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１ 18年3月期の連結業績（平成17年4月1日～平成18年3月31日） 

(1) 連結経営成績 

 売上高 営業利益 経常利益 

 
18年3月期 
17年3月期 

百万円   ％
        10,342      (32.2)  

    7,825      ( － )  

百万円   ％
539     (177.9)  
194     ( －  )  

百万円   ％
 975    (109.9)  
464    ( －  )  

 

 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

 
18年3月期 
17年3月期 

百万円   ％ 
412      (75.2)   
235      ( － )   

円  銭
8,225 01 
4,591 96 

円  銭
8,144 07 
4,552 58 

％
11.9  
7.1  

％ 
13.0   
6.9   

％
9.4  
5.9  

(注)①持分法投資損益      18年3月期    ― 百万円   17年3月期     ― 百万円 

②期中平均株式数（連結）  18年3月期   50,209株     17年3月期   51,324株 

③会計処理の方法の変更   有 

④17年3月期より連結財務諸表を作成しているため、17年3月期については前期対比を行っておりません。 

⑤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 
 
(2) 連結財政状態 

 総資産 株主資本 株主資本比率 １株当たり株主資本

 
18年3月期 
17年3月期 

百万円 
   7,983       

7,086       

百万円
3,514      
3,440      

％ 
44.0   
48.6    

円   銭
71,061     32  
66,798     39  

(注)期末発行済株式数（連結）  18年3月期   49,451株   17年3月期   51,512株 
 
(3) 連結キャッシュ･フローの状況 

 
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3月期 
17年3月期 

百万円 
1,676      
1,216      

百万円
△863     
△270     

百万円 
△340      
△530      

百万円
2,292     
1,819     

 
(4) 連結範囲及び持分法の適用に関する事項 

連結子会社数   1社   持分法適用非連結子会社数  ― 社   持分法適用関連会社数  ― 社 
 
(5) 連結範囲及び持分法の適用の異動状況 

連結 (新規)  ― 社   (除外)  ― 社    持分法 (新規)  ― 社   (除外)  ― 社 
 
２ 19年3月期の連結業績予想（平成18年4月1日～平成19年3月31日） 

 売上高 経常利益 当期純利益 

 
中間期 
通  期 

百万円
6,450      
13,000      

百万円
650      

1,200      

百万円
260      
460      

（参考）１株当たり予想当期純利益（通期）  9,302円 14銭 

  
※ 上記の予想は、本資料の発表日現在における将来の見通し、計画のもととなる前提、予想を含んで記載し

ております。実際の業績は、今後様々な要因によって上記予想とは異なる結果となる可能性があります。
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（添付資料） 
１． 企業集団の状況 

   当社の企業集団は、当社と子会社 1 社で構成されております。 

当社は、美顔・痩身等のエステティックサロンの経営および化粧品・健康食品等の小売・卸売等

の事業を営んでおります。 

  子会社の株式会社日本インターシステムは、主に健康食品・化粧品・雑貨等のモバイルおよびイ

ンターネットによる通信販売ならびに卸売事業を営んでおります。 

  企業集団についての事業系統図は次のとおりであります。 

 

 

                             美顔･痩身等技術の提供 

                             化粧品等の販売 

 

               化粧品等の 

通信販売 
    化粧品の卸売り 
                       健康食品等の 
                                 通信販売 

                                

                  
健康食品等の卸売り 

当  社 

連結子会社 
株式会社日本インターシステム 

サロンのお客様 

ネットのお客様 

得意先 

 

２．経営方針 

(1)会社の経営の基本方針 

当社は、「お客様とともに人生の輝きを創造する」ことを理念に、顧客第一主義を掲げ、「結果

が出なければエステではない」を基本方針としております。 

この基本方針に基づき、美顔･痩身等技術の提供のみならず、複雑化したストレス社会に生きる

お客様の「悩み・不安を解消したい」という欲求に対し、化粧品・美容機器および健康食品等に

ついても積極的な提案を行い、付加価値としての快適性や癒しなどのリラクゼーションを提供し

ております。 

また、「美と健康と癒しの総合企業」を目指し、シナジー効果の大きい分野を中心に、積極的な

Ｍ＆Ａおよび事業提携等により事業領域の拡大を図り、企業グループとして企業価値の増加に努

めてまいります。 

これにより、社会、お客様から信頼される企業グループとして今まで以上に業績の向上に努め、

株主価値の 大化を目指してまいります。 
 
(2)会社の利益配分に関する基本方針 

 当社の利益配分に対する基本的な考え方は、業容拡大のための財務体質の強化を主軸に、積極的

な株主還元を行うことを基本方針としております。 

これに基づき当期は、期末の株式配当金として 1 株 1,500 円（前期比 500 円の増配、配当性向

16.7％）を予定しております。 

今後の利益配分につきましても、業績を踏まえ検討してまいりますが、配当性向については

20.0％を目途に行ってまいります。 

また、平成 18 年 6 月 30 日を基準日として 1:2 の株式分割を予定しております。 
 
(3)投資単位の引下げに関する考え方および方針等 

現在、当社の売買単位は 1 株であるため、投資単位の引下げについての特別な処置は必要ない

と考えておりますが、投資家層の拡大ならびに株式の流動性の向上は資本政策における 重要課

題ととらえております。 

この方針に基づき、平成 18 年 6 月 30 日を基準日として 1:2 の株式分割を予定しております。 

今後も、投資家層の拡大ならびに株式の流動性の向上のため、株主優待制度の充実を図るとと

もに、適宜株式分割を実施してまいります。 
 
(4)目標とする経営指標 

当社は、財務体質の強化を図るとともに、業容の拡大と収益性の向上を経営目標に、株主資本

当期純利益(ROE)を目標数値とし、株主価値の 大化を目的に、効率的な企業経営に取組んでおり

ます。 
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(5)中長期的な会社の経営戦略 

当社は、以下の３つの重点施策を経営戦略として事業基盤の強化を図ってまいります。 
 

①コア事業であるエステティックサロンのシェア拡大のための、マーケティング戦略に基づく

新規顧客開拓、新規出店および既存店の活性化による収益の拡大。 

②Ｍ＆Ａおよび事業提携等による新規事業への進出。 

③情報管理のシステム化推進および人事政策の改善等による経営の構造改革。 
 
(6)会社の対処すべき課題 

エステティック業界におきましては、景気が回復基調にあるなか、男性市場を筆頭に、市場規

模は年々増加傾向にあるとはいえ、企業間競争は激しさを増し、お客様のニーズの変化に迅速な

対応が求められ、遅れた企業は徐々に淘汰されていくものと思われます。 

このような環境のなか当社は、エステティック業界で唯一の上場企業であるとの社会的認知度

と信頼性を生かしながら、広告宣伝を更に拡充し、｢男も女もエステ ラ・パルレ｣という新たな

キャッチフレーズで、男性部門の需要拡大と新メニュー等の導入によるレディース部門の充実に

注力し、徹底した社員教育のもと既存店の拡充を図り企業価値の増加へ向け努力してまいります。 

さらに、シナジー効果の大きい分野を中心に、新規事業への進出で事業基盤の強化を図り、事

業リスクの分散とグループとして企業規模の拡大を図ってまいります。 

また、企業規模の拡大に伴う資金需要に対応するため、市場からの調達を含め検討してまいり

ます。 
 
(7)親会社等に関する事項 

   
     該当事項はありません。 
 
(8)その他、会社の経営上の重要な事項 

 
      該当事項はありません。 
 

３．経営成績及び財政状態  

(1)経営成績 

当期のわが国経済は、企業収益の改善を受け、製造業、非製造業ともに設備投資増加の動きが

見られ、また、雇用環境においても、雇用者数の増加や賃金の回復により所得環境が改善され、

個人消費も緩やかに増加してまいりましたが、原油価格の高騰や、定率減税の縮減等による景気

押下げ要因はあるものの、全体としては、緩やかな景気回復基調が続くものと思われます。 

エステティック業界におきましては、近年の健康志向や美しさ、癒しへの要望等がさらに広が

り、市場規模は鮮明に拡大傾向となっており、また、男性のエステ需要についても一時的なもの

ではなく、この分野での競争も激しさを増してまいりました。 

このような状況のなか、当社は｢結果が出なければエステではない｣を基本方針として、既存店

の活性化を目的に、今まで以上に男性部門へ経営資源を投入し、更に新技術、新商品の積極的な

投入等により店舗の充実を図ってまいりました。 

また、第４四半期においては、来期の布石とするため、新キャラクターによるブランドイメー

ジ戦略としてのテレビコマーシャルを始め、各種広告宣伝を重点的に行い、合わせて人材育成施

設の拡充や移転リニューアル等による店舗イメージの刷新にも注力いたしました。 

出店につきましては、当社出店基準である収益性の重視から、松江店、高松店、奈良店、富山

店の４店舗を出店し、仙台中央店と仙台店の統廃合ならびに熊本店、旭川店およびネイルサロン

を閉店いたしました結果、当期末の店舗数は 85 店舗となりました。 

この結果、当期の業績は、売上高 9,103 百万円(前期比 21.3%増)、経常利益 984 百万円（前期

比 104.6%増）、当期純利益 443 百万円(前期比 74.4%増)となりました。 

なお、連結の業績につきましては、当社グループにおけるネット通販関連事業を担う前期子会

社といたしました株式会社日本インターシステムの業績が、売上は、新商品の効果等による卸売

部門の好調さを背景に順調に推移いたしましたが、利益は、業界全体を取巻くデフレの影響で計

画を下回りました。 

この結果、当連結会計年度の業績は、売上高 10,342 百万円(前期比 32.2%増)、経常利益 975

百万円（前期比 109.9%増）、当期純利益 412 百万円(前期比 75.2%増)となりました。 
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(2)財政状態 

①資産、負債および資本の状況 

 (イ) 資産 

流動資産は、前連結会計年度と比較して 21.1％増加し 3,607 百万円となりました。この主な

要因は、積極的な営業により、現金および預金が 423 百万円、営業未収入金が 166 百万円増加し

たことによります。 

固定資産は、前連結会計年度と比較して 6.6％増加し 4,376 百万円となりました。 

この結果、総資産は、前連結会計年度と比較して 12.7％増加し 7,983 百万円となりました。 
 

(ロ) 負債 

流動負債は、前連結会計年度と比較して 26.3％増加し 4,135 百万円となりました。この主な

要因は、積極的な営業により、未払金が 342 百万円、前受金が 374 百万円増加したことによりま

す。 

固定負債は、前連結会計年度と比較して 11.2％減少し 321 百万円となりました、 

この結果、負債合計は、前連結会計年度と比較して 22.5％増加し 4,456 百万円となりました。 
 

(ハ) 資本 

資本合計は、前連結会計年度と比較して 2.1％増加し 3,514 百万円となりました。この主な要

因は、当期純利益が、前連結会計年度と比較して 75.2％増加し 412 百万円となり、また、自己

株式を 293 百万円取得したことによります。 

この結果、１株当たり株主資本は、前連結会計年度と比較して 4,262 円 93 銭増加し 71,061 円

32 銭となりました。また、株主資本比率は、前連結会計年度末の 48.6％から 44.0％となりまし

た。 
 

②キャッシュ・フローの状況 

当連結会計年度における連結ベースの現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、前連

結会計年度と比較して 473 百万円増加し、当連結会計年度末には 2,292 百万円となりました。 

当連結会計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次のとおりであります。 
 

 (イ) 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 1,676 百万円（前連結会計年度比 37.9％増）となりました。 

これの主な内訳は、税金等調整前当期純利益 893 百万円、減価償却費 267 百万円、前受金の増

加額 374 百万円、未払金の増加額 515 百万円および法人税等の支払額 498 百万円であります。 
 

(ロ) 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 863 百万円（前連結会計年度比 219.0％増）となりました。 

これは主に有形固定資産の取得によるものであります。 
 

(ハ) 財務活動によるキャッシュ･フロー 

財務活動の結果使用した資金は 340 百万円となりました。 

これは主に自己株式の取得によるものであります。 
 

当社のキャッシュ･フロー指標のトレンドは下記のとおりであります。 
 

   平成17年3月期 平成18年3月期 

株主資本比率（％） 48.6 44.0 

時価ベースの株主資本比率（％） 100.3 285.4 

債務償還年数（年） － － 

インタレスト･カバレッジ･レシオ（倍） 382.2 － 
 

株主資本比率：株主資本／総資産 

時価ベースの株主資本比率：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 

※ 各指標は、いずれも連結ベースの財務諸表により算出しております。 

※ 株式時価総額は、期末株価終値×期末発行済株式数（自己株式控除後）により算出しております。 

※ 営業キャッシュ・フローは、連結キャッシュ・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。 
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(3)事業等のリスク 

当社の事業その他に関するリスクについて、投資者の判断に重要な影響を及ぼす可能性があると考えられる

主な事項を記載しております。また、必ずしもそのようなリスク要因に該当しない事項についても、投資者の

投資判断上、重要であると考えられる事項については、投資者に対する積極的な情報開示の観点から以下に開

示しております。なお、当社は、これらのリスク発生の可能性を認識した上で、発生の回避および発生した場

合の対応に努める所存であります。 

本項において将来に関する事項は、本日現在において判断したものであります。 
  
①法的規制について 

ａ．カウンセリングと「特定商取引に関する法律（旧訪問販売等に関する法律）」との関係 

店舗に来客したお客様に対するカウンセリングにおきましては、お客様のお悩みやご希望を十分にヒアリン

グした後、「特定商取引に関する法律」の規制に則り、商品又は役務の提供の種類を明示し、申込時及び契約時

にはその内容を明らかにする書面として事前説明書を交付し、その上で契約書を説明し十分納得いただいた上

で契約を行っております。契約の勧奨におきましては、事実を誤認させるような行為や威迫により困惑させる

ような行為は社内規定におきまして一切厳禁とするように徹底しております。 

また、当社では、熟練した指導者による社員教育を定期的に行い、全てのスタッフに共通のマニュアルを使

用させることにより、その徹底を図っております。 

しかし、万一、同法に違反するような行為があった場合には、行政機関による指導又は業務停止命令の対象

となることがあり、経営成績及び社会的信用に影響を及ぼす可能性があります。 
 
b．カウンセリングと「消費者契約法」との関係 

平成 13 年４月１日に施行されました「消費者契約法」は、民法の契約者双方が対等という原則から一歩踏み

込み、契約内容においてより多くの情報を持ち交渉力に優る事業者から一般消費者を守るための法律でありま

す。 

当社は、前述の「特定商取引に関する法律」の法的規制を受ける事業者として、定期的な社員教育により同

法の遵守徹底を図っております。「消費者契約法」につきましては、法施行以前より「解説書」や「Ｑ＆Ａ」等

を作成し、社員教育を行っております。 

しかし、万一、同法に違反するような行為があった場合には、行政機関による指導又は業務停止命令の対象

となることがあり、経営成績及び社会的信用に影響を及ぼす可能性があります。 
 
ｃ．クーリングオフ・中途解約と「特定商取引に関する法律」との関係 

当社では、契約されたお客様が契約書交付日から８日以内にクーリングオフの申し出をされてきた場合には、

同法に則り無条件でクーリングオフに応じております。 

また、契約の中途解約におきましても、お客様のご希望にそって解約書類（キャンセル計算書等）の迅速な

作成及び前受金の返還等の対応をしております。 

しかしながら、お客様からクーリングオフや中途解約の申し出があったにもかかわらず、万一、担当スタッ

フがすぐに応じることなく不当に遅延させ、お客様からクレームが発生することがあった場合、行政機関によ

る指導又は業務停止命令の対象となることがあり、当社の社会的信用の失墜とともに今後の経営成績及び財政

状態に影響を及ぼす可能性があります。 
 
ｄ．広告宣伝と「不当景品類及び不当表示防止法」との関係 

エステティックサービスの販売促進行為の一環として、「広告」による宣伝は反響の大きい有効な手段であり

ます。広告は、消費者に対し、当社に関する情報を提供するとともに、当社とエステティックサービスの契約

をしていただく契機となることから、広告が伝える情報の内容は正確かつ消費者にとって理解しやすいもので

なければなりません。 

そのため、当社の広告は不実の内容や誇大な表現を排除し、不当景品類及び不当表示防止法に違反しないよ

う十分に留意しております。 

当社では宣伝部門におきまして、定期的に東京都生活文化局消費生活部指導課景品表示係に、当社の広告宣

伝媒体について相談を行い、不備の有無等について十分な指導を仰いでおります。しかし、仮に、当社の広告

が不当表示と判断された場合、公正取引委員会による排除命令の対象となることがあり、その際には、広告又

は業務に対する停止命令等の処分が課せられる可能性があり、経営成績に影響を及ぼすことも考えられます。 
 
e．お客様カルテと「個人情報保護法」との関係 

当社は、平成 17 年４月１日施行の「個人情報の保護に関する法律」により、個人情報取扱事業者として一定

の義務を負うこととなっております。 

当社は、お客様が新規にご来店した場合、カウンセラーにより「どの様なサービスを希望されるのか」、「現

在、どのような症状があるのか」など詳しく内容を確認し、「お客様カルテ」の作成により、必要 小限の個人

情報からお客様管理をおこない、お客様に適した施術を継続的に実施しております。 

個人情報については、「お客様カルテ」を始め、その他の情報についても外部へ洩れることの無いよう、情報

保護に関する基本方針の策定、社内規定の整備、情報システムのセキュリティー強化、全社員に対する教育等

適切な管理をおこなっておりますが、万一、情報が外部に流出し、また、不正使用された場合、お客様はもち

ろんのこと企業の社会的信用が失墜し、営業活動に支障をきたし経営成績に影響を与える可能性があります。 
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②経営政策について 
a．今後の事業展開やビジネス戦略が奏功しないリスク 

当社の経営方針として、コア事業であるエステティック事業の質・量の拡大を図り太い柱に成長させること

を前提とし、周辺事業への投資や M＆A等を積極的に取り組んでおります。 

これらビジネス戦略においては充分な検討を加えながらも積極的に推進してまいりますが、時代の変化や顧

客嗜好の変化により戦略が奏功しない場合、経営成績及び財政状態に影響を与える可能性があります。 
 
③技術・商品について 
a．新商品・新技術の開発について 

当社は、美容技術を主軸としたエステティックサービスを行っており、またエステティックのお手入れの効

果をより一層高め、維持するための各種ホームケア商品の販売を行っております。当社サロンへの訴求力の強

化及び顧客満足度を向上させ、時代のニーズを即座に反映させていく為には、それら関連する市場において市

場内の動向を的確に把握しつつ、 先端の美容技術及び新商品の開発を推し進め、これらを顧客に提供し続け

る必要があります。 

当社では、商品技術開発担当部署が 先端技術の情報収集、技術・商品評価、検証、企画・開発を計画的に

実行しております。 

当社の商品につきましては、自社での製造は行っておらず、OEM 製造元に製造を委託しており、品質管理及

び安定供給の維持等につきましては当社規格内の製品検査及び覚書等にて万全の体制をとっておりますが、OEM

製造元の対応に支障が生じた場合には、商品の開発・供給が遅れることで当社販売計画に狂いが生じ、経営成

績に影響が及ぶ可能性があります。又、美容技術につきましても、商品との連動性が高まっており、計画通り

に技術開発が実行出来なくなることで、技術開発の遅れから経営成績に影響を与える可能性があります。 

b．エステティック用品製造元との契約について 

エステティック用品には、エステティックサロン内でトリートメント等に使用する用材やお客様のホームケ

アに使用する化粧品等があります。当社は安定した仕入を行えるよう製造元と「基本契約書」を締結しており、

安定した供給を受けておりますが今後の経済情勢の変化で製造元が経営上問題を生じ供給を受けられない場合、

経営成績に影響を与える可能性があります。 
 
④店舗政策について 
a．出店政策が奏功しないリスク 

当社は全国規模での出店を毎年行っております。出店計画では市場マーケティングを基にあらゆる方向性か

ら検証し、長期的展望を経て出店しておりますが、地域の特性、慣習、風土など計画を超える要因などで出店

効果を得られない事態が発生した場合、経営成績及び財政状態に影響を与える可能性があります。 
 
b．店舗差入保証金の回収について 

期末日現在、当社は 85 店舗を出店しておりますが、店舗出店の際には店舗差入保証金を貸主に対し差し入れ

ております。当該保証金は解約時には返却される契約となっており、定期的に貸主の経営状況のチェックをお

こない、信用に関して疑義が発生した場合には即時に状況のチェックをおこなっておりまが、不測の事態によ

り、貸主の経営状況の悪化や破綻等により回収が不可能となった場合、経営成績及び財政状態に影響を与える

可能性があります。 
 
⑤人材・組織について 
a．人材の確保について 

当社の求人対策は、学校訪問、全国各地での会社説明会、求人雑誌への広告掲載等を基本に全国各地を対象

に人材の募集を行っております。又、状況に応じた中途採用も積極的に実施し人材の確保に努めております。

しかしながら、若年層の女性が中心であり、離職率も低くないという業界特有の要素もあることから、今後、

必要な人材の確保が出来ない事態が起きた場合、経営成績に影響を及ぼすことも考えられます。 
 
b．経営者への依存について 

当社の事業の推進者は、代表取締役社長である大石洋子であります。同氏は当社の創立者で創立以来の 高

経営責任者であり、経営方針や戦略の決定をはじめ、営業、技術及び財務の各方面の事業推進において重要な

役割を果たしております。 

このため、現時点では想定されておりませんが、何らかの事由で同氏が当社の業務を継続することが困難に

なった場合、当社の事業戦略の推進及び経営成績に重大な影響を与える可能性があります。 
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⑥そ の 他  
a．信販会社との契約について 

当社は、エステティックサービス契約時におけるお客様の代金決済手段として、「ショッピングクレジット契

約」を信販会社と結んでおります。代金決済手段としては他に、現金、クレジットカード等がありますが、現

在、約 7 割のお客様が信販契約を利用していることから、今後、エステティック業界及び当社の信用上、信販

会社と契約の締結が出来ない事態に陥った場合、お客様との契約上支障をきたし、経営成績及び財政状態に影

響を与える可能性があります。 
 
b．前受金について 

当社をはじめエステティック業界では、エステティックサロンに来店したお客様に対して、お悩みやご希望

を十分にヒアリングした後、それらの解消に も相応しい商品及び施術コースのご紹介をおこない、お客様に

納得して選んでいただいた上で商品及び施術コースを決定し契約となりますが、その契約代金は一括前払いで

お支払いいただくことから、会計処理上は「前受金」で計上し、その後、役務の提供に応じて売上に計上する

こととしております。 

当社では、前受金を預金の他、店舗拡大のための資金として活用しておりますが、お客様保護の観点から前

受金の分別管理が必要であると判断し、国債等安全な金融商品で自主分別管理しております。今後、法的規制

等により顧客資産としての分別管理が規定された場合、財政状態及び資金計画に影響を及ぼす可能性がありま

す。 
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４．連結財務諸表等 

(1) 連結財務諸表 

①連結貸借対照表 

 

  
前連結会計年度 

(平成17年３月31日) 
当連結会計年度 

(平成18年３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  1,869,843  2,292,897 

２ 売掛金  133,003  148,183 

３ 営業未収入金  389,385  555,490 

４ たな卸資産  325,727  347,570 

５ 繰延税金資産  84,701  124,417 

６ その他  193,845  156,041 

７ 貸倒引当金  △16,295  △16,675 

流動資産合計  2,980,211 42.1  3,607,927 45.2

Ⅱ 固定資産    

１ 有形固定資産    

(1) 建物及び構築物 ※１ 2,169,775 2,406,732  

減価償却累計額  △528,122 1,641,652 △574,507 1,832,225 

(2) 土地 ※１ 595,951  595,951 

(3) その他  452,924 641,741  

減価償却累計額  △326,847 126,076 △340,177 301,563 

有形固定資産合計  2,363,680 33.4  2,729,740 34.2

２ 無形固定資産 ※２ 321,971 4.5  269,728 3.4

３ 投資その他の資産    

(1) 投資有価証券  208,972  210,252 

(2) 繰延税金資産  68,876  105,490 

(3) 差入保証金  695,220  808,619 

    (4) その他  448,002  252,176 

投資その他の資産合計  1,421,070 20.0  1,376,539 17.2

固定資産合計  4,106,723 57.9  4,376,009 54.8

資産合計  7,086,934 100.0  7,983,936 100.0
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前連結会計年度 

(平成17年３月31日) 
当連結会計年度 

(平成18年３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  232,562  128,570 

２ 未払金  567,050  909,582 

３ 未払法人税等  348,409  405,344 

４ 前受金  1,805,524  2,179,915 

５ 賞与引当金  99,270  131,983 

６ その他  222,547  379,649 

流動負債合計  3,275,364 46.2  4,135,045 51.8

Ⅱ 固定負債    

１ 退職給付引当金  42,830  57,034 

２ 役員退職慰労引当金  128,040  113,100 

３ その他  191,409  151,518 

固定負債合計  362,279 5.1  321,652 4.0

負債合計  3,637,644 51.3  4,456,698 55.8

    

(少数株主持分)    

少数株主持分  8,371 0.1  13,185 0.2

    

(資本の部)    

Ⅰ 資本金 ※３ 813,100 11.5  815,200 10.2

Ⅱ 資本剰余金  549,120 7.8  551,220 6.9

Ⅲ 利益剰余金  2,077,769 29.3  2,439,226 30.6

Ⅳ その他有価証券評価差額金  929 0.0  2,366 0.0

Ⅴ 自己株式 ※４ － －  △293,960 △3.7

資本合計  3,440,918 48.6  3,514,053 44.0

負債、少数株主持分 
及び資本合計 

 7,086,934 100.0  7,983,936 100.0
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②連結損益計算書 

 

  
前連結会計年度 

(自 平成16年４月１日 
 至 平成17年３月31日) 

当連結会計年度 
(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(千円) 
百分比
(％)

金額(千円) 
百分比
(％)

Ⅰ 売上高  7,825,246 100.0  10,342,813 100.0

Ⅱ 売上原価  4,705,732 60.1  6,020,157 58.2

売上総利益  3,119,513 39.9  4,322,656 41.8

Ⅲ 販売費及び一般管理費 ※１ 2,925,408 37.4  3,783,322 36.6

営業利益  194,104 2.5  539,333 5.2

Ⅳ 営業外収益    

１ 受取利息  160 401  

２ 受取配当金  252 72  

３ 受取手数料  250,959 404,258  

４ その他  24,985 276,359 3.5 33,328 438,061 4.2

Ⅴ 営業外費用    

１ 支払利息  3,576 －  

２ 支払手数料  － 1,173  

３ その他  1,926 5,502 0.1 253 1,426 0.0

経常利益  464,960 5.9  975,968 9.4

Ⅵ 特別利益    

１ 広告支援金収入  － 100,000  

２ 貸倒引当金戻入益  1,991 －  

３ 匿名組合投資利益  31,445 43,287  

４ 過年度損益修正益 ※２ － 19,639  

５ 受取保険金  248,787 282,224 3.6 － 162,926 1.6

Ⅶ 特別損失    

１ 店舗閉鎖損失 ※３ 158,450 94,488  

２ 固定資産除却損 ※４ － 13,388  

３ 車両運搬具売却損  － 141  

４ 減損損失 ※５ － 112,251  

５ 過年度消費税  － 24,873  

６ 商品廃棄損失  10,342 168,792 2.1 － 245,143 2.4

税金等調整前 
当期純利益 

 578,392 7.4  893,751 8.6

法人税、住民税 
及び事業税 

 393,487 553,277  

法人税等調整額  △51,798 341,689 4.4 △77,308 475,968 4.6

少数株主利益  1,025 0.0  4,813 0.0

当期純利益  235,677 3.0  412,969 4.0
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③ 連結剰余金計算書 

 

 
前連結会計年度 

(自 平成16年４月１日 
 至 平成17年３月31日) 

当連結会計年度 
(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(千円) 金額(千円) 

(資本剰余金の部)   

Ⅰ 資本剰余金期首残高  541,120  549,120

   

Ⅱ 資本剰余金増加高   

 １ 新株引受権の行使による 
新株式の発行 

 8,000 8,000 2,100 2,100

   

Ⅲ 資本剰余金期末残高 549,120  551,220

   

(利益剰余金の部)   

Ⅰ 利益剰余金期首残高  1,870,247  2,077,769

   

Ⅱ 利益剰余金増加高   

 １ 当期純利益  235,677 235,677 412,969 412,969

   

Ⅲ 利益剰余金減少高   

 １ 配当金  28,155 28,155 51,512 51,512

   

Ⅳ 利益剰余金期末残高 2,077,769  2,439,226
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④連結キャッシュ・フロー計算書 

 

  
前連結会計年度 

(自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日) 

当連結会計年度 
(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(千円) 金額(千円) 

Ⅰ 営業活動によるキャッシュ・フロー    

 １ 税金等調整前当期純利益  578,392 893,751 

 ２ 減価償却費  205,995 267,988 

 ３ 減損損失  － 112,251 

 ４ 連結調整勘定償却額  22,430 49,293 

 ５ 貸倒引当金の増加額（減少額△）  △1,541 379 

 ６ 賞与引当金の増加額  19,270 32,713 

 ７ 退職給付引当金の増加額  2,549 14,204 

 ８ 役員退職慰労引当金の増加額 
（減少額△） 

 12,130 △14,940 

 ９ 受取利息及び受取配当金  △413 △473 

 10 支払利息  3,576 － 

  11 広告支援金収入  － △100,000 

 12 固定資産除却損  134,080 79,107 

  13 固定資産売却損  － 141 

 14  匿名組合投資利益  △31,445 △43,287 

  15  受取保険金  △248,787 － 

  16  売上債権の減少額（増加額△）  129,314 △181,285 

  17  前受金の増加額  165,819 374,184 

  18  商品廃棄損  10,342 － 

 19  たな卸資産の増加額  △64,448 △21,843 

  20  仕入債務の増加額（減少額△）  124,708 △103,991 

21  その他  59,964 714,821 

小計  1,121,938 2,073,016 

 22 利息及び配当金の受取額  696 2,277 

 23 利息の支払額  △3,182 － 

 24 法人税等の支払額  △163,200 △498,342 

  25 広告宣伝支援による収入  － 100,000 

  26  生命保険の受取額  260,000 － 

営業活動によるキャッシュ・フロー  1,216,251 1,676,951 

Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー    

 １ 有形固定資産の取得による支出  △160,738 △976,884 

 ２ 有形固定資産の売却による収入  － 114 

 ３ 無形固定資産の取得による支出  △10,360 △18,754 

 ４ 投資有価証券の取得による支出  △205,610 △668 

 ５ 定期預金の払戻による収入  － 250,000 

 ６ 連結の範囲の変更を伴う子会社株
式の取得による支出 

※２ △260,160 － 

  ７ 信販保証金の支払による支出  △5,746 △3 

 ８ 信販保証金の払戻による収入  415,687 － 

 ９ その他  △43,755 △117,283 

投資活動によるキャッシュ・フロー  △270,684 △863,479 
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前連結会計年度 

(自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日) 

当連結会計年度 
(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(千円) 金額(千円) 

Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー    

 １ 短期借入金の返済による支出  △71,949 － 

 ２ 長期借入金の返済による支出  △446,680 － 

 ３ 自己株式の取得による支出  － △293,960 

 ４ 株式の発行による収入  16,000 4,200 

５ 配当金の支払額  △28,155 △50,656 

  ６ その他  209 － 

財務活動によるキャッシュ・フロー  △530,575 △340,416 

Ⅳ 現金及び現金同等物に係る換算差額  － － 

Ⅴ 現金及び現金同等物の増加額  414,991 473,054 

Ⅵ 現金及び現金同等物の期首残高  1,404,852 1,819,843 

Ⅶ 現金及び現金同等物の期末残高 ※１ 1,819,843 2,292,897 
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連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項 

 

項目 
前連結会計年度 

(自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日) 

１ 連結の範囲に関する事項 すべての子会社を連結しております。

連結子会社の数  １社 

連結子会社の名称 ㈱日本インター

システム 

当社は平成16年10月28日、㈱日本

インターシステム(平成16年10月28

日を取得日)及び㈱メディアネクス

テージ(平成16年10月１日をみなし

取得日)の2社を株式の取得により子

会社といたしました。 

なお、㈱日本インターシステムと㈱

メディアネクステージは平成17年2月

1日付で合併(存続会社は㈱メディア

ネクステージ、同日付で社名を㈱日本

インターシステムに商号変更)いたし

ました。 

この結果、当連結会計年度末におけ

る子会社数は１社となっております。

すべての子会社を連結しております。

連結子会社の数  １社 

連結子会社の名称 ㈱日本インター

システム 

 

２ 持分法の適用に関する事項 ――――― ――――― 

３ 連結子会社の事業年度等に

関する事項 

連結子会社の決算日は、株式買収

時において㈱日本インターシステム

は12月31日、㈱メディアネクステー

ジは9月30日でありましたが、平成17

年2月1日付の合併に合わせ、3月31日

(連結決算日)となっております。 

連結子会社の決算日は、連結決算

日と一致しております。 

４ 会計処理基準に関する事項 

(1) 重要な資産の評価基準及び

評価方法 

 

 

①有価証券 

(ア)満期保有目的の債券 

償却原価法(定額法) 

 

 

①有価証券 

(ア)満期保有目的の債券 

同左 

 (イ)その他有価証券 

時価のあるもの 

(イ)その他有価証券 

時価のあるもの 

 決算期末日の市場価格等に

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)  

同左 

 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 

 ②たな卸資産 

主として月次総平均法による原価

法 

②たな卸資産 

同左 
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項目 
前連結会計年度 

(自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日) 

(2) 重要な減価償却資産の減価

償却の方法 

①有形固定資産 

 定率法によっております。 

ただし、平成10年４月１日以降

に取得した建物(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、主な耐用年数は次のとお

りであります。 

建物及び構築物  15年～18年

①有形固定資産 

同左 

 ②無形固定資産 

定額法によっております。 

なお、自社利用のソフトウェア

につきましては、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 

 ③長期前払費用 

 均等償却しております。 

③長期前払費用 

同左 

(3) 重要な引当金の計上基準 ①貸倒引当金 

売上債権等の貸倒損失に備える

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

性を勘案し回収不能見込額を計上

しております。 

①貸倒引当金 

同左 

 ②賞与引当金 

  従業員に対する賞与の支給に備

えるため、将来の支給見込額のう

ち、当連結会計年度に対応する負

担額を計上しております。 

②賞与引当金 

同左 

 ③退職給付引当金 

  従業員に対する退職金の支給に

備えるため、当連結会計年度末に

おける退職給付債務に基づき計上

しております。 

③退職給付引当金 

同左 

 ④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、役員退職慰労金規程に基

づく当連結会計年度末要支給額を

計上しております。 

④役員退職慰労引当金 

同左 

(4) 重要な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 

 

 

 

 

 

 
  



 

                               －  － 16

項目 
前連結会計年度 

(自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日) 

(5) 重要なヘッジ会計の方法 ①ヘッジ会計の方法 

  特例処理の要件を満たしている

金利スワップについて、当該特例

処理によっております。 

――――― 

 ②ヘッジ手段とヘッジ対象 

  ヘッジ手段 

…金利スワップ 

  ヘッジ対象 

…借入金の利息 

 

 ③ヘッジ方針 

  当社所定の社内承認手続きを行

った上で、借入金利息の金利変更

リスクを回避する目的により、金

利スワップを利用しております。

 

 ④ヘッジ有効性評価の方法 

  金利スワップについては、特例

処理によっているため、有効性の評

価の判定を省略しております。 

 

 (6) その他連結財務諸表作成

のための重要な事項 

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 

５ 連結子会社の資産及び負債

の評価に関する事項 

 連結子会社の資産及び負債の評価

方法については、全面時価評価法に

よっております。 

 

６ 連結調整勘定の償却に関す

る事項 

 連結調整勘定の償却については、

５年間で均等償却しております。 

同左 

７ 利益処分項目等の取扱いに

関する事項 

 連結剰余金計算書は、連結会計年

度中に確定した利益処分又は損失処

理に基づいて作成しております。 

同左 

８ 連結キャッシュ・フロー計算

書における資金の範囲 

キャッシュ・フロー計算書におけ

る資金(現金及び現金同等物)は、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 
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会計処理の変更 

 

前連結会計期間 
(自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日) 

――――― （たな卸資産の評価基準及び評価方法） 

従来、当社の貯蔵品の評価基準及び評価方法は、 終

仕入原価法による原価法によっておりましたが、当連結

会計期間から月次総平均法による原価法に変更いたしま

した。 

この変更は、在庫管理をより厳密に実施するために在

庫の区分の見直しを実施した結果、業務で使用する商材

の区分を商品から貯蔵品に変更したことに伴い、貯蔵品

の重要性が高まったことによるものであります。 

この区分見直しの結果、商品から貯蔵品の区分へ変更

となる対象品の金額は58,272千円であります。 

なお、当該会計処理変更が損益に与える影響額は軽微

であります。 

――――― （固定資産の減損に係る会計基準） 

 当連結会計年度から「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。

 これにより税金等調整前当期純利益が112,251千円減

少しております。 

なお、減損損失累計額については、当該各資産の金額

から直接控除しております。 

 
注記事項 

連結貸借対照表関係 

 

前連結会計年度 
(平成17年３月31日) 

当連結会計年度 
(平成18年３月31日) 

※１ 担保提供資産 

  (イ)担保に供している資産 

建  物 168,504千円 

土  地 259,382千円 

計 427,887千円 
 

※１       ――――― 

 

(ロ)上記に対する債務           ―――――  

※２ 無形固定資産に含まれている連結調整勘定 

 224,037千円 

※３ 会社が発行する株式の総数 

普通株式 204,768株 

発行済株式総数 

普通株式 51,512株 
 

※２ 無形固定資産に含まれている連結調整勘定 

 174,744千円 

※３ 会社が発行する株式の総数 

普通株式 204,768株 

発行済株式総数 

普通株式 51,596株  
ただし、「株式の消却が行われた場合には、これ

に相当する株式数を減ずる」旨定款で定めてお

ります。 

ただし、「株式の消却が行われた場合には、これ

に相当する株式数を減ずる」旨定款で定めてお

ります。 

※４                 ――――― 

 

※４ 自己株式の保有数 

連結会社が保有する連結財務諸表提出会社の株

式の数は、以下のとおりであります。 

 普通株式 2,145株 
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連結損益計算書関係 

 

前連結会計年度 
(自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日) 

※１ 販売費及び一般管理費の主要な費目及び金額は 

次のとおりであります。 

広告宣伝費 1,562,882千円 

人件費 638,202千円 

退職給付費用 10,441千円 

役員退職慰労引当金繰入額 12,130千円 

減価償却費 34,642千円 

連結調整勘定償却額 22,430千円 
 

※１ 販売費及び一般管理費の主要な費目及び金額は 

次のとおりであります。 

広告宣伝費 2,148,720千円 

人件費 681,524千円 

退職給付費用 10,200千円 

役員退職慰労引当金繰入額 11,860千円 

減価償却費 39,226千円 

連結調整勘定償却額 49,293千円 
 

  

※２               ――――― 

 

※２ 過年度損益修正益 

過年度前受金時効処理益 19,639千円 
 

  

※３ 店舗閉鎖損失 ※３ 店舗閉鎖損失 

建物及び構築物除却損 130,603千円 

工具器具備品除却損 3,476千円 

原状回復費用等 24,369千円 

計 158,450千円  

建物及び構築物除却損 64,929千円 

工具器具備品除却損 788千円 

原状回復費用等 28,770千円 

計 94,488千円  
  

※４              ――――― ※４ 固定資産除却損 

 建物及び構築物 9,822千円 

車両運搬 191千円 

工具器具備品 3,375千円 

計 13,388千円 
 

  

※５               ――――― 

 

※５ 減損損失 

当社グループは、以下の資産グループについて特別

損失として減損損失を計上いたしました。 

用途 種類 減損損失 

建        物 

工具器具備品 

100,523千円

11,728千円エステティックサロン
（11店舗） 

合計 112,251千円

 当社グループは、エステティック事業におけるサロ

ン（店舗）を独立したキャッシュ・フローを生み出す

単位としております。 

 減損損失を計上いたしましたエステティックサロン

は、その立地から、周辺地域の経済環境の変化や競合

の出店等の影響により業績が低迷しており、今後、回

復の見込みがないため減損を認識いたしました。 

 なお、当資産グループの回収可能価額は、使用価値

により測定しておりますが、将来キャッシュ・フロー

がマイナスのため、回収可能価額は無いものとして評

価しております。 
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連結キャッシュ・フロー計算書関係 

 

前連結会計年度 
(自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日) 

※１ 現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照

表に掲記されている科目の金額との関係 

現金及び預金 1,869,843千円

預入期間が３ヶ月を超える定期預金 △50,000千円

現金及び現金同等物 1,819,843千円
 

※１ 現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照

表に掲記されている科目の金額との関係 

現金及び預金 2,292,897千円 

預入期間が３ヶ月を超える定期預金 －千円 

現金及び現金同等物 2,292,897千円 
 

※２ 株式の取得により新たに連結子会社となった会

社の資産及び負債の主な内容 

   株式の取得により新たに㈱日本インターシステ

ム及び㈱メディアネクステージを連結したこと

に伴う連結開始時の資産及び負債の内訳並びに

上記２社の株式取得価額と取得のための支出（純

額）との関係は次のとおりであります。 

流動資産 143,009千円

固定資産 6,804千円

連結調整勘定 246,468千円
 

※２          ――――― 

 

 

 

  

流動負債 △113,082千円

少数株主持分 △7,346千円

上記2社株式の取得価額 275,853千円
 

 

 

 
 

上記2社株式の現金及び現金同等物 △15,692千円

差引：上記2社株式の取得のための支出 260,160千円
 

 

 
リース取引関係 

 有価証券報告書についてEDINETにより開示を行うため記載を省略しております。 
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有価証券関係 

  １ 満期保有目的の債券で時価のあるもの 
 

前連結会計年度 

(平成 17 年３月 31 日) 

当連結会計年度 

(平成 18 年３月 31 日) 

区分 
連結決算日にお

ける連結貸借対

照表計上額 

(千円) 

連結決算日に

おける時価 

(千円) 

差額 

(千円) 

連結決算日にお

ける連結貸借対

照表計上額 

(千円) 

連結決算日に

おける時価 

(千円) 

差額 

(千円) 

時価が連結貸借対照表

計上額を超えるもの 
    

(1) 国債・地方債 － － － － － －

(2) 社債 － － － － － －

(3) その他 － － － － － －

小計 － － － － － －

時価が連結貸借対照表

計上額を超えないもの 
    

(1) 国債・地方債 204,960 204,860 100 203,156 201,520 △1,636

(2) 社債 － － － － － －

(3) その他 － － － － － －

小計 204,960 204,860 100 203,156 201,520 △1,636

合計 204,960 204,860 100 203,156 201,520 △1,636

 
  ２ その他有価証券で時価のあるもの 
 

前連結会計年度 

(平成 17 年３月 31 日) 

当連結会計年度 

(平成 18 年３月 31 日) 

区分 
取得原価 

(千円) 

連結決算日にお

ける連結貸借対

照表計上額 

(千円) 

差額 

(千円) 

取得原価

(千円) 

連結決算日にお

ける連結貸借対

照表計上額 

(千円) 

差額 

(千円) 

連結貸借対照表計上額が

取得原価を超えるもの 
    

(1) 株式 2,450 4,012 1,562 3,119 7,096 3,977

(2) 債券 － － － － － －

(3) その他 － － － － － －

小計 2,450 4,012 1,562 3,119 7,096 3,977

連結貸借対照表計上額が

取得原価を超えないもの
    

(1) 株式 － － － － － －

(2) 債券 － － － － － －

(3) その他 － － － － － －

小計 － － － － － －

合計 2,450 4,012 1,562 3,119 7,096 3,977
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  ３ 満期保有目的の債券の連結決算日後における償還予定額 

        前連結会計年度（平成 17 年 3 月 31 日） 
 

区分 １年超５年以内(千円) 

(1) 債券  

国債 200,000 

 (2) その他 － 

合計 200,000 

 
        当連結会計年度（平成 18 年 3 月 31 日） 
 

区分 １年超５年以内(千円) 

(1) 債券  

国債 200,000 

 (2) その他 － 

合計 200,000 

 
デリバティブ取引関係 

 有価証券報告書についてEDINETにより開示を行うため記載を省略しております。 

 
退職給付関係 

当社の従業員は300人超でありますが、年齢分布および勤務期間に偏りが生じており、数理計算結果に一定

の水準の信頼性が得られないため、退職給付会計に関する実務指針(中間報告)に従い、簡便法(自己都合要支

給額)を適用しております。 
 

前連結会計年度 
(自 平成16年４月１日 
 至 平成17年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成17年４月１日 
 至 平成18年３月31日) 

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一時金制度を

採用しております。 

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一時金制度を

採用しております。 

２ 退職給付債務及びその内訳 

   退職給付債務 

退職給付引当金 42,830千円
 

２ 退職給付債務及びその内訳 

   退職給付債務 

退職給付引当金 57,034千円
 

３ 退職給付費用の内訳 

   退職給付費用 

勤務費用 20,563千円
 

３ 退職給付費用の内訳 

   退職給付費用 

勤務費用 18,845千円
 

４ 退職給付債務の計算基礎 

  該当事項はありません。 

４ 退職給付債務の計算基礎 

  該当事項はありません。 

 
継続企業の前提に重要な疑義を抱かせる事象又は状況 

前連結会計年度（自 平成 16 年４月１日 至 平成 17 年３月 31 日）及び当連結会計年度（自 平成 17 年４月

１日 至 平成 18 年３月 31 日） 

     該当事項はありません。 

 
 
 



 

                               －  － 22

税効果会計関係 

  

前連結会計年度 
(平成17年３月31日) 

当連結会計年度 
(平成18年３月31日) 

１ 繰延税金資産および繰延税金負債の発生の主な原因
別内訳 

(繰延税金資産) 

① 流動資産 

賞与引当金 40,204 千円

貸倒引当金 6,437 千円

未払事業税 25,110 千円

その他 12,949 千円

     計 84,701 千円

② 固定資産 

退職給付引当金 16,870 千円

役員退職慰労引当金 51,856 千円

その他 781 千円

繰延税金負債(固定)との相殺 △632 千円

     計 68,876 千円

繰延税金資産合計 153,577千円

 

(繰延税金負債) 

① 固定負債 

その他有価証券評価差額金 △632千円

繰延税金資産(固定)との相殺 632千円

     計 － 千円

繰延税金負債合計 － 千円

繰延税金資産の純額 153,577千円

  

１ 繰延税金資産および繰延税金負債の発生の主な原因
別内訳 

(繰延税金資産) 

① 流動資産 

賞与引当金 53,453 千円

貸倒引当金 6,429 千円

未払事業税 29,861 千円

その他 34,673 千円

     計 124,417 千円

② 固定資産 

退職給付引当金 23,099 千円

役員退職慰労引当金 45,805 千円

減損損失 36,740 千円

その他 1,456 千円

繰延税金負債(固定)との相殺 △1,610 千円

     計 105,490 千円

繰延税金資産合計 229,908 千円

(繰延税金負債) 

① 固定負債 

その他有価証券評価差額金 △1,610千円

繰延税金資産(固定)との相殺 1,610千円

     計 － 千円

繰延税金負債合計 － 千円

繰延税金資産の純額 229,908千円

  
２ 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税率の

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 40.5％

（調整） 

同族会社の留保金課税 5.7％

住民税均等割 9.7％

連結調整勘定償却額 3.9％

その他 △0.7％

税効果会計適用後の法人税等の負担率 59.1％

 
  

２ 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税率の

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 40.5％

（調整） 

同族会社の留保金課税 4.6％

住民税均等割 6.3％

交際費等永久に損金に算入されない項目 0.7％

連結調整勘定償却額 2.2％

その他 △1.0％

税効果会計適用後の法人税等の負担率 53.3％
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セグメント情報 

 

事業の種類別セグメント情報 

前連結会計年度（自 平成 16 年４月１日 至 平成 17 年３月 31 日） 
全セグメントの売上高の合計、営業利益の合計額に占める「エステ関連事業」の割合が、いずれも 90％を超え

ているため、記載を省略しております。 
 

当連結会計年度(自 平成 17 年４月１日 至 平成 18 年３月 31 日) 
 

 
エステ関連事業

(千円) 
ネット通販関連事業

(千円) 
計 

(千円) 
消去又は全社 

(千円) 
連結 

(千円) 

Ⅰ 売上高及び営業損益  

売上高  

(1) 外部顧客に対する売上 9,101,663 1,241,149 10,342,813 ― 10,342,813

(2) セグメント間の内部売上高
又は振替高 

1,984 ― 1,984 (1,984) ―

計 9,103,648 1,241,149 10,344,798 (1,984) 10,342,813

営業費用 8,555,012 1,250,452 9,805,464 (1,984) 9,803,479

営業利益 548,636 △9,302 539,333 ― 539,333

Ⅱ 資産、減価償却費、減損損失 
  及び資本的支出 

 

  資産 7,623,501 383,543 8,007,045 (23,109) 7,983,936

  減価償却費 266,243 1,744 267,988 ― 267,988

  減損損失 112,251 ― 112,251 ― 112,251

  資本的支出 822,713 ― 822,713 ― 822,713

(注) １ 事業の区分は、内部管理上採用している区分によっております。 

    ２ 各区分の主な商品 

(1) エステ関連事業・・・・・・・・・・美容・痩身等技術、化粧品、美容機器 

(2) ネット通販関連事業・・・・・・・・健康食品、雑貨 

 

所在地別セグメント情報 

前連結会計年度（自 平成 16 年４月１日 至 平成 17 年３月 31 日） 

該当事項はありません。 

 

当連結会計年度（自 平成 17 年４月１日 至 平成 18 年３月 31 日） 

該当事項はありません。 

 

海外売上高 

当連結会計年度（自 平成 16 年４月１日 至 平成 17 年３月 31 日） 

該当事項はありません。 

 

当連結会計年度（自 平成 17 年４月１日 至 平成 18 年３月 31 日） 

該当事項はありません。 
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関連当事者との取引 

 

前連結会計年度（自 平成 16 年４月１日 至 平成 17 年３月 31 日） 

(１) 役員及び個人主要株主等 

 

関係内容 

属性 
会社等の

名称 
住所 

資本金又

は出資金 

(百万円) 

事業の内容

又は職業

議決権等

の所有 

(被所有)割合

(％) 

役員の

兼任等

事業上

の関係

取引の内容 
取引金額

(百万円) 
科目 

期末残高

(百万円)

大石洋子 － － 
当社 

代表取締役

直接所有

50.1 
－ － 56 － － 

役員及び 

その近親者 大石 実 

(大石洋子

の配偶者) 

－ － － － － － 

土地､建物 

の譲受 

15 － － 

（注）１ 取引金額には消費税等は含まれておりません。 

   ２ 取引条件及び取引条件の決定方法 

     土地、建物の鑑定評価額により、一般的取引条件と同様に決定しております。 

 

当連結会計年度（自 平成 17 年４月１日 至 平成 18 年３月 31 日） 

(１) 役員及び個人主要株主等 

    

関係内容 

属性 
会社等の

名称 
住所 

資本金又

は出資金 

(百万円) 

事業の内容

又は職業

議決権等

の所有 

(被所有)割合

(％) 

役員の

兼任等

事業上

の関係

取引の内容 
取引金額

(百万円) 
科目 

期末残高

(百万円)

役員及び 

その近親者 
大石洋子 － － 

当社 

代表取締役

直接所有

48.1 
－ － 

広告宣伝

のための

金銭の譲受 

100 － － 
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重要な後発事象 

 

前連結会計年度（自 平成 16 年４月１日 至 平成 17 年３月 31 日） 

該当事項はありません。 

 

当連結会計年度（自 平成 17 年４月１日 至 平成 18 年３月 31 日 

１．当社は、平成 18 年 5 月 1 日に株式会社エイチアイシー株式の譲渡契約を締結し、同社株式を取得し

子会社といたしました。 

①株式取得の目的 

当社は、「美と健康と癒しの総合企業」を中期的な経営目標としております。従って、既存グループ企

業の収益拡大はもとより、企業価値の拡大を加速するために積極的なＭ＆Ａを常時検討しております。 

株式会社エイチアイシーは、健康食品分野における通信販売を主業としており、グループ全体として

の販路拡大と良質な商材調達の両側面から大きな効果が得られるものと考え、同社を子会社といたしま

した。 

②株式を取得する会社の概要 

 商号           株式会社エイチアイシー 

 主な事内容        健康食品・化粧品等の通信販売 

 資本金          10,000 千円 

③株式取得時期 

 株式譲渡契約の締結    平成 18 年 5月 1 日 

 株券引渡          平成 18 年 5月 17 日 

④取得株式数、取得金額および取得後の所有株式数の状況 

 取得前の所有株式数         － 株（所有割合  － ％） 

 取得株式数                195 株（取得金額 1,248 百万円） 

 取得後の所有株式数     195 株（所有割合 97.5％） 

 

２．当社は、平成 18 年 5月 17 日開催の取締役会において株式分割による新株式の発行を行う旨の決議を

いたしました。 

当該株式分割の内容は、以下のとおりであります。 

①平成 18 年 6 月 30 日 終の株主名簿及び実質株主名簿に記載又は記録された株主の所有株式 1 株に付

2株の割合をもって分割する。 

②分割により増加する株式数は、普通株式とし、平成 18 年 6 月 30 日 終の発行済株式数に１を乗じた

株式数。 

③配当起算日  平成 18 年 4月 1日 
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５．生産、受注及び販売の状況 

 (1) 仕入実績 

 当連結会計年度における商品仕入実績を事業の種類別セグメントごとに示すと次のとおりであります。 

前連結会計年度 
(自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日)

当連結会計年度 
(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日)

比較増減 
事業の種類別セグメント

金額（千円） 金額（千円） 金額（千円） 
前年同期比
（％） 

エステ関連事業  

化粧品 162,976 163,517 541 100.3

美容機器 372,162 330,090 △42,072 88.7

健康食品他 249,390 235,525 △13,865 94.4

小計  784,529 729,134 △55,395 92.9

 ネット通販関連事業 215,546 943,569 728,023 437.6

合計  1,000,076 1,672,703 672,627 167.3

(注) １ セグメント間の取引については、相殺消去しております。 

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 

 当連結会計年度における販売実績を事業の種類別セグメントごとに示すと次のとおりであります。 

前連結会計年度 
(自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日)

当連結会計年度 
(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日)

比較増減 
事業の種類別セグメント

金額（千円） 金額（千円） 金額（千円） 
前年同期比
（％） 

エステ関連事業   

技術売上高(コース別)   

(内訳) 美顔  3,801,805 4,489,388  

痩身  921,512 1,311,405  

その他  44,632 4,767,950 56,965 5,857,759 1,089,809 122.9

商品売上高   2,736,146 3,243,903 507,757 118.6

小計 (千円)  7,504,096 9,101,663 1,597,567 121.3

ネット通販関連事業  321,149 1,241,149 920,000 386.5

合計 (千円)  7,825,246 10,342,813 2,517,567 132.2

(注) １ セグメント間の取引については、相殺消去しております。 

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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	取得原価を超えないもの
	(1) 株式
	－
	－
	－
	－
	－
	－
	(2) 債券
	－
	－
	－
	－
	－
	－
	(3) その他
	－
	－
	－
	－
	－
	－
	小計
	－
	－
	－
	－
	－
	－
	合計
	2,450
	4,012
	1,562
	3,119
	7,096
	3,977
	区分
	１年超５年以内(千円)
	(1)　債券
	国債
	200,000
	　(2)　その他
	－
	合計
	200,000
	区分
	１年超５年以内(千円)
	(1)　債券
	国債
	200,000
	　(2)　その他
	－
	合計
	200,000


