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１．平成18年６月中間期の業績（平成18年１月１日～平成18年６月30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 ％

18年６月中間期 2,148 (　21.5) 174 (　41.8) 158 ( 104.5)
17年６月中間期 1,768 (　 4.4) 122 (  10.5) 77 (△13.2)

17年12月期 3,847 349 301

中間(当期)純利益
１株当たり中間
(当期)純利益

潜在株式調整後１株当
たり中間(当期)純利益

百万円 ％ 円 銭 円 銭

18年６月中間期 67 ( 117.8) 2,654 83 2,588 59
17年６月中間期 31 (△23.7) 1,282 67 1,194 62

17年12月期 145 5,900 06 5,602 52

（注）①持分法投資損益 18年6月中間期  ― 百万円 17年6月中間期  ― 百万円 17年12月期  ― 百万円
②期中平均株式数 18年6月中間期  25,444株 17年6月中間期 24,178株 17年12月期 24,704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、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であります。

(2）配当状況  

１株当たり
中間配当金

１株当たり
年間配当金

円 銭 円 銭

18年６月中間期 0 00 　　　　――――――
17年６月中間期 0 00 　　　　――――――

17年12月期 　　　　―――――― 1,500 00
(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 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６月中間期 3,886 1,148 29.6 45,088 62
17年６月中間期 3,371 995 29.5 39,821 90

17年12月期 3,783 1,117 29.5 44,011 39

（注）①期末発行済株式数 18年6月中間期   25,480株 17年6月中間期 25,000株 17年12月期 25,400株
②期末自己株式数 18年6月中間期 ― 株 17年6月中間期 ― 株 17年12月期 ― 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

18年６月中間期 △58 △417 241 577
17年６月中間期 97 △370 △49 546

17年12月期 628 △712 26 812

２．平成18年12月期の連結業績予想（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

 百万円 百万円 百万円

通　期 5,600 400 185

（参考）１株当たり予想当期純利益（通期）　　　6,555円63銭

（注）　当社は、平成18年７月１日付にて会社分割・株式交換方式による経営統合を行いました。従いまして、当中間期

末の業績は経営統合前の非連結の範囲による実績であります。通期予想につきましては、当中間期の実績に経営統

合後の連結の範囲による下期の業績予想を加算しております。なお、持株会社単体での通期業績予想は以下のとお

りです。
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　　平成18年12月期の個別業績予想（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

期末

 百万円 百万円 百万円 円 銭 円 銭

通　期 3,100 170 60 1,500 00 1,500 00

（参考）１株当たり予想当期純利益（通期）　　　2,126円15銭

 ※　 上記に記載した予想数値は、現時点において入手可能な情報に基づき判断した見通しであり、実際の業績は今後様々

な不確定要因により予想数値と異なる場合があります。

      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、そこにおいて美容施術（カット、パーマ、カラー等の施術）を提供す

ること及び顧客に合ったヘアケア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

図るための人材の育成を行っております。また都心の高賃料物件への出店も行っており、この宣伝広告効果により、当

社ブランドのイメージを向上させる役割も果たしております。ＦＣ事業においては、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。）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ゆく方針であります。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18年６月30日現在における総店舗数は、直営店12店舗、

業務委託店５店舗、ＦＣ店52店舗の計69店舗となっております。52のＦＣ店舗は、20のＦＣにより運営されております。

　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。

　事業の系統図は、次のとおりであります。
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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、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、経営体質の強化と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、

安定した配当を継続してゆくことであります。

　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「(４）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）中長期的な会社の経営戦略

　当社は、業務提携先であった株式会社ニューヨーク・ニューヨークを株式交換により完全子会社とし、併せて美容

室経営及び美容フランチャイズチェーン運営の営業事業部門を新設分割会社である株式会社アッシュへと継承し、平

成18年12月期下半期からは、持株会社としての経営を開始しており、今後は持株会社としての適切なグループ戦略の

立案を行ってまいります。

  当社は、顧客及び商品（美容師の人材市場として）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、当

社ブランド価値の向上を図り、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きました。今後は、

株式会社アッシュにおいて、これを引き続き推し進めると共に、関西圏におきましては株式会社ニューヨーク・ニュー

ヨークにより、同様の営業を展開してまいります。

  併せて、持株会社として新たなブランドの創出、業務提携、経営統合の機会を探り、対象顧客層の拡大を指向して

まいります。 

(５）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行くためには、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、今後は持株会社として、グループ内経営資源の最適な配分・運用及び的確なグループ統治が求められており

ます。

(６）その他

　該当事項はありません。
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３．経営成績及び財政状態

(１）経営成績

　平成18年12月期中間期におけるわが国の経済は、資源高、米国経済の減速懸念等の対外的な不安定要因はあるもの

の、企業業績、設備投資動向、個人消費支出いずれも堅調に推移し、小幅ながらも経済拡大局面が継続しました。

　美容業界におきましては、選別消費の影響はあるものの、適切な営業施策の実施等の経営努力を行う美容室にとっ

ては、業績回復が期待できる状況となりました。

  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

り顧客満足度の向上を目指し、客単価の向上に取り組みました。営業施策として、デジタルパーマ等の新メニューを

導入し、これらは客単価の上昇に寄与しました。

　既存店におきましては、来店客数は若干減少しましたが、客単価が上昇し、既存店売上高の対前年同期比は102.5％

となりました。

　当中間期における出店状況は、6店舗を出店、閉鎖店舗は無く、結果として6店舗の増加となり、当中間期末におけ

る店舗数は、直営店が17店舗（うち、5店舗は業務委託店）、ＦＣ店52店舗の合計69店舗となりました。

　この結果、当中間期における業績は、売上高2,148百万円（前年同期比121.5％）、経常利益158百万円（前年同期比

204.5％）、中間当期純利益67百万円（前年同期比217.8％）となりました。

 

(２）財政状態

　当中間期末における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、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組成金額1,000百万円）に基づく借入金500百円を調達し充当いたしまし

たが、積極的な店舗展開による有形固定資産の取得による支出、敷金・保証金の差入による支出等の要因により前期

末に比べ235百万円減少して577百万円となりました。

  また、純資産は前期末に比べ30百万円増加して1,148百万円となりました。

（営業活動によるキャッシュ・フロー）

　当中間期において、営業活動の結果使用した資金は58百万円（前年同期比156百万円の減少）となりました。

  その主な要因は、税引前当期純利益119百万円、減価償却費等162百万円となったものの、未払金及び未払費用の

減少額286百万円、加盟店未収入金の増加額43百万円等があったことによるものであります。

（投資活動によるキャッシュ・フロー）

　当中間期において、投資活動の結果使用した資金は417百万円（前年同期比46百万円の増加）となりました。

　その主な要因は、新規出店等に伴う有形固定資産の取得による支出279百万円、敷金・保証金の差入による支出

137百万円等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）

　当中間期において、財務活動の結果得られた資金は241百万円（前年同期比290百万円の増加）となりました。

　その主な要因は、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）に基

づく長期借入れによる収入500百円、長期借入金の返済による支出121百万円、割賦債務の返済による支出71百万円、

配当金の支払による支出37百万円、社債の償還による支出30百万円等があったことによるものであります。

  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

第19期
平成18年12月期

 期末  中間  期末 中間 

自己資本比率（％） 28.5 29.5 29.5 29.6

時価ベースの自己資本比率（％） 114.4 120.2 130.9 122.0

債務償還年数（年） 3.8 8.7 2.8 ―

インタレスト・カバレッジ・レシオ（倍） 11.4 5.5 28.6 ―

※ 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
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 債務償還年数：有利子負債／営業キャッシュ・フロー

 （中間期の債務償還年数：有利子負債／営業キャッシュ・フロー×２）

 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）通期の見通し

　今後の見通しにつきましては、年内は堅調な経済情勢の推移を予測する見方が大勢をしめていますが、米国経済が

失速した場合の国内経済への影響が懸念されます。個人消費支出につきましては、好調な企業業績の波及効果が期待

されています。

  美容業界におきましては、個人消費支出の動向に影響を受けやすい一面はあるものの、全般的な景況感には改善の

兆しが見られます。この中で、店舗間の競争により優勝劣敗が引き続き進むものと考えております。

　このような環境の中、当社といたしましては人材の育成、ＦＣ店の積極展開及び既存店の活力維持に注力し、業界

内の勝ち組として、事業を拡大してまいります。

　平成18年12月期の見通しにつきましては、前回公表（平成18年２月22日）の売上高 5,600百万円、経常利益 400百

万円、当期純利益 185百万円が達成できるものと見込んでおります。
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４．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６月30日）
当中間会計期間末

（平成18年６月30日）
前事業年度の要約貸借対照表

（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
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

（資産の部）           

Ⅰ　流動資産           

１．現金及び預金  566,788   597,376   832,418   

２．売掛金  9,067   14,643   16,295   

３．加盟店未収入金  209,675   251,112   207,745   

４．たな卸資産  23,555   28,414   33,135   

５．繰延税金資産  12,376   14,557   15,276   

６．その他  172,504   165,423   150,161   

流動資産合計   993,968 29.5  1,071,529 27.6  1,255,032 33.2

Ⅱ　固定資産           

１　有形固定資産           

(1）建物 ※1.2 1,340,775   1,619,925   1,462,641   

(2) 車両運搬具 ※１ 1,271   866   1,030   

(3）器具備品 ※１ 58,922   70,363   68,319   

(4）土地 ※２ 134,192   134,192   134,192   

(5）建設仮勘定  －   1,570   －   

有形固定資産合計   1,535,162   1,826,917   1,666,184  

２　無形固定資産   14,008   19,575   15,054  

３　投資その他の資産           

(1）投資有価証券  32,000   32,000   32,000   

(2）敷金保証金 ※２ 657,903   828,070   705,436   

(3）繰延税金資産  34,439   15,186   13,341   

(4）その他  103,917   92,962   96,878   

投資その他の資産合計   828,260   968,219   847,656  

固定資産合計   2,377,430 70.5  2,814,712 72.4  2,528,895 66.8

資産合計   3,371,399 100.0  3,886,241 100.0  3,783,927 100.0
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前中間会計期間末

（平成17年６月30日）
当中間会計期間末

（平成18年６月30日）
前事業年度の要約貸借対照表

（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
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

（負債の部）           

Ⅰ　流動負債           

１．買掛金  62,412   64,023   96,383   

２．一年以内返済予定長期
借入金

※２ 242,676   432,676   287,676   

３．一年以内償還予定社債  60,000   60,000   60,000   

４．未払金  617,932   582,130   810,858   

５．未払法人税等  26,816   54,155   44,645   

６．その他 ※４ 64,496   104,973   72,683   

流動負債合計   1,074,333 31.9  1,297,959 33.4  1,372,247 36.3

Ⅱ　固定負債           

１．社債  120,000   60,000   90,000   

２．長期借入金 ※２ 942,714   1,310,038   1,076,376   

３．役員退職慰労引当金  49,643   －   －   

４．長期未払金  189,160   69,386   127,415   

固定負債合計   1,301,517 38.6  1,439,424 37.0  1,293,791 34.2

負債合計   2,375,851 70.5  2,737,383 70.4  2,666,038 70.5

           

（資本の部）           

Ⅰ　資本金   269,800 8.0  － －  273,600 7.2

Ⅱ　資本剰余金           

１．資本準備金  339,648   －   343,448   

資本剰余金合計   339,648 10.1  － －  343,448 9.1

Ⅲ　利益剰余金           

１．利益準備金  1,050   －   1,050   

２．中間（当期）未処分利
益

 385,049   －   499,791   

利益剰余金合計   386,099 11.5  － －  500,841 13.2

資本合計   995,547 29.5  － －  1,117,889 29.5

負債資本合計   3,371,399 100.0  － －  3,783,927 100.0

           

 （純資産の部）           

Ⅰ　株主資本           

  １．資本金   － －  274,360 7.1  － －

  ２．資本剰余金           

    (1) 資本準備金  －   344,208   －   

    資本剰余金合計   － －  344,208 8.9  － －

  ３．利益剰余金           

  (1) 利益準備金     1,050      

  (2) その他利益剰余金     529,240      

 　　　繰越利益剰余金  －   529,240   －   

　　利益剰余金合計   － －  530,290 13.6  － －

 　 株主資本合計   － －  1,148,858 29.6  － －

 　純資産合計   － －  1,148,858 29.6  － －

 　負債純資産合計   － －  3,886,241 100.0  － －
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(2）中間損益計算書

  

前中間会計期間

（自　平成17年１月１日

至　平成17年６月30日）

当中間会計期間

（自　平成18年１月１日

至　平成18年６月30日）

前事業年度の要約損益計算書

（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

（％）
金額（千円）

百分比

（％）

Ⅰ　売上高   1,768,292 100.0  2,148,403 100.0  3,847,639 100.0

Ⅱ　売上原価   1,294,955 73.2  1,616,524 75.2  2,804,637 72.9

売上総利益   473,337 26.8  531,878 24.8  1,043,002 27.1

Ⅲ　販売費及び一般管理費   350,575 19.8  357,753 16.7  693,051 18.0

営業利益   122,762 6.9  174,125 8.1  349,950 9.1

Ⅳ　営業外収益 ※１  6,543 0.4  6,803 0.3  11,035 0.3

Ⅴ　営業外費用 ※２  51,853 2.9  22,566 1.0  59,340 1.5

経常利益   77,451 4.4  158,362 7.4  301,646 7.9

Ⅵ　特別利益   － －  2,275 0.1  55,243 1.4

Ⅶ　特別損失 ※３  12,577 0.7  41,358 1.9  91,249 2.4

税引前中間(当期)純利
益

  64,873 3.7  119,278 5.6  265,639 6.9

法人税、住民税及び事業
税

 29,852   52,856   97,678   

法人税等調整額  4,008 33,861 1.9 △1,126 51,730 2.4 22,206 119,885 3.1

中間(当期)純利益   31,012 1.8  67,548 3.1  145,754 3.8

前期繰越利益   354,037   －   354,037  

中間(当期)未処分利益   385,049   －   499,791  
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(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１月１日　至平成18年６月30日）

株主資本

  純資産合計

資本金

資本剰余金 利益剰余金

 株主資本合計

  資本準備金   利益準備金
その他利益剰余
金

前事業年度末残高　（千円） 273,600 343,448 1,050 499,791 1,117,889 1,117,889

中間会計期間中の変動額

新株の発行（千円） 760 760   1,520 1,520

剰余金の配当（千円）    △38,100 △38,100 △38,100

中間純利益（千円）    67,548 67,548 67,548

中間会計期間中の変動額合計

（千円）
760 760  29,448 30,968 30,968

平成18年６月30日　残高

（千円）
274,360 344,208 1,050 529,240 1,148,858 1,148,858
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(4）中間キャッシュ・フロー計算書

  

前中間会計期間

（自　平成17年１月１日

至　平成17年６月30日）

当中間会計期間

（自　平成18年１月１日

至　平成18年６月30日）

前事業年度の要約キャッ
シュ・フロー計算書

（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） 金額（千円）

Ⅰ　営業活動によるキャッシュ・フロー     

税引前中間（当期）純利益  64,873 119,278 265,639

減価償却費等  128,862 162,141 289,202

役員退職慰労引当金の増減額（△は
減少）

 8,400 － △41,243

受取利息及び受取配当金  △263 △378 △499

支払利息  19,433 19,771 38,321

為替差損益  78 △37 147

有形固定資産除却損  7,865 33,511 7,865

リース契約解約損  － － 45,548

前期損益修正損  － － 1,204

原状回復費用  － 1,400 －

投資有価証券評価損  － 2,500 －

売上債権の増減額（△は増加）  797 1,651 △6,430

加盟店未収入金の増減額（△は増加）  35,826 △43,367 37,756

たな卸資産の増減額（△は増加）  △1,248 4,720 △10,828

その他流動資産の増加額  △69,060 △16,423 △54,390

仕入債務の増減額（△は減少）  △7,224 △32,360 26,746

未払消費税等の増減額（△は減少）  △37,240 17,148 △40,038

未払金及び未払費用の増減額(△は減
少)

 12,148 △286,309 178,540

その他流動負債の増加額  21,214 12,578 31,588

小計  184,462 △4,173 769,131

利息及び配当金の受取額  41 485 499

利息の支払額  △17,870 △11,183 △21,975

法人税等の支払額  △68,841 △43,346 △118,838

営業活動によるキャッシュ・フロー  97,791 △58,218 628,816
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前中間会計期間

（自　平成17年１月１日

至　平成17年６月30日）

当中間会計期間

（自　平成18年１月１日

至　平成18年６月30日）

前事業年度の要約キャッ
シュ・フロー計算書

（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） 金額（千円）

Ⅱ　投資活動によるキャッシュ・フロー     

定期預金の預入による支出  △2 △2 △4

有形固定資産の取得による支出  △268,124 △279,744 △552,676

無形固定資産の取得による支出  △4,985 △5,171 △7,370

貸付金の回収による収入  1,378 1,390 2,615

投資有価証券の取得による支出  △15,000 △2,500 △15,000

保険積立金の積立による支出  △2,651 △2,794 △5,304

敷金・保証金の差入による支出  △81,527 △137,869 △152,197

敷金・保証金の返還による収入  － 8,870 17,571

投資活動によるキャッシュ・フロー  △370,912 △417,821 △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  200,000 500,000 500,000

長期借入金の返済による支出  △121,338 △121,338 △242,676

割賦債務の返済による支出  △85,671 △71,473 △165,826

株式の発行による収入  22,800 1,520 30,400

社債の償還による支出  △30,000 △30,000 △60,000

配当金の支払額  △35,294 △37,708 △35,392

財務活動によるキャッシュ・フロー  △49,504 241,000 26,505

Ⅳ　現金及び現金同等物に係る換算差額  △81 △4 △35

Ⅴ　現金及び現金同等物の減少額  △322,706 △235,044 △57,078

Ⅵ　現金及び現金同等物の期首残高  869,483 812,404 869,483

Ⅶ　現金及び現金同等物の中間期末（期末）
残高

※１ 546,777 577,360 812,404
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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１月１日
至　平成17年６月30日）

当中間会計期間
（自　平成18年１月１日
至　平成18年６月30日）

前事業年度
（自　平成17年１月１日
至　平成17年12月31日）

１．資産の評価基準及び評価

方法

 

(1）その他有価証券

(イ）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）

(1）その他有価証券

(イ）時価のあるもの

同左 

　

(1）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）

 

 

(ロ）時価のないもの

　移動平均法による原価法

(ロ）時価のないもの

同左

(ロ）時価のないもの

同左

 

 

 

(2）たな卸資産

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。

(2）たな卸資産

同左

　

(2）たな卸資産

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、主要な耐用年数は以下の

通りであります。

(1）有形固定資産

同左

　

　

(1）有形固定資産

同左

 

　

　

 

 

建物　　　　６年～40年

器具備品　　３年～10年

 

 

 

 

 

 

(2）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。

(2）無形固定資産

同左

 

(2）無形固定資産

同左

３．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、当社内規に基づく中間期末要

支給額を計上しております。

役員退職慰労引当金

――――

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。

４．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、中間決算

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 　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。

５．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
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項目
前中間会計期間

（自　平成17年１月１日
至　平成17年６月30日）

当中間会計期間
（自　平成18年１月１日
至　平成18年６月30日）

前事業年度
（自　平成17年１月１日
至　平成17年12月31日）

６．中間キャッシュ・フロー

計算書（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 同左

７．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

　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

消費税等の会計処理

同左

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１月１日  

   至　平成17年６月30日） 

当中間会計期間

（自　平成18年１月１日  

   至　平成18年６月30日） 

前事業年度

（自　平成17年１月１日  

　 至　平成17年12月31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

よる損益に与える影響はありません。    　　

―――――――――

 

 

 

 

 

 

―――――――――

 

 

 （役員賞与に関する会計基準）

  当中間会計期間より「役員賞与に関する会計基

準」（企業会計基準第４号　平成17年11月29日）

を適用しております。なお同会計基準の適用に伴

う影響はありません。    　　

―――――――――

 

 

―――――――――

 

 

 

 

 

 

 

 

 （貸借対照表「純資産の部」表示に関する会計

基準）

  当中間会計期間より「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。なお従来の資本の部の合計

に相当する金額は1,148,858千円であります。    

　　

―――――――――
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表示方法の変更

前中間会計期間

（自　平成17年１月１日 

　 至　平成17年６月30日）

当中間会計期間

（自　平成18年１月１日 

　 至　平成18年６月30日）

 (中間貸借対照表）

 　「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）を当中間会計期間より「投資有価証券」

 として表示しております。

 　　　　　　　―――――――――――

 　　

 

 

 

 

 

 　

 

追加情報

前中間会計期間

（自　平成17年１月１日  

   至　平成17年６月30日） 

当中間会計期間

（自　平成18年１月１日  

   至　平成18年６月30日） 

前事業年度

（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、当中

 間会計期間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5,016千円を販売費及び一般管理

 費として処理しております。

 

     　　―――――――――

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 （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

（中間貸借対照表関係）

前中間会計期間末
（平成17年６月30日）

当中間会計期間末
（平成18年６月30日）

前事業年度末
（平成17年12月31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

 824,029千円     1,050,422千円       978,909千円

※２．担保資産 ※２．担保資産 ※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。

担保に供している資産は次のとおりであ

ります。

　担保に供している資産は次のとおりで

あります。

建物 268,841千円

土地 134,071千円

敷金保証金 39,030千円

計 441,942千円

建物      262,531千円

土地      134,071千円

敷金保証金       39,030千円

計      435,633千円

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

　担保付債務は次のとおりであります。 　担保付債務は次のとおりであります。 　担保付債務は次のとおりであります。

長期借入金

（一年以内返済分含む）
856,440千円

　なお、上記の建物及び土地については、

根抵当権（極度額300,000千円）が設定さ

れております。

長期借入金

（一年以内返済分含む）
1,176,600千円

　なお、上記の建物及び土地については、

根抵当権（極度額300,000千円）が設定さ

れております。

長期借入金

（一年以内返済分含む）
956,520千円

　なお、上記の建物及び土地については、

根抵当権（極度額300,000千円）が設定さ

れております。

　３. 偶発債務 　３. 偶発債務 　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。

　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。

　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
498,000借入債務 

保証先
金額

（千円）
内容

 ㈱ニューヨーク・

ニューヨーク
398,400借入債務 

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．消費税等の取扱い ※４．消費税等の取扱い ※４．　　　　　―――――

　仮払消費税等及び仮受消費税等は、相

殺のうえ、流動負債の「その他」に含め

て表示しております。

同左  

  ５．

　 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中間会計期間末の借

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　

　　　　　　　　　　　200,000千円

　――――――――――――――――　　

　　　　　

　　差引額　　　　　　800,000千円

　 

  ５．

　 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中間会計期間末の借

入実行残高は次のとおりであり、コミット

メント期間は平成18年３月31日を期限とし

て終了いたしました。

　 

貸出コミットメントの総額

　　　　　　　　　　1,000,000千円

借入実行残高　

　　　　　　　　　　1,000,000千円

　――――――――――――――――　　

　　　　　

　　差引額　　　　　　 ―　　千円

　 

  ５．

　 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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（中間損益計算書関係）

前中間会計期間
（自　平成17年１月１日
至　平成17年６月30日）

当中間会計期間
（自　平成18年１月１日
至　平成18年６月30日）

前事業年度
（自　平成17年１月１日
至　平成17年12月31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 238千円 受取利息    353千円 受取利息    472千円

※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 18,493千円

社債利息 940千円

シンジケートローン

手数料

16,189千円

支払利息       19,230千円

社債利息    541千円

シンジケートローン

手数料

      1,695千円

支払利息       36,723千円

社債利息      1,597千円

シンジケートローン

手数料

19,242千円

※３．　　　　――――――― ※３．特別損失のうち主要なもの ※３．　　　　―――――――

       

  

      

　４．減価償却実施額

固定資産除却損      

　　　建物    27,450千円

　　　器具備品       6,061千円

　４．減価償却実施額

      

    

     

　４．減価償却実施額

有形固定資産 123,114千円

無形固定資産 1,032千円

有形固定資産      154,125千円

無形固定資産      1,650千円

有形固定資産      276,681千円

無形固定資産    2,370千円

 (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１月１日　至　平成18年６月30日）

１．発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項

前事業年度末株式数
（株）

当中間会計期間増加
株式数（株）

当中間会計期間減少
株式数（株）

当中間会計期間末株
式数（株）

発行済株式

普通株式 25,400 80 ― 25,480

合計 25,400 80 ― 25,480

 

２．新株予約権及び自己新株予約権に関する事項

新株予約権の内訳
新株予約権の
目的となる株
式の種類

新株予約権の目的となる株式の数（株） 
当中間会計期
間末残高
（千円）前事業年度末

当中間会計期
間増加

当中間会計期
間減少

当中間会計期
間末

平成16年新株予約権 普通株式 760 ― 80 680 ―

　　　　合　計 － 760 ― 80 680 ―

 

３．配当に関する事項

　（1）配当金支払額

決議 株式の種類
配当金の総額
（千円）

１株当たり配当
額（円）

基準日 効力発生日

平成18年３月29日

定時株主総会
普通株式 38,100 1,500 平成17年12月31日 平成18年３月30日

  （2）基準日が当中間期に属する配当のうち、配当の効力発生日が中間期末後となるもの

 　　　該当事項はありません。
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（中間キャッシュ・フロー計算書関係）

前中間会計期間
（自　平成17年１月１日
至　平成17年６月30日）

当中間会計期間
（自　平成18年１月１日
至　平成18年６月30日）

前事業年度
（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中間期末残高と

中間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中間期末残高と

中間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17年６月30日現在） （平成18年６月30日現在） （平成17年12月31日現在）

（千円） （千円） （千円）

現金及び預金勘定 566,788

預入期間が３ヶ月を超える

定期預金
△20,011

現金及び現金同等物 546,777

現金及び預金勘定 597,376

預入期間が３ヶ月を超える

定期預金
△20,016

現金及び現金同等物 577,360

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
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①　リース取引

前中間会計期間
（自　平成17年１月１日
至　平成17年６月30日）

当中間会計期間
（自　平成18年１月１日
至　平成18年６月30日）

前事業年度
（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

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

累計額相当額及び中間期末残高相当額

(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

中間期末残高相当額

(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）

中間期
末残高
相当額
（千円）

建物（造作） 3,880 3,880 ―

器具備品 560,572 275,167 285,405

合計 564,452 279,047 285,405

 

取得価
額相当
額
（千円）

減価償
却累計
額相当
額
（千円）

中間期
末残高
相当額
（千円）

器具備品 445,587 181,675 263,912

ソフトウェア 33,701 15,301 18,399

合計 479,289 196,976 282,312

 

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）未経過リース料中間期末残高相当額 (2）未経過リース料中間期末残高相当額等

　　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

１年内 97,591千円

１年超 196,089千円

合計 293,680千円

１年内       89,868千円

１年超       198,309千円

合計        288,177千円

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、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、減価償却費相当額及び支

払利息相当額

支払リース料 64,505千円

減価償却費相当額 58,520千円

支払利息相当額 5,549千円

支払リース料       48,476千円

減価償却費相当額       44,872千円

支払利息相当額      4,093千円

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 (4）減価償却費相当額の算定方法 (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。

　同左 同左

(5）利息相当額の算定方法 (5）利息相当額の算定方法 (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。

　同左 同左

  （減損損失について）

  　リース資産に配分された減損損失はあり

ません。
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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

前中間会計期間（自平成17年１月１日至平成17年６月30日）、当中間会計期間（自平成18年１月１日至平成18

年６月30日）及び前事業年度（自平成17年１月１日至平成17年12月31日）

　当社は、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

前中間会計期間（自平成17年１月１日至平成17年６月30日）、当中間会計期間（自平成18年１月１日至平成18

年６月30日）及び前事業年度（自平成17年１月１日至平成17年12月31日）

　当社は、開示対象となる有価証券はありません。

３．時価評価されていない主な有価証券の内容

 

前中間会計期間末
（平成17年６月30日）

当中間会計期間末
（平成18年６月30日）

前事業年度末
（平成17年12月31日）

中間貸借対照表計上額
（千円）

中間貸借対照表計上額
（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 22,000 22,000

（2）投資事業有限責

任組合出資金
10,000 10,000 10,000

　　　合計 32,000 32,000 32,000

③　デリバティブ取引

前中間会計期間（自平成17年１月１日至平成17年６月30日）、当中間会計期間（自平成18年１月１日至平成18

年６月30日）及び前事業年度（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利用していないので、該当事項はありません。

④　持分法損益等

前中間会計期間（自平成17年１月１日至平成17年６月30日）、当中間会計期間（自平成18年１月１日至平成18

年６月30日）及び前事業年度（自平成17年１月１日至平成17年12月31日）

　当社は、該当事項はありません。
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（１株当たり情報）

前中間会計期間
（自　平成17年１月１日
至　平成17年６月30日）

当中間会計期間
（自　平成18年１月１日
至　平成18年６月30日）

前事業年度
（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 39,821円90銭

１株当たり中間純利

益金額
1,282円67銭

 潜在株式調整後１株

当たり中間純利益金

額

1,194円62銭

１株当たり純資産額    45,088円62銭

１株当たり中間純利

益金額
     2,654円83銭

 潜在株式調整後１株

当たり中間純利益金

額

     2,588円59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。

前中間会計期間 前事業年度

 1株当たり純資産額 1株当たり純資産額

 23,692円18銭
 　41,068円70銭

　

 1株当たり中間純利

益金額

 1株当たり当期純利

益金額

 2,010円86銭 6,151円30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。 

 潜在株式調整後１

株当たり当期純利益

金額

 

 5,637円12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
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 （注）１株当たり中間（当期）純利益金額及び、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１月１日
至　平成17年６月30日)

当中間会計期間
(自　平成18年１月１日
至　平成18年６月30日)

前事業年度
(自　平成17年１月１日
至　平成17年12月31日)

１株当たり中間（当期）純利益金額    

中間（当期）純利益（千円） 31,012 67,548 145,754

普通株主に帰属しない金額（千円） ― ― ―

普通株式に係る中間（当期）純利益

（千円）
31,012 67,548 145,754

期中平均株式数（株） 24,178 25,444 24,704

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） 618 651 1,312

 （うち、ストックオプションに係る潜在

株式）
(618) (651) (1,312)

希薄化効果を有しないため、潜在株式調

整後１株当たり中間（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）

前中間会計期間（自 平成17年１月１日  至 平成17年６月30日） 

  該当事項はありません。

 

当中間会計期間（自 平成18年１月１日  至 平成18年６月30日） 

      当社は、平成18年３月29日開催の定時株主総会において承認された会社分割計画書の決議内容に基づき、平

成18年７月１日付にて、分社型新設分割の方法により新設いたしました「株式会社アッシュ」に当社の営業の

全部を承継させるとともに、商号を「株式会社アルテ」から「株式会社アルテサロンホールディングス」へと

変更し、持株会社に移行いたしました。

　また、同定時株主総会及び平成18年３月27日開催の株式会社ニューヨーク・ニューヨーク（以下、ＮＹＮＹ

という。）の定時株主総会において承認された株式交換契約書（平成18年２月22日締結）の決議内容に基づき、

平成18年７月１日付にて株式交換を実施することにより、ＮＹＮＹは株式会社アルテサロンホールディングス

の完全子会社となりました。

 

（会社分割）

①会社分割の日程

平成18年７月１日　会社分割日

平成18年７月３日　会社分割登記日

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、

現在の当社の営業の全て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した。

　なお、当社が新設会社に承継させた資産、負債の額は次のとおりであります。

 （単位：千円）

  流動資産 618,813

　固定資産 ―

　資産合計 618,813

  

　流動負債 520,813

　固定負債 ―

　負債合計 520,813

　  

　差引正味財産 98,000

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

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　　　274百万円
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（株式交換）

①株式交換の日程

平成18年７月１日　株式交換期日

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株を交付しました。

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18年６月30日現在）

  流動資産 232,336千円

　固定資産 647,059

　資産合計 879,396

  

　流動負債 330,684

　固定負債 408,578

　負債合計 739,262

　資本合計 140,133

　負債・資本合計 879,396

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 

　前事業年度（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。
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  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、

現在の当社の営業の全て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（予定）

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（予定）

（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（予定）

　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。
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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

事業部門別

前中間会計期間 
(自　平成17年１月１日 
至　平成17年６月30日) 

当中間会計期間 
(自　平成18年１月１日 
至　平成18年６月30日) 

前事業年度
(自　平成17年１月１日
至　平成17年12月31日)

金額（千円） 
構成比 
（％） 

金額（千円） 
構成比 
（％） 

金額（千円）
構成比
（％）

直営事業 61,280 24.7 78,336 27.0 157,071 26.6

ＦＣ事業 186,446 75.3 211,879 73.0 433,432 73.4

合計 247,726 100.0 290,215 100.0 590,503 100.0

　（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

事業部門別

前中間会計期間 
(自　平成17年１月１日 
至　平成17年６月30日) 

当中間会計期間 
(自　平成18年１月１日 
至　平成18年６月30日) 

前事業年度
(自　平成17年１月１日
至　平成17年12月31日)

 金額（千円）
構成比 
（％） 

 金額（千円）
構成比 
（％） 

金額（千円）
構成比
（％）

直営事業 719,022 40.7 975,353 45.4 1,571,388 40.8

ＦＣ事業 1,049,270 59.3 1,173,049 54.6 2,276,250 59.2

合計 1,768,292 100.0 2,148,403 100.0 3,847,639 100.0

　（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（直営店舗）

前中間会計期間
(自　平成17年１月１日
至　平成17年６月30日)

当中間会計期間
(自　平成18年１月１日
至　平成18年６月30日)

前事業年度
(自　平成17年１月１日
至　平成17年12月31日)

店舗別 金額（千円） 金額（千円） 金額（千円）

アッシュ渋谷店 112,030 105,891 226,925

アッシュ国立店 73,242 74,774 149,898

ビーズ八王子店 16,668 － 16,668

アッシュ仙川店 54,623 － 54,921

アッシュ西荻窪店 52,591 43,339 101,456

アッシュ亀戸店 46,535 52,411 98,708

アッシュ武蔵小金井店 46,819 50,218 97,496

アッシュ中目黒店 38,277 46,496 85,332

アッシュ立川店 29,519 61,041 92,546

アッシュ池袋店 17,751 47,561 65,578

アッシュ千歳烏山店 14,710 48,888 60,225

アッシュ京王八王子店 － 69,464 73,318

アッシュ北千住店 － 41,279 28,305

ビーズ立川店 － 42,025 18,522

アッシュ阿佐ヶ谷店 － 66,992 14,031

東京都　計 502,770 750,384 1,183,934

アッシュ青葉台店 78,340 83,797 162,093

アッシュ元町店 52,298 － 54,324

アッシュ市ヶ尾店 41,596 52,260 93,080

アッシュ戸塚店 29,822 － 29,822

ビーズ戸塚店 － 5,100 －

神奈川県　計 202,058 141,158 339,321

アッシュ大宮店 － 65,399 16,940

埼玉県　計 － 65,399 16,940

合計 704,828 956,942 1,540,196

　（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。

前中間会計期間　　14,193千円

当中間会計期間　　18,411千円

前事業年度　　　　31,191千円

３．上記の金額には、消費税等は含まれておりません。

－ 28 －



４．直営開店店舗及び開店日は以下のとおりです。

前中間会計期間

  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

当中間会計期間

  ビーズ戸塚　　　　　　平成18年６月10日開店

前事業年度

　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。 

前中間会計期間

　ビーズ八王子　　　　　平成17年３月31日閉店

当中間会計期間

　該当店舗なし

前事業年度

　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。

　　前中間会計期間

　　　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

　　当中間会計期間

　　　該当店舗なし

　　前事業年度

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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