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構成比構成比構成比構成比 構成比構成比構成比構成比 構成比構成比構成比構成比

売上高売上高売上高売上高 4,887 4,786 101 2.1% 4,746 141 3.0%

営業利益営業利益営業利益営業利益 (0) -0.0% (31) -0.7% 30 - (59) -1.2% 58 -

経常利益経常利益経常利益経常利益 7 0.2% (15) -0.3% 23 - (67) -1.4% 75 -

親会社株主に帰属する親会社株主に帰属する親会社株主に帰属する親会社株主に帰属する
当期純利益当期純利益当期純利益当期純利益

(11) -0.2% (27) -0.6% 16 - (90) -1.9% 79 -

１株当たり１株当たり１株当たり１株当たり
当期純利益当期純利益当期純利益当期純利益

△1円10銭△1円10銭△1円10銭△1円10銭 △2円74銭△2円74銭△2円74銭△2円74銭 △9円01銭△9円01銭△9円01銭△9円01銭

（単位：百万円）

2018年年年年12月期　第２四半期累計期間月期　第２四半期累計期間月期　第２四半期累計期間月期　第２四半期累計期間 2017年年年年12月期　第２四半期累計期間月期　第２四半期累計期間月期　第２四半期累計期間月期　第２四半期累計期間

差異差異差異差異

実績実績実績実績 計画値計画値計画値計画値 実績実績実績実績

差異差異差異差異

損益計算書の概要（連結）損益計算書の概要（連結）損益計算書の概要（連結）損益計算書の概要（連結）

期中平均株数（単位：千株）
2018/6/30: 10,141
2017/6/30: 10,081

為替レート
USD/JPY  110.54
USD/JPY  112.00
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【【【【売上高売上高売上高売上高】】】】
［国内］［国内］［国内］［国内］権八が売上を牽引。ゼストのイベント出店やウェディング事業好調。3月に「デカダンス ドュ ショコラ 新宿京王」、

5月に「権八 NORI-TEMAKI 原宿」をオープンし、全店・既存店ともに売上増加し計画値も達成。

前年比： 全店+2.2% 既存店+2.4% 計画値比：+2.1％

［米国］［米国］［米国］［米国］２店舗とも売上好調。 「1212」が堅調に売上を伸ばし、「La Boheme」が前年比で大幅に改善し計画値も達成。

前年比(USDベース)： +20.5% 計画値比(USDベース)：+1.5％

【【【【コストコストコストコスト】】】】
［国内］［国内］［国内］［国内］ 売上原価率が計画値比0.2ポイント減、前年比も0.4ポイント良化。

売上原価率の詳細としては、前年比で固定費率が0.5ポイント改善した一方、労務費率が0.5ポイント悪化。
店舗経費率が資産除去債務を取り崩した影響で前年比0.4ポイント良化。

［米国］［米国］［米国］［米国］ 前年比全項目改善。材料費率・店舗経費率・減価償却費率は計画値を達成。

【【【【その他その他その他その他】】】】
為替の影響で為替差損19.2百万円を計上。店舗固定資産減損が発生し、特別損失として11.9百万円計上。



会社別実績概要会社別実績概要会社別実績概要会社別実績概要

構成比構成比構成比構成比 構成比構成比構成比構成比 構成比構成比構成比構成比

売上高売上高売上高売上高 4,638 100.0% 4,541 100.0% 96 2.1% 4,536 100.0% 101 2.2%

営業利益営業利益営業利益営業利益 30 0.7% 5 0.1% 24 412.9% (0) -0.0% 31 -

経常利益経常利益経常利益経常利益 52 1.1% 22 0.5% 29 132.7% 10 0.2% 41 395.0%

当期純利益当期純利益当期純利益当期純利益 33 0.7% 9 0.2% 23 234.2% (5) -0.1% 38 -

（単位：百万円）

2018年年年年12月期　第２四半期月期　第２四半期月期　第２四半期月期　第２四半期 2017年年年年12月期　第２四半期月期　第２四半期月期　第２四半期月期　第２四半期

2018年年年年12月期　第２四半期月期　第２四半期月期　第２四半期月期　第２四半期 2017年年年年12月期　第２四半期月期　第２四半期月期　第２四半期月期　第２四半期

国内国内国内国内
差異差異差異差異

実績実績実績実績 計画値計画値計画値計画値 実績実績実績実績

差異差異差異差異
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※上記は連結修正前の会社別数値です。

想定為替レート： USD/JPY =110.00

構成比構成比構成比構成比 構成比構成比構成比構成比 構成比構成比構成比構成比

売上高売上高売上高売上高 249 100.0% 244 100.0% 4 2.0% 209 100.0% 39 19.0%

営業利益営業利益営業利益営業利益 (31) -12.7% (37) -15.4% 6 - (58) -27.8% 26 -

経常利益経常利益経常利益経常利益 (44) -17.8% (37) -15.4% (6) - (78) -37.3% 33 -

当期純利益当期純利益当期純利益当期純利益 (44) -17.8% (37) -15.4% (6) - (85) -40.8% 41 -

（単位：百万円）

米国米国米国米国
実績実績実績実績 計画値計画値計画値計画値 実績実績実績実績

差異差異差異差異 差異差異差異差異



貸借対照表の概要（連結）貸借対照表の概要（連結）貸借対照表の概要（連結）貸借対照表の概要（連結）

流動資産流動資産流動資産流動資産 1,025 14.8% 1,220 17.1% (195) -16.0% 負債合計負債合計負債合計負債合計 3,068 44.3% 3,233 45.4% (164) -5.1%

現預金 456 520 (64) 流動負債流動負債流動負債流動負債 1,664 24.0% 1,364 19.2% 300 22.0%

売掛金 235 330 (95) 買掛金 310 394 (83)

原材料及び貯蔵品 154 177 (22) 1年内返済予定長期借入金 658 225 433

商品及び製品 14 20 (6) 未払費用 351 368 (17)

その他 165 171 (6) その他 344 375 (31)

固定資産固定資産固定資産固定資産 5,903 85.2% 5,902 82.9% 1 0.0% 固定負債固定負債固定負債固定負債 1,404 20.3% 1,869 26.2% (464) -24.9%

有形固定資産 4,504 65.0% 4,547 63.8% (43) -1.0% 長期借入金 799 1,204 (405)

建物・構築物 1,591 1,641 (50) 繰延税金負債 32 43 (11)

工具器具 235 241 (5) 資産除去債務（固） 530 574 (44)

土地 2,639 2,655 (16) その他 42 46 (3)

建設仮勘定 30 0 29 純資産純資産純資産純資産 3,860 55.7% 3,889 54.6% (29) -0.7%

その他 7 8 (1) 資本金 1,479 1,478 0

無形固定資産 5 0.1% 4 0.1% 0 17.6% 資本剰余金 2,134 2,133 0

増減増減増減増減
2018年12月期2018年12月期2018年12月期2018年12月期

第２四半期第２四半期第２四半期第２四半期
2018年12月期2018年12月期2018年12月期2018年12月期

第２四半期第２四半期第２四半期第２四半期
2017年12月期2017年12月期2017年12月期2017年12月期

期末期末期末期末
増減増減増減増減

2017年12月期2017年12月期2017年12月期2017年12月期
期末期末期末期末
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• 現預金は、借入を行ったものの設備投資などの支払・借入金返済により、64百万円の減少。
• 有形固定資産は、店舗改装・出店に伴う建物・工具器具取得による増加もあったが、減価償却・為替の影響により、純額で43百万

円減少。
• 差入保証金は、新規出店の「権八 NORI-TEMAKI 原宿」・「モンスーンカフェさいたま新都心」などの差入により42百万円増加。
• 借入金は、国内は借入と返済の実行により30百万円の増加。来年返済期限を迎えるものがあるため、1年内返済予定長期借入金が

大幅増加。

無形固定資産 5 0.1% 4 0.1% 0 17.6% 資本剰余金 2,134 2,133 0

投資その他の資産 1,394 20.1% 1,349 18.9% 44 3.3% 利益剰余金 372 383 (11)

投資有価証券 21 25 (3) 自己株式 (0) (0) (0)

差入保証金 1,356 1,313 42 為替換算調整勘定 (151) (137) (14)

その他 15 10 5 その他 25 31 (5)

総資産総資産総資産総資産 6,929 100.0% 7,122 100.0% (193) -2.7% 負債・純資産合計負債・純資産合計負債・純資産合計負債・純資産合計 6,929 100.0% 7,122 100.0% (193) -2.7%
（単位：百万円）



キャッシュ・フローの概要（連結）キャッシュ・フローの概要（連結）キャッシュ・フローの概要（連結）キャッシュ・フローの概要（連結）

連結連結連結連結
2018年12月期2018年12月期2018年12月期2018年12月期

第２四半期累計第２四半期累計第２四半期累計第２四半期累計
2017年12月期2017年12月期2017年12月期2017年12月期

第２四半期累計第２四半期累計第２四半期累計第２四半期累計
増減増減増減増減

営業活動によるキャッシュ・フロー営業活動によるキャッシュ・フロー営業活動によるキャッシュ・フロー営業活動によるキャッシュ・フロー 54 96 (42)

税金等調整前四半期純損益 (4) (84) 80

減価償却費 108 128 (19)

為替差損益 19 28 (9)

店舗閉鎖損失引当金増減額 0 (4) 4

減損損失 11 9 2

投資有価証券評価損益 0 7 (7)

売上債権の増減額 95 161 (65)

たな卸資産の増減額 28 29 (0)

仕入債務の増減額 (83) (69) (14)

利息の支払額 (6) (11) 4

法人税等の支払額 (6) (32) 25

法人税等の還付額 8 0 8

その他 (116) (65) (71)

投資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・フロー投資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 (142) (96) (45)

有形固定資産の取得による支出 (97) (88) (8)

無形固定資産の取得による支出 (2) (0) (2)
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• 営業活動によるキャッシュフローは、前年比△42百万円の54百万円のキャッシュイン。
• 投資活動によるキャッシュフローは、新店による有形固定資産取得よる支出などがあり、前年比△45百万円の142百

万円のキャッシュアウト。
• 財務活動によるキャッシュフローは社長借入金670百万円の借換を実行した影響もあり、総額820百万円の借入、789

百万円の借入金返済となった。結果として前年比+200百万円となる29百万円のキャッシュイン。
• 現金及び現金同等物は、64百万円のキャッシュアウトとなり、期末残高は456百万円。

無形固定資産の取得による支出 (2) (0) (2)

資産除去債務の履行による支出 0 (26) 26

保証金の回収による収入 0 18 (19)

保証金の差入による支出 (42) 0 (42)

財務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・フロー財務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 29 (171) 200

長期借入れによる収入 820 150 670

長期借入金の返済による支出 (789) (318) (470)

ストックオプションの行使による収入 1 0 1

その他 (2) (2) (0)

現金及び現金同等物に係る換算差額現金及び現金同等物に係る換算差額現金及び現金同等物に係る換算差額現金及び現金同等物に係る換算差額 (6) (5) (0)

現金及び現金同等物の増減額現金及び現金同等物の増減額現金及び現金同等物の増減額現金及び現金同等物の増減額 (64) (176) 111

現金及び現金同等物の期首残高現金及び現金同等物の期首残高現金及び現金同等物の期首残高現金及び現金同等物の期首残高 520 607 (86)

現金及び現金同等物の期末残高現金及び現金同等物の期末残高現金及び現金同等物の期末残高現金及び現金同等物の期末残高 456 430 25
（単位：百万円）
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• 2018年は国内・海外ともに売上高は増加し、３期連続売上増加。
• ５期連続の営業損失となってしまったが、営業利益率は改善。経常利益は2013年以来の経常利益となった
• 売上を除く各数値が過去５年で一番高い数値となった。

（単位：百万円）



ⅡⅡⅡⅡ．事業計画サマリー．事業計画サマリー．事業計画サマリー．事業計画サマリーⅡⅡⅡⅡ．事業計画サマリー．事業計画サマリー．事業計画サマリー．事業計画サマリー



構成比構成比構成比構成比 構成比構成比構成比構成比 構成比構成比構成比構成比

売上高売上高売上高売上高 9,911 100.0% 4,887 100.0% 5,023 49.3% 9,815 100.0% 95 1.0%

営業利益営業利益営業利益営業利益 50 0.5% (0) -0.0% 51 -1.9% (49) -0.5% 99 -

経常利益経常利益経常利益経常利益 82 0.8% 7 0.2% 74 9.5% (32) -0.3% 115 -

親会社株主に帰属する親会社株主に帰属する親会社株主に帰属する親会社株主に帰属する
当期純利益当期純利益当期純利益当期純利益

29 0.3% (11) -0.2% 40 -38.2% (222) -2.3% 251 -

１株当たり１株当たり１株当たり１株当たり
当期純利益当期純利益当期純利益当期純利益

2円88銭2円88銭2円88銭2円88銭 △1円10銭△1円10銭△1円10銭△1円10銭 △22円00銭△22円00銭△22円00銭△22円00銭

（単位：百万円）

差異差異差異差異 差異差異差異差異
連結連結連結連結

通期計画値通期計画値通期計画値通期計画値 第２四半期実績第２四半期実績第２四半期実績第２四半期実績 通期実績通期実績通期実績通期実績

2018年年年年12月期月期月期月期 2017年年年年12月期月期月期月期

2012012012018888年年年年12121212月期月期月期月期 通期計画（連結）通期計画（連結）通期計画（連結）通期計画（連結）

想定為替レートUSD/JPY =110.00

10

【【【【計画売上高計画売上高計画売上高計画売上高】】】】

［国内］［国内］［国内］［国内］ 前年実績比 +0.2％ 第２四半期末進捗率 49.5％

新店舗をオープンし売上高増加もあるが、モンスーンカフェ、ラ・ボエムの既存店売上高の現状を鑑み、前年同等の見込み。

［米国］［米国］［米国］［米国］ 前年実績比 +19.3％(USドルベース） 第２四半期末進捗率 45.6％

米国売上高は、「La Boheme」の改善継続、「1212」の堅調な伸びを継続し前年比増加、計画値通り推移する見込み。

【【【【コストコストコストコスト】】】】

［国内］［国内］［国内］［国内］ 材料費率・労務費率は第２四半期末時点で計画値比で増加しているため当初計画値で着地する見込み

［米国］［米国］［米国］［米国］ 店舗経費率は大幅に改善しているが、その他数値はほぼ計画値通りで推移しているため国内同様当初計画値での着地見込み。

【【【【その他その他その他その他】】】】
７月に「モンスーンカフェさいたま新都心」を出店。年内に１店舗計画中



会社別予算概要会社別予算概要会社別予算概要会社別予算概要

構成比構成比構成比構成比 構成比構成比構成比構成比 進捗度進捗度進捗度進捗度 構成比構成比構成比構成比

売上高売上高売上高売上高 9,364 100.0% 4,638 100.0% 49.5% 9,344 100.0% 19 0.2%

営業利益営業利益営業利益営業利益 104 1.1% 30 0.7% 29.5% 48 0.5% 55 114.3%

経常利益経常利益経常利益経常利益 136 1.5% 52 1.1% 38.3% 77 0.8% 58 75.7%

当期純利益当期純利益当期純利益当期純利益 83 0.9% 33 0.7% 40.1% (104) -1.1% 187 -

（単位：百万円）

2018年年年年12月期　第２四半期実績月期　第２四半期実績月期　第２四半期実績月期　第２四半期実績

2018年年年年12月期　第２四半期実績月期　第２四半期実績月期　第２四半期実績月期　第２四半期実績

国内国内国内国内
差異差異差異差異

2018年年年年12月期　通期計画月期　通期計画月期　通期計画月期　通期計画 2017年年年年12月期　通期実績月期　通期実績月期　通期実績月期　通期実績

2018年年年年12月期　通期計画月期　通期計画月期　通期計画月期　通期計画 2017年年年年12月期　通期実績月期　通期実績月期　通期実績月期　通期実績
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想定為替レート： USD/JPY =110.00

※上記は連結修正前の会社別数値です。

構成比構成比構成比構成比 構成比構成比構成比構成比 進捗度進捗度進捗度進捗度 構成比構成比構成比構成比

売上高売上高売上高売上高 547 100.0% 249 100.0% 45.6% 471 100.0% 75 16.1%

営業利益営業利益営業利益営業利益 (53) -9.8% (31) -12.7% - (97) -20.8% 44 -

経常利益経常利益経常利益経常利益 (53) -9.8% (44) -17.8% - (110) -23.5% 56 -

当期純利益当期純利益当期純利益当期純利益 (53) -9.8% (44) -17.8% - (117) -25.0% 63 -

（単位：百万円）

米国米国米国米国
差異差異差異差異



ⅢⅢⅢⅢ．．．．2018201820182018年上期の振り返り年上期の振り返り年上期の振り返り年上期の振り返りⅢⅢⅢⅢ．．．．2018201820182018年上期の振り返り年上期の振り返り年上期の振り返り年上期の振り返り



2018201820182018年上期年上期年上期年上期 国内国内国内国内売上高前年対比率売上高前年対比率売上高前年対比率売上高前年対比率 月次推移月次推移月次推移月次推移

0.0%

5.0%

10.0%
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※業界全体の数値は、
一般社団法人日本フードサービス協会のデータを参考にしております。

2018年12月期 第２四半期 国内店舗売上高前年比

全店 ＋２．２％

既存店 ＋２．４％

2018年 主な出退店
３月 新宿に新店舗「デカダンス ドュ ショコラ新宿京王」オープン
５月 原宿に新店舗「権八 NORI-TEMAKI 原宿」オープン

'18/
1

'18/
2

'18/
3

'18/
4

'18/
5

'18/
6

国内全店合計 -1.8% 0.5% 4.8% 3.0% 1.9% 4.2%

国内既存店合計 -1.6% 1.2% 4.8% 3.3% 3.2% 5.4%

外食業界全体 3.1% 3.1% 4.6% 1.8% 0.4% 3.3%

パブレストラン -3.6% -3.4% -2.0% -3.3% -3.4% -1.6%

-10.0%

-5.0%



2018年12月期2018年12月期2018年12月期2018年12月期

第２四半期第２四半期第２四半期第２四半期
合計合計合計合計

カフェカフェカフェカフェ

ラ・ボエムラ・ボエムラ・ボエムラ・ボエム

ゼストゼストゼストゼスト

キャンティーナキャンティーナキャンティーナキャンティーナ

モンスーンモンスーンモンスーンモンスーン

カフェカフェカフェカフェ
権八権八権八権八 Dinner&LBDinner&LBDinner&LBDinner&LB FCFCFCFC その他その他その他その他

本部本部本部本部

販管費販管費販管費販管費

売上高売上高売上高売上高 4,638 1,309 206 1,093 1,370 360 89 207 -

全店前年比全店前年比全店前年比全店前年比 2.2% -3.1% 9.7% -5.2% 11.5% 4.9% -6.4% 19.5% -

既存店前年比既存店前年比既存店前年比既存店前年比 2.4% -0.5% 9.7% -5.2% 11.3% 4.9% -6.4% 8.1% -

営業利益営業利益営業利益営業利益 30 140 (16) 80 201 (40) 9 (8) (336)

期末店舗数期末店舗数期末店舗数期末店舗数 50 15 4 11 8 7 1 4

2017年12月期2017年12月期2017年12月期2017年12月期
第２四半期第２四半期第２四半期第２四半期

合計合計合計合計
カフェカフェカフェカフェ

ラ・ボエムラ・ボエムラ・ボエムラ・ボエム
ゼストゼストゼストゼスト

キャンティーナキャンティーナキャンティーナキャンティーナ
モンスーンモンスーンモンスーンモンスーン

カフェカフェカフェカフェ
権八権八権八権八 Dinner&LBDinner&LBDinner&LBDinner&LB FCFCFCFC その他その他その他その他

本部本部本部本部
販管費販管費販管費販管費

売上高売上高売上高売上高 4,536 1,352 188 1,153 1,229 343 96 173 -

営業利益営業利益営業利益営業利益 (0) 135 (26) 126 168 (33) 19 (19) (371)

2018201820182018年上期年上期年上期年上期 国内（業態別業績）国内（業態別業績）国内（業態別業績）国内（業態別業績）

（単位：百万円）

営業利益営業利益営業利益営業利益

30303030百万円百万円百万円百万円 ((((前年同期比前年同期比前年同期比前年同期比 ＋３＋３＋３＋３1111百万円百万円百万円百万円))))

売上高売上高売上高売上高

4,6384,6384,6384,638百万円百万円百万円百万円 ((((前年同期比前年同期比前年同期比前年同期比 ＋１０１百万円＋１０１百万円＋１０１百万円＋１０１百万円))))

■2018年３月 新宿に新店舗「デカダンス ドュ ショコラ 新宿京王」 ５月 原宿に「権八 NORI-TEMAKI 原宿」をグランドオープン。
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・ラ・ボエムは、設備 化で渋谷店を閉店（当期においては約5カ月間）していた影響から、売上高は
全店では3.1％減だが既存店では0.5％減と 胧のマイナス。固定費圧縮により 益は改善。

・ゼストは、肉フェス等の出店により売上が大きくアップ、 益も改善。
・モンスーンは、売上・ 益 に大きく とす結果となり、組織の と人事 を実施し、 本的な組
織改革を実 中。

・権八は、 胔 や渋谷が し、11.5％増の大幅な増収、 益も伸ばす。特にインバウンド層の増加が
好調要因。

・ Dinner&LBは、リグニスと改装したステラートが増収。レストランウェディングも の みか
ら し回 し増収要因となるが、原材 や 費の 化により 益は 化。

・ＦＣ（那須フードコート）は商業施設の集客減がそのまま影響し、減収減益。
・その他では、デカダンス ドュ ショコラの売上が に き続き好調、サラダボウル専門店のグッドラ
イフファクトリーも売上を伸ばす。ウェディングサロンの挽回も寄与し増収、 益 でも改善。



2018201820182018年上期年上期年上期年上期 海外（米国海外（米国海外（米国海外（米国 店舗別業績）店舗別業績）店舗別業績）店舗別業績）

営業損失営業損失営業損失営業損失

△△△△286286286286千ドル千ドル千ドル千ドル ((((前年同期比前年同期比前年同期比前年同期比 +234+234+234+234千千千千USUSUSUSドルドルドルドル))))

売上高売上高売上高売上高

2,2582,2582,2582,258千ドル千ドル千ドル千ドル ((((前年同期比前年同期比前年同期比前年同期比 ＋＋＋＋384384384384千千千千USUSUSUSドルドルドルドル))))

2018年12月期2018年12月期2018年12月期2018年12月期

第２四半期第２四半期第２四半期第２四半期
合計合計合計合計 La BohemeLa BohemeLa BohemeLa Boheme

1212121212121212

(Twelve Twelve)(Twelve Twelve)(Twelve Twelve)(Twelve Twelve)

本部本部本部本部

販管費販管費販管費販管費

売上高売上高売上高売上高 2,258 576 1,681 0

前年比前年比前年比前年比 20.5% 41.2% 14.8% -

営業利益営業利益営業利益営業利益 (286) 8 (25) (268)

2017年12月期2017年12月期2017年12月期2017年12月期

第２四半期第２四半期第２四半期第２四半期
合計合計合計合計 La BohemeLa BohemeLa BohemeLa Boheme

1212121212121212

(Twelve Twelve)(Twelve Twelve)(Twelve Twelve)(Twelve Twelve)

本部本部本部本部

販管費販管費販管費販管費

1,873 408 1,465 0
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・La Bohemeは日本本 から有 なマネージメント人材を し組織改革を い、41.2％と大
幅な増収。営業 益も大幅に改善し、 字化 成。

・1212は から き続き増収を維持し、売上高は二桁増の14.8％アップ。 益も改善し、
字を大きく削減。

売上高売上高売上高売上高 1,873 408 1,465 0

営業利益営業利益営業利益営業利益 (520) (81) (116) (322)

（単位：千USドル）



2018201820182018年上期の振り返り年上期の振り返り年上期の振り返り年上期の振り返り

�新業態開発・リニューアル・出店
– 3月 1日「デカダンス ドュ ショコラ新宿京王」（チョコレート専門店）をオープン
– 5月30日 新業態「権八 NORI-TEMAKI 原宿」をオープン

�組織・人材の活性化
– 部マネージャークラスの評価 の 本的 直し

① 評価
②売上・実績評価②売上・実績評価
③人材輩出実績

– 店 を す人材に向けた「 」の定 開 スタート

�海外子会社
– 売上拡大と収益性改善を着実に推進

‧ バー＆フロアのトレーニングプログラム強化、フロアに てる 準 定・ 用
⋅ 野菜（ベジタリアン・ビーガン対応）メニュー拡大とスペシャルメニューの強化
⋅ 外部イベント の 加、店舗 のイベント ・開 により 名 向上を推進
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2018201820182018年上期の振り返り年上期の振り返り年上期の振り返り年上期の振り返り （新店紹介）（新店紹介）（新店紹介）（新店紹介）

◆3月1日「デカダンス ドュ ショコラ新宿京王」オープン！

【店 舗 名】デカダンス ドュ ショコラ新宿京王
(MB階のれん街）

【業 態】チョコレート専門店（テイクアウトのみ）
【営業 時間】［月－土］10:00-20:30［日・ 祝］10:00-20:00

※百貨店の営業に準ずる
【特 徴】「デカダンス ドュ ショコラ」は2002 にOPEN

以来、カカオ豆の産地や品種に徹底的にこだわり
、厳選された素材を使用し、専属のショコラティ
エ・パティシエがひとつひとつ時間をかけて丁寧
に手作り。「ボンボンショコラ」「バレンシア」
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【モヒート】【モヒート】【モヒート】【モヒート】
ミントとライムがカカオの
香りと調和した大人の贅
沢なビター板チョコ。

【ピニャコラーダ】【ピニャコラーダ】【ピニャコラーダ】【ピニャコラーダ】
パイナップル＆ココナッツピ
ューレを練り込んだ果実味
香る板チョコ。

「カクテルショコラ」 「ディアナチョコレート」
・砂糖不使用・砂糖不使用・砂糖不使用・砂糖不使用
・糖類ゼロ・糖類ゼロ・糖類ゼロ・糖類ゼロ
・低・低・低・低GI
LOW-GI・NO SUGAR
砂糖の代わりに天然由来の甘味料マル
チトールを使用。
食後の血糖値の急激な上昇がほとんど
ない低糖質タブレットチョコレート。

夏
の
新
商
品

に手作り。「ボンボンショコラ」「バレンシア」
の他、各種焼き菓子などを販売。ターミナル駅直
結店舗で、 客層の拡大と 向上を す。



2018201820182018年上期の振り返り年上期の振り返り年上期の振り返り年上期の振り返り （新店紹介）（新店紹介）（新店紹介）（新店紹介）

◆5月30日 権八初のファスト・ファインカジュアル業態
「権八 NORI-TEMAKI 原宿」オープン！

【店 舗 名】権八 NORI-TEMAKI 原宿
【所 在 地】渋谷区神宮前6-35-3コープオリンピア1階
【席 数】カウンターのみ30席
【営業 時間】11:00-23:00
【業 態】海苔手巻き専門店
【特 徴】カウンター しに、パリッと れのよい

高級有明産海苔を使用したこだわりの手巻き
寿司を、ひとつひとつ丁寧に、お客様にお出

18

高級有明産海苔を使用したこだわりの手巻き
寿司を、ひとつひとつ丁寧に、お客様にお出
しします。

◆丸山海苔店（創業160 の 舗）の「こんと 」を使用
のりが った り高く野 あ れる わいが特徴。

海苔とシャリの間にサラダ菜を み、パリパリ を く わ
えるよう工夫。

◆日本初、寿司業態で「カリフラワーライス」を提供
シャリは低 質の カリフラワーライス に 。
ビタミンC、カリウムなど多くの種類の栄養素をバランスよ
く含む野菜で、健康志向に対応。

「ファスト・ファインカジュアル」とは
高品質食材・ の提供はそのままに、カウンターで
注文を受け、ファーストフード店のような気 さで
用できるスタイルの業態。



ⅣⅣⅣⅣ．．．．2018201820182018年下期の取り組み年下期の取り組み年下期の取り組み年下期の取り組みⅣⅣⅣⅣ．．．．2018201820182018年下期の取り組み年下期の取り組み年下期の取り組み年下期の取り組み



2018201820182018年下期の取り組み年下期の取り組み年下期の取り組み年下期の取り組み

�新業態開発・リニューアル・出店
– 7月14日 「モンスーンカフェさいたま新都心」オープン

（ファスト・ファインカジュアル業態）
– 内、都内に 店（ファスト ファインカジュアル業態）を 店舗オープン 定

�組織・人材の活性化
– 部マネージャークラスにおける新評価 の 入・ 用開

① 評価 ②売上・実績評価 ③人材輩出実績
– 育・ を専門に う「 スピタリティトレーニングチーム」の 上

① 評価 ②売上・実績評価 ③人材輩出実績
– 育・ を専門に う「 スピタリティトレーニングチーム」の 上
– オペレーティングディレクター（店舗統括責任者）、シェフクラスにグローバル

人材登用

�海外子会社
– なる売上高拡大と収益性改善に向けた施 実施

‧ ワインの 向上＆ ールス強化に向けた 育とワインペアリングメニュー
の提供

⋅ 「1212」店のメインダイニングの一部改装により、開放的でフレキシブル
用 なフロア 。 イベントの り みを強化。
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2018201820182018年下期の取り組み（新店紹介）年下期の取り組み（新店紹介）年下期の取り組み（新店紹介）年下期の取り組み（新店紹介）

◆7月14日 モンスーン初のファスト・ファインカジュアル業態
「モンスーンカフェさいたま新都心」オープン！
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【店 舗 名】モンスーンカフェさいたま新都心
【所 在 地】埼玉県さいたま市大宮区吉敷町4-263-1コクーンシティ コクーン 2 1階
【席 数】８８席（店内68席+テラス席20席）
【営業 時間】11:00 23:00 (L.O 22:00 )
【業 態】エスニック のファスト・ファインカジュアル業態
【特 徴】商業施設という 地から、「時間に のない にも、手 にき んとし

た食事ができる店舗」として、店頭にて注文・お支払いを受け、ベルでお
ら して を受け りに来ていただくスタイルで展開。天井高のある

開放的でスタイリッシュな雰囲気のダイニングとテラス席を用意。

「ファスト・ファイン
カジュアル」とは

高品質食材・ の提供は
そのままに、カウンターで
注文を受け、ファーストフ
ード店のような気 さで
用できるスタイルの業態。

【同店限定】ソフトクリーム トム・ヤム・クンヌードル



ⅤⅤⅤⅤ．．．．今後の事業展開今後の事業展開今後の事業展開今後の事業展開ⅤⅤⅤⅤ．．．．今後の事業展開今後の事業展開今後の事業展開今後の事業展開



事業事業事業事業VISIONVISIONVISIONVISION 既存フルサービス業態既存フルサービス業態既存フルサービス業態既存フルサービス業態
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（安全でおいしい を手 ろな価 で）
＋

ロケ―ション・空間（ブロードウェイのような舞台）
＋

最高のサービス
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『エンターテインメントとしての外食』
を創り出す



事業事業事業事業VISIONVISIONVISIONVISION 既存フルサービス業態既存フルサービス業態既存フルサービス業態既存フルサービス業態

�品質と安全性にこだわった食材の仕入れと
継続した産地開肾
�Fresh＆Homemade
�Healthy（ 成 存 やうまみ調 の
使用を推進し、 にやさしい健康的な ）
� 的な 定メニュー・店舗 のオリジナ
ルメニューの開発

「食 て なる」

�「非日常」と「くつろぎ」のある空間演出

印象的な空間とロケーション

エ
ン
タ
ー
テ
イ
ン
メ
ン
ト

新業態開発

利便性向上利便性向上利便性向上利便性向上

常に常に常に常に
ワクワクさせるワクワクさせるワクワクさせるワクワクさせる

（社内外）（社内外）（社内外）（社内外）

成
長
・
店
舗
拡
大
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�「非日常」と「くつろぎ」のある空間演出
�郊外ロードサイド⇒首都圏人気エリア・駅
近に集中出店
�施設産業としての継続投資

�笑顔で駆け寄りお出迎え・記憶に残る温か
いお り
�スタープレイヤーの発掘・育成
�マネジメント層の仕事の仕組み化とシステ
ム化

シンプル＆感動を呼ぶサービス

エ
ン
タ
ー
テ
イ
ン
メ
ン
ト
性
向
上
策

利便性向上利便性向上利便性向上利便性向上

顧客層拡大顧客層拡大顧客層拡大顧客層拡大

既存業態の
収益改善

店
舗
拡
大



成
長
・
店
舗
拡
大

�品質と安全性にこだわった食材の仕入れと
継続した産地開肾
�Fresh＆Homemade
�Healthy（ 成 存 やうまみ調 の
使用を推進し、 にやさしい健康的な ）
� 的なメニューの胸り みや専門店化

「食 て なる」

「非日常」「くつろぎ」「カジュアル」

印象的な空間とロケーション

フ
ァ
ス
ト
・
フ
ァ
イ
ン
カ
ジ
ュ
ア
ル

高品質食材高品質食材高品質食材高品質食材
使用や安全使用や安全使用や安全使用や安全
性など、料理性など、料理性など、料理性など、料理
の品質はの品質はの品質はの品質は
そのままにそのままにそのままにそのままに

事業事業事業事業VISIONVISIONVISIONVISION 既存フルサービス業態既存フルサービス業態既存フルサービス業態既存フルサービス業態＋ファスト・ファインカジュアル業態の展開開始＋ファスト・ファインカジュアル業態の展開開始＋ファスト・ファインカジュアル業態の展開開始＋ファスト・ファインカジュアル業態の展開開始

新業態開発
店
舗
拡
大
を
加
速
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�「非日常」「くつろぎ」「カジュアル」
な空間演出

�商業施設や人の れのある 所に出店
�設備投資の低減

�笑顔で 気にお出迎え・お り
� 化したサービス・オペレーション
�提供時間の短縮
�人材 の 性

シンプル＆セルフサービス

フ
ァ
ス
ト
・
フ
ァ
イ
ン
カ
ジ
ュ
ア
ル
業
態

ファーストファーストファーストファースト
フード店のフード店のフード店のフード店の
ように気軽にように気軽にように気軽にように気軽に
利用できる利用できる利用できる利用できる

既存業態か
らの進化



参考資料参考資料参考資料参考資料参考資料参考資料参考資料参考資料
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既存店売上高既存店売上高既存店売上高既存店売上高 既存店営業利益率既存店営業利益率既存店営業利益率既存店営業利益率

国内コンセプト別国内コンセプト別国内コンセプト別国内コンセプト別 既存店売上高・営業利益の推移既存店売上高・営業利益の推移既存店売上高・営業利益の推移既存店売上高・営業利益の推移 ––––カフェカフェカフェカフェ ラ・ボエム＆ゼストラ・ボエム＆ゼストラ・ボエム＆ゼストラ・ボエム＆ゼスト キャンティーナキャンティーナキャンティーナキャンティーナ----

【前年比】
既存店売上高 △0.5％
原材料費率 0.4ポイント悪化
労務費率 1.0ポイント改善
店舗経費率 ほぼ横ばい
営業利益率 1.1ポイント改善

La BohemeLa BohemeLa BohemeLa Boheme

（単位：百万円）
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【前年比】
既存店売上高 +9.7% 

原材料費率 1.4ポイント改善
労務費率 2.2ポイント改善
店舗経費率 1.1ポイント悪化
固定費率 3.8ポイント改善
営業利益率 6.1ポイント改善

5月に肉フェスに初出店

Zest CantinaZest CantinaZest CantinaZest Cantina

（単位：百万円）
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国内コンセプト別国内コンセプト別国内コンセプト別国内コンセプト別 既存店売上高・営業利益の推移既存店売上高・営業利益の推移既存店売上高・営業利益の推移既存店売上高・営業利益の推移 ----モンスーンカフェ＆権八モンスーンカフェ＆権八モンスーンカフェ＆権八モンスーンカフェ＆権八----

【前年比】
既存店売上高 △5.2%

原材料費率 0.7ポイント悪化
労務費率 2.3ポイント悪化
店舗経費率 1.5ポイント悪化
営業利益率 3.7ポイント悪化

Monsoon CafeMonsoon CafeMonsoon CafeMonsoon Cafe

（単位：百万円）
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既存店売上高既存店売上高既存店売上高既存店売上高 新店売上高新店売上高新店売上高新店売上高 既存店営業利益率既存店営業利益率既存店営業利益率既存店営業利益率
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【前年比】

既存店売上高 +11.3％
原材料費率 0.4ポイント悪化
労務費率 1.2ポイント悪化
固定費率 1.2ポイント改善
営業利益率 0.7ポイント悪化

新店売上高は「権八 浅草吾妻橋」、「権
八 NORI-TEMAKI 原宿」によるもの（単位：百万円）

GonpachiGonpachiGonpachiGonpachi
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既存店売上高既存店売上高既存店売上高既存店売上高 既存店営業利益率既存店営業利益率既存店営業利益率既存店営業利益率

国内コンセプト別国内コンセプト別国内コンセプト別国内コンセプト別 既存店売上高・営業利益の推移既存店売上高・営業利益の推移既存店売上高・営業利益の推移既存店売上高・営業利益の推移 ––––Dinner&LBDinner&LBDinner&LBDinner&LB＆＆＆＆その他その他その他その他----

【前年比】
既存店売上高 +4.9%

原材料費率 0.4ポイント改善
労務費率 1.9ポイント悪化
店舗経費率 0.6ポイント悪化
営業利益率 1.5ポイント悪化

（単位：百万円）
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【売上高前年比】
フードコロシアム那須 △6.4％％％％
ウェディングサロン +4.4％％％％
デカダンス ドュ ショコラ +14.8％％％％

【営業利益前年比】
フードコロシアム那須 9.39.39.39.3ポイント悪化
ウェディングサロン 2.42.42.42.4ポイント改善
デカダンス ドュ ショコラ 8.28.28.28.2ポイント改善

新店売上高は「グッドライフファクトリー南青山
」、「デカダンス ドュ ショコラ 新宿京王」によ
るもの

FC&FC&FC&FC&その他その他その他その他

（単位：百万円）



損益計算書概要損益計算書概要損益計算書概要損益計算書概要 –––– 国内国内国内国内

2018年12月期2018年12月期2018年12月期2018年12月期

第２四半期第２四半期第２四半期第２四半期
合計合計合計合計

カフェカフェカフェカフェ

ラ・ボエムラ・ボエムラ・ボエムラ・ボエム

ゼストゼストゼストゼスト

キャンティーナキャンティーナキャンティーナキャンティーナ

モンスーンモンスーンモンスーンモンスーン

カフェカフェカフェカフェ
権八権八権八権八 Dinner&LBDinner&LBDinner&LBDinner&LB FCFCFCFC その他その他その他その他

本部本部本部本部

販管費販管費販管費販管費

売上高売上高売上高売上高 4,638 1,309 206 1,093 1,370 360 89 207 -

全店前年比全店前年比全店前年比全店前年比 2.2% -3.1% 9.7% -5.2% 11.5% 4.9% -6.4% 19.5% -

既存店前年比既存店前年比既存店前年比既存店前年比 2.4% -0.5% 9.7% -5.2% 11.3% 4.9% -6.4% 8.1% -

売上原価売上原価売上原価売上原価 4,162 1,145 213 994 1,150 389 78 207 (17)

売上総利益売上総利益売上総利益売上総利益 475 164 (6) 99 219 (29) 11 (0) 17

販管費販管費販管費販管費 445 23 9 18 18 11 1 7 353

営業利益営業利益営業利益営業利益 30 140 (16) 80 201 (40) 9 (8) (336)

営業利益率営業利益率営業利益率営業利益率 0.7% 10.7% -7.8% 7.4% 14.7% -11.3% 10.7% -3.9% 0.0%

期末店舗数期末店舗数期末店舗数期末店舗数 50 15 4 11 8 7 1 4

2017年12月期2017年12月期2017年12月期2017年12月期
合計合計合計合計

カフェカフェカフェカフェ ゼストゼストゼストゼスト モンスーンモンスーンモンスーンモンスーン
権八権八権八権八 Dinner&LBDinner&LBDinner&LBDinner&LB FCFCFCFC その他その他その他その他

本部本部本部本部
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（単位：百万円）

※その他は、ウェディング・デザート・フランチャイズ・デリバリー部門の合計値です。

2017年12月期2017年12月期2017年12月期2017年12月期

第２四半期第２四半期第２四半期第２四半期
合計合計合計合計

カフェカフェカフェカフェ

ラ・ボエムラ・ボエムラ・ボエムラ・ボエム

ゼストゼストゼストゼスト

キャンティーナキャンティーナキャンティーナキャンティーナ

モンスーンモンスーンモンスーンモンスーン

カフェカフェカフェカフェ
権八権八権八権八 Dinner&LBDinner&LBDinner&LBDinner&LB FCFCFCFC その他その他その他その他

本部本部本部本部

販管費販管費販管費販管費

売上高売上高売上高売上高 4,536 1,352 188 1,153 1,229 343 96 173 -

売上原価売上原価売上原価売上原価 4,091 1,189 206 1,004 1,041 365 75 185

売上総利益売上総利益売上総利益売上総利益 445 162 (17) 149 187 (22) 20 (12) (21)

販管費販管費販管費販管費 446 27 8 22 18 11 0 7 349

営業利益営業利益営業利益営業利益 (0) 135 (26) 126 168 (33) 19 (19) (371)

営業利益率営業利益率営業利益率営業利益率 -0.0% 10.0% -13.9% 11.0% 13.7% -9.8% 20.0% -11.5% 0.0%

期末店舗数期末店舗数期末店舗数期末店舗数 48 15 4 11 7 7 1 3 0
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10.0%

客数と客単価の前年同期比推移（国内）客数と客単価の前年同期比推移（国内）客数と客単価の前年同期比推移（国内）客数と客単価の前年同期比推移（国内）

客単価客単価客単価客単価客数客数客数客数

0.0%

5.0%

10.0%

'18/
01

'18/
02

'18/
03

'18/
04

'18/
05

'18/
06

国内全店合計 1.0% 1.8% 1.2% 1.6% 5.2% 4.5%

国内既存店合計 0.7% 1.5% 1.0% 1.3% 5.2% 4.4%

外食業界全体 2.5% 0.4% 1.5% 2.7% 1.4% 1.9%

パブレストラン -1.7% -0.9% 0.2% -1.6% 0.1% -0.1%

-10.0%

-5.0%

31

2018年第２四半期

全店＋２．６％ 既存店＋２．４％

2018年第２四半期

全店△０．３％ 既存店＋０．５％

'18/

01

'18/

02

'18/

03

'18/

04

'18/

05

'18/

06

国内全店合計 -2.7% -1.3% 3.6% 1.5% -3.1% -0.2%

国内既存店合計 -2.3% -0.3% 3.7% 1.9% -1.9% 1.0%

外食業界全体 0.6% 2.7% 3.0% -0.9% -1.0% 1.4%

パブレストラン -1.9% -2.6% -2.3% -1.7% -3.5% -1.6%

-10.0%

-5.0%



損益計算書概要損益計算書概要損益計算書概要損益計算書概要 –––– 連結子会社（米国）連結子会社（米国）連結子会社（米国）連結子会社（米国）

2018年12月期2018年12月期2018年12月期2018年12月期

第２四半期第２四半期第２四半期第２四半期
合計合計合計合計 La BohemeLa BohemeLa BohemeLa Boheme

1212121212121212

(Twelve Twel ve)(Twelve Twel ve)(Twelve Twel ve)(Twelve Twel ve)

本部本部本部本部

販管費販管費販管費販管費

売上高売上高売上高売上高 2,258 576 1,681 0

前年比前年比前年比前年比 20.5% 41.2% 14.8% -

売上原価売上原価売上原価売上原価 2,275 568 1,707 0

売上総利益売上総利益売上総利益売上総利益 (17) 8 (25) 0

販管費販管費販管費販管費 268 0 0 268

営業利益営業利益営業利益営業利益 (286) 8 (25) (268)

2017年12月期2017年12月期2017年12月期2017年12月期
合計合計合計合計 La BohemeLa BohemeLa BohemeLa Boheme

1212121212121212 本部本部本部本部
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※上記は業績管理用の決算整理前数値です。

第２四半期第２四半期第２四半期第２四半期
合計合計合計合計 La BohemeLa BohemeLa BohemeLa Boheme

(Twelve Twel ve)(Twelve Twel ve)(Twelve Twel ve)(Twelve Twel ve) 販管費販管費販管費販管費

売上高売上高売上高売上高 1,873 408 1,465 0

売上原価売上原価売上原価売上原価 2,071 489 1,582 0

売上総利益売上総利益売上総利益売上総利益 (198) (81) (116) 0

販管費販管費販管費販管費 322 0 0 322

営業利益営業利益営業利益営業利益 (520) (81) (116) (322)

（単位：千USドル）



2018年12月期第２四半期 赤字店舗一覧

（単位：千円）売上売上売上売上 営業利益営業利益営業利益営業利益

カフェ ラ・ボエム渋谷 1,142 -15,664

権八 NORI－TEMAKI 原宿 3,115 -15,618

タブローズ 47,672 -15,004

レガート 112,430 -14,783

モンスーンカフェ恵比寿 44,688 -8,661

ステラート 38,755 -7,783

グッドライフファクトリー　南青山 17,396 -6,327

モンスーンカフェ茶屋町 53,328 -6,127

SUSHI権八西麻布 73,098 -4,850

ゼスト キャンティーナ西麻布 22,612 -4,833

ウェディングサロン 96,498 -4,078

2018年第２四半期累計2018年第２四半期累計2018年第２四半期累計2018年第２四半期累計
店舗名店舗名店舗名店舗名
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為替レート 2018/6/30
USD/JPY 110.54

タブローズラウンジ 32,339 -3,672

カフェ ラ・ボエム茶屋町 62,683 -3,429

デカダンス ドュ ショコラ銀座 33,562 -3,121

ゼスト キャンティーナ渋谷 32,223 -1,966

LB8 38,358 -1,897

権八　浅草吾妻橋 67,322 -1,739

モンスーンカフェ渋谷 41,160 -1,577

ゼスト キャンティーナお台場 65,539 -1,527

デカダンス ドュ ショコラ新宿京王 9,317 -1,445

権八桜新町 38,282 -821

カフェ ラ・ボエム表参道 45,726 -751
ゼスト キャンティーナG-Zone銀座 86,343 -402
1212(twelve twelve) 185,924 -2,846

※「カフェ ラ・ボエム渋谷」は設備老朽化のため2017年10月末～2018年6月5日まで閉店しておりました



注意事項注意事項注意事項注意事項注意事項注意事項注意事項注意事項

本資料における将来に関する事項は・本資料の発表日現在において入手可能な情報および業績に影響を与える不確実な要因に係る本資料発表日における仮定を前提とし

ております。ております。

This document contains forward-looking statements which represent the Company’s expectations or beliefs concerning future events. The Company’s actual 
results could differ materially from those stated or implied in the forward-looking statements herein. 

代表取締役社長代表取締役社長代表取締役社長代表取締役社長 長谷川長谷川長谷川長谷川 耕造耕造耕造耕造
取締役総料理長取締役総料理長取締役総料理長取締役総料理長 小林小林小林小林 庸麿庸麿庸麿庸麿
執行役員最高財務責任者執行役員最高財務責任者執行役員最高財務責任者執行役員最高財務責任者 中尾中尾中尾中尾 慎太郎慎太郎慎太郎慎太郎

TEL:03TEL:03TEL:03TEL:03----5469546954695469----3223322332233223
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