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１．平成17年12月期の業績（平成17年 1月 1日～平成17年12月31日）
(1）経営成績 （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。

売上高 営業利益 経常利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

17年12月期 3,847 (　6.7) 349 (　9.1) 301 (　18.1)

16年12月期 3,606 ( 16.6) 319 ( 26.7) 255 (　18.4)

当期純利益
１株当たり
当期純利益

潜在株式調整後
１株当たり当期純利益

株主資本
当期純利益率

総資本
経常利益率

売上高
経常利益率

百万円 ％ 円 銭 円 銭 ％ ％ ％

17年12月期 145 (9.3) 5,900 06 5,602 52 13.9 8.4 7.8

16年12月期 133 (43.8) 12,302 60 11,274 23 13.6 7.4 7.1

（注）①持分法投資損益 17年12月期 ―　百万円 16年12月期 ―　百万円
②期中平均株式数 17年12月期 24,704株 16年12月期 10,842株
③会計処理の方法の変更 無
④売上高、営業利益、経常利益、当期純利益におけるパーセント表示は、対前期増減率であります。

(2）配当状況 （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。

１株当たり年間配当金 配当金総額
（年間）

配当性向
株主資本
配当率中間 期末

円 銭 円 銭 円 銭 百万円 ％ ％

17年12月期 1,500 00 0 00 1,500 00 38 26.1 3.4

16年12月期 3,000 00 0 00 3,000 00 35 24.4 3.7

 

(3）財政状態 （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。

総資産 株主資本 株主資本比率 １株当たり株主資本

百万円 百万円 ％ 円 銭

17年12月期 3,783 1,117 29.5 44,011 39

16年12月期 3,431 977 28.5 82,137 40

（注）①期末発行済株式数 17年12月期 25,400株 16年12月期 11,900株
②期末自己株式数 17年12月期 0株 16年12月期 0株

(4）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

百万円 百万円 百万円 百万円

17年12月期 628 △712 26 812

16年12月期 451 △612 76 869

２．平成18年12月期の業績予想（平成18年 1月 1日～平成18年12月31日）  

売上高 経常利益 当期純利益
１株当たり年間配当金

中間 期末

百万円 百万円 百万円 円 銭 円 銭 円 銭

中間期  2,100  130  60 0 00 　― 　―

通　期  5,600  400  185 　― 1,500 00 1,500 00

（参考）１株当たり予想当期純利益（通期）　　6,574円27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。
    予想数値に関しましては、上期は当社の単独業績予想、下期は当社を持株会社とする連結業績予想に基づいておりま

す。 なお、上記予想に関する事項は添付資料の6ページを参照して下さい。
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１．企業の状況
　当社は、美容室のチェーン展開を行っており、各店舗において美容施術（カット、パーマ、カラー等の施術）の提供

及びヘアケア等の商品の販売を行っております。

　当社の事業は、直営事業及びＦＣ事業に分けることができます。直営事業においては、直営店の経営及びＦＣ展開を

図るための人材の養成を行っております。ＦＣ事業においては、ＦＣへの経営指導、販売促進支援、店舗設備の貸与、

教育研修の提供、材料・商品の販売等を行っております。

　ＦＣ事業は、暖簾分けによるパートナーシップサロン（以下、ＦＣ店と記載します。）のチェーン展開を行うことに

より推進しており、当社はこのチェーンをアルテファミリーチェーンと称しています（以下、ＦＣチェーンと記載しま

す。）。当社の行う暖簾分けとは、店長に店舗設備の使用、当該店舗に勤務する従業員、当該店舗の顧客をそのままに

引き継がせ、フランチャイジー（以下、ＦＣと記載します。またＦＣの経営者を同様にＦＣオーナーと記載します。）

として独立してもらい、店舗の運営を任せるというものであります。当社では、個店ベースでの成長の維持を図るため

には個々の店舗の運営責任者に経営者としての自覚を持たせることが、必要不可欠と考えており、今後とも積極的に暖

簾分けによりＦＣオーナーを生み出していく方針であります。この暖簾分けによる独立の制度は、独立志向の強い美容

師の特性を考慮し、当社が独自に行うものであります。

　店舗の展開は、神奈川県及び東京都を中心に行っており、平成17年12月31日現在における総店舗数は、直営店12店舗、

業務委託店４店舗（平成17年12月期より新設、「３．経営成績及び財政状態」(1)経営成績をご参照下さい。）、ＦＣ

店47店舗の計63店舗となっております。

　美容室のブランドは、経営資源を有効に活かして、露出度を高めるためにＦＣ店を含めてアッシュにほぼ集約してお

ります。

　当社の事業系統図は、次のとおりであります。

 

 ＦＣ事業 

 

経営指導、販売促進支援、店舗設備の貸与、
教育研修の提供、材料・商品の販売等 

本部機能 
管理・直営店指導・ＦＣ指導・仕入・教育研修・ブランドイメージ形成・店舗開発機能 等 

本部 

経営者としての教育の実施 

直営店 
店 長 

直営店 
店 長 

     

直営事業 
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２．経営方針
(1）経営の基本方針

　当社は、お客様に「美と健康と若々しさを提供すること」を経営理念とし、ハイクオリティ・ハイセンスなサービ

スを値頃感のある価格で提供することを経営の基本方針とし、個々の店舗において、地域一番店となることを目指し、

これを実践しております。

　このために当社が力を入れていることが、ＦＣ店も含めた従業員の教育です。教育は、美容技術、接客等の美容師

個々人の提供サービス水準の向上を図ること及び美容室経営者を育成することを主たる目的として実施しております。

　今後もこの教育により育成した人材を競争優位の源泉として、業界のリーディングカンパニーを目指してまいります。

(2）利益配分に関する基本方針

　当社の利益配分に関する基本方針は、経営体質の強化及び将来の事業展開のために必要となる内部留保を確保しつ

つも、安定した配当を継続していくことであります。

　内部留保資金につきましては、今後予想される様々な経営環境の変化に対応し、更なる成長を目指すために必要と

なる経営資源に有効に投資し、株主価値の向上を目指してまいります。

(3）目標とする経営指標

　後述の「(5）中長期的な会社の経営戦略」を実践し、ステークホルダーから支持される企業であるためにも、利益

成長を継続していくことが、重要な経営課題であると考えております。従いまして、中期的な目標とする経営指標と

して、売上高経常利益率９％、経常利益対前年伸び率20％以上を掲げております。

　長期的な目標とする経営指標といたしましては、投下資本に対する利益を拡大させ、株主にとって魅力ある企業経

営を行うためにも、株主資本利益率（ＲＯＥ）15％を掲げております。

(4）投資単位の引下げに関する考え方

　当社株式の取引単位は、１株でありますが、株主層の拡大及び流動性の向上を目的としまして、平成16年12月31日

を基準日として、平成17年２月18日付で１：２の株式分割を実施いたしました。今後につきましても、業績動向、市

況等を総合的に勘案しながら、取り組んでいくべき課題であると認識しております。

(5）中長期的な会社の経営戦略

 当社は、顧客及び商品（人材市場としての美容師）が豊富である首都圏に集中的に経営資源を投下すると共に、アッ

シュブランド価値の向上に併せて取り組み、チェーン全店売上高を首都圏No.１とすることを中期的な目標としてい

ます。

 また、株式会社ニューヨーク・ニューヨークとの経営統合後は、関西圏での出店も積極的に行ってまいります。

 外部との提携等に関しましては、個別案件毎に検討のうえ、業務提携、あるいは企業買収を検討し、企業価値の向

上に取り組んでいく所存です。

(6）会社の対処すべき課題

　当社の提供サービスの中核は人であり、今後とも継続的に業績拡大を続けていくためには、引き続いての人材教育

への積極的な取り組みと計画的な人材育成が重要な課題であると認識しております。

　また、当社はこれまで業績拡大のために積極的に店舗展開を行ってまいりました。その過程で有利子負債も増加し

ましたが、今後はその比率を抑え、自己資本比率の向上により、財務体質の強化を図ることも重要な経営課題である

と認識しております。当期におきましては、新規出店を中心に712百万円の設備投資を実施いたしましたが、借入金等

による新規調達を抑制したこともあり、金額にして1,743百万円から1,774百万円へと31百万円の増加に抑え、有利子

負債比率は、50.8％から46.9％へと低下しております。

　更に、平成18年７月に予定する、持株会社への移行、株式会社ニューヨーク・ニューヨークとの経営統合を睨んだ

内部統制システムの構築も非常に重要な課題であると認識しております。

(7）コーポレートガバナンスに関する基本的な考え方及びその施策の実施

　当社では、社会的責任及びステークホルダーを重視した経営が企業としての使命と認識し、これにより企業価値の

向上を図っていく所存でありますが、そのためには内部統制機能の一層の強化が必要であると考えております。この

ような視点から、迅速かつ的確な意思決定を行い、透明性の高い経営体制の構築に取り組んでおり、またコンプライ

アンスにつきましては、経営陣のみならず全従業員がその重要性を認識し、実践していくことが重要であると考えて

おります。

　取締役会は、８名の取締役で構成され、毎月１回定時の取締役会を開催する他、必要に応じ臨時取締役会を開催し、

活発な議論を尽くしてコーポレートガバナンスに留意した経営上の意思決定を行っております。

－ 3 －



　監査役会は、監査役３名（うち社外監査役２名）で構成され、常勤監査役１名を置いております。監査役会は毎月

１回開催しており、各監査役は、監査役会の定めた監査方針に従い、取締役会への出席や業務執行、財産の状況の調

査等を通じ、取締役の職務執行の厳正な監査を行っております。

　なお、社外監査役の人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係に関しましては、該当する事項はござい

ません。

　会計監査は、監査法人トーマツと監査契約を締結し、定期的な監査の他、会計上の課題については随時指導を受け、

適正な会計処理に努めております。法務及び税務関連業務に関しましても、弁護士、税理士事務所と顧問契約を締結

し、適切な業務遂行のために、必要に応じて指導を受けております。

（8）親会社等に関する事項　　

 該当事項はございません。

（9）内部管理体制の整備・運用状況

   ① 内部牽制組織、組織上の業務部門及び管理部門の配置状況、社内規程の整備状況その他内部管理体制の整備状況

       当社の組織の業務部門は、管理本部（経理部、総務部、システム・グループ）、店舗開発部、経営企画室、秘書

室、営業本部及び営業店舗に分かれており、部門間の内部牽制及び内部管理を機能させております。

  営業本部におきましては、店舗営業の推進・支援業務に加えまして、店舗における管理業務の指導も分掌してお

ります。

  内部監査に関しましては、経営企画室が分掌し、監査役、監査法人と連携を取りつつ、社長の命により経営企画

室長が、内部監査規程に従い内部監査責任者として、各部門に対して内部監査を実施し、その結果を報告しており

ます。

  ② 内部管理体制の充実に向けた取組の最近１年間における実施状況

  最近１年間における内部管理体制強化に対する新たな取り組みといたしましては、個人情報保護法の完全施行に

先立ち、取締役会において個人情報保護方針及び個人情報保護規程を定め、個人情報管理責任者を任命いたしました。

　これに伴い、店舗所属員も含めた社内勉強会を実施し、法令の趣旨の徹底及び内部管理体制の強化に取り組みま

した。

　その他必要に応じ、各部あるいはグループ単位での勉強会を、内部管理体制の強化及び各従業員の能力向上を目

的として、実施しております。

  営業店舗に対しましては、内部監査として業務監査及び会計監査を延べ20回実施しております。
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３．経営成績及び財政状態
(1）経営成績

　平成17年12月期における我が国の経済は、上半期までは景気の踊り場的状況もありましたが、好調な企業業績に支

えられた雇用・所得情勢の改善を背景とし、個人消費支出も底堅い動きを示すまでに回復しました。

　美容業界におきましては、売上向上策として客単価の改善への取り組みが、多くの美容室で見られました。経済情

勢の回復による恩恵も受け、来店客数の減少、客単価の低下に歯止めが掛かり、店舗間での競争は激しさを増してい

るものの、業界全体としては先行きへの見通しに多少なりとも明るさを取り戻すまでになりました。

　このような環境におきまして、当社では、店舗設備の充実による癒しの提供、カウンセリングを重視した接客によ

り、顧客満足の向上に取り組みました。既存店においては、来店客数、客単価共に向上し、既存店売上高の前年対比

を103.1％としました。

　当期における出店状況は、13店舗を出店、2店舗を閉店し、11店舗の増加となりました（うち、出店・閉店の各１店

舗は、移転・増床による1店舗の増加及び減少）。

　また、年度後半には新たな取り組みとして、「暖簾分け」のスピードアップを図ることを目的として、従来の直営

店、ＦＣ店の中間に位置する店舗運営形態として、業務委託店を設けました。

　業務委託店は、店長であった者を独立させるために、当該店舗の運営を委託するものです。１店舗当たりから上が

る利益は、委託先への業務委託料への支払等によりＦＣ店と同様となり、店舗運営のあり方としてはＦＣ店に近いも

のになりますが、店舗におけるサービスの提供及び商品の販売の対価は全額が、直営事業売上高として当社の売上高

に計上されます。今後は1店舗目の「暖簾分け」は業務委託店とし、当該独立者への2店舗目以降の「暖簾分け」がＦ

Ｃ店となります。

 当期末における店舗数は、直営店が16店舗（うち、４店舗は業務委託店）、ＦＣ店が47店舗の合計63店舗となりまし

た。

　この結果、当期における業績は、売上高3,847百万円（前期比106.7％）、経常利益301百万円（前期比118.1％）、

当期純利益145百万円（前期比109.3％）となりました。

(2）財政状態

　当事業年度は、営業活動によるキャッシュ・フロー及び財務活動によるキャッシュ・フローがプラスとなったもの

の、投資活動によるキャッシュ・フローがマイナスとなり、現金及び現金同等物（以下「資金」）の期末残高は、前

事業年度末と比較して57百万円減少し、当事業年度末には812百万円となりました。

　当事業年度における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は以下のとおりであります。

（営業活動によるキャッシュ・フロー）

　営業活動の結果得られた資金は628百万円（前年同期比39.4％増）となりました。

　これは主として、税引前当期純利益265百万円、減価償却費279百万円、未払金及び未払費用の増加額178百万円、お

よび法人税等の支払額118百万円によるものです。

（投資活動によるキャッシュ・フロー）

　投資活動の結果使用した資金は712百万円（前年同期比16.4％増）となりました。

　これは主として、新規出店等による有形固定資産の取得による支出552百万円、保証金及び敷金の差入による支出

152百万円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）

　財務活動の結果得られた資金は26百万円となりました。（前年同期比65.5％減）

　これは主として、設備投資に伴う長期借入れによる収入500百万円が、長期借入金の返済による支出242百万円、割

賦債務の返済による支出165百万円、社債の償還による支出60百万円を上回ったことによるものです。

　なお、キャッシュ・フロー指標の推移については、以下のとおりであります。

第17期
平成16年12月期

第18期
平成17年12月期

自己資本比率（％） 28.5 29.5

時価ベースの自己資本比率（％） 114.4 130.9

債務償還年数（年） 3.8 2.8

インタレスト・カバレッジ・レシオ 11.4 28.6

－ 5 －



自己資本比率：自己資本／総資産

時価ベースの自己資本比率：株式時価総額／総資産

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

　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全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）次期の見通し

　今後の見通しにつきましては、景気の回復基調が続き、美容業界全体としても先行きへの見通しは明るさを増して

きましたが、顧客への選別消費の浸透により、店舗間競争は激しさを増し、優勝劣敗が進むものと予測しております。

　このような環境のなか、当社といたしましては人材の育成により顧客満足度を高めることに取り組み、既存店売上

の底上げを図り、また新規出店にも積極的に取り組み、業績の向上に注力してまいります。

　平成18年12月期の見通しにつきましては、売上高5,600百万円、経常利益400百万円、当期純利益185百万円を計画し

ております。

　なお、この数値は、上期に関しましては、当社の単独業績予想、下期に関しましては、 当社を親会社（持株会社）

とし、新設会社（株式会社アッシュ）及び株式会社ニューヨーク・ニューヨークを連結子会社とする連結業績予想に

基づいております。当社の持株会社化に関しましては、「４．個別財務諸表等  注記事項（重要な後発事象）」をご

参照下さい。

(4）時価発行公募増資等に係る資金使途計画及び資金充当実績

　平成16年８月３日付一般募集（調達資金406百万円）に関する資金使途計画及び資金充当実績の概略は、以下のとお

りであります。

―資金使途計画―

　平成16年５月31日現在におきまして、平成16年８月３日付一般募集に係る所要資金として、新規出店を中心とした

設備投資資金412百万円を計画いたしました。

―資金充当実績―

　上記の資金使途計画については、全て計画どおり新規出店を中心とした設備投資資金に充当いたしました。

 

－ 6 －



４．個別財務諸表等
(1）貸借対照表

第17期
（平成16年12月31日）

第18期
（平成17年12月31日）

区分
注記
番号

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 889,492 832,418

２．売掛金 9,864 16,295

３．加盟店未収入金 245,502 207,745

４．材料及び商品 11,662 18,867

５．貯蔵品 10,644 14,267

６．前払費用 91,647 114,643

７．短期貸付金 2,750 2,760

８．立替金 3,078 3,560

９．繰延税金資産 15,969 15,276

10．その他 9,733 29,197

流動資産合計 1,290,346 37.6 1,255,032 33.2

Ⅱ　固定資産

(1)有形固定資産

１．建物 ※２ 1,788,511 2,287,332

減価償却累計額 590,269 1,198,242 824,691 1,462,641

２．車両運搬具 1,859 1,859

減価償却累計額 345 1,513 828 1,030

３．器具備品 187,284 221,708

減価償却累計額 123,665 63,619 153,389 68,319

４．土地 ※２ 134,192 134,192

５．建設仮勘定 450 －

有形固定資産合計 1,398,017 40.7 1,666,184 44.0

(2)無形固定資産

１．電話加入権 4,725 4,725

２．ソフトウェア 3,329 10,328

３．ソフトウェア仮勘定 2,000 －

無形固定資産合計 10,054 0.3 15,054 0.4
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第17期
（平成16年12月31日）

第18期
（平成17年12月31日）

区分
注記
番号

金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

(3）投資その他の資産

１．投資有価証券 7,000 32,000

２．出資金 10,000 －

３．長期貸付金 6,188 3,451

４．長期前払費用 26,753 22,058

５．敷金保証金 ※２ 581,327 705,436

６．保険積立金 60,438 64,662

７．繰延税金資産 34,855 13,341

８．その他 6,703 6,706

投資その他の資産合計 733,266 21.4 847,656 22.4

固定資産合計 2,141,339 62.4 2,528,895 66.8

資産合計 3,431,685 100.0 3,783,927 100.0

－ 8 －



第17期
（平成16年12月31日）

第18期
（平成17年12月31日）

区分
注記
番号

金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

（負債の部）

Ⅰ　流動負債

１．買掛金 69,637 96,383

２．一年以内返済予定長期借
入金

※２ 242,676 287,676

３．一年以内償還予定社債 60,000 60,000

４．未払金 620,010 810,858

５．未払費用 74 707

６．未払法人税等 65,805 44,645

７．前受金 9,877 34,784

８．預り金 30,202 36,883

９．未払消費税等 40,038 －

10．その他 － 307

流動負債合計 1,138,321 33.2 1,372,247 36.3

Ⅱ　固定負債

１．社債 150,000 90,000

２．長期借入金 ※２,４ 864,052 1,076,376

３．役員退職慰労引当金 41,243 －

４．長期未払金 260,633 127,415

固定負債合計 1,315,928 38.3 1,293,791 34.2

負債合計 2,454,250 71.5 2,666,038 70.5

（資本の部）

Ⅰ　資本金 ※１ 258,400 7.5 273,600 7.2

Ⅱ　資本剰余金

１．資本準備金 328,248 343,448

資本剰余金合計 328,248 9.6 343,448 9.1

Ⅲ　利益剰余金

１．利益準備金 1,050 1,050

２．当期未処分利益 389,737 499,791

利益剰余金合計 390,787 11.4 500,841 13.2

資本合計 977,435 28.5 1,117,889 29.5

負債・資本合計 3,431,685 100.0 3,783,927 100.0
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(2）損益計算書

第17期
（自　平成16年１月１日
至　平成16年12月31日）

第18期
（自　平成17年１月１日
至　平成17年12月31日）

区分
注記
番号

金額（千円）
百分比
（％）

金額（千円）
百分比
（％）

Ⅰ　売上高

１．直営事業売上高 1,876,430 1,571,388

２．ＦＣ事業売上高 1,730,531 3,606,961 100.0 2,276,250 3,847,639 100.0

Ⅱ　売上原価

１．直営事業売上原価 1,657,826 1,403,949

２．ＦＣ事業売上原価 989,070 2,646,897 73.4 1,400,688 2,804,637 72.9

売上総利益 960,064 26.6 1,043,002 27.1

Ⅲ　販売費及び一般管理費 ※１ 640,653 17.8 693,051 18.0

営業利益 319,410 8.9 349,950 9.1

Ⅳ　営業外収益

１．受取利息 494 472

２．受取配当金 31 26

３．有価証券売却益 294 －

４．受取保険金 4,769 2,505

５．受取事務手数料 1,297 1,409

６．受取家賃 3,345 3,438

７．その他 2,014 12,248 0.3 3,182 11,035 0.3

Ⅴ　営業外費用

１．支払利息 39,714 36,723

２．社債発行差金償却 15 －

３．社債利息 2,636 1,597

４．新株発行費 8,297 －

５．支払手数料 － 19,242

６．公開関連費用 25,372 －

７．その他 225 76,262 2.1 1,776 59,340 1.5

経常利益 255,396 7.1 301,646 7.9
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第17期
（自　平成16年１月１日
至　平成16年12月31日）

第18期
（自　平成17年１月１日
至　平成17年12月31日）

区分
注記
番号

金額（千円）
百分比
（％）

金額（千円）
百分比
（％）

Ⅵ　特別利益

１．役員退職金戻入益 － 55,243

２．前期損益修正益 517 517 0.0 － 55,243 1.4

Ⅶ　特別損失

１．固定資産除却損 ※２ 4,265 7,865

２．原状回復費用 3,003 2,333

３．リース契約解約損 500 63,711

４．賃貸契約解約損 － 5,975

５．前期損益修正損 5,145 1,204

６．その他 1,251 14,166 0.4 10,159 91,249 2.4

税引前当期純利益 241,748 6.7 265,639 6.9

法人税,住民税及び事業
税

113,000 97,678

法人税等調整額 △4,644 108,355 3.0 22,206 119,885 3.1

当期純利益 133,392 3.7 145,754 3.8

前期繰越利益 256,344 354,037

当期未処分利益 389,737 499,791
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直営事業売上原価明細書

第17期
（自　平成16年１月１日
至　平成16年12月31日）

第18期
（自　平成17年１月１日
至　平成17年12月31日）

区分
注記
番号

金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

１．期首棚卸高 10,124 0.6 11,662 0.8

２．当期仕入高 160,172 9.7 157,071 11.2

３．期末棚卸高 11,662 0.7 18,867 1.3

４．給料手当・賞与 863,207 52.1 687,811 49.0

５．法定福利費 102,692 6.2 87,937 6.3

６．リース料 28,602 1.7 23,985 1.7

７．旅費交通費 33,968 2.0 26,825 1.9

８．水道光熱費 63,444 3.8 43,983 3.1

９．消耗品費 26,527 1.6 32,266 2.3

10．地代家賃 228,454 13.8 194,205 13.8

11．減価償却費 80,549 4.9 78,798 5.6

12．その他 71,744 4.3 78,268 5.6

直営売上原価　計 1,657,826 100.0 1,403,949 100.0

ＦＣ事業売上原価明細書

第17期
（自　平成16年１月１日
至　平成16年12月31日）

第18期
（自　平成17年１月１日
至　平成17年12月31日）

区分
注記
番号

金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

１．当期仕入高 319,534 32.3 433,432 30.9

２．広告宣伝費 126,598 12.8 162,047 11.6

３．リース料 58,260 5.9 65,469 4.7

４．消耗品費 41,899 4.2 43,417 3.1

５．地代家賃 301,708 30.5 493,522 35.2

６．減価償却費 125,030 12.6 175,869 12.6

７．その他 16,038 1.6 26,929 1.9

ＦＣ売上原価　計 989,070 100.0 1,400,688 100.0
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(3）キャッシュ・フロー計算書

第17期
（自　平成16年１月１日
　至　平成16年12月31日）

第18期
（自　平成17年１月１日
　至　平成17年12月31日）

区分
注記
番号

金額（千円） 金額（千円）

Ⅰ　営業活動による
キャッシュ・フロー

税引前当期純利益 241,748 265,639

減価償却費 228,403 279,015

保証金償却額 6,137 10,150

繰延資産償却額 15 －

役員退職慰労金引当金の増
減額（△は減少）

16,141 △41,243

受取利息及び受取配当金 △525 △499

支払利息 42,350 38,321

為替差損 121 147

有形固定資産除却損 4,265 7,865

リース契約解約損 － 45,548

前期損益修正損 5,145 1,204

新株発行費 8,297 －

原状回復費用 3,003 －

有価証券売却益 △294 －

前期損益修正益 △517 －

売上債権の増減額
（△は増加）

2,318 △6,430

加盟店未収入金の増減額
（△は増加）

△119,224 37,756

未収入金の増加額
 

△1,264 △18,981

たな卸資産の増加額
 

△9,417 △10,828

その他流動資産の増加額
 

△24,118 △35,373

仕入債務の増加額 15,520 26,746

未払消費税等の増減額
（△は減少）

34,345 △40,038

未払金及び未払費用の
増加額

111,468 178,540

その他流動負債の増加額 28,906 31,588

小計 592,826 769,131

利息及び配当金の受取額 81 499

利息の支払額 △39,478 △21,975

法人税等の支払額 △102,236 △118,838

営業活動による
キャッシュ・フロー

451,192 628,816
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第17期
（自　平成16年１月１日
　至　平成16年12月31日）

第18期
（自　平成17年１月１日
　至　平成17年12月31日）

区分
注記
番号

金額（千円） 金額（千円）

Ⅱ　投資活動による
キャッシュ・フロー

定期預金の預入れによる支
出

△5 △4

有価証券の売却による収入 1,173 －

有価証券の取得による支出 △879 －

有形固定資産の取得による
支出

△429,106 △552,676

有形固定資産の売却による
収入

1,674 －

無形固定資産の取得による
支出

△5,785 △7,370

投資有価証券の取得による
支出

△6,000 △15,000

出資金の払込による支出 △10,000 －

貸付金の回収による収入 2,553 2,615

保険積立金の積立による支
出

△5,337 △5,304

敷金・保証金の差入による
支出

△157,957 △152,197

敷金・保証金の返還による
収入

4,348 17,571

その他投資活動による支出 △6,703 －

投資活動による
キャッシュ・フロー

△612,023 △712,366

Ⅲ　財務活動による
キャッシュ・フロー

長期借入れによる収入 490,000 500,000

長期借入金の返済による支
出

△533,316 △242,676

割賦債務の返済による支出 △187,534 △165,826

株式の発行による収入 397,782 30,400

社債の償還による支出 △73,200 △60,000

配当金の支払額 △16,939 △35,392

財務活動による
キャッシュ・フロー

76,792 26,505

Ⅳ　現金及び現金同等物
に係る換算差額

△31 △35

Ⅴ　現金及び現金同等物の増減
額（△は減少）

△84,069 △57,078

Ⅵ　現金及び現金同等物の期首
残高

953,553 869,483

Ⅶ　現金及び現金同等物の期末
残高

※１ 869,483 812,404
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(4）利益処分案

第17期
（株主総会承認日
平成17年３月29日）

第18期
（株主総会承認日
平成18年３月29日）

区分
注記
番号

金額（千円） 金額（千円）

Ⅰ　当期未処分利益 389,737 499,791

Ⅱ　利益処分額

１．配当金 35,700 35,700 38,100 38,100

Ⅲ　次期繰越利益 354,037 461,691
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重要な会計方針

項目
第17期

（自　平成16年１月１日
至　平成16年12月31日）

第18期
（自　平成17年１月１日
至　平成17年12月31日）

１．有価証券の評価基準及び

評価方法

その他有価証券

(イ）時価のあるもの

　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）を採用しております。

その他有価証券

(イ）時価のあるもの

同左

(ロ）時価のないもの

　移動平均法による原価法を採用してお

ります。

(ロ）時価のないもの

同左

２．たな卸資産の評価基準及

び評価方法

材料及び商品

    月次総平均法による原価法を採用して

おります。

材料及び商品

同左

３．固定資産の減価償却の方法 有形固定資産

    定率法を採用しております。

  但し平成10年４月１日以降取得した建

物（建物付属設備を除く）については、

定額法によっております。

　なお、主な耐用年数は以下のとおりで

あります。

建物　　　　６年～40年

器具備品　　３年～10年

有形固定資産

　　　　　　　同左

 

 

 

無形固定資産

　定額法を採用しております。

　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）に基づいております。

無形固定資産

同左

４．繰延資産の処理方法 (1）社債発行差金

　　社債の償還期間にわたり均等償却を

行っております。

(1）

――――

(2）新株発行費

　　新株発行費は、支出時に全額費用処理

しております。

(2）

――――
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項目
第17期

（自　平成16年１月１日
至　平成16年12月31日）

第18期
（自　平成17年１月１日
至　平成17年12月31日）

５．引当金の計上基準 役員退職慰労引当金

　役員の退職慰労金の支給に備えるため、

当社内規に基づく期末要支給額を計上して

おります。

役員退職慰労引当金

――――

（追加情報）

　従来、役員の退職慰労金の支給に備える

ため、当社内規に基づく期末要支給額を役

員退職慰労引当金に計上しておりましたが、

平成17年12月22日開催の取締役会において、

同年10月末日をもって役員退職慰労金内規

を廃止するとともに退職慰労金の支給を行

わないことを決議いたしました。これによ

り、同内規廃止日時点における役員退職慰

労引当金残高55,243千円を全額取り崩し、

特別利益に計上しております。

６．外貨建ての資産及び負債

の本邦通貨への換算基準

　外貨建金銭債権債務は、期末日の直物為

替相場により円貨に換算し、換算差額は損

益として処理しております。

同左

７．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

８．キャッシュ・フロー計算

書における資金の範囲

　手許現金、随時引き出し可能な預金及び

容易に換金可能であり、かつ、価値の変動

について僅少なリスクしか負わない取得日

から３ヶ月以内に償還期限の到来する短期

投資からなっております。

同左

９．その他財務諸表作成のた

めの基本となる重要な事項

消費税等の会計処理

　消費税等の会計処理は、税抜方式によっ

ております。

消費税等の会計処理

同左
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表示方法の変更

前事業年度

（自　平成16年１月１日

　　 至　平成16年12月31日） 

当事業年度

（自　平成17年１月１日 

　 至　平成17年12月31日）

 　　　　　　　―――――――――――

 　　

 

 

 

 

 (貸借対照表）

 　「証券取引法等の一部を改正する法律」（平成16年法律

 第97号）により、証券取引法第２条第２項において、投資

 事業有限責任組合及びこれに類する組合への出資を有価証

 券とみなすこととされました。

 　これに伴い、前事業年度において投資その他の資産の

 「出資金」に含めて表示していた当該出資の額（前事業年

 度末10,000千円）を当事業年度より「投資有価証券」と

 して表示しております。

追加情報

前事業年度

（自　平成16年１月１日

　　 至　平成16年12月31日） 

当事業年度

（自　平成17年１月１日 

　 至　平成17年12月31日）

 　　　　　　　―――――――――――

 　　

 

 

 

 

 (法人事業税における外形標準課税部分の損益計算書上の

 表示の方法）

 　実務対応報告第12号「法人事業税における外形標準課税

 部分の損益計算書上の表示についての実務上の取扱い」

 （企業会計基準委員会平成16年２月13日）が公表されたこ

 とに伴い、当事業年度から同実務対応報告に基づき、法人　

 事業税の付加価値割及び資本割10,830千円を販売費及び一

 般管理費として処理しております。
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注記事項

（貸借対照表関係）

第17期
（平成16年12月31日）

第18期
（平成17年12月31日）

※１．会社が発行する株式 普通株式　　40,400株

発行済株式総数 普通株式　　11,900株

※１．会社が発行する株式 普通株式　　80,800株

発行済株式総数 普通株式　　25,400株

※２．担保資産

　担保に供している資産は次のとおりであります。

※２．担保資産

　担保に供している資産は次のとおりであります。

建物 271,995千円

土地 134,071千円

敷金保証金 39,030千円

計 445,097千円

建物        265,686千円

土地        134,071千円

敷金保証金       39,030千円

計        438,788千円

　担保付債務は次の通りであります。 　担保付債務は次の通りであります。

長期借入金（一年以内返済分含む） 816,360千円 長期借入金（一年以内返済分含む） 956,520千円

　３.

 　　　　　　　―――――――――――

　３. 偶発債務

　債務保証

　次の業務提携先企業について、金融機関からの借入

れに対し債務保証を行っております。

保証先
金額

（千円）
内容

 ㈱ニューヨーク・

ニューヨーク
448,200 借入債務 

※４．

 　　　　　　　―――――――――――

※４．

 当社は、事業資金の円滑な調達手段として、取引銀

行３行と特定融資枠契約（シンジケーション方式によ

るコミットメント期間付タームローン契約）を締結し

ております。

  この契約に基づく当事業年度末の借入未実行残高は

次のとおりであります。 

貸出コミットメントの総額 1,000,000千円 

借入実行残高 　500,000千円 

　差引額　 500,000千円 
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（損益計算書関係）

第17期
（自　平成16年１月１日
至　平成16年12月31日）

第18期
（自　平成17年１月１日
至　平成17年12月31日）

※１．販売費に属する費用のおおよその割合は17.3％

　一般管理費に属する費用のおおよその割合は82.7％

であります。

　主要な費目及び金額は次のとおりであります。

※１．販売費に属する費用のおおよその割合は14.9％

　一般管理費に属する費用のおおよその割合は　　

85.1％であります。

　主要な費目及び金額は次のとおりであります。

役員報酬 119,865千円

給料手当・賞与 119,669千円

役員退職慰労引当金繰入額 16,141千円

広告宣伝費 91,473千円

リース料 35,989千円

支払手数料 35,381千円

減価償却費 22,823千円

保証金償却 5,015千円

役員報酬        144,700千円

給料手当・賞与        128,159千円

役員退職慰労引当金繰入額       14,000千円

教育研修費       40,574千円

広告宣伝費      89,080千円

支払手数料       43,120千円

減価償却費      24,347千円

※２．固定資産除却損は、建物3,953千円、器具備品312千

円であります。

※２．固定資産除却損は、建物7,865千円であります。

（キャッシュ・フロー計算書関係）

第17期
（自　平成16年１月１日

至　平成16年12月31日）

第18期
（自　平成17年１月１日
至　平成17年12月31日）

※１．現金及び現金同等物の期末残高と貸借対照表に掲記

されている科目の金額との関係

※１．現金及び現金同等物の期末残高と貸借対照表に掲記

されている科目の金額との関係

（平成16年12月31日現在） （平成17年12月31日現在）

（千円）

現金及び預金勘定 889,492

預入期間が３ヶ月を超える定期預金 △20,008

現金及び現金同等物 869,483

（千円）

現金及び預金勘定 832,418

預入期間が３ヶ月を超える定期預金 △20,013

現金及び現金同等物 812,404

※２．重要な非資金取引の内容

　当期に新たに割賦購入契約により取得した資産及びそ

の債務の額は、それぞれ30,088千円であります。

※２．重要な非資金取引の内容

　当期に新たに割賦購入契約により取得した資産はあり

ません。
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①　リース取引

第17期
（自　平成16年１月１日
至　平成16年12月31日）

第18期
（自　平成17年１月１日
至　平成17年12月31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

１．リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当額

及び期末残高相当額

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

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）

期末残高相
当額
（千円）

建物 45,000 44,433 566

器具備品 575,424 280,972 294,451

合計 620,424 325,406 295,018

取得価額相
当額
（千円）

減価償却累
計額相当額
（千円）

期末残高相
当額
（千円）

器具備品 592,777 345,597 247,180

ソフトウェア 33,701 11,931 21,769

合計 626,479 357,528 268,950

２．未経過リース料期末残高相当額 ２．未経過リース料期末残高相当額

１年内 100,404千円

１年超 203,319千円

合計 303,724千円

１年内        83,174千円

１年超      191,265千円

合計        274,439千円

３．支払リース料、減価償却費相当額及び支払利息相当額 ３．支払リース料、減価償却費相当額及び支払利息相当額

支払リース料 119,768千円

減価償却費相当額 107,994千円

支払利息相当額 11,622千円

支払リース料        170,769千円

減価償却費相当額        155,785千円

支払利息相当額       12,177千円

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

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
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②　有価証券

有価証券

① 満期保有目的の債券で時価のあるもの

　開示対象となる有価証券はありません。

② その他有価証券で時価のあるもの

　開示対象となる有価証券はありません。

③ （1）第17期中に売却したその他有価証券（自平成16年1月１日　至平成16年12月31日）

売却額（千円） 売却益の合計額（千円） 売却損の合計額（千円）

1,173 294 －

（2）第18期中に売却したその他有価証券（自平成17年1月１日　至平成17年12月31日）

　開示対象となる有価証券はありません。

 

④ 時価のない主な有価証券の内容

第17期
（平成16年12月31日）

第18期
（平成17年12月31日）

貸借対照表計上額（千円） 貸借対照表計上額（千円）

その他有価証券

（1）非上場株式 － 22,000

（2）投資事業有限責任組合出資

金
7,000 10,000

合計 7,000 32,000

⑤ その他有価証券のうち満期があるもの及び満期保有目的の債券の今後の償還予定額

　開示対象となる有価証券はありません。

③　デリバティブ取引

第17期（自平成16年１月１日　至平成16年12月31日）

　当社は、デリバティブ取引を全く行っておりませんので、該当事項はありません。

第18期（自平成17年１月１日　至平成17年12月31日）

　当社は、デリバティブ取引を全く行っておりませんので、該当事項はありません。

④　退職給付

① 採用している退職給付制度の概要

　当社は、確定給付型の制度として退職金支給制度を採用しております。

　対象者は勤続5年以上の本社社員及び店舗所属のフロント係になります。（出向者、嘱託、臨時雇い、パート

タイマー、アルバイトは対象外）

　美容師については、歩合制給与により適正な評価及び労働の対価の支払を行っているとの考えに立ち、退職

金支給制度は定めておりません。

　この制度は平成14年12月5日から施行し、勤続年数は、平成14年１月１日において、社員である者については、

これを起算日とし、平成14年１月２日以降に社員となった者については、入社日を起算日としております。
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② 退職給付債務に関する事項

第17期（自平成16年１月１日　至平成16年12月31日）

　対象者が存在しないため、対象となるものがありません。

第18期（自平成17年１月１日　至平成17年12月31日）

　対象者が存在しないため、対象となるものがありません。

③ 退職給付費用に関する事項

第17期（自平成16年１月１日　至平成16年12月31日）

　対象者が存在しないため、対象となるものがありません。

第18期（自平成17年１月１日　至平成17年12月31日）

　対象者が存在しないため、対象となるものがありません。

④ 退職給付債務等の計算の基礎に関する事項

第17期（自平成16年１月１日　至平成16年12月31日）

　対象者が存在しないため、対象となるものがありません。

第18期（自平成17年１月１日　至平成17年12月31日）

　対象者が存在しないため、対象となるものがありません。

⑤　税効果会計

第17期
（自　平成16年１月１日

至　平成16年12月31日）

第18期
（自　平成17年１月１日
至　平成17年12月31日）

１．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の

内訳

１．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の

内訳

（千円）

(1）流動資産

未払事業税否認及び未払事業所税 8,007

貸倒損失否認額 7,961

繰延税金資産計 15,969

(2）固定資産

役員退職慰労引当金繰入超過額 16,497

繰延資産超過額 7,860

保証金償却超過額 10,497

繰延税金資産計 34,855

（千円）

(1）流動資産

未払事業税否認及び未払事業所税 7,314

貸倒損失否認額 7,961

繰延税金資産計 15,276

(2）固定資産

繰延資産超過額 7,068

保証金償却超過額 6,273

繰延税金資産計 13,341

２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率

との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因と

なった主要な項目別の内訳

２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率

との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因と

なった主要な項目別の内訳

（％）

法定実効税率 41.0

（調整）

同族会社の留保金課税 0.8

交際費等永久に損金に算入されない項目 2.1

住民税均等割 1.2

その他 △0.3

税効果会計適用後の法人税等の負担率 44.8

（％）

法定実効税率 40.0

（調整）

同族会社の留保金課税 0.2

交際費等永久に損金に算入されない項目 2.8

住民税均等割 0.9

その他 1.2

税効果会計適用後の法人税等の負担率 45.1
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⑥　持分法損益等

第17期（自平成16年１月１日　至平成16年12月31日）

　該当事項はありません。

第18期（自平成17年１月１日　至平成17年12月31日）

　該当事項はありません。

⑦　関連当事者との取引

第17期（自平成16年１月１日　至平成16年12月31日）

① 親会社及び法人主要株主等

　該当事項はありません。

② 役員及び個人主要株主等

　　　　　　該当事項はありません。

③ 子会社等

　該当事項はありません。

④ 兄弟会社等

　該当事項はありません。

第18期（自平成17年１月１日　至平成17年12月31日）

① 親会社及び法人主要株主等

　該当事項はありません。

② 役員及び個人主要株主等

　　　　　　該当事項はありません。

③ 子会社等

　該当事項はありません。

④ 兄弟会社等

　該当事項はありません。
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（１株当たり情報）

第17期
（自　平成16年１月１日
至　平成16年12月31日）

第18期
（自　平成17年１月１日
至　平成17年12月31日）

１株当たり純資産額 82,137円40銭

１株当たり当期純利益金額 12,302円60銭

潜在株式調整後1株当たり

当期純利益金額
11,274円23銭

１株当たり純資産額       44,011円39銭

１株当たり当期純利益金額       5,900円06銭

潜在株式調整後1株当たり

当期純利益金額
      5,602円52銭

　当社は、平成16年３月１日付で株式１株につき５株の株

式分割を行っております。

　なお、当該株式分割が前期首に行われたと仮定した場合

の前事業年度における１株当たり情報については、以下の

とおりとなります。

　当社は、平成17年２月18日付で株式１株につき２株の株

式分割を行っております。

　なお、当該株式分割が前期首に行われたと仮定した場合

の前事業年度における１株当たり情報については、以下の

とおりとなります。

１株当たり純資産額 45,039円80銭

１株当たり当期純利益金額 20,198円46銭

　なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額につい

ては、新株引受権付社債を発行しておりますが、新株引受

権の残高がなく、当社株式は非上場であり、かつ店頭登録

もしていないため、期中平均株価の把握が困難であるため

記載しておりません。

１株当たり純資産額       41,068円70銭

１株当たり当期純利益金額       6,151円30銭

潜在株式調整後１株当たり当期

純利益金額
      5,637円12銭

　（注）　１株当たり当期純利益金額および潜在株式調整後1株当たり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。

第17期
（自　平成16年１月１日
至　平成16年12月31日）

第18期
（自　平成17年１月１日
至　平成17年12月31日）

1株当たり当期純利益金額   

当期純利益（千円） 133,392 145,754

普通株主に帰属しない金額（千円） － －

普通株式に係る当期純利益（千円） 133,392 145,754

期中平均株式数（株） 10,842 24,704

潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額   

当期純利益調整額（千円） － －

普通株式増加額（株） 989 1,312

（うちストックオプションに係る潜在株式） (989) (1,312)

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後１株

当たり当期純利益の算定に含めなかった潜在株式

の概要

―――― ――――
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（重要な後発事象）

第17期（自平成16年１月１日　至平成16年12月31日）

株式分割について

　平成16年12月15日開催の当社取締役会の決議に基づき、次のように株式分割による新株式を発行しております。

１．平成17年2月18日付をもって普通株式1株につき2株に分割します。

(1）分割により増加する株式数

普通株式　　　　　11,900株

(2）分割方法

　平成16年12月31日最終の株主名簿に記載された株主の所有株式数を、1株につき2株の割合をもって分割

します。

２．配当起算日

平成17年1月1日

　当該株式分割が前期首に行われたと仮定した場合の前期における１株当たり情報及び当期首に行われた

と仮定した場合の当期における１株当たり情報は、それぞれ以下のとおりとなります。

第16期
（自　平成15年１月１日
至　平成15年12月31日）

第17期
（自　平成16年１月１日
至　平成16年12月31日）

１株当たり純資産額 22,519円90銭

１株当たり当期純利益金額 10,099円23銭

１株当たり純資産額 41,068円70銭

１株当たり当期純利益金額 6,151円31銭

潜在株式調整後1株当たり

当期純利益金額
5,636円89銭

　　なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益金

額については、新株引受権付社債を発行しておりま

すが、新株引受権の残高がなく、当社株式は非上場

であり、かつ店頭登録もしていないため期中平均株

価の把握が困難であるため記載しておりません。

３．平成16年12月15日開催の取締役会決議に基づき、平成17年2月18日付で1株を2株に分割しております。

その結果、新株予約権の目的となる株式の数はそれぞれ1,180株から2,360株に、１株当たりの払込金額は

ともに19,000円に調整されております。

－ 26 －



第18期（自平成17年１月１日　至平成17年12月31日）

決算後に生じた会社の状況に関する重要な事実

　平成18年２月22日開催の取締役会において、平成18年７月１日をもって、当社の商号を変更し、新設する子

会社に当社の営業の全部を承継し、当社を持株会社とする分社型新設会社分割を行う会社分割計画書と、平成

18年７月１日をもって持株会社と株式会社ニューヨーク・ニューヨーク（以下、ＮＹＮＹという。）の株主と

の間で株式交換を行い、同社を持株会社の完全子会社とする株式交換契約書を承認し、同日当社とＮＹＮＹと

の間で株式交換契約書を締結しております。

　なお、会社分割計画書は平成18年３月29日開催予定の当社定時株主総会の、株式交換契約書は同定時株主総

会及び、平成18年３月27日開催予定のＮＹＮＹの定時株主総会の特別決議をもって効力を発することとなります。

１．今回の経営統合の目的

　当社は、主力ブランドである美容室「Ａｓｈ」を首都圏でのNo.1ブランドとすべく東京都・神奈川県を中

心に店舗をチェーン展開してまいりました。当社独自の暖簾分け、人材育成等のノウハウを活かし、顧客本

位の高品質なサービスの提供により、多くのお客様からの支持を勝ち得てきたものと考えております。

　一方、事業展開を睨み、当社のノウハウの他地域への導入により、営業エリアの拡大を図ることも検討し

ておりました。そのための第一歩として、平成17年6月13日に関西圏に強固な営業基盤を有するＮＹＮＹと

「業務提携に関する基本合意書」を締結し、業務提携を進めてまいりました。

  提携関係を深める過程において、今後更に相乗効果を発揮し、企業グループとしての経営効率を高めるた

めには、経営統合が最適であるとの結論に達し、協議を重ねた結果、今回の株式交換による経営統合を実施

することとなり、平成17年12月14日に経営統合に関する基本合意書を締結するに至りました。

  また、経営統合の実効性を高め、当社グループ内での事業ポートフォリオ、営業地域、経営責任等の明確

化を図り、機動的な事業展開、ブランド戦略の推進を実現するために、会社分割による持株会社への移行に

より、当社のグループ全体の管理・運営会社としての位置付けを明確にし、併せて当社の商号変更を行うも

のです。

２．経営統合の内容

　当社の事業を会社分割により100％子会社となる新設会社株式会社アッシュに承継し、当社を持株会社とし、

商号を株式会社アルテ サロン ホールディングス（以下、ホールディングスという。）に変更いたします。

その後に、ＮＹＮＹを株式交換により当社（持株会社）の100％子会社とするものです。

（会社分割）

①会社分割の日程

平成18年２月22日　当社会社分割計画書承認取締役会

平成18年３月29日　当社株主総会（予定）

平成18年７月１日　会社分割日（予定）

②分割方式

　平成18年７月１日を期して、当社を株式会社アルテ サロン ホールディングスに商号変更するとともに、

現在の当社の全事業を承継する新設会社株式会社アッシュを会社分割により新設する分社型新設会社分割です。

③株式の割当

　分割会社は本件分割に際し、新設会社が発行する普通株式1,960株全ての割当を受けます。

④分割交付金

　分割交付金の支払いはありません。

⑤承継会社が承継する権利義務

　新設会社は、美容室経営事業および美容フランチャイズチェーン運営事業に必要となる、別途分割計画書

に定める分割期日における当社の資産、負債および権利義務を承継いたします。

⑥新設会社の概要

商号　　　　株式会社アッシュ

事業内容　　美容室経営および美容フランチャイズチェーンの運営

本社所在地　横浜市中区翁町一丁目４番１号

資本金　　　98百万円
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⑦分割会社の概要

商号　　　　株式会社アルテ サロン ホールディングス

事業内容　　持株会社としての経営戦略の立案、経営執行の監督、ＩＲおよびこれらに付帯する業務

本社所在地　横浜市中区翁町一丁目４番１号

資本金　　　273百万円

（株式交換）

①株式交換の日程

平成18年２月17日　ＮＹＮＹ株式交換契約書承認取締役会

平成18年２月22日　当社株式交換契約書承認取締役会および株式交換契約書の締結

平成18年３月27日　ＮＹＮＹ株主総会（予定）

平成18年３月29日　当社株主総会（予定）

平成18年７月１日　株式交換期日（予定）

②株式交換の方法

　商法第352条乃至商法第363条に定める方法によります。

③株式交換比率

　ＮＹＮＹ株式１株につきホールディングス株式１株を交付する。

④株式交換によるホールディングスが発行する新株式数

　普通株式　2,740株

⑤ホールディングスの増加すべき資本金および資本準備金の額

　資本金　　　　50百万円

　資本準備金　　商法第288条ノ２第１項第２号に規定する超過額

⑥株式交換交付金

　株式交換交付金の支払いはありません。

⑦利益配当金

　利益配当金の支払いはありません。

⑧ＮＹＮＹの資産、負債の状況

（平成17年12月31日現在）

  流動資産 209,475千円

　固定資産 637,236

　資産合計 846,711

  

　流動負債 312,267

　固定負債 386,105

　負債合計 698,372

　資本合計 148,339

　負債・資本合計 846,711

⑨ＮＹＮＹの概要

商号　　　　株式会社ニューヨーク・ニューヨーク

事業内容　　美容室の経営

本社所在地　大阪府枚方市禁野本町一丁目18番４号

資本金　　　72百万円 
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５．仕入及び販売の状況
(1）仕入実績

　当事業年度の仕入実績を事業の部門別に示すと、次のとおりであります。

事業部門別
第18期

（自　平成17年１月１日
至　平成17年12月31日）

前年同期比（％）

直営事業（千円） 157,071 98.1

ＦＣ事業（千円） 433,432 135.6

合計（千円） 590,503 123.1

　（注）１．金額は実際仕入価格によっております。

２．上記の金額には、消費税等は含まれておりません。

(2）販売実績

　当事業年度の販売実績を事業の部門別に示すと、次のとおりであります。

事業部門別
第18期

（自　平成17年１月１日
至　平成17年12月31日）

前年同期比（％）

直営事業（千円） 1,571,388 83.7

ＦＣ事業（千円） 2,276,250 131.5

合計（千円） 3,847,639 106.7

　（注）１．金額は販売価格によっております。

２．上記の金額には、消費税等は含まれておりません。
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(3）店舗別売上

　当事業年度の店舗別売上（直営店）は、次のとおりであります。

店舗
第17期

（自　平成16年１月１日
至　平成16年12月31日）

第18期 
（自　平成17年１月１日 
至　平成17年12月31日） 

前年同期比（％）

アッシュ渋谷店（千円） 245,055 226,925 92.6

アッシュ銀座店（千円） 157,679 － －

アッシュ国立店（千円） 148,853 149,898 100.7

アッシュ吉祥寺Ⅰ店（千円） 132,252 － －

アッシュ吉祥寺Ⅱ店（千円） 47,195 － －

アッシュ自由が丘店（千円） 89,144 － －

アッシュ下北沢店（千円） 86,496 － －

ビーズ八王子店（千円） 68,238 16,668 24.4

アッシュ仙川店（千円） 67,860 54,921 80.9

アッシュ西荻窪店（千円） 48,501 101,456 209.2

アッシュ亀戸店（千円） 31,548 98,708 312.9

アッシュ武蔵小金井店（千円） 21,774 97,496 447.8

アッシュ中目黒店（千円） 12,739 85,332 669.9

アッシュ立川店（千円） － 92,546 －

アッシュ池袋店（千円） － 65,578 －

アッシュ千歳烏山店（千円） － 60,225 －

アッシュ京王八王子店（千円） － 73,318 －

アッシュ北千住店（千円） － 28,305 －

ビーズ立川店（千円） － 18,522 －

アッシュ阿佐ヶ谷店（千円） － 14,031 －

東京都　計（千円） 1,157,339 1,183,934 102.3

ビーズ武蔵小杉店（千円） 56,535 － －

アッシュ鷺沼店（千円） 124,830 － －

アッシュ鶴見店（千円） 78,010 － －

アッシュ青葉台店（千円） 153,328 162,093 105.7

アッシュ元町店（千円） 110,884 54,324 49.0

アッシュ市が尾店（千円） 85,979 93,080 108.3

アッシュ戸塚店（千円） 101,873 29,822 29.3

神奈川県　計（千円） 711,444 339,321 47.7

アッシュ大宮店（千円） － 16,940 －

埼玉県　計（千円） － 16,940 －

合計（千円） 1,868,783 1,540,196 82.4
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　（注）１．金額は販売価格によっております。

２．上記の金額には、本部売上（教育講習等）は含まれておりません。

    前事業年度　　　7,646千円

    当事業年度　　 31,191千円

    　なお、当事業年度に大幅に増加した要因は、従来店舗売上としておりました教育関係収入を全額

　　本部売上にしたことによるものと、業務提携に伴う収入によるものです。

３．上記の金額には、消費税等は含まれておりません。

４．直営開店店舗及び開店日は以下のとおりです。

　　前事業年度

アッシュ戸塚　　　　　　平成16年２月26日開店

アッシュ仙川　　　　　　平成16年５月15日開店

アッシュ西荻窪　　　　　平成16年７月17日開店

アッシュ亀戸　　　　　　平成16年９月４日開店

アッシュ武蔵小金井　　　平成16年10月16日開店

アッシュ中目黒　　　　　平成16年11月３日開店

 　 当事業年度

アッシュ立川　　　　　　平成17年４月８日開店 

アッシュ池袋　　　　　　平成17年４月20日開店

アッシュ千歳烏山　　　　平成17年５月７日開店 

アッシュ京王八王子　　　平成17年７月１日開店 

アッシュ北千住　　　　　平成17年８月27日開店 

ビーズ　立川　　　　　　平成17年10月23日開店 

アッシュ大宮　　　　　　平成17年11月25日開店 

５．直営閉鎖店舗及び閉店日は以下のとおりです。

　　前事業年度

　　　該当店舗なし

　　当事業年度

　　　ビーズ　八王子　　　　　平成17年３月31日閉店 

６．営業形態変更店舗は以下のとおりです。

　　前事業年度

ビーズ　八王子　　　　　平成16年１月１日よりＦＣ店舗から直営店舗へ移行

アッシュ関内　　　　　　平成16年１月１日より直営店舗からＦＣ店舗へ移行

アッシュ吉祥寺Ⅱ　　　　平成16年６月１日より直営店舗からＦＣ店舗へ移行

アッシュ鶴見　　　　　　平成16年６月21日より直営店舗からＦＣ店舗へ移行

アッシュ鷺沼　　　　　　平成16年９月21日より直営店舗からＦＣ店舗へ移行

アッシュ銀座　　　　　　平成16年11月１日より直営店舗からＦＣ店舗へ移行

アッシュ自由が丘　　　　平成16年11月１日より直営店舗からＦＣ店舗へ移行

ビーズ　武蔵小杉　　　　平成16年11月13日より直営店舗からＦＣ店舗へ移行

アッシュ吉祥寺Ⅰ　　　　平成16年12月１日より直営店舗からＦＣ店舗へ移行

アッシュ下北沢　　　　　平成16年12月１日より直営店舗からＦＣ店舗へ移行

　　当事業年度

アッシュ戸塚　　　　　　平成17年４月１日より直営店舗からＦＣ店舗へ移行

アッシュ元町　　　　　　平成17年７月１日より直営店舗からＦＣ店舗へ移行

アッシュ仙川　　　　　　平成17年７月１日より直営店舗からＦＣ店舗へ移行

アッシュ青葉台　　　　　平成17年11月１日より直営業務委託店舗へ移行

アッシュ市が尾　　　　　平成17年11月１日より直営業務委託店舗へ移行

アッシュ阿佐ヶ谷　　　　平成17年12月１日よりＦＣ店舗から直営業務委託店舗へ移行
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６．役員の異動
１.新任取締役候補   

　　 取締役 （平成18年３月29日付予定） 石塚　正之（現　総務部長）

　　 取締役 （平成18年７月１日付予定） 吉村　栄義（現　㈱ニューヨーク・ニューヨーク代表取締

役）

２.監査役の新任・退任   

 　　新任監査役候補 （平成18年３月29日付予定） 安藤　敏雄（税理士）

　 　退任監査役 （平成18年３月29日付予定） 高木　正明（税理士）
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