
   

 
平成19年６月期 個別中間財務諸表の概要 平成19年２月13日

上場会社名 株式会社モック 上場取引所 東京証券取引所マザーズ

コード番号 2363 本社所在都道府県 東京都

(URL　http://www.moc.co.jp)  

代　　表　　者　役職名 代表取締役社長 兼 ＣＥＯ 氏名　山田　信房

問合せ先責任者　役職名 取締役 兼 執行役員 氏名　斎藤　将貴 ＴＥＬ （０３） ６２５３ － ８７７４

決算取締役会開催日 平成19年２月13日 配当支払開始日  　　　－

単元株制度採用の有無 無   

１．平成18年12月中間期の業績（平成18年７月１日～平成18年12月31日）

（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。

(1) 経営成績  

 売上高 営業利益 経常利益

 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

18年12月中間期 2,813 (△36.9) △974 (　－　) △1,118 (　－　) 
17年12月中間期 4,460 ( △5.1) 316 (△52.5) 170 (△67.6)
18年６月期 7,889 (△15.9) △533 (　－　) △791 (　－　)

 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12月中間期 354 (　－　) 4,309 95
17年12月中間期 △105 (　－　) △1,801 04
18年６月期 △3,044 (　－　) △46,787 14

（注） ① 期中平均株式数 18年12月中間期 82,287株 17年12月中間期 58,384株 18年6月期 65,068株

 ② 会計処理の方法の変更 有

 ③ 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、対前年中間期増減率

(2) 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12月中間期 17,200 4,419 25.5 47,247 97
17年12月中間期 20,859 4,092 19.6 64,668 11
18年６月期 22,130 3,655 16.5 46,981 80

（注） ① 期末発行済株式数 18年12月中間期 92,800株 17年12月中間期 63,282株 18年６月期 77,806株

 ② 期末自己株式数 18年12月中間期 － 株 17年12月中間期 2 株 18年６月期 －株

２．平成19年６月期の業績予想（平成18年７月１日～平成19年６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 6,200  △1,720  1,300  

（参考）１株当たり予想当期純利益（通期） 9,962円83銭

※　１株当たり予想当期純利益は平成19年１月31日付の第三者割当増資により発行した33,000株および平成19年１月に行
われた第３回無担保転換社債型新株予約権付社債の転換により発行した4,685株を含めて算出しております。

３．配当状況

・現金配当 １株当たり配当金（円）

第１四半期末 中間期末 第３四半期末 期末 その他 年間

17年６月期 － － － － － －

18年６月期（実績） － － － － － －

19年６月期（予想） － － － － － －

※　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。

- 1 -



６．個別中間財務諸表等
(1) 中間貸借対照表

前中間会計期間末
  （平成17年12月31日）

当中間会計期間末
  （平成18年12月31日）

前事業年度の要約貸借対照表
（平成18年６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 1,372,317 448,247 1,670,282

２．受取手形  18,796 2,900 7,046

３．売掛金 238,186 95,434 187,954

４．たな卸資産 128,534 116,525 63,463

５．短期貸付金 － 1,401,000 1,440,000

６．関係会社短期貸付
金

3,690,904 4,307,048 4,526,904

７．差入保証金 3,500,000 － －

８．その他 ※３ 1,456,860 1,274,909 715,226

貸倒引当金 △33,536 △31,195 △14,638

流動資産合計 10,372,063 49.7 7,614,869 44.3 8,596,238 38.8

Ⅱ　固定資産

１．有形固定資産 ※１

 (1)建物 ※２ 1,819,841 1,816,119 1,475,035

(2)土地 ※２ 3,565,750 － 3,565,750

(3)その他  250,034 206,945 731,380

有形固定資産合計 5,635,626 2,023,065 5,772,166

２．無形固定資産 521,972 119,219 138,834

３．投資その他の資産  

(1)関係会社株式  1,783,600 1,848,380 2,148,380

(2)長期貸付金  － 3,500,000 3,500,000

(3)差入保証金  － 1,698,803 813,027

(4)その他 ※２ 2,551,222 594,396 1,165,574

　　貸倒引当金  △4,714 △198,421 △3,775

投資その他の資産合計  4,330,107 7,443,158 7,623,206

固定資産合計 10,487,706 50.3 9,585,442 55.7 13,534,208 61.2

資産合計 20,859,769 100.0 17,200,311 100.0 22,130,446 100.0

（負債の部）

Ⅰ　流動負債

１．買掛金 336,688 368,926 425,406

２．短期借入金 ※２ 788,000 910,000 1,476,000

３．一年内返済予定
長期借入金

※２ 2,027,176 1,647,928 1,878,796

４．一年内償還予定
社債

※２ 95,000 75,000 175,000

５．未払金 － 947,140 496,370

６．未払法人税等 13,472 16,362 10,450

７．賞与引当金 36,000 15,000 56,000

８．その他  906,525 736,059 1,996,279

流動負債合計 4,202,863 20.2 4,716,417 27.4 6,514,302 29.5
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前中間会計期間末
  （平成17年12月31日）

当中間会計期間末
  （平成18年12月31日）

前事業年度の要約貸借対照表
（平成18年６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
（％）

Ⅱ　固定負債

１．社債 ※２ 1,775,000 200,000 1,637,500

２．新株予約権付社債 5,960,000 5,510,000 5,560,000

３．長期借入金 ※２ 4,208,164 1,589,000 3,744,312

４．その他 621,415 765,283 1,018,865

固定負債合計 12,564,579 60.2 8,064,283 46.9 11,960,677 54.0

負債合計 16,767,442 80.4 12,780,700 74.3 18,474,979 83.5

（資本の部）

Ⅰ　資本金 2,136,500 10.2 － － － －

Ⅱ　資本剰余金

１．資本準備金 2,061,000 － －

資本剰余金合計 2,061,000 9.9 － － － －

Ⅲ　利益剰余金

１．中間未処理損失 137,807 － －

利益剰余金合計 △137,807 △0.7 － － － －

Ⅳ　その他有価証券
評価差額金

33,299 0.2 － － － －

Ⅴ　自己株式 △664 △0.0 － － － －

資本合計 4,092,327 19.6 － － － －

負債・資本合計 20,859,769 100.0 － － － －
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前中間会計期間末
  （平成17年12月31日）

当中間会計期間末
  （平成18年12月31日）

前事業年度の要約貸借対照表
（平成18年６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
（％）

（純資産の部）           

Ⅰ　株主資本           

１．資本金   － －  3,591,249 20.9  3,341,254 15.1

２．資本剰余金           

　(1) 資本準備金   －   3,515,725   3,265,745  

資本剰余金合計   － －  3,515,725 20.4  3,265,745 14.7

３．利益剰余金           

(1) その他利益剰余
金

          

繰越利益剰余金   －   △2,723,305   △3,077,962  

利益剰余金合計   － －  △2,723,305 △15.8  △3,077,962 △13.9

株主資本合計   － －  4,383,669 25.5  3,529,037 15.9

Ⅱ　評価・換算差額等           

１．その他有価証券評
価差額金

  － －  1,461 0.0  127,416 0.6

２．繰延ヘッジ損益   － －  △518 △0.0  △987 △0.0

評価・換算差額等合
計

  － －  942 0.0  126,428 0.6

 Ⅲ　新株予約権   － －  35,000 0.2  － －

純資産合計   － －  4,419,611 25.7  3,655,466 16.5

負債純資産合計   － －  17,200,311 100.0  22,130,446 100.0
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(2) 中間損益計算書

前中間会計期間
（自　平成17年７月１日

 　 至　平成17年12月31日）

当中間会計期間
（自　平成18年７月１日

 　 至　平成18年12月31日）

前事業年度の要約損益計算書
（自　平成17年７月１日

 　 至　平成18年６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 4,460,454 100.0 2,813,432 100.0 7,889,109 100.0

Ⅱ　売上原価 1,760,136 39.5 1,392,030 49.5 3,636,297 46.1

売上総利益 2,700,318 60.5 1,421,401 50.5 4,252,811 53.9

Ⅲ　販売費及び一般管理費 2,384,175 53.5 2,396,069 85.1 4,786,451 60.7

営業利益又は営業損
失(△）

316,143 7.0 △974,667 △34.6 △533,640 △6.8

Ⅳ　営業外収益 ※１ 83,080 1.9 167,185 5.9 172,288 2.2

Ⅴ　営業外費用 ※２ 228,610 5.1 310,752 11.0 429,938 5.4

経常利益又は経常損
失(△）

170,612 3.8 △1,118,235 △39.7 △791,290 △10.0

Ⅵ　特別利益  ※３ － － 1,648,606 58.5 15,986 0.2

Ⅶ　特別損失 ※４,５ 300,207 6.7 450,241 16.0 1,830,363 23.2

税引前中間純利益又は
税引前中間(当期)純損
失(△)

△129,595 △2.9 80,129 2.8 △2,605,667 △33.0

法人税、住民税及び
事業税

4,230 3,440 10,425

法人税等調整額 △28,673 △24,442 △0.5 △277,967 △274,526 △9.8 428,295 438,720 5.6

中間純利益又は中間
(当期)純損失(△)

△105,152 △2.4 354,656 12.6 △3,044,387 △38.6

前期繰越損失 32,655 － －

中間未処理損失 137,807 － －

- 5 -



(3) 中間株主資本等変動計算書

当中間会計期間（自平成18年７月１日　至平成18年12月31日）

（単位:千円）

株主資本

資本金

資本剰余金

株主資本合計
資本準備金 資本剰余金合計

その他利益剰余金
利益剰余金合計

繰越利益剰余金

平成18年６月30日　残高 3,341,254 3,265,745 3,265,745 △3,077,962 △3,077,962 3,529,037

当中間会計期間中の変動額

新株の発行 249,994 249,979 249,979   499,974

中間純利益    354,656 354,656 354,656

株主資本以外の項目の当中間会
計期間中の変動額（純額）

      

当中間会計期間中の変動額合計 249,994 249,979 249,979 354,656 354,656 854,631

平成18年12月31日　残高 3,591,249 3,515,725 3,515,725 △2,723,305 △2,723,305 4,383,669

評価・換算差額等

 新株予約権 純資産合計
その他有価証券評
価差額金

繰延ヘッジ損益
評価・換算差額等
合計

平成18年６月30日　残高 127,416 △987 126,428 － 3,655,466

当中間会計期間中の変動額

新株の発行     499,974

中間純利益     354,656

株主資本以外の項目の当中間会
計期間中の変動額（純額）

△125,955 469 △125,486 35,000 △90,486

当中間会計期間中の変動額合計 △125,955 469 △125,486 35,000 764,145

平成18年12月31日　残高 1,461 △518 942 35,000 4,419,611
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前事業年度（自平成17年７月１日　至平成18年６月30日）

（単位:千円）

株主資本

資本金

資本剰余金 利益剰余金

自己株式
株主資本合
計

資本準備金
資本剰余金
合計

利益準備
金

その他利益剰余金
利益剰余金
合計

別途積立金
繰越利益剰
余金

平成17年６月30日　残高 1,591,500 1,516,000 1,516,000 1,479 600,000 △634,134 △32,655 － 3,074,844

当期中の変動額

新株の発行 1,749,754 1,749,745 1,749,745      3,499,500

利益準備金の取崩    △1,479  1,479   －

別途積立金の取崩     △600,000 600,000   －

当期純利益      △3,044,387 △3,044,387  △3,044,387

自己株式の取得        △918 △918

自己株式の処分      △918 △918 918 －

株主資本以外の項目の当期
中の変動額（純額）

        －

当期中の変動額合計 1,749,754 1,749,745 1,749,745 △1,479 △600,000 △2,443,827 △3,045,306 － 454,193

平成18年６月30日　残高 3,341,254 3,265,745 3,265,745 － － △3,077,962 △3,077,962 － 3,529,037

評価・換算差額等

純資産合計
その他有価証券評
価差額金

繰延ヘッジ損益
評価・換算差額等
合計

平成17年６月30日　残高 30,706 － 30,706 3,105,550

当期中の変動額

新株の発行    3,499,500

利益準備金の取崩    －

別途積立金の取崩    －

当期純利益    △3,044,387

自己株式の取得    △918

自己株式の処分    －

株主資本以外の項目の当期
中の変動額（純額）

96,710 △987 95,722 95,722

当期中の変動額合計 96,710 △987 95,722 549,915

平成18年６月30日　残高 127,416 △987 126,428 3,655,466
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継続企業の前提に重要な疑義を抱かせる事象又は状況

前中間会計期間
（自　平成17年７月１日
至　平成17年12月31日）

当中間会計期間 
（自　平成18年７月１日 
至　平成18年12月31日） 

前事業年度
（自　平成17年７月１日
至　平成18年６月30日）

－ 　当社は、当中間会計期間において974百万円

の営業損失及び1,118百万円の経常損失を計上

しております。これに伴い、協調融資に付され

ている財務制限条項への抵触及び転換社債型新

株予約権付社債の繰上償還請求の可能性並びに

新規借入の実行等について、慎重に検討する必

要が生じております。このような状況により、

当中間会計期間末において、継続企業の前提に

関する重要な疑義が存在しております。

　当社は、当該状況を解消すべく以下のような

内容を盛り込んだ経営計画を策定し、実行中で

あります。

(1) グループ再編

　契約飲食店に対する販売促進のサポートを行

う飲食店サポート事業については、当社グルー

プ直営飲食店のサポートへと事業方針を転換し、

集中すべき事業をウエディングプロデュース及

び直営飲食店の運営に定め、組織の細分化及び

事業基盤の再構築を進めております。

　また、広告事業については大幅なコスト削減

を行い、不動産事業においては保有不動産の販

売を着実に実行し仲介業務への特化を進めてお

ります。企業再生を目的としたＭ＆Ａについて

は、早期の再生及び売却を目指してまいります。

(2) 経費削減

　当中間会計期間において部門の統廃合及び事

務所の集約等の計画に従って進行中であります。

適宜行っている人員配置の整理等により、前事

業年度に比べて従業員数が減少し固定費を圧縮

いたしましたが、引き続きより一層の業務の効

率化及び組織のスリム化を図っております。ま

た、間接部門のコスト圧縮も進めており、費用

対効果を検証しながら更なる削減を推進してま

いります。

　当社は、当事業年度において533百万円の営

業損失及び3,044百万円の当期純損失を計上し

ております。これに伴い、協調融資に付されて

いる財務制限条項への抵触及び転換社債型新株

予約権付社債の繰上償還請求の可能性並びに新

規借入の実行等について、慎重に検討する必要

が生じております。このような状況により、当

事業年度末において、継続企業の前提に関する

重要な疑義が存在しております。

　当社は、当該状況を解消すべく以下のような

内容を盛り込んだ経営計画を策定し、実行を開

始しております。

(1) グループ再編

　契約飲食店に対する販売促進のサポートを行

う飲食店サポート事業については、当社グルー

プ直営飲食店のサポートへと事業方針を転換し

ており、集中すべき事業をウエディングプロ

デュース及び直営飲食店の運営に定めることと

いたしました。

　また、広告事業については大幅なコスト削減

を実施し、不動産事業においては保有不動産の

販売に注力しつつ今後は仲介業務に特化してま

いります。企業再生を目的としたＭ＆Ａについ

ては、早期の再生及び売却を目指してまいりま

す。

(2) 経費削減

　経費管理及び経費削減施策を徹底して行うこ

とにより、大幅な経費削減に努めてまいります。

具体的には、間接部門の統廃合及び事務所の集

約、人員配置の整理、全社員のコスト意識強化

等を柱として実行してまいります。
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前中間会計期間
（自　平成17年７月１日
至　平成17年12月31日）

当中間会計期間 
（自　平成18年７月１日 
至　平成18年12月31日） 

前事業年度
（自　平成17年７月１日
至　平成18年６月30日）

－ (3) 事業の収益改善

　ウエディングプロデュース事業においては、

直営飲食店における挙式・披露宴の１組当たり

の平均単価及び粗利率を上昇させるとともに、

１組の顧客に対する受注から開催当日までのオ

ペレーションを効率化することによるコスト削

減を図っております。また、直営飲食店におい

ては、ウエディング開催がない平日の一般営業

における収益を向上させることが大きな課題で

ありますが、ウエディングパーティ参加者のリ

ピート利用促進、料理・サービスレベルの追求

に加え、従来の飲食店サポート事業のノウハウ

を活用することにより、平日の一般営業と土日

祝日のウエディング双方による収益力強化を

図っております。

(3) 事業の収益改善

　ウエディングプロデュース事業においては、

直営飲食店における挙式・披露宴の１組当たり

の平均単価及び粗利率を上昇させるとともに、

１組の顧客に対する受注から開催当日までのオ

ペレーションを効率化することによるコスト削

減を図ってまいります。また、直営飲食店にお

いては、ウエディング開催がない平日の一般営

業における収益を向上させることが大きな課題

でありますが、ウエディングパーティ参加者の

リピート利用促進、料理・サービスレベルの追

求に加え、従来の飲食店サポート事業のノウハ

ウを活用することにより、平日の一般営業と土

日祝日のウエディング双方による収益力強化を

図ります。

 (4) 資産のスリム化

　前事業年度末において、協調融資に付されて

いる財務制限条項に抵触する結果となりました

が、引き続き支援していただけるよう継続的に

金融機関との交渉を行っております。また、当

中間会計期間において、当社連結子会社（株式

会社フーディアム・インターナショナル）株式

の譲渡及び固定資産（東京・六本木の不動産

等）の譲渡等を実行し、着実に資産のスリム化

を図ることができました。今後も、資産売却等

について継続的に検討を進め、更なるスリム化

に努めてまいります。

　上記の計画を実行していくことにより、継続

企業の前提に関する重要な疑義を解消できるも

のと判断しております。

　財務諸表は継続企業を前提として作成されて

おり、上記のような重要な疑義の影響を反映し

ておりません。

(4) 資産のスリム化

　当事業年度末において、協調融資に付されて

いる財務制限条項に抵触する結果となりました

が、引き続き支援していただけるよう金融機関

と交渉しております。また、資産・負債の財務

バランスを取りながら資産のスリム化を図り、

安定的な資金確保及び機動的な経営ができる環

境を整えてまいります。

　上記の計画を実行していくことにより、継続

企業の前提に関する重要な疑義を解消できるも

のと判断しております。

　財務諸表は継続企業を前提として作成されて

おり、上記のような重要な疑義の影響を反映し

ておりません。
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中間財務諸表作成のための基本となる重要な事項

項目
前中間会計期間

（自　平成17年７月１日
 　 至　平成17年12月31日）

当中間会計期間
（自　平成18年７月１日

 　 至　平成18年12月31日）

前事業年度
（自　平成17年７月１日

 　 至　平成18年６月30日）

１．資産の評価基準及び

評価方法

(1) 有価証券

　子会社株式

　　移動平均法による原価法

(1) 有価証券

　子会社株式及び関連会社株式

同左

(1) 有価証券

　子会社株式及び関連会社株式

同左

　その他有価証券

　　時価のあるもの

中間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、売却原

価は移動平均法により算定）

　その他有価証券

　　時価のあるもの

中間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）

その他有価証券

　　時価のあるもの

期末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

　　時価のないもの

同左

　　時価のないもの

同左

(2）デリバティブ

　時価法

(2）デリバティブ

同左

(2）デリバティブ

　　　　　同左

(3）たな卸資産

　商品

移動平均法による原価法。

ただし家具については個別法。

(3）たな卸資産

　　商品

移動平均法による原価法。

ただし家具については個別法によ

る原価法、店舗食材については最

終仕入原価法による原価法。

(3）たな卸資産

　　商品

移動平均法による原価法。

ただし家具については個別法。　

　

　貯蔵品

最終仕入原価法による原価法

　貯蔵品

同左

　貯蔵品

同左

２．固定資産の減価償却の方法 (1）有形固定資産

　定率法

ただし、平成10年４月１日以降

に取得した建物（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、展示用家具に

ついては、残存価額ゼロ・耐用年

数３年の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　　　15年～25年

(1）有形固定資産

　定率法

ただし、平成10年４月１日以降

に取得した建物（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。

なお、主な耐用年数は、以下の

とおりであります。

　　建物　　　８年～25年

(1）有形固定資産

　定率法

ただし、平成10年４月１日以降

に取得した建物（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、展示用家具に

ついては、残存価額ゼロ・耐用年

数３年の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　　　15年～25年

(2）無形固定資産

　定額法

なお、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)に基づく定額法を採

用しております。

(2）無形固定資産

同左

(2）無形固定資産

　　　　　同左

(3）長期前払費用

　定額法

(3）長期前払費用

　　　　　同左

(3）長期前払費用

同左
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項目
前中間会計期間

（自　平成17年７月１日
 　 至　平成17年12月31日）

当中間会計期間
（自　平成18年７月１日

 　 至　平成18年12月31日）

前事業年度
（自　平成17年７月１日

 　 至　平成18年６月30日）

３．引当金の計上基準 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検

討し、回収不能見込額を計上してお

ります。

貸倒引当金

　　　　　　　同左

貸倒引当金

同左

賞与引当金

　賞与引当金は、従業員への賞与の

支払いに備えるため、従業員に対す

る賞与の支給見込額のうち、当中間

会計期間に帰属する額を計上してお

ります。

賞与引当金

　同左

賞与引当金

　賞与引当金は、従業員への賞与の

支払いに備えるため、従業員に対す

る賞与の支給見込額のうち、当年度

に帰属する額を計上しております。

４．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

５．ヘッジ会計の方法 (1) ヘッジ会計の方法 (1) 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。

　ただし、特例処理の要件を満たす

金利スワップ取引については、特例

処理を採用しております。

　　　　　　　同左 　　　　　　　同左

(2) ヘッジ手段とヘッジ対象 (2) ヘッジ手段とヘッジ対象 (2) ヘッジ手段とヘッジ対象

　ヘッジ手段 　ヘッジ手段 　ヘッジ手段

　　金利スワップ取引 同左 同左

　ヘッジ対象 　ヘッジ対象 　ヘッジ対象

金利等の市場価格の変動により、

将来のキャッシュ・フローが変動

するリスクのある借入金。

同左 同左

(3) ヘッジ方針 (3) ヘッジ方針 (3) ヘッジ方針

　金利の変動による将来のキャッ

シュ・フローの変動を回避する目的

で行っております。

同左 同左

(4) ヘッジ有効性評価の方法 (4) ヘッジ有効性評価の方法 (4) 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。ただし、特例処

理によっている金利スワップ取引に

ついては、有効性の評価を省略して

おります。

同左 同左

６．その他中間財務諸表（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。

消費税等の会計処理

同左

消費税等の会計処理

同左 
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中間財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更

前中間会計期間
（自　平成17年７月１日

 　 至　平成17年12月31日）

当中間会計期間
（自　平成18年７月１日

 　 至　平成18年12月31日）

前事業年度
（自　平成17年７月１日

 　 至　平成18年６月30日）

固定資産の減損に係る会計基準

　当中間会計期間より、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。これにより税引前中間純損失は242,558千

円増加しております。

　なお、減損損失累計額については、改正後の

中間財務諸表等規則に基づき各資産の金額から

直接控除しております。

 － 固定資産の減損に係る会計基準

　当期より、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

により税引前当期純損失は1,590,876千円増加

しております。

　なお、減損損失累計額については、各資産の

金額から直接控除しております。

貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基

準

　当期より、「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。

　従来の資本の部の合計に相当する金額は

3,656,454千円であります。

　なお、財務諸表等規則の改正により、当期に

おける貸借対照表の純資産の部については、改

正後の財務諸表等規則により作成しております。
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表示方法の変更

前中間会計期間

（自　平成17年７月１日

　　至　平成17年12月31日）

当中間会計期間

（自　平成18年７月１日

　　至　平成18年12月31日）

（中間貸借対照表）

　前中間会計期間末において区分掲記しておりました「未収入

金」(当中間会計期間末残高966,840千円)は、当中間会計期間末

において資産の総額の100分の５以下となったため、流動資産の

「その他」に含めております。

　「土地」は、前中間会計期間末において、有形固定資産の「そ

の他」に含めて表示しておりましたが、当中間会計期間末にお

いて資産の総額の100分の５を超えたため区分掲記しておりま

す。

　なお、前中間会計期間末の「土地」の金額は193,141千円であ

ります。

　前中間会計期間末において区分掲記しておりました「ソフト

ウェア」(当中間会計期間末残高360,096千円)は、当中間会計期

間末において資産の総額の100分の５以下となったため、無形固

定資産の「その他」に含めております。

（中間貸借対照表）

　「短期貸付金」は、前中間期まで、流動資産の「その他」に

含めて表示しておりましたが、当中間期末において資産の総額

の100分の５を超えたため区分掲記いたしました。

　なお、前中間期末の「短期貸付金」の金額は189,095千円であ

ります。

　投資その他の資産の「差入保証金」は、前中間期まで、投資

その他の資産の「その他」に含めて表示しておりましたが、当

中間期末において資産の総額の100分の５を超えたため区分掲記

しております。

　なお、前中間期末の投資その他の資産の「差入保証金」の金

額は864,728千円であります。

　「未払金」は、前中間期まで、流動負債の「その他」に含め

て表示しておりましたが、当中間期末において負債純資産合計

の100分の５を超えたため区分掲記しております。

　なお、前中間期末の「未払金」の金額は575,020千円でありま

す。
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注記事項

（中間貸借対照表関係）

前中間会計期間末
（平成17年12月31日）

当中間会計期間末
（平成18年12月31日）

前事業年度末
（平成18年６月30日）

※１　有形固定資産の減価償却累計額 ※１　有形固定資産の減価償却累計額 ※１　有形固定資産の減価償却累計額

438,517千円 666,406千円 541,584千円

※２　担保資産及び担保付債務

(1) 借入債務に対して下記資産を担保に供

しております。

　担保に供している資産

建物 48,559千円

土地 3,444,340千円

合計 3,492,899千円

　上記に対応する債務

一年内返済予定
長期借入金

78,804千円

社債　 1,500,000千円

長期借入金 1,722,756千円

合計 3,301,560千円

※２　担保資産及び担保付債務

(1) 　　　　　　－

 

 

※２　担保資産及び担保付債務

(1) 借入債務に対して下記資産を担保に供

しております。

　担保に供している資産

土地 3,251,198千円

合計 3,251,198千円

　担保付債務は次のとおりであります。

短期借入金 800,000千円

一年内返済予定
長期借入金

160,200 

一年内償還予定社債 100,000 

社債 1,400,000 

長期借入金 1,339,800千円

合計 3,800,000千円

(2) 投資有価証券100,000千円について質権

が設定されております。

(2) 投資有価証券100,000千円について質権

が設定されております。

(2) 投資有価証券100,000千円について質権

が設定されております。

※３　消費税等の取扱い

　仮払消費税等及び仮受消費税等は相殺

のうえ、流動資産の「その他」に含めて

表示しております。

※３　消費税等の取扱い

同左

※３　消費税等の取扱い

－

 ４　偶発債務

　関係会社株式会社モック・リーブル・

サービシーズおよびプリモ・ジャパン株

式会社に対して、債務保証および保証予

約を行っております。

種類 保証先 金額(千円) 内容

保証債務

モック・リーブル・

サービシーズ株式会

社

1,370,000 借入債務

プリモ・ジャパン

株式会社
680,764 未払金

保証予約
プリモ・ジャパン

株式会社
383,338 借入債務等

 ４　偶発債務

　関係会社に対して、債務保証を行って

おります。

種類 保証先 金額(千円) 内容

保証債務

モック・リーブル・

サービシーズ株式会

社

450,000 借入債務

プリモ・ジャパン

株式会社
272,305  未払金

プリモ・ジャパン

株式会社
83,342 借入債務

プリモ・ジャパン

株式会社
170,000  社債 

株式会社ロイヤルウ

イング
378,777 リース債務

株式会社ロイヤルウ

イング
100,000 借入債務

合計 1,454,424  

 ４　偶発債務

　関係会社に対して、債務保証を行って

おります。

種類 保証先 金額(千円) 内容

保証債務

モック・リーブル・

サービシーズ株式会

社

800,000 借入債務

プリモ・ジャパン

株式会社
476,535 未払金

プリモ・ジャパン

株式会社
310,007 借入債務

株式会社ロイヤルウ

イング
404,028 リース債務 

株式会社ロイヤルウ

イング
100,000 借入債務

合計 2,090,571  
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（中間損益計算書関係）

前中間会計期間
（自　平成17年７月１日
至　平成17年12月31日）

当中間会計期間
（自　平成18年７月１日
至　平成18年12月31日）

前事業年度
（自　平成17年７月１日
至　平成18年６月30日）

※１　営業外収益のうち主要なもの ※１　営業外収益のうち主要なもの ※１　営業外収益のうち主要なもの

受取利息・配当金 32,729千円

業務受託収入 30,360千円

賃貸収入 10,525千円

受取利息・配当金 74,291千円

管理業務受託収入 27,946千円

賃貸収入 32,379千円

受取利息・配当金 75,309千円

管理業務受託収入 59,014千円

※２　営業外費用のうち主要なもの ※２　営業外費用のうち主要なもの ※２　営業外費用のうち主要なもの

支払利息 87,027千円

社債利息 1,771千円

支払手数料 61,331千円

社債発行費 55,123千円

支払利息 59,894千円

社債利息 11,481千円

社債発行費 117,475千円

支払手数料 46,418千円

賃貸費用 37,744千円

支払利息 160,497千円

社債利息 3,483千円

社債発行費 63,641千円

支払手数料 144,605千円

※３　　　　　　　　－ ※３　特別利益のうち主要なもの

投資有価証券売却益 177,301千円

関係会社株式売却益 470,410千円

固定資産売却益 997,922千円

※３　　　　　　　　－

※４　特別損失のうち主要なもの ※４　特別損失のうち主要なもの ※４　特別損失のうち主要なもの

減損損失 242,558千円 減損損失 172,669千円

貸倒引当金繰入額 192,000千円

関係会社株式評価損 29,999千円

原状回復費用 20,160千円

減損損失 1,590,876千円

※５　減損損失 ※５　減損損失 ※５　減損損失　　　　　

　当中間会計期間において、当社は以下の資

産グループについて減損損失を計上しており

ます。

　当社は、原則として管理会計区分をもとに

資産グループを決定しており、当中間会計期

間において、以下の資産グループについて減

損損失を計上しております。

　当社は、原則として管理会計区分をもとに

資産グループを決定しており、当事業年度に

おいて、以下の資産グループについて減損損

失を計上しております。

場所 用途 種類
減損損失

（千円）

東京都中

央区
賃貸不動産 建物他 132,113

東京都渋

谷区

営業用販売

店舗 
建物他 110,444

　当社は、原則として管理会計区分をもとに

資産グループを決定しております。

　ウエディングサポート事業の営業体制を転

換したことにより接客サロンの縮小が図られ、

一部フロアの撤退を決定したため、減損損失

（建物他132,113千円）として特別損失に計上

いたしました。生活関連事業の店舗について

は、一部フロアの用途変更を決定しておりま

すが、現時点では将来の収益性の見通しが明

らかではないため、減損損失（建物他110,444

千円）として特別損失に計上いたしました。

なお、当該対象資産については、その全額を

減損損失として計上しております。

場所 用途 種類
減損損失

（千円）

東京都中

央区

飲食店予約

事務所
建物他 157,209

東京都港

区

飲食店予約

受付設備他
建物 3,405

神奈川県

横浜市

接客販売設

備
建物他 12,054

　平成18年８月31日に株式会社フーディアム・

インターナショナルの株式を譲渡し同社が連

結子会社ではなくなったことにより、グルー

プ店舗管理システム等について全額を減損損

失（ソフトウェア他160,615千円）として特別

損失に計上いたしました。ウエディングサポー

ト事業の接客販売設備については、賃貸不動

産の一部フロアの解約を決定したため、当該

対象資産については全額を減損損失（建物他

12,054千円）として特別損失に計上いたしま

した。

場所 用途 種類
減損損失

（千円）

東京都港

区

飲食店予約

受付設備他

ソフト

ウェア他
981,533

東京都中

央区他

接客販売設

備 
建物他 609,343

　飲食店サポート事業においては、契約飲食

店に対する送客サービスおよび販売促進支援

を行うコンサルティングサービスを終了させ、

当社の直営飲食店に対するサポートへ機能を

変更したことにより、システム関連設備等の

帳簿価額を回収可能価額まで減額し、当該減

少額を減損損失（ソフトウェア他981,533千

円）として特別損失に計上いたしました。な

お、回収可能価額は使用価値により測定して

おり、使用価値は将来キャッシュ・フローを

7.5％で割引いて算定しております。ウエディ

ングサポート事業および生活関連事業におい

ては、主に賃貸不動産の一部フロアを解約お

よび用途変更したためであり、当該対象資産

については全額を減損損失（建物他609,343千

円）として特別損失に計上いたしました。

　６　減価償却実施額 　６　減価償却実施額 　６　減価償却実施額

有形固定資産 95,859千円

無形固定資産 130,991千円

有形固定資産 133,552千円

無形固定資産 22,515千円

有形固定資産 201,923千円

無形固定資産 318,164千円
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（中間株主資本等変動計算書関係）

当中間会計期間（自　平成18年７月１日　至　平成18年12月31日）

自己株式の種類及び株式数に関する事項

該当事項はありません。

 

前事業年度（自　平成17年７月１日　至　平成18年６月30日）

自己株式の種類及び株式数に関する事項

前期末株式数
（株）

当期増加株式数

 （株）

当期減少株式数

 （株）
当期末株式数

（株）

普通株式（注） － 3.46 3.46 －

合計 － 3.46 3.46 －

 (注）普通株式の自己株式の株式数の増加は、端株の買取によるものであります。

　　　普通株式の自己株式の株式数の減少は、消却によるものであります。

- 16 -



（リース取引関係）

前中間会計期間
（自　平成17年７月１日
至　平成17年12月31日）

当中間会計期間
（自　平成18年７月１日
至　平成18年12月31日）

前事業年度
（自　平成17年７月１日
至　平成18年６月30日）

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

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

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、減損損失累計額相当額及

び中間会計期間末残高相当額

１．リース物件の取得価額相当額、減価償却

累計額相当額、減損損失累計額相当額及

び中間会計期間末残高相当額

１．リース物件の取得価額相当額、減価償却

累計額相当額、減損損失累計額相当額及

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）

減損損失

累計額相

当額

（千円）

中間会計

期間末残

高相当額

（千円）

建物 232,913 58,858 － 174,055

有形固定資産

（その他）
877,738 304,474 83,789 489,474

ソフトウエア 1,044,679 271,680 － 772,998

合計 2,155,331 635,013 83,789
1,436,52

8

取得価額

相当額　

 

（千円）

減価償却

累計額相

当額 

（千円）

減損損失

累計額相

当額

（千円）

中間会計

期間末残

高相当額

（千円）

建物 232,452 100,179 － 132,272

有形固定資産

（その他）
780,403 370,546 339,418 70,438

ソフトウエア 1,026,850 442,381 530,512 53,956

合計 2,039,707 913,108 869,930 256,668

取得価額

相当額　

 

（千円）

減価償却

累計額相

当額 

（千円）

減損損失

累計額相

当額

（千円）

期末残高

相当額

 

（千円）

建物 232,452 76,934 － 155,517

有形固定資産

（その他）
801,859 312,828 339,341 149,690

ソフトウエア 1,011,129 341,914 530,512 138,702

合計 2,045,441 731,676 869,854 443,910

２．未経過リース料中間会計期間末残高相当

額等

　　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会計期間末残高相当

額等

　　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等

　　未経過リース料期末残高相当額

１年内 406,506千円

１年超 1,100,120千円

合計 1,506,627千円

リース資産減損

勘定の残高
70,302千円

１年内 402,980千円

１年超 711,172千円

合計 1,114,152千円

リース資産減損

勘定の残高
704,687千円

１年内 400,849千円

１年超 923,599千円

合計 1,324,448千円

リース資産減損

勘定の残高
843,470千円

３．支払リース料、リース資産減損勘定の取

崩額、減価償却費相当額、支払利息相当

額及び減損損失

３．支払リース料、リース資産減損勘定の取

崩額、減価償却費相当額、支払利息相当

額及び減損損失

３．支払リース料、リース資産減損勘定の取

崩額、減価償却費相当額、支払利息相当

額及び減損損失

支払リース料 246,334千円

リース資産減損勘定

の取崩額
13,487千円

減価償却費相当額 210,140千円

支払利息相当額 26,609千円

減損損失 83,789千円

支払リース料 240,205千円

リース資産減損勘定

の取崩額
138,860千円

減価償却費相当額 204,096千円

支払利息相当額 20,863千円

減損損失 76千円

支払リース料 454,672千円

リース資産減損勘定

の取崩額
26,383千円

減価償却費相当額 423,160千円

支払利息相当額 46,305千円

減損損失 869,854千円

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

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

５．利息相当額の算定方法

同左

（有価証券関係）

平成18年６月期中間会計期間

　子会社株式で時価のあるものはありません。

平成19年６月期中間会計期間

　子会社株式及び関連会社株式で時価のあるものはありません。

平成18年６月期末

　子会社株式及び関連会社株式で時価のあるものはありません。
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（１株当たり情報）

前中間会計期間

（自　平成17年７月１日

　　至　平成17年12月31日）

当中間会計期間

（自　平成18年７月１日

　　至　平成18年12月31日）

前事業年度

（自　平成17年７月１日

　　至　平成18年６月30日）

１株当たり純資産額 64,668.11 円

１株当たり中間純損失金額 1,801.04 円

１株当たり純資産額 47,247.97 円

１株当たり中間純利益金額 4,309.95 円

１株当たり純資産額 46,981.80 円

１株当たり当期純損失金額 46,787.14 円

　潜在株式調整後１株当たり中間純利益につ

いては、１株当たり中間純損失が計上されて

いるため記載しておりません。

潜在株式調整後１株当たり

中間純利益金額 3,682.81 円

　潜在株式調整後１株当たり当期純利益につ

いては、１株当たり当期純損失が計上されて

いるため記載しておりません。

（注）１株当たり中間（当期）純損益金額及び潜在株式調整後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。

前中間会計期間
(自　平成17年７月１日
至　平成17年12月31日)

当中間会計期間
(自　平成18年７月１日
至　平成18年12月31日)

前事業年度
(自　平成17年７月１日
至　平成18年６月30日)

１株当たり中間（当期）純損益金額    

中間純利益又は中間（当期）純損失（△）

（千円）

△105,152 354,656 △3,044,387

普通株主に帰属しない金額（千円） － － －

普通株式に係る中間純利益又は中間（当

期）純損失（△）（千円）
△105,152 354,656 △3,044,387

期中平均株式数（株） 58,384 82,287 65,068

    

潜在株式調整後１株当たり中間（当期）

純利益金額

   

中間（当期）純利益調整額（千円） － － －

普通株式増加数（株） － 14,013 －

（うち新株予約権）  (－) (14,013)  (－)

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）純利益金額

の算定に含めなかった潜在株式の概要

新株予約権３種類（新株

予約権の数1,236個）及

び転換社債型新株予約権

付社債（券面総額

4,010,000千円）並びに

新株予約権の数802個

新株予約権３種類（新株

予約権の数1,082個）及

び円貨建転換社債型新株

予約権付社債（券面総額

4,010,000千円）並びに

新株予約権の数802個

新株予約権３種類（新株

予約権の数1,148個）、

円貨建転換社債型新株予

約権付社債（券面総額

4,010,000千円）及び新

株予約権の数802個、並

びに第２回無担保転換社

債型新株予約権付社債

（券面総額1,550,000千

円）及び新株予約権の数

31個
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（重要な後発事象）

前中間会計期間
（自　平成17年７月１日
至　平成17年12月31日）

当中間会計期間
（自　平成18年７月１日
至　平成18年12月31日）

前事業年度
（自　平成17年７月１日
至　平成18年６月30日）

第１回無担保転換社債型新株予約権付社債の

転換

　当中間会計期間終了後、平成18年１月１日

から平成18年１月18日までに、第１回無担保

転換社債型新株予約権付社債の権利行使によ

る新株への転換が行われました。その概要は

次のとおりであります。

(1)転換による新株予約権付社債の減少額

1,950,000千円

(2)資本金の増加額

975,000千円

(3)資本準備金の増加額

975,000千円

(4)増加した株式の種類及び株数

普通株式　　8,302.95株　　

(5)新株の配当起算日

平成18年１月１日

　平成18年12月27日開催の当社取締役会にお

いて、下記のとおり第三者割当による新株式

の発行を決議し、平成19年１月31日に払込が

完了いたしました。

１．発行する株式の種類及び数

　  普通株式　33,000株

２．発行価額　 １株につき31,015円

３．発行価額の総額

 　 1,023,495,000円

４．資本組入額 １株につき15,508円

５．払込期日 平成19年１月31日

６．割当先及び株式数

 　 IS投資事業有限責任組合　　33,000株

７．資金の使途 借入金の返済

　平成18年４月４日に締結した基本合意書に

基づき、平成18年９月28日開催の当社取締役

会において、下記のとおり重要な資産の譲渡

を決議し、同日譲渡いたしました。

１．譲渡の理由

有利子負債の圧縮等、財務体質の強化

を図るため、当該資産の不動産信託化を

行い信託受益権を譲渡するものでありま

す。

２．譲渡先　　株式会社ゼファー

３．譲渡資産の内容

資産の内容

および所在地

帳簿

価額

譲渡

価額
現況

東京都港区六本

木七丁目169番

他

(土地面積　

954.55㎡)

4,287

百万円

4,500

百万円

複合レス

トラン施

設

 

　平成19年２月13日開催の当社取締役会にお

いて、連結子会社であるプリモ・ジャパン株

式会社の株式をゴールドマン・サックスグルー

プの有限会社ジュピターインベストメントに

譲渡することを決議し、同日譲渡契約を締結

いたしました。

１．株式譲渡の理由

当社のウエディングおよび飲食店事業

のノウハウを活かした再生ビジネスとし

て、平成16年６月に連結子会社化したプ

リモ・ジャパン株式会社において、収益

の改善および業績回復を果たしたため、

同社の株式を譲渡することを決定いたし

ました。

２．株式の譲渡先

　　有限会社ジュピターインベストメント

　　(ゴールドマン・サックスグループ)

３．当該会社の概要

　　会社名　　プリモ・ジャパン株式会社

　　主な事業内容

ブライダルリング（婚約・結婚指輪）

専門店を全国に展開

４．株式譲渡の概要

　　譲渡株式　　　　　　153,499株

　　株式譲渡価額　　　　5,500百万円

　　売却後の所有株式数　0.4％

５．譲渡の日程

　　平成19年２月13日　取締役会決議、

　　　　　　　　　　　株式譲渡契約締結

　　平成19年２月16日  株式譲渡日

　　　　　　　　　　　（株券引渡し期日）

　平成18年６月29日開催の当社取締役会にお

いて、旧本社事務所土地を譲渡することを決

議し、同日譲渡契約を締結いたしました。

１．譲渡の理由

バランスシートのスリム化および有利

子負債の圧縮、キャッシュ・フローの改

善を図るため、当該資産を譲渡するもの

であります。

２．譲渡先

　　オリックス・リアルエステート株式会社

３．譲渡資産の内容

資産の内容

および所在地

帳簿

価額

 譲渡

価額
現況

名古屋市中区錦

二丁目308番地

他　

(土地面積　

392.73㎡)

426

百万円

1,510

百万円

旧本社事

務所、現

在は解体

工事中。

４．譲渡の日程

平成18年６月29日　　　取締役会決議および

　　　　　　　　　　　契約書締結

平成18年11月30日まで　物件解体完了、

　　　　　　　　　　　引渡し期日
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前中間会計期間
（自　平成17年７月１日
至　平成17年12月31日）

当中間会計期間
（自　平成18年７月１日
至　平成18年12月31日）

前事業年度
（自　平成17年７月１日
至　平成18年６月30日）

  

　平成18年８月18日に締結した基本合意書に

基づき、平成18年８月31日開催の当社取締役

会において、子会社である株式会社フーディ

アム・インターナショナルの株式をゴールド

マン・サックス・グループを筆頭株主とする

株式会社プライム・リンクに譲渡することを

決議し、同日譲渡いたしました。

１．株式譲渡の理由

飲食店再生事業における第１号案件で

ある当該子会社において、事業再生およ

び業績回復を果たしたため、出口戦略と

して株式を譲渡するものであります。

２．株式の譲渡先

　　株式会社プライム・リンク

３．当該会社の概要

　　会社名

株式会社フーディアム・インターナショ

ナル

主な事業内容　　飲食店の経営

４．株式譲渡の概要

　　譲渡株式　　　　　 25,000株

　　株式譲渡価額　　　750百万円

　　売却後の所有株式数

　　　　　　　（間接所有）26.6％
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