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中期経営計画の策定に関するお知らせ 

 

当社は、2006 年６月期および 2007 年６月期の２期連続で経常損失を計上する不本意な結果と

なりましたが、早期の業績回復を目指して事業の選択と集中を図り様々な施策を実行してまいり

ました。このような状況のもと、2008 年６月期を初年度とする３ヵ年の中期経営計画を策定い

たしましたので、下記のとおりお知らせいたします。 

 

記 

 

Ⅰ．基本方針 

当社グループは、創業以来、ウエディングおよび飲食関連市場において事業を展開してお

りますが、2007 年６月期において周辺事業の整理および組織の再編を行い、現在は、ウエデ

ィングプロデュースおよび直営レストランの開発・運営事業に経営資源を集中させておりま

す。また、組織のスリム化による経費削減、子会社株式を含む資産売却、有利子負債の圧縮

等についても、重要な経営課題と位置付け積極的に推進しております。 

当社の事業における柱である、2005 年７月にオープンしたレストラン「カノビアーノ東京」

および 2006 年 10 月にオープンした施設「ハニーズガーデン東京」においては、“ウエディン

グパーティを行うための設備が充実し、さらに本格的なブランドを持ったレストラン”とい

うこれまでにないコンセプトをもって、平日には通常のレストランとして営業しながら土日

祝日はウエディングパーティを開催することにより、収益性の高い飲食店のビジネスモデル

として順調に成果をあげております。今後につきましては、これらの成功事例を活かして、

首都圏のみならず地方都市への店舗展開を行ってまいります。また、M&A により子会社化した

企業の早期再生にも成功し、出口戦略として株式売却を行ったことにより 2007 年６月期にお

いて収益に貢献しております。 

このような状況の中、早期の業績回復および継続的な成長を実現させるためには、積極的な

事業への投資ならびに借入金の返済が必要であります。当社は、本中期経営計画に記載されて

いる直営レストランの出店および M&A を実行するには大規模な資金調達が必要であるとの認

識のもと、様々な資金調達手段について検討を重ねてまいりましたが、「Ⅲ．資金調達」に記

載のとおり、現在の当社の業績および財務状態を考慮した上で、資本増強につながる方法が適

切であると判断いたしました。本新株予約権の発行および行使により調達する資金は 60 億円、

全てが行使された場合に発行される株式数は 400,000 株であり、現状の当社の時価総額(2007
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年９月６日現在：1,168 百万円)を考慮すると、非常に大規模な資金調達であると認識してお

ります。したがって、本日開示いたしました株式併合および本新株予約権の行使により、既存

株主様の持分所有割合が極端に低下することは事実でございます。しかしながら、当社といた

しましては、今回の資金調達により、本中期経営計画に記載しているとおり、店舗開発等の設

備投資を行うことで業績回復を果たし、できる限り早期に株主様への還元を行いたいと考えて

おります。 

 

Ⅱ．戦略方針 

当社グループは、業績の回復に向けた事業再編および組織改革を推進し、2007 年６月期にお

いて、グループ会社を含む事業の整理や子会社株式等の保有資産の売却および有利子負債の圧縮

に努めてまいりました。今後は業績回復のスピードをより一層加速させるため、直営レストラン

施設の運営事業ならびに飲食およびウエディング関連事業を行う企業への投資事業に経営資源

を集中させることといたしました。 

 

１．直営レストランの店舗網拡大 

少子化の影響により婚姻組数が減少傾向であり結婚式の需要が先細る中、レストランウエデ

ィングやハウスウエディングと呼ばれる新しいスタイルの結婚式需要は年々順調に伸びてお

り、当社の直営レストラン「カノビアーノ東京」や「ハニーズガーデン東京」においても、ウ

エディングパーティの開催組数を含めて業績は順調に推移しております。当社がこれまで主力

事業としてまいりました「飲食店サポート事業」と「ウエディングサポート事業」で培ったノ

ウハウを結集することにより、首都圏のみならず地方都市でもこのような高単価の挙式需要を

取り込めると判断し、「カノビアーノ」および｢ハニーズガーデン｣の地方主要都市への進出を

行ってまいります。また、この展開を、新規出店に伴う人材の確保および潜在的な地域ごとの

慣習というリスクを含んでおりますが、これらのレストランの特長として、土日祝日にウエデ

ィングパーティを開催することにより安定的かつ利益率の高い事業モデルを実現しておりま

す。 

 

【直営レストラン事業の中期計画の要旨】 

「カノビアーノ東京」をモデルとしたウエディングレストランおよび「ハニーズガーデン

東京」をモデルとした複合レストラン施設を、地方主要都市を中心に今後３年間で約 33 億

円の投資を行い、計９店舗をオープンさせる計画です。 

 

① 2008 年６月期 

当期の投資として 2008 年６月末までに、「カノビアーノ」２店舗、「ハニーズガーデン」

１店舗の開発資金として、約 11 億円の資金投入を行う予定です。なお、2008 年６月期中の

オープンは予定していないため、当期の業績予想には含まれておりません。 

 

② 2009 年６月期 

2009 年６月期中に、前期に着工した「カノビアーノ」２店舗および「ハニーズガーデン」
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１店舗が完成し、さらに約 11 億円の投資を行うことにより「カノビアーノ」を２店舗、「ハ

ニーズガーデン」を１店舗オープンさせる予定です。これにより、新店舗（合計６店舗）に

よる売上高は約 30 億円を見込んでおります。 

 

③ 2010 年６月期 

2010 年６月期は、2009 年６月期までにオープンさせた６店舗に加え、さらに約 11 億円の

投資を行い「カノビアーノ」を２店舗、「ハニーズガーデン」を１店舗オープンさせる予定

です。これにより、当事業の売上高は約 99 億円を見込んでおります。 

 

２．飲食およびウエディング関連事業を行う企業への投資および経営支援 

当社は、2006 年８月に株式売却を行った株式会社フーディアム・インターナショナルおよ

び 2007 年２月に株式売却を行ったプリモ・ジャパン株式会社等、株式取得後に事業価値向上

を行い株式取得価格よりも高い価格での株式売却に成功してまいりました。今後も、当社が得

意とする飲食関連事業やウエディング関連事業を行う企業への投資および経営支援を積極的

に行います。今後３年間で、約 10 億円の投資を計画しておりますが、利益計画には見込んで

おりません。 

【過去の主な実績】 

 株式取得日 取得価格 株式売却日 売却価格 

株式会社フーディアム 

・インターナショナル 
2005 年６月 15 日 250 百万 2006 年８月 31 日 750 百万

プリモ・ジャパン 

株式会社 
2004 年６月 18 日 1,848百万 2007 年２月 16 日 5,500 百万

 

３．経費削減と周辺事業領域での収益獲得 

当社グループにおいて、間接部門の統廃合、事業所の集約、および人員配置の整理等により

固定費を圧縮してまいりましたが、経費削減施策をより徹底して行うことにより、間接部門・

営業部門の更なる経費削減に努めてまいります。また、当社およびグループ各社の既存事業に

つきましては、店舗網拡大を行う「カノビアーノ」および「ハニーズガーデン」とのシナジー

効果により、売上高、利益ともに増大することが見込めると考えております。 

 

Ⅲ．資金調達 

本中期経営計画の遂行にあたり、直営レストランの出店に伴う投資（約 33 億円）、飲食および

ウエディング関連事業を行う企業への投資（約 10 億円）ならびに借入金の返済（約 17 億円）資

金として、今後、約 60 億円の資金調達を計画しております。 

今回の資金調達の方法としては、増資による調達を計画しており、本日開示いたしました「株

式併合に関するお知らせ」および「第三者割当増資による新株予約権の発行に関するお知らせ」

に記載のとおり、株式併合後に発行する新株予約権の行使により調達する予定です。株式併合後

の発行済株式数 13,426 株に対して、新たに 400,000 株分の新株予約権を発行いたします。従い

まして、既存株主様の持分所有割合が極端に低下することは事実でございます。しかしながら、
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当社といたしましては、今回の資金調達により、本中期経営計画に記載しているとおり、店舗開

発等の設備投資を行うことで業績回復を果たし、できる限り早期に株主様への還元を行いたいと

考えております。 

 

Ⅳ．経営目標イメージ 

連結損益イメージ                        （単位：億円） 

 2008 年６月期 2009 年６月期 2010 年６月期 

売 上 高 108 138 207 

経 常 利 益 0.5 4.7 13.5 

当 期 純 利 益 0.3 3.2 12.0 

2008 年６月期につきましては、2007 年８月３日に公表いたしました 2008 年６月期通期業

績予想（連結・個別）から変更はございません。2009 年６月期以降につきましては、新規

に投資を行う事業の収益、利益貢献を含んでおります。しかしながら、店舗開発の投資活動

については、実行時点において計画および施策を綿密に精査するものの、外部環境の影響な

らびに出店にあたり条件に見合う物件確保ができない、もしくは時期が遅れることにより、

想定どおりの投資効果が得られないリスクを孕んでおります。また、今回の資金調達では、

新株予約権の行使による収入を見込んでおりますが、何らかの要因により行使が行われなか

った場合、再起を賭けた事業投資を行うことができなくなります。当社といたしましては、

当該リスクを認識しつつ着実に成果をあげ、将来的な企業価値の向上につながるよう事業に

邁進する所存であります。 

 

【内訳】 

直営レストラン事業で新たに計画される収益            （単位：億円） 

 2008 年６月期 2009 年６月期 2010 年６月期 

売 上 高 ― 30 99 

経 常 利 益 ― 3.7 12.0 

今期における収益計上は見込んでおりません。 

 

既存事業をベースとした収益                   （単位：億円） 

 2008 年６月期 2009 年６月期 2010 年６月期 

売 上 高 108 108 108 

経 常 利 益 0.5 1.0 1.5 

本中期経営計画で計画しております新店舗とのシナジー効果による収益獲得およびさら

なる経費削減に努めることにより、中期的には収益増大が見込まれます。 

 

以 上 


