

増減 

（百万円） 
金額（百万円） 

Ⅰ 営業活動によるキャッシュ・フロー      

＜中略＞ 

 57

142

414

△104

△83

523

△104

651

△106

951

 △72

448

△189

△104

476

21 仕入債務の増加額（△減少額） 

22 未払消費税等の増加額(△減少額) 

  23 未払金の増加額(△減少額) 

  24 役員賞与の支払額 

  25 その他 

小計 

  26 利息及び配当金の受取額 

  27 利息の支払額 

  28 法人税等の支払額 

 4,458

14

△299

△1,456

6,243

12

△300

△1,389

1,785 11,430

22

△570

△2,245

営業活動によるキャッシュ・フロー  2,716 4,567 1,850 8,637

 

 

 

 

  

前中間連結会計期間 

(自 平成17年４月１日 

  至 平成17年９月30日)

 

 

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)

 

 

 

対前中間期比 

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17年４月 １日

 至 平成18年３月31日)

区分 
注記

番号 
金額（百万円） 金額（百万円） 

増減 

（百万円） 
金額（百万円） 

Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー

  １ 定期預金の預入による支出  

  ２ 定期預金の払戻による収入 

  ３ 有形固定資産の取得による支出 

 
△502

202

△1,167

△182

202

△563

 

△654

354

△1,827

＜中略＞ 

投資活動によるキャッシュ･フロー  △701 △8,600 △7,898 5,033

 

４. 中間連結財務諸表等（49ページ） 

注記事項 

（重要な後発事象） 

【訂正前】 

前中間連結会計期間 

（自 平成17年４月 １日 

  至 平成17年９月30日） 

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） 

前連結会計年度 

（自 平成17年４月 １日 

          至 平成18年３月30日） 

------------------------------------------- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（重要な後発事象） 

（1）重要な子会社の異動 

当社は、平成18年10月26日開催の取締役会

において、国内フードサービス㈱の創業家が保

有する株式を取得することで全株式を保有し、

当社子会社であるシダックスフードサービス㈱

の100％子会社とすることを決議いたしました。

① 取得の理由 

   当社および当社グループは、「食」を基盤と

する総合サービス提供会社として、コントラク

------------------------------------------ 

------------------------------------------ 

------------------------------------------ 

------------------------------------------ 

------------------------------------------ 

------------------------------------------ 

------------------------------------------ 

------------------------------------------ 

------------------------------------------ 

------------------------------------------ 
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トフードサービス事業、メディカルフードサー

ビス事業や、レストランカラオケ事業を展開し

ております。一方、国内フードサービス㈱は、

昭和46年の設立以降、関東および新潟県を中心

に事業所給食事業をおこなっております。双方

のノウハウを共有することにより、お客様に対

してより良いサービスを提供することを目的と

して、平成18 年９月29 日開催の取締役会にて

決議した国内フードサービス㈱との資本業務提

携を含む基本合意に基づき、平成18年10月27

日付で当該会社を当社子会社であるシダックス

フードサービス㈱の 100％子会社化いたしまし

た。 

② 取得する会社の概要 

ⅰ.商号       国内フードサービス㈱ 

ⅱ.本店所在地       神奈川県横浜市 

ⅲ.設立年月        昭和46年12月 

ⅳ.主な事業の内容     事業所給食事業 

ⅴ.決算期             7月期 

ⅵ.従業員数            398名 

（パート・アルバイト含む）

ⅶ.主な事業所  東京都、神奈川県、新潟県 

ⅷ.資本の額           40百万円 

ⅸ.最近事業年度の業績 

       売 上 高      1,310百万円 

              経常損失     247百万円 

ⅹ.大株主（平成18年10月27日現在） 

   清水 敦夫           55％ 

      シダックスフードサービス㈱   45％ 

 

（2）子会社第三者割当増資の引受 

 上記、平成18年10月27日付にて100％子会

社化した国内フードサービス㈱において、資本

充実の目的で行う第三者割当による新株発行の

引受を、当該会社の100％親会社となった当社連

結子会社のシダックスフードサービス㈱が行い

ました。 

① 第三者割当による新株発行 

ⅰ.発行する会社  国内フードサービス㈱ 

ⅱ.発行株式数    普通株式  25,000株 

ⅲ.発行価額     1株につき 10,000円 

ⅳ.発行価額の総額        250百万円 

ⅴ.資本に組み入れない額     

         1株につき    5,000円 

ⅵ.資本に組み入れない額の総額 

                125百万円 

ⅶ.割当先及び割当株式数 

   シダックスフードサービス㈱ 25,000株 

ⅷ.申込期間 

  平成18年11月6日～平成18年11月8日

ⅸ.払込期日       平成18年11月９日

② 増資後の状況 

ⅰ.資本金            165百万円 

ⅱ.資本準備金                   125百万円 

ⅲ.発行済株式総数        105,000株 

なお、国内フードサービス㈱は、平成 18 年 12

月21日付で無償減資を行う予定であり、その結

果、資本金16百万円、資本準備金273百万円と

なる予定であります。 

------------------------------------------ 

------------------------------------------ 

------------------------------------------ 

------------------------------------------ 

------------------------------------------ 

------------------------------------------ 

------------------------------------------ 

------------------------------------------ 

------------------------------------------ 

------------------------------------------ 

------------------------------------------ 

------------------------------------------ 

------------------------------------------ 

------------------------------------------ 

------------------------------------------ 

------------------------------------------ 

------------------------------------------ 

------------------------------------------ 

------------------------------------------ 

------------------------------------------ 

------------------------------------------ 

------------------------------------------ 

------------------------------------------ 

------------------------------------------ 

------------------------------------------ 

------------------------------------------ 

------------------------------------------ 

------------------------------------------ 

------------------------------------------ 

------------------------------------------ 

------------------------------------------ 

------------------------------------------ 

------------------------------------------ 

------------------------------------------ 

------------------------------------------ 

------------------------------------------ 

------------------------------------------ 

------------------------------------------ 

------------------------------------------ 

------------------------------------------ 

------------------------------------------ 

------------------------------------------ 

------------------------------------------ 

------------------------------------------ 

------------------------------------------ 

------------------------------------------ 

------------------------------------------ 

------------------------------------------ 

------------------------------------------ 

------------------------------------------ 

------------------------------------------ 

------------------------------------------ 

------------------------------------------ 

------------------------------------------ 

------------------------------------------ 

------------------------------------------ 

------------------------------------------ 

------------------------------------------ 

------------------------------------------ 

 

【訂正後】 

前中間連結会計期間 

（自 平成17年４月 １日 

  至 平成17年９月30日） 

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） 

前連結会計年度 

（自 平成17年４月 １日 

          至 平成18年３月30日） 

------------------------------------------- 

 

 

（重要な後発事象） 

（1）重要な子会社の異動 

当社は、平成18年10月26日開催の取締役会

(重要な後発事象) 

重要な子会社の異動 

(1)当社は、平成18年５月１日開催の取締役会に
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において、国内フードサービス㈱の創業家が保

有する株式を取得することで全株式を保有し、

当社子会社であるシダックスフードサービス㈱

の100％子会社とすることを決議いたしました。

① 取得の理由 

  当社および当社グループは、「食」を基盤とす

る総合サービス提供会社として、コントラクト

フードサービス事業、メディカルフードサービ

ス事業や、レストランカラオケ事業を展開して

おります。一方、国内フードサービス㈱は、昭

和46年の設立以降、関東および新潟県を中心に

事業所給食事業をおこなっております。双方の

ノウハウを共有することにより、お客様に対し

てより良いサービスを提供することを目的とし

て、平成18 年９月29 日開催の取締役会にて決

議した国内フードサービス㈱との資本業務提携

を含む基本合意に基づき、平成18年10月27日

付で当該会社を当社子会社であるシダックスフ

ードサービス㈱の100％子会社化いたしました。

② 取得する会社の概要 

ⅰ.商号       国内フードサービス㈱ 

ⅱ.本店所在地       神奈川県横浜市 

ⅲ.設立年月        昭和46年12月 

ⅳ.主な事業の内容     事業所給食事業 

ⅴ.決算期             7月期 

ⅵ.従業員数            398名 

（パート・アルバイト含む）

ⅶ.主な事業所  東京都、神奈川県、新潟県 

ⅷ.資本の額           40百万円 

ⅸ.最近事業年度の業績 

       売 上 高      1,310百万円 

              経常損失     247百万円 

ⅹ.大株主（平成18年10月27日現在） 

   清水 敦夫           55％ 

      シダックスフードサービス㈱   45％ 

 

（2）子会社第三者割当増資の引受 

 上記、平成18年10月27日付にて100％子会

社化した国内フードサービス㈱において、資本

充実の目的で行う第三者割当による新株発行の

引受を、当該会社の100％親会社となった当社連

結子会社のシダックスフードサービス㈱が行い

ました。 

① 第三者割当による新株発行 

ⅰ.発行する会社  国内フードサービス㈱ 

ⅱ.発行株式数    普通株式  25,000株 

ⅲ.発行価額     1株につき 10,000円 

ⅳ.発行価額の総額        250百万円 

ⅴ.資本に組み入れない額     

         1株につき    5,000円 

ⅵ.資本に組み入れない額の総額 

                125百万円 

ⅶ.割当先及び割当株式数 

   シダックスフードサービス㈱ 25,000株 

ⅷ.申込期間 

  平成18年11月6日～平成18年11月8日

ⅸ.払込期日       平成18年11月９日

② 増資後の状況 

ⅰ.資本金            165百万円 

ⅱ.資本準備金                   125百万円 

ⅲ.発行済株式総数        105,000株 

なお、国内フードサービス㈱は、平成18年12月

21日付で無償減資を行う予定であり、その結果、

資本金16百万円、資本準備金273百万円となる予

定であります。 

おいて、平成18年４月27日付けで、米国におい

て、100％出資し設立しました連結子会社シダッ

クスＵＳＡ株式会社にレストランホスピタリテ 

ィLLC社の出資持分を取得させ、レストランホス

ピタリティLLC社およびその子会社を、当社の連

結子会社とすることを決議いたしました。 

 

①異動の理由 

 当社および当社グループは、「食」を基盤とす

る総合サービス提供会社として、コントラクトフ

ードサービス事業、メディカルフードサービス事

業や、レストランカラオケ事業、コンビニエンス

中食事業を展開しております。一方、日本国内に

おいて一般のお客様を対象に、数店舗のカテゴリ

ーを分けたスペシャリティーレストランにて、ク

オリティーの高い食事とサービスの提供をして

おり、多くのお客様により、信認を受けたブラン

ド、レシピによるハイエンドクオリティーとノウ

ハウを全国の給食事業に活用しております。給食

事業においては、福利厚生という側面での事業ニ

ーズも継続しておりますが、喫食者の負担に見合

う食事とサービスについて、そのクオリティーを

向上させたいという要望も、多く寄せられており

ます。当社としては、今後ともスペシャリティー

レストランのブランドカテゴリー拡大によるノ

ウハウの蓄積を追及してゆきたいと考えており

ます。 

 レストランホスピタリティLLC社およびその子

会社は、米国ニューヨークおよびロサンゼルスを

中心に50店舗のスペシャリティーレストランを

経営しており、マルチブランドレストランチェー

ンとして成長した企業として、米国のみならず、

世界的にも有名な企業であります。米国において

は、健康志向の中で日本食に対するニーズも多

く、日本食と洋食との融合による新しいカテゴリ

ーも拡大しております。 

 上記のような環境下、当社グループおよびレス

トランホスピタリティグループのノウハウの共

有により、それぞれのお客様のニーズにお応えす

ることが可能であり、お互いの企業価値向上に多

大な効果を期待できることから、当社として、レ

ストランホスピタリティLLC社を子会社化するこ

とを決定いたしました。 

 

②取得の内容 

 当社の連結子会社であるシダックスＵＳＡ株

式会社が、レストランホスピタリティLLC社への

出資を行うと同時に、フォルトゥナート・ニッ

ク・バレンティ氏他よりレストランホスピタリテ

ィLLC社の出資持分を譲受け、結果85％を保有す

ることにより同社を連結子会社化いたしました。

それと同時にレストランホスピタリティLLC社

が、同社が有するオプション権を行使し、英国コ

ンパス・グループの子会社が保有するアールエー

／パティナLLC社の出資持分を63.4％追加取得

し、69.4％を保有することにより、アールエー／

パティナLLC社を同社の連結子会社といたしまし

た。 

 

③異動する子会社の概要 

ⅰ．商号      レストランホスピタリティ

LLC 

ⅱ．代表者     フォルトゥナート・ニッ

ク・バレンティ 

ⅲ．所在地     米国ニューヨーク州 

ⅳ．設立年月    2002年10月 

ⅴ．主な事業内容  投資業 

ⅵ．決算期     12月31日 
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ⅶ．従業員数    ２人 

ⅷ．主な事業所   米国カルフォルニア州ロサ

ンゼルス 

ⅸ．資本の額    777,221米ドル 

(注)同社は純粋持株会社であり事業を行ってお

りません。 

 

④レストランホスピタリティLLC社の出資持分取

得先 

ⅰ．フォルトゥナート・ニック・バレンティ 

  メンバー  当社との関係：なし 

ⅱ．ジョアキム・スプリカル 

  メンバー  当社との関係：なし 

(注)フォルトゥナート・ニック・バレンティ氏は、

平成18年６月29日開催定時株主総会において、

当社取締役に就任しました。 

 

⑤レストランホスピタリティLLC社の取得持分

(取得価額)及び出資持分(出資価額)と取得前後

の所有持分の状況 

ⅰ．異動前の所有持分  0.0％ 

ⅱ．取得持分割合   26.4％ 

     取得価額  20百万米ドル 

ⅲ．出資持分割合   58.6％ 

     出資価額  45百万米ドル 

ⅳ．異動後の所有持分 85.0％ 

(注)平成18年６月28日付けで、当社連結子会社

であるシダックスＵＳＡ株式会社が現金決済に

より、レストランホスピタリティLLC社に出資し、

持分を取得しました。 

 

⑥レストランホスピタリティLLC社の子会社の概

要 

ⅰ．商号      アールエー・パティナLLC

ⅱ．代表者     フォルトゥナート・ニッ

ク・バレンティ 

ⅲ．所在地     米国デラウェア州 

ⅳ．設立年月    2002年10月 

ⅴ．主な事業内容  マルチブランドレストラン

チェーン 

ⅵ．決算期     12月31日 

ⅶ．従業員数    3,776人 

ⅷ．主な事業所   米国カルフォルニア州ロサ

ンゼルス 

ⅸ．資本の額    9,000米ドル 

 (注)平成18年６月28日付けで、レストランホ

スピタリティLLC社が現金決済により、オプショ

ン権を行使し、アールエー／パティナLLC社の持

分を取得しました。 

⑦新設した子会社の概要 

ⅰ．商号      シダックスＵＳＡ株式会社

ⅱ．代表者     志太 勤一 

ⅲ．所在地     米国デラウェア州 

ⅳ．設立年月    2006年４月 

ⅴ．主な事業内容  投資業 

ⅵ．資本の額    65百万米ドル 

 

(2)当社は、平成18年５月８日開催の取締役会に

おいて、平成18年４月19日付けで100％出資し

新設いたしました連結子会社ヴァスフードサー

ビス株式会社が、株式会社小林事務所の飲食事

業、システム事業及びプランニング事業より構成

される営業の全部を譲受けることを決議し、同日

において、株式会社小林事務所と営業譲渡契約を

締結しました。 

 

①営業譲受の目的 

 当社および当社グループは、「食」を基盤とす
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る総合サービス提供会社として、コントラクトフ

ードサービス事業、メディカルフードサービス事

業や、レストランカラオケ事業、コンビニエンス

中食事業を展開しております。 

 一方の株式会社小林事務所は、関西地区を中心

に新和風創作料理「庵」、立ち飲み居酒屋の「本

日開店」、「一生懸命」、サラリーマンをターゲッ

トにした居酒屋「こあん」などの独自ブランドで

直営店9店舗、フランチャイズ店46店舗を展開

し、飲食店舗の運営システムの構築にも優れてお

ります。当社グループで既に展開しております渋

谷地区のレストラン事業に、当社グループにない

店舗業態や効率的な店舗運営システムの導入な

ど、当社グループの付加価値を高めることにとっ

て有益と判断し、同社の営業を譲受けることとい

たしました。 

 

②譲渡会社の概要 

ⅰ．商号      株式会社小林事務所 

ⅱ．設立年月    平成３年４月 

ⅲ．本店所在地   兵庫県川西市 

ⅳ．代表者     小林 敬 

ⅴ．資本金     ３億4,300万円 

ⅵ．従業員数    187人         

(平成18年3月末現在) 

ⅶ．事業内容    飲食事業、システム事業、

プランニング事業 

ⅷ．大株主     小林 敬     52.5％

(平成18年３月末現在) 

ⅸ．当社との関係  資本関係、取引関係、人的

関係はありません。 

 

③譲受会社の概要 

ⅰ．商号      ヴァスフードサービス株式

会社 

ⅱ．設立年月    平成18年４月 

ⅲ．本店所在地   兵庫県川西市 

ⅳ．代表者     志太 勤一 

ⅴ．資本金     1,000万円 

ⅵ．事業内容    飲食店の経営 

 

④営業譲受の内容 

ⅰ．事業の内容 

  飲食事業、システム事業およびプランニング

事業より構成される営業の全部 

ⅱ．譲受ける資産および負債 

  平成18年６月12日付けで、株式会社小林事

務所の有する棚卸資産等、営業継続に必要な

資産を譲受けました。 

 

⑤譲受価額及び決済方法 

  平成18年６月12日に525百万円を現金で決

済しました。 

 

 

平成19年３月期 個別中間財務諸表の概要 

６．個別中間財務諸表等（11ページ） 

注記事項 

（重要な後発事象） 

【訂正前】 

    該当事項はありません。 

【訂正後】 

前中間会計期間 

（自 平成17年４月 １日 

当中間会計期間 

（自 平成18年４月 １日 

前事業年度 

（自 平成17年４月 １日 
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  至 平成17年９月30日）   至 平成18年９月30日）           至 平成18年３月30日） 

------------------------------------------- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

------------------------------------------- (重要な後発事象) 

重要な子会社の異動 

(1)当社は、平成18年５月１日開催の取締役会に

おいて、平成18年４月27日付けで、米国におい

て、100％出資し設立しました連結子会社シダッ

クスＵＳＡ株式会社にレストランホスピタリテ

ィLLC社の出資持分を取得させ、レストランホス

ピタリティLLC社およびその子会社を、当社の連

結子会社とすることを決議いたしました。 

 

①異動の理由 

 当社および当社グループは、「食」を基盤とす

る総合サービス提供会社として、コントラクトフ

ードサービス事業、メディカルフードサービス事

業や、レストランカラオケ事業、コンビニエンス

中食事業を展開しております。一方、日本国内に

おいて一般のお客様を対象に、数店舗のカテゴリ

ーを分けたスペシャリティーレストランにて、ク

オリティーの高い食事とサービスの提供をして

おり、多くのお客様により、信認を受けたブラン

ド、レシピによるハイエンドクオリティーとノウ

ハウを全国の給食事業に活用しております。給食

事業においては、福利厚生という側面での事業ニ

ーズも継続しておりますが、喫食者の負担に見合

う食事とサービスについて、そのクオリティーを

向上させたいという要望も、多く寄せられており

ます。当社としては、今後ともスペシャリティー

レストランのブランドカテゴリー拡大によるノ

ウハウの蓄積を追及してゆきたいと考えており

ます。 

 レストランホスピタリティLLC社およびその子

会社は、米国ニューヨークおよびロサンゼルスを

中心に50店舗のスペシャリティーレストランを

経営しており、マルチブランドレストランチェー

ンとして成長した企業として、米国のみならず、

世界的にも有名な企業であります。米国において

は、健康志向の中で日本食に対するニーズも多

く、日本食と洋食との融合による新しいカテゴリ

ーも拡大しております。 

 上記のような環境下、当社グループおよびレス

トランホスピタリティグループのノウハウの共

有により、それぞれのお客様のニーズにお応えす

ることが可能であり、お互いの企業価値向上に多

大な効果を期待できることから、当社として、レ

ストランホスピタリティLLC社を子会社化するこ

とを決定いたしました。 

 

②取得の内容 

 当社の連結子会社であるシダックスＵＳＡ株

式会社が、レストランホスピタリティLLC社への

出資を行うと同時に、フォルトゥナート・ニッ

ク・バレンティ氏他よりレストランホスピタリテ

ィLLC社の出資持分を譲受け、結果85％を保有す

ることにより同社を連結子会社化いたしました。

それと同時にレストランホスピタリティLLC社

が、同社が有するオプション権を行使し、英国コ

ンパス・グループの子会社が保有するアールエー

／パティナLLC社の出資持分を63.4％追加取得

し、69.4％を保有することにより、アールエー／

パティナLLC社を同社の連結子会社といたしまし

た。 

 

③異動する子会社の概要 

ⅰ．商号      レストランホスピタリティ

LLC 

ⅱ．代表者     フォルトゥナート・ニッ

ク・バレンティ 
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ⅲ．所在地     米国ニューヨーク州 

ⅳ．設立年月    2002年10月 

ⅴ．主な事業内容  投資業 

ⅵ．決算期     12月31日 

ⅶ．従業員数    ２人 

ⅷ．主な事業所   米国カルフォルニア州ロサ

ンゼルス 

ⅸ．資本の額    777,221米ドル 

(注)同社は純粋持株会社であり事業を行ってお

りません。 

 

④レストランホスピタリティLLC社の出資持分取

得先 

ⅰ．フォルトゥナート・ニック・バレンティ 

  メンバー  当社との関係：なし 

ⅱ．ジョアキム・スプリカル 

  メンバー  当社との関係：なし 

(注)フォルトゥナート・ニック・バレンティ氏は、

平成18年６月29日開催定時株主総会において、

当社取締役に就任しました。 

 

⑤レストランホスピタリティLLC社の取得持分

(取得価額)及び出資持分(出資価額)と取得前後

の所有持分の状況 

ⅰ．異動前の所有持分  0.0％ 

ⅱ．取得持分割合   26.4％ 

     取得価額  20百万米ドル 

ⅲ．出資持分割合   58.6％ 

     出資価額  45百万米ドル 

ⅳ．異動後の所有持分 85.0％ 

(注)平成18年６月28日付けで、当社連結子会社

であるシダックスＵＳＡ株式会社が現金決済に

より、レストランホスピタリティLLC社に出資し、

持分を取得しました。 

 

⑥レストランホスピタリティLLC社の子会社の概

要 

ⅰ．商号      アールエー・パティナLLC

ⅱ．代表者     フォルトゥナート・ニッ

ク・バレンティ 

ⅲ．所在地     米国デラウェア州 

ⅳ．設立年月    2002年10月 

ⅴ．主な事業内容  マルチブランドレストラン

チェーン 

ⅵ．決算期     12月31日 

ⅶ．従業員数    3,776人 

ⅷ．主な事業所   米国カルフォルニア州ロサ

ンゼルス 

ⅸ．資本の額    9,000米ドル 

 (注)平成18年６月28日付けで、レストランホ

スピタリティLLC社が現金決済により、オプショ

ン権を行使し、アールエー／パティナLLC社の持

分を取得しました。 

⑦新設した子会社の概要 

ⅰ．商号      シダックスＵＳＡ株式会社

ⅱ．代表者     志太 勤一 

ⅲ．所在地     米国デラウェア州 

ⅳ．設立年月    2006年４月 

ⅴ．主な事業内容  投資業 

ⅵ．資本の額    65百万米ドル 

 

(2)当社は、平成18年５月８日開催の取締役会に

おいて、平成18年４月19日付けで100％出資し

新設いたしました連結子会社ヴァスフードサー

ビス株式会社が、株式会社小林事務所の飲食事

業、システム事業及びプランニング事業より構成

される営業の全部を譲受けることを決議し、同日

において、株式会社小林事務所と営業譲渡契約を
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締結しました。 

 

①営業譲受の目的 

 当社および当社グループは、「食」を基盤とす

る総合サービス提供会社として、コントラクトフ

ードサービス事業、メディカルフードサービス事

業や、レストランカラオケ事業、コンビニエンス

中食事業を展開しております。 

 一方の株式会社小林事務所は、関西地区を中心

に新和風創作料理「庵」、立ち飲み居酒屋の「本

日開店」、「一生懸命」、サラリーマンをターゲッ

トにした居酒屋「こあん」などの独自ブランドで

直営店9店舗、フランチャイズ店46店舗を展開

し、飲食店舗の運営システムの構築にも優れてお

ります。当社グループで既に展開しております渋

谷地区のレストラン事業に、当社グループにない

店舗業態や効率的な店舗運営システムの導入な

ど、当社グループの付加価値を高めることにとっ

て有益と判断し、同社の営業を譲受けることとい

たしました。 

 

②譲渡会社の概要 

ⅰ．商号      株式会社小林事務所 

ⅱ．設立年月    平成３年４月 

ⅲ．本店所在地   兵庫県川西市 

ⅳ．代表者     小林 敬 

ⅴ．資本金     ３億4,300万円 

ⅵ．従業員数    187人         

(平成18年3月末現在) 

ⅶ．事業内容    飲食事業、システム事業、

プランニング事業 

ⅷ．大株主     小林 敬     52.5％

(平成18年３月末現在) 

ⅸ．当社との関係  資本関係、取引関係、人的

関係はありません。 

 

③譲受会社の概要 

ⅰ．商号      ヴァスフードサービス株式

会社 

ⅱ．設立年月    平成18年４月 

ⅲ．本店所在地   兵庫県川西市 

ⅳ．代表者     志太 勤一 

ⅴ．資本金     1,000万円 

ⅵ．事業内容    飲食店の経営 

 

④営業譲受の内容 

ⅰ．事業の内容 

  飲食事業、システム事業およびプランニング

事業より構成される営業の全部 

ⅱ．譲受ける資産および負債 

  平成18年６月12日付けで、株式会社小林事

務所の有する棚卸資産等、営業継続に必要な

資産を譲受けました。 

 

⑤譲受価額及び決済方法 

  平成18年６月12日に525百万円を現金で決

済しました。 

 

以 上 


