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１． 18 年 9 月中間期の連結業績（平成 18 年 4 月 1日～平成 18 年 9月 30 日） 
(1) 連結経営成績                              (百万円未満切捨て) 

 売 上 高     営業利益 経常利益 

 百万円    ％ 百万円    ％ 百万円    ％

18 年 9 月中間期 
17 年 9 月中間期 

7,811     60.4  
4,871      ―   

1,009     224.7  
310      ―  

1,378     162.7  
524      ―  

18 年 3 月期 10,342     32.2  539     177.9  975     109.9  
 

 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 9 月中間期 
17 年 9 月中間期 

645     163.2  
245       ―  

6,504   93 
4,813   85 

6,420   30 
4,774   78 

18 年 3 月期 412      75.2  8,225   01 8,144   07 
(注)①持分法投資損益     ― 
    ②期中平均株式数(連結) 18 年 9 月中間期 99,262 株   17 年 9 月中間期 50,957 株  18 年 3 月期 50,209 株 
    ③会計処理の方法の変更   有 
    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を示してお

ります。 
    ⑤平成 18 年７月１日付けで 1株を 2 株に分割しておりますが、平成 18 年 9月中間期の期中平均株式数及び 1株当

たり中間純利益は、期首に分割が行われたものとして計算しております。 
 
(2)連結財政状態 
 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 9 月中間期 
17 年 9 月中間期 

9,705     
7,064     

4,156    
3,354    

42.2    
47.5    

41,146   41 
67,850   99 

18 年 3 月期 7,983     3,514    44.0    71,061   32 
(注)期末発行済株式数（連結）18 年 9 月中間期 99,582 株  17 年 9 月中間期 49,442 株  18 年 3 月期 49,451 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          

 百万円 百万円 百万円 百万円

18 年 9 月中間期 
17 年 9 月中間期 

862     
441     

△1,556    
△239    

△185     
△331     

1,413    
1,691    

18 年 3 月期 1,676     △863    △340     2,292    
(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   2 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)   1 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 

 百万円 百万円 百万円

通   期 16,000     1,700     700     
(参考)１株当たり予想当期純利益（通期） 7,029 円 38 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異なる結果となる可能
性があります。 



＜添付資料＞ 

1. 企業集団の状況 

   当社の企業集団は、当社と連結子会社2社で構成されており、以下の事業を営んでおります。 

当社は、美顔・痩身等のエステティック技術と周辺総合美容の提供及び化粧品・ホームケ

ア機器等の商品販売を行っております。 

連結子会社である株式会社日本インターシステム及び株式会社エイチエーシーは、健康食

品・化粧品等の通信販売を行っております。また、株式会社日本インターシステムは、同業

のネット小売事業者に対して、健康食品・化粧品等の卸売を行っております。 

 

企業集団の事業系統図は次のとおりであります。 

 
お  客  様 

 

美顔･痩身等技術の提供 

化粧品等の販売 

当  社 
 

 

化粧品の卸売 

化粧品の卸売 

 

 

健康食品等の卸売           健康食品等の通信販売 

健康食品等の通信販売 

得  意  先 お  客  様 

連結子会社 

株式会社日本インターシステム

連結子会社 

株式会社エイチエーシー 

 

 

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。 

また、『美と健康と癒しの総合企業』を中期的な経営目標とし、事業領域の拡大と企業価

値の 大化を目的に、業務提携やM&Aを積極的に進めていくことを経営の方針としておりま

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、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。 

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％を目途としてまいります。 

この方針に基づき、当連結会計年度は中間配当を実施することといたしました。 

 

(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11月15日開催の取締役会において、平成18年12月31日を基

準日として1株に付き、2株の割合をもって株式の分割を行うことを決議いたしました。 
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(4)目標とする経営指標 

当社は、資本効率や安定性等を総合的に勘案しつつ、事業領域拡大と収益性向上による

企業価値の拡大を図っておりますが、株主資本当期純利益率(ROE)を重要な経営指標と認識

し、効率的な企業経営に取組んでおります。 

 

(5)中長期的な会社の経営戦略 

① コア事業の拡大 

② 新規事業の開拓 

③ 経営の効率化 

以上の３つの重点施策を経営戦略とし、具体的には、 

①コア事業であるエステ関連事業のシェア拡大のため、マーケティングに基づく新規出店

や広告宣伝活動による｢新規顧客開拓｣と既存顧客の活性化による収益の拡大。 

②エステ関連事業を含めた、アライアンス及びＭ＆Ａ等による新規事業への進出。 

③経営の構造改革による、システム化推進や人事政策の見直し等による経営の効率化を図

ってまいります。 

 

（6）会社の対処すべき課題 

エステ関連事業におきましては、市場規模は微増傾向にあるとはいえ、メンズ市場を筆

頭に、企業間競争は激しさを増しております。 

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、マーケティングや広告宣伝を積極的に行うことにより、メンズ部門の拡大とレディー

ス部門の充実に注力し、経営体質の強化を図ってまいります。 

通販関連事業におきましては、マーケティングに基づき、新規商品の開発を推進し、新

しいマーケットの開拓と新規顧客の獲得により、企業規模の拡大と経営基盤の強化を図っ

てまいります。 

今後も当社グループは、Ｍ＆Ａを含め、コア事業の拡充や新規事業への進出に積極的に

取組み、パルレグループとして企業価値の 大化を目指してまいります。 

 

 

(7)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。 
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3. 経営成績及び財政状態 

(1)経営成績 

当中間連結会計期間におけるわが国経済は、海外経済の拡大、金融政策等による景気下

支えもあり、原油価格の上昇などの影響を除き、消費者物価の状況も前年並みの水準とな

るなど、価格の下落も終息し始め、景気回復の持続期間も長期化しております。 

また、雇用・設備・債務の3つの過剰を解消するという企業努力の結果、企業収益の回

復も図られ、これに伴う雇用環境や所得の改善等により、家計消費も増加基調へと、景気

回復も家計部門へ波及してまいりましたが、反面、経済的格差も顕在化してまいりました。 

このような環境の中、エステ関連事業におきましては、市場の拡大に合わせたサービス

提供と広告宣伝活動により、メンズ・レディース部門ともに売上高が大きな伸びを見せ、

業績向上へと繋がりました。 

さらに、売上高増加に伴い、代金の決済手段である信販会社からの取扱手数料収入が増

加したことも相乗効果となり、期初の利益計画を大きく上回ることとなりました。 

当中間連結会計期間の出店につきましては、平成18年４月に志木店、茨木店、新宿メン

ズ店、５月に金沢店、７月に天王寺メンズ店、８月に梅田メンズ店の計６店舗を出店いた

しました。 

また、移転リニューアルにつきましては、平成18年４月の金山店を始めとして、静岡店、

那覇新都心店、長崎店、水戸店、春日部店の計６店舗を実施いたしました結果、当中間連

結会計期間末の店舗数は88店舗となりました。 

通販関連事業におきましては、株式会社日本インターシステムが、自社企画商品の投入

や商品別の収益性見直しを原動力として、卸売・小売部門ともに業績が拡大いたしました。

また、平成18年5月1日に新たに連結子会社となった、ロイヤルゼリーを中心とした健康食

品の販売を行う株式会社エイチエーシーも好調な業績となりました。 

この結果、当中間連結会計期間における業績は、中間連結売上高7,811百万円（前年同

期比60.4％増）、連結経常利益1,378百万円（前年同期比162.7％増）、連結当期純利益645

百万円（前年同期比163.2％増）となりました。  

 

 (2)財政状態 

当中間連結会計期間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、当中間連結会計期間末には1,413百万円となりました。 

当中間連結会計期間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。 

 

（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862百万円となりました。 

これの主な内訳は、税金等調整前中間純利益1,203百万円、減価償却費192百万円、前受

金の増加額463百万円、売上債権の増加額514百万円及び法人税等の支払額407百万円であ

ります。 

 

（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1,556百万円となりました。 

これの主な内訳は、有形固定資産の取得807百万円、連結の範囲の変更を伴う子会社株

式の取得668百万円であります。 

 

（財務活動によるキャッシュ･フロー） 

財務活動の結果使用した資金は185百万円となりました。 

これの主な内訳は、長期借入金の返済150百万円、配当金の支払72百万円であります。 
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（キャッシュ･フロー指標のトレンド） 

   当中間連結会計期間 

株主資本比率（％） 42.2 

時価ベースの株主資本比率（％） 336.2 

債務償還年数（年） － 

インタレスト･カバレッジ･ レシオ（倍） 391.8 

（注）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数値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。また、利払いにつきましては、連結キャッシュ・フロー計算書

の利息の支払額を使用しております。 

＊有利子負債及び利払いがないため、債務償還年数及びインタレスト･カバレッジ･レシオを記

載しておりません。 

 

 (3)通期の見通し 

今後のわが国経済は、持続的な景気回復基調が続く中、企業体力の回復に伴い、設備投

資の増加傾向も見え始め、また、家計消費の増加基調も続くものと思われますが、直近の

指標等に不透明感もあることや、顕在化した経済的格差の解消として、若年層の雇用環境

整備、少子高齢化対策等中長期的な政策の重要性が増してまいりした。 

エステ関連事業におきましては、拡大するメンズ市場に対する競合の激化や、高年齢層

への市場開拓体応等、経営環境の厳しさは続いていくものと思われます。 

このような環境の中、マーケティングや広告宣伝をより充実させ、メンズ市場のシェア

拡大を図り、また、いち早くメタボリック対応技術を導入する等、差別化を推進し、経営

基盤の強化と企業規模の拡大を目指してまいります。 

店舗戦略につきましては、拡大するメンズ市場へ向けたメンズ専門店の出店を強化し、

また、移転リニューアル、大規模改装等により既存店舗の活性化を行ってまいります。 

通販関連事業におきましては、新商品の開発スピードを上げ、マーケティングの強化に

より、新規顧客や新規市場の開拓を推進し、事業基盤の拡大と経営の効率化を図ってまい

ります。 

なお、Ｍ＆Ａも含め、今後もコア事業の拡充を図るとともに、新規事業への進出にも積

極的に取組み、パルレグループとしての企業価値の 大化を目指してまいります。 

通期の見通しにつきましては、連結売上高16,000百万円、連結経常利益1,700百万円、

連結当期純利益700百万円を見込んでおります。 
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（4）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。 

 ・ 法的規制について 

  ①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。 

  ②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。 

 ③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。 
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  ④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。 

 ⑤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。 

 

 ・ 経営政策について 

 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。 

 

 ・ 技術・商品について 

 ①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ためには、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。 
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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。 

 ②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。 

 

 ・ 店舗政策について 

  ①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。 

  ②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。 

 

 ・ 人材・組織について 

 ①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。 

  ②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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・ そ の 他 

 ①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。 

 ②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 【中間連結財務諸表等】 

(1) 【中間連結財務諸表】 

① 【中間連結貸借対照表】 

 

  
前中間連結会計期間末 

(平成17年９月30日) 

当中間連結会計期間末 

(平成18年９月30日) 

前連結会計年度の 
要約連結貸借対照表 
(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
(％)

金額(千円) 
構成比
(％)

(資産の部)    

Ⅰ 流動資産    

１ 現金及び預金   1,691,367 1,437,037  2,292,897

２ 売掛金   182,959 237,904  148,183

３ 営業未収入金   407,716 1,002,216  555,490

４ たな卸資産   348,744 683,662  347,570

５ 繰延税金資産   92,504 183,225  124,417

６ その他   168,177 238,651  156,041

７ 貸倒引当金   △17,175 △3,510  △16,675

流動資産合計   2,874,294 40.7 3,779,188 38.9  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  2,392,781 2,933,675 2,406,732 

  減価償却累計額  559,626 1,833,154 571,034 2,362,641 574,507 1,832,225

(2) 土地   595,951 651,132  595,951

(3) その他  498,518 741,875 641,741 

  減価償却累計額  296,757 201,760 387,520 354,355 340,177 301,563

有形固定資産合計   2,630,867 37.2 3,368,129 34.7  2,729,740 34.2

２ 無形固定資産    

(1) のれん   ― 750,549  ―

(2) その他 ※１  302,103 109,436  269,728

無形固定資産合計   302,103 4.3 859,985 8.9  269,728 3.4

３ 投資その他の資産    

(1) 投資有価証券   209,763 389,031  210,252

(2) 繰延税金資産   78,673 106,316  105,490

(3) 差入保証金   721,116 932,039  808,619

(4) その他   247,482 294,401  252,176

(5) 貸倒引当金   ― △23,875  ―

投資その他の資産 
合計 

  1,257,035 17.8 1,697,914 17.5  1,376,539 17.2

固定資産合計   4,190,005 59.3 5,926,029 61.1  4,376,009 54.8

資産合計   7,064,300 100.0 9,705,217 100.0  7,983,936 100.0
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前中間連結会計期間末 

(平成17年９月30日) 

当中間連結会計期間末 

(平成18年９月30日) 

前連結会計年度の 
要約連結貸借対照表 
(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
(％)

金額(千円) 
構成比
(％)

(負債の部)    

Ⅰ 流動負債    

１ 買掛金   145,780 311,040  128,570

２ 未払金   302,311 945,938  909,582

３ 未払法人税等   313,000 576,925  405,344

４ 前受金   2,133,703 2,643,374  2,179,915

５ 賞与引当金   125,943 165,626  131,983

６ ポイント引当金   ― 29,182  ―

７ 繰延税金負債   ― 357  ―

８ その他   326,057 518,392  379,649

流動負債合計   3,346,795 47.4 5,190,837 53.5  4,135,045 51.8

Ⅱ 固定負債    

１ 退職給付引当金   52,399 66,000  57,034

２ 役員退職慰労引当金   107,340 120,320  113,100

３ 繰延税金負債   ― 20,413  ―

４ その他   191,409 151,565  151,518

固定負債合計   351,149 4.9 358,299 3.7  321,652 4.0

負債合計   3,697,945 52.3 5,549,136 57.2  4,456,698 55.8

    

(少数株主持分)    

少数株主持分   11,666 0.2 ― ―  13,185 0.2

    

(資本の部)    

Ⅰ 資本金   814,100 11.5 ― ―  815,200 10.2

Ⅱ 資本剰余金   550,120 7.8 ― ―  551,220 6.9

Ⅲ 利益剰余金   2,271,556 32.2 ― ―  2,439,226 30.6

Ⅳ その他有価証券 
  評価差額金 

  1,736 0.0 ― ―  2,366 0.0

Ⅴ 自己株式   △282,825 △4.0 ― ―  △293,960 △3.7

資本合計   3,354,688 47.5 ― ―  3,514,053 44.0

負債、少数株主持分 
及び資本合計 

  7,064,300 100.0 ― ―  7,983,936 100.0
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前中間連結会計期間末 

(平成17年９月30日) 

当中間連結会計期間末 

(平成18年９月30日) 

前連結会計年度の 
要約連結貸借対照表 
(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
(％)

金額(千円) 
構成比
(％)

(純資産の部)    

Ⅰ 株主資本    

１ 資本金   ― 823,700 8.5  ―

２ 資本剰余金   ― 559,720 5.7  ―

３ 利益剰余金   ― 3,010,742 31.0  ―

４ 自己株式   ― △293,960 △3.0  ―

株主資本合計   ― 4,100,202 42.2  ―

Ⅱ 評価・換算差額等    

１ その他有価証券 
  評価差額金 

  ― △2,761 △0.0  ―

評価・換算差額等 
合計 

  ― △2,761 △0.0  ―

Ⅲ 新株予約権   ― 20,077 0.2  ―

Ⅳ 少数株主持分   ― 38,562 0.4  ―

純資産合計   ― 4,156,080 42.8  ―

負債純資産合計   ― 9,705,217 100.0  ―
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② 【中間連結損益計算書】 

 

  
前中間連結会計期間 

(自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日) 

当中間連結会計期間 

(自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日) 

前連結会計年度の 
要約連結損益計算書 

(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
(％)

金額(千円) 
百分比
(％)

Ⅰ 売上高   4,871,568 100.0 7,811,727 100.0  10,342,813 100.0

Ⅱ 売上原価   2,938,798 60.3 3,699,792 47.4  6,020,157 58.2

売上総利益   1,932,770 39.7 4,111,935 52.6  4,322,656 41.8

Ⅲ 販売費及び一般管理費 ※１  1,621,802 33.3 3,102,098 39.7  3,783,322 36.6

営業利益   310,968 6.4 1,009,836 12.9  539,333 5.2

Ⅳ 営業外収益    

１ 受取利息  205 1,298 401 

２ 受取配当金  37 2,109 72 

３ 受取手数料  200,229 359,627 404,258 

４ その他  14,864 215,337 4.4 25,864 388,899 5.0 33,328 438,061 4.2

Ⅴ 営業外費用    

１ 支払利息  ― 2,201 ― 

２ 貸倒引当金繰入額  ― 8,000 ― 

３ 減価償却費  ― 2,295 ― 

４ 支払手数料  1,131 ― 1,173 

５ その他  625 1,756 0.0 8,122 20,619 0.3 253 1,426 0.0

経常利益   524,549 10.8 1,378,116 17.6  975,968 9.4

Ⅵ 特別利益    

１ 広告支援金収入 ※２ 100,000 ― 100,000 

２ 貸倒引当金戻入益  20 ― ― 

３ 保険解約返戻金  ― 13,521 ― 

４ その他  ― 100,020 2.0 288 13,809 0.2 62,926 162,926 1.6

Ⅶ 特別損失    

１ 店舗閉鎖損失 ※３ 58,707 87,785 94,488 

２ 固定資産除却損  ― 54,436 13,388 

３ 減損損失 ※４ 39,004 ― 112,251 

４ その他  ― 97,711 2.0 46,269 188,491 2.4 25,014 245,143 2.4

税金等調整前 
中間(当期)純利益 

  526,857 10.8 1,203,435 15.4  893,751 8.6

法人税、住民税 
及び事業税 

 296,412 511,374 553,277 

法人税等調整額  △18,148 278,263 5.7 37,466 548,840 7.0 △77,308 475,968 4.6

少数株主利益   3,294 0.1 8,901 0.1  4,813 0.0

中間(当期)純利益   245,299 5.0 645,692 8.3  412,969 4.0
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③ 【中間連結剰余金計算書】 

 

  
前中間連結会計期間 

(自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日) 

前連結会計年度の 
連結剰余金計算書 

(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  549,120  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 

 1,000 1,000 2,100 2,100

   

Ⅲ 資本剰余金中間期末 
  (期末)残高 

 550,120  551,220

   

(利益剰余金の部)   

Ⅰ 利益剰余金期首残高  2,077,769  2,077,769

   

Ⅱ 利益剰余金増加高   

 １ 中間(当期)純利益  245,299 245,299 412,969 412,969

   

Ⅲ 利益剰余金減少高   

 １ 配当金  51,512 51,512 51,512 51,512

   

Ⅳ 利益剰余金中間期末 
  (期末)残高 

 2,271,556  2,439,226
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④ 【中間連結株主資本等変動計算書】 

当中間連結会計期間(自 平成18年４月１日 至 平成18年９月30日) 

 

株主資本 
 

資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計 

平成18年３月31日残高(千円) 815,200 551,220 2,439,226 △293,960 3,511,686

中間連結会計期間中の変動額  

 新株の発行 8,500 8,500  17,000

 剰余金の配当 △74,176  △74,176

 中間純利益 645,692  645,692

株主資本以外の項目の中間連結 
 会計期間中の変動額(純額) 

 

中間連結会計期間中の変動額合計 

(千円) 
8,500 8,500 571,516 ― 588,516

平成18年９月30日残高(千円) 823,700 559,720 3,010,742 △293,960 4,100,202

 

評価・換算差額等 

 
その他有価証券
評価差額金 

評価・換算 
差額等合計 

新株予約権 少数株主持分 純資産合計 

平成18年３月31日残高(千円) 2,366 2,366 ― 13,185 3,527,238

中間連結会計期間中の変動額  

 新株の発行  17,000

 剰余金の配当  △74,176

 中間純利益  645,692

 株主資本以外の項目の中間連結 
 会計期間中の変動額(純額) 

△5,127 △5,127 20,077 25,377 40,324

中間連結会計期間中の変動額合計 
(千円) 

△5,127 △5,127 20,077 25,377 628,842

平成18年９月30日残高(千円) △2,761 △2,761 20,077 38,562 4,156,080
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④ 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】 

 

  
前中間連結会計期間 

(自 平成17年４月１日
至 平成17年９月30日)

当中間連結会計期間 

(自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日) 

前連結会計年度の 
要約連結キャッシュ・

フロー計算書 
(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) 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 
中間(当期)純利益 

 526,857 1,203,435 893,751

２ 減価償却費  121,482 192,095 267,988

３ 減損損失  39,004 ― 112,251

４ のれん償却額  ― 91,363 ―

５ 連結調整勘定償却額  24,646 ― 49,293

６ 貸倒引当金の増加額  879 9,705 379

７ 賞与引当金の増加額  26,673 30,200 32,713

８ 退職給付引当金の増加額   9,569 8,966 14,204

９ 役員退職慰労引当金の 
増加・減少額（減少は△） 

 △20,700 7,220 △14,940

10 ポイント引当金の増加額  ― 29,182 ―

11 受取利息及び受取配当金  △243 △3,407 △473

12 支払利息  ― 2,201 ―

13 広告支援金収入  △100,000 ― △100,000

14 固定資産除却損  30,936 99,417 79,107

15 売上債権の増加額  △68,286 △514,211 △181,285

16 前受金の増加額  328,083 463,815 374,390

17 たな卸資産の増加額  △23,017 △335,501 △21,843

18 仕入債務の増加・減少額
（減少は△） 

 △86,782 168,085 △103,991

19 その他  △126,052 △184,717 671,469

小計  683,051 1,267,851 2,073,016

20 利息及び配当金の受取額  597 4,235 2,277

21  利息の支払額  ― △2,201 ―

22 法人税等の支払額  △341,822 △407,616 △498,342

23 広告宣伝支援による収入  100,000 ― 100,000

営業活動による 
キャッシュ・フロー 

 441,826 862,268 1,676,951
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前中間連結会計期間 

(自 平成17年４月１日
至 平成17年９月30日)

当中間連結会計期間 

(自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日) 

前連結会計年度の 
要約連結キャッシュ・

フロー計算書 
(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) 金額(千円) 

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 

 △445,751 △807,195 △976,884

２ 有形固定資産の 
売却による収入 

 ― 1,976 114

３ 無形固定資産の 
取得による支出 

 △15,600 △11,595 △18,754

４ 投資有価証券の 
取得による支出 

 △335 △343 △668

５ 投資有価証券の 
売却による収入 

 ― 52,373 ―

６ 定期預金の 
払戻による収入 

 250,000 ― 250,000

７ 連結の範囲の変更を伴う 
子会社株式の取得による 
支出 

 ― △668,545 ―

８ その他  △27,413 △123,136 △117,286

投資活動による 
キャッシュ・フロー 

 △239,100 △1,556,467 △863,479

Ⅲ 財務活動による 
キャッシュ・フロー 

  

１ 長期借入金の 
返済による支出 

 ― △150,000 ―

２ 株式の発行による収入  2,000 17,000 4,200

３ 新株予約権の 
発行による収入 

 ― 20,000 ―

４ 自己株式取得による支出  △282,825 ― △293,960

５ 配当金の支払額  △50,377 △72,661 △50,656

財務活動による 
キャッシュ・フロー 

 △331,202 △185,661 △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・減少額（減少は△） 

 △128,476 △879,860 473,054

Ⅵ 現金及び現金同等物の 
期首残高 

 1,819,843 2,292,897 1,819,843

Ⅶ 現金及び現金同等物の 
中間期末(期末)残高 

※1 1,691,367 1,413,037 2,292,897
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中間連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項 

 

項目 
前中間連結会計期間 

(自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日) 

当中間連結会計期間 
(自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日) 

前連結会計年度 
(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 

すべての子会社を連結して

おります。 

連結子会社の数  ２社

連結子会社の名称  

㈱日本インターシステ

ム 

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 

  ㈱エイチエーシー  

  当社は平成18年５月１

日、㈱エイチエーシー 

(平成18年４月１日をみ

なし取得日)を株式の取

得により子会社といた

しました。 

 この結果、当中間連結

会計年度末における子会

社数は２社となっており

ます。 

 

２ 持分法の適用に関

する事項 

該当事項はありません。 該当事項はありません。 該当事項はありません。

３ 連結子会社の中間

決算日等に関する

事項 

連結子会社の中間決算日

は、中間連結決算日と一致

しております。 

㈱日本インターシステム

の中間決算日は、中間連結

決算日と一致しておりま

す。 

連結子会社の事業年度の

末日は、連結決算日と一致

しております。 

  ㈱エイチエーシーの中間

決算日は３月31日でありま

す。 

中間連結財務諸表の作成

に当たっては、中間連結決

算日現在で実施した仮決算

に基づく中間財務諸表を使

用しております。 
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項目 
前中間連結会計期間 

(自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日) 

当中間連結会計期間 
(自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日) 

前連結会計年度 
(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日) 

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 

満期保有目的の債券 

償却原価法(定額法) 

その他有価証券 

時価のあるもの 

中間連結会計期間末

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) 

 

時価のないもの 

移動平均法による原

価法 

①有価証券 

満期保有目的の債券 

同左 

その他有価証券 

時価のあるもの 

中間連結会計期間末

日の市場価格等に基

づく時価法 

 (評価差額は全部純

資産直入法により処

理し、売却原価は移

動平均法により算

定) 

時価のないもの 

同左 

①有価証券 

満期保有目的の債券 

同左 

その他有価証券 

時価のあるもの 

連結決算期末日の市

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) 

  

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 

②たな卸資産 

同左 

(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 

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 

７年～18年 

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 

 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

ウェアについては、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 

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長期前払費用 

同左 
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項目 
前中間連結会計期間 

(自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日) 

当中間連結会計期間 
(自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日) 

前連結会計年度 
(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日) 

(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 

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、支給見込

額のうち、当中間連結会計

期間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 

②賞与引当金 

従業員に対する賞与の支

給に備えるため、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。 

 ③ポイント引当金 

――――― 

③ポイント引当金 

 連結子会社の販売事業に

おいて、販売促進を目的と

して顧客に付与したポイン

トの将来の使用に伴う費用

発生に備えるため、当中間

連結会計期間末において、

将来使用されると見込まれ

る額を計上しております。

③ポイント引当金 

――――― 

 ④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、当中間

連結会計期間末における退

職給付債務に基づき計上し

ております。 

④退職給付引当金 

同左 

④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。 

 ⑤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中間連

結会計期間末要支給額を計

上しております。 

⑤役員退職慰労引当金 

同左 

⑤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) 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 同左 

(5) その他中間連結

財務諸表(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 

消費税等の会計処理 

同左 
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項目 
前中間連結会計期間 

(自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日) 

当中間連結会計期間 
(自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日) 

前連結会計年度 
(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日) 

５ 中間連結キャッ

シュ・フロー計

算書(連結キャ

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 
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会計処理の変更 

 
前中間連結会計期間 

(自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日) 

当中間連結会計期間 
(自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日) 

前連結会計年度 
(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

る原価法よっておりましたが、当中

間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52,243千円であります。 

 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。 

――――― （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

連結会計年度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、

当該会計処理の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） 

 当中間連結会計期間から「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

会計基準委員会 平成15年10月31日 

企業会計基準適用指針第６号)を適

用しております。 

 これにより税金等調整前中間純利

益が39,004千円減少しております。 

なお、減損損失累計額については、

改正後の中間連結財務諸表規則に基

づき当該各資産の金額から直接控除

しております。 

――――― （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。 

 セグメント情報に与える影響は、

当該箇所に記載しております。 

 なお、減損損失累計額については、

改正後の連結財務諸表規則に従い当

該各資産の金額から直接控除してお

ります。 
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前中間連結会計期間 
(自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日) 

当中間連結会計期間 
(自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日) 

前連結会計年度 
(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日) 

――――― （貸借対照表の純資産の部の表示

に関する会計基準） 

当中間連結会計期間から「貸借対

照表の純資産の部の表示に関する会

計基準」（企業会計基準委員会 平成

17年12月９日 企業会計基準第５

号）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」（企業会計基準委員会 平成17

年12月９日 企業会計基準適用指針

第８号）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4,097,441千円

であります。 

 中間連結財務諸表等規則の改正に

より、当中間連結会計期間における

中間連結財務諸表は、改正後の中間

連結財務諸表等規則により作成して

おります。 

 

――――― （ストック・オプション等に関する

会計基準） 

 当中間連結会計期間から「ストッ

ク・オプション等に関する会計基準」

（企業会計基準委員会 平成17年12

月27日 企業会計基準第８号）及び

「ストック・オプション等に関する

会計基準の適用指針」（企業会計基準

委員会 終改正 平成18年５月31

日 企業会計基準適用指針第11号）

を適用しております。 

 なお、これによる影響は軽微であ

ります. 

――――― 
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前中間連結会計期間 
(自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日) 

当中間連結会計期間 
(自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日) 

前連結会計年度 
(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日) 

――――― （ポイント引当金） 

 連結子会社では、購入顧客に対し

て一定率でポイントを付与し、顧客

が付与されたポイントを使用して、

サービスを受けることができる制度

を採用しております。 

 従来、ポイント使用に伴う費用は、

ポイント使用時に計上しておりまし

たが、当該販売会社が当社グループ

入りしてから１年以上経過し、有効

ポイント残高及び将来の使用見込割

合を過去の実績率等により合理的に

見積れるようになったことから、当

中間連結会計期間から上記の方法に

より、ポイント引当金を計上する方

法に変更いたしました。 

 これに伴い、当中間連結会計期間

に発生したポイントに対応する金額

を、販売費及び一般管理費に計上し、

前連結会計年度以前に付与したポイ

ントに体応する金額については、特

別損失に計上しております。 

 この結果、従来の方法によった場

合と比べ、当中間連結会計期間の営

業利益及び経常利益は2,379千円減

少し、税金等町制前中間純利益は

29,182千円減少しております。 

――――― 

 

 

表示方法の変更 

 
前中間連結会計期間 

(自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日) 

当中間連結会計期間 
(自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日) 

――――― （中間連結貸借対照表） 

前中間連結会計期間において無形固定資産の「その

他」に含めて表示しておりました連結調整勘定（199,390

千円）は、当中間連結会計期間より資産総額の100分の

５超となったため、区分掲記し「のれん」と表示してお

ります。 

――――― （中間連結キャシュ・フロー計算書） 

前中間連結会計期間において「連結調整勘定償却額」

と掲記されていたものは、当中間連結会計期間より「の

れん償却額」と表示しております。 
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追加情報 

 
前中間連結会計期間 

(自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日) 

当中間連結会計期間 
(自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日) 

前連結会計年度 
(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日) 

（売上の会計処理） 

 従来、当社の宝飾品の売上につい

ては、売上高及び売上原価に両建て

計上しておりましたが、当中間連結

会計期間において契約内容を見直し

た結果、純額処理がより取引の実態

をあらわしていると判断されたた

め、当中間連結会計期間より純額を

売上高に計上する方法に変更いたし

ました。 

 これに伴い、従来の方法によった

場合と比較し、売上高及び売上原価

はそれぞれ18,970千円減少しており

ますが、売上総利益、営業利益、経

常利益及び税金等調整前中間純利益

には影響ありません。 

――――― ――――― 

――――― （固定資産の譲渡） 

 平成18年９月29日に当社の本社土

地、建物につき不動産売買契約を締

結しております。 

当該契約の概要は以下のとおりで

あります。 

――――― 

 譲渡資産内容 本社ビル(土地、建物)

土地 312,951千円

建物 202,669千円
帳簿価額 

(平成18年９月末)

合計 515,621千円

土地 635,114千円

建物 214,886千円譲渡価額 

合計 850,000千円

引渡予定日 平成18年12月20日 

 当該固定資産の譲渡により、平成

19年３月期に特別利益として固定資

産売却益約300,000千円を計上する

予定であります。 
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注記事項 

(中間連結貸借対照表関係) 

 
前中間連結会計期間末 
(平成17年９月30日) 

当中間連結会計期間末 
(平成18年９月30日) 

前連結会計年度末 
(平成18年３月31日) 

※１ 無形固定資産のその他に含ま

れている連結調整勘定 

※１    ――――― ※１ 無形固定資産のその他に含ま

れている連結調整勘定 

 199,390千円 
 

  174,744千円

 

 ２    ――――― 

 

２ 当社は、運転資金の効率的な

調達を行うため取引銀行２行と

当座貸越契約を締結しておりま

す。 

  なお、当中間連結会計期間末

における当座貸越契約に係る借

入金未実行残高等は次のとおり

であります。 

 

当座貸越極度額 2,000,000千円

借入実行残高 ―千円

差引額 2,000,000千円
 

 

２    ――――― 
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(中間連結損益計算書関係) 

 
前中間連結会計期間 

(自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日) 

当中間連結会計期間 
(自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日) 

前連結会計年度 
(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な

もの 

広告宣伝費 845,502千円

人件費 279,174千円

退職給付引当金 
繰入額 

4,924千円

役員退職慰労 
引当金繰入額 

6,100千円

減価償却費 18,061千円

連結調整勘定 
償却額 

24,646千円
 

※１ 販売費及び一般管理費の主な

もの 

広告宣伝費 1,880,231千円

役員報酬 93,921千円

労務費 349,589千円

退職給付費用 8,929千円
役員退職慰労 
引当金繰入額 

7,220千円

減価償却費 30,011千円

のれん償却額 91,363千円

貸倒引当金繰入額 1,705千円
 

※１ 販売費及び一般管理費の主な

もの 

広告宣伝費 2,148,720千円

役員報酬 116,568千円

労務費 564,965千円

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 広告支援金収入 

 代表取締役社長大石洋子氏から

の広告支援金収入であります。 

※２       ――――― ※２ 広告支援金収入 

代表取締役社長大石洋子氏からの

広告支援金収入であります。 

   

※３ 店舗閉鎖損失内訳 

建物及び構築物除却損 27,504千円 

工具器具備品除却損 3,432千円 

原状回復費用等 27,770千円 

 計 58,707千円 
 

※３ 店舗閉鎖損失内訳 

建物及び構築物除却損 43,095千円

工具器具備品除却損 1,773千円

原状回復費用等 42,916千円

 計 87,785千円
 

※３ 店舗閉鎖損失内訳 

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 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 
（千円） 

建物 

工具器具備品 

35,564 

3,439 

エステテ
ィックサ
ロン 
(５店舗) 合計 39,004 

 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。 

※４  ───── 

 

※４ 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
（千円）

建物 

工具器具備品 

100,523

11,728

エステテ
ィックサ
ロン 
(11店舗) 合計 112,251

 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

め減損損失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。 

  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

め減損損失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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(中間連結株主資本等変動計算書関係) 

当中間連結会計期間（自 平成18年４月１日 至 平成18年９月30日） 

１ 発行済株式の種類及び総数に関する事項 

株式の種類 前連結会計年度末(株) 増加(株) 減少(株) 当中間連結会計期間末(株)

普通株式 51,596 52,276 ― 103,872 

 
（変動事由の概要） 

増加数の主な内訳は、次のとおりであります。 

 株式分割による増加     51,596株 

 新株予約権の行使による増加   680株 
 

２ 自己株式の種類及び株式数に関する事項 

株式の種類 前連結会計年度末(株) 増加(株) 減少(株) 当中間連結会計期間末(株)

普通株式 2,145 2,145 ― 4,290 

 
（変動事由の概要） 

増加数内訳は、次のとおりであります。 

 株式分割による増加          2,145株 
 

３ 新株予約権に関する事項 

目的となる株式の数（株） 
会社名 内訳 

目的となる
株式の種類 前連結 

会計年度末
増加 減少 

当中間連結 
会計期間末 

当中間連結
会計期間
末残高 
（千円）

平成13年新株予約権 普通株式 1,240 ― 680 560 ―

平成17年新株予約権 普通株式 3,000 ― 32 2,968 ―

平成18年ストックオ
プションとしての新
株予約権 

普通株式 ― 46 ― 46 77
提出会社 

平成18年第三者割当
てによる新株予約権 

普通株式 ― 5,602 ― 5,602 20,000

合計 4,240 5,648 712 9,176 20,077

(注) １ 目的となる株式の数は、権利行使可能数を記載しております。 

２ 目的となる株式の数の変動事由の概要 

  平成13年新株予約権の減少は、権利行使によるものであります。 

平成17年新株予約権の減少は、権利喪失によるものであります。 

  平成18年ストックオプションとしての新株予約権の増加は、割当によるものであります。 

平成18年第三者割当てによる新株予約権の増加は、発行によるものであります。 

  なお、平成17年以降の新株予約権は、権利行使期間の初日が到来しておりません。 

       ３ 平成13年及び平成17年新株予約権の前連結会計年度末株数並びに払込金額については、平成18年７月１日

付で行われた1:2の株式分割が、当該期首に行われたものとして調整しております。 
 

４ 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６月29日 
定時株主総会 

普通株式 74,176 1,500 平成18年３月31日 平成18年６月30日

 

 (2) 基準日が当中間連結会計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が中間連結会計期間末後と

なるもの 

決議 株式の種類 配当の原資 
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11月15日 
取締役会 

普通株式 利益剰余金 44,811 450 平成18年９月30日 平成18年12月11日
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(中間連結キャッシュ・フロー計算書関係) 

 
前中間連結会計期間 

(自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日) 

当中間連結会計期間 
(自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日) 

前連結会計年度 
(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中間期

末残高と中間連結貸借対照表に

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

末残高と中間連結貸借対照表に

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

高と連結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９月30日現在) (平成18年９月30日現在) (平成18年３月31日現在)

現金及び預金 1,691,367千円

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 

1,691,367千円

  

現金及び預金 1,437,037千円

預入期間が３ヶ月 
を超える定期預金 

△24,000千円

現金及び現金 
同等物 

1,413,037千円
 

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
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(リース取引関係) 

 
前中間連結会計期間 

(自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日) 

当中間連結会計期間 
(自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日) 

前連結会計年度 
(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３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、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、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、減損損

失累計額相当額及び期末残高相

当額 

 
有形固定資産その他 
（工具器具備品） 

取得価額 
相当額 

258,579千円

減価償却 
累計額相当額 

175,292千円

中間期末残高 
相当額 

83,286千円

  

 
有形固定資産その他
（工具器具備品）

取得価額 
相当額 

317,011千円

減価償却 
累計額相当額

235,983千円

中間期末残高
相当額 

81,027千円

  

 
有形固定資産その他
（工具器具備品）

取得価額 
相当額 

256,937千円

減価償却 
累計額相当額 

208,358千円

期末残高 
相当額 

48,579千円

  
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

等 

  未経過リース料期末残高相当額

１年内 56,882千円

１年超 30,082千円

合計 86,964千円
  

１年内 36,902千円

１年超 45,387千円

合計 82,290千円
  

１年内 31,495千円

１年超 19,259千円

合計 50,754千円
  

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、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、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 

支払リース料 36,367千円

減価償却費相当額 33,528千円

支払利息相当額 2,136千円
  

支払リース料 25,060千円

減価償却費相当額 22,950千円

支払利息相当額 677千円
  

支払リース料 72,208千円

減価償却費相当額 66,387千円

支払利息相当額 3,409千円
  

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。 

(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。 

(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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(有価証券関係) 

前中間連結会計期間末(平成17年９月30日) 

  時価のある有価証券 

 

区分 
中間連結貸借対照表計上額

(千円) 
時価(千円) 差額(千円) 

満期保有目的の債券 

(1) 国債・地方債 204,058 203,520 △538

(2) 社債 ― ― ―

(3) その他 ― ― ―

計 204,058 203,520 △538

区分 取得原価(千円) 
中間連結貸借対照表計上額

(千円) 
差額(千円) 

その他有価証券 

(1) 株式 2,786 5,705 2,919

(2) 債券 ― ― ―

(3) その他 ― ― ―

計 2,786 5,705 2,919

 

当中間連結会計期間末(平成18年９月30日) 

  時価のある有価証券 

 

区分 
中間連結貸借対照表計上額

(千円) 
時価(千円) 差額(千円) 

満期保有目的の債券 

(1) 国債・地方債 202,254 201,430 824

(2) 社債 ― ― ―

(3) その他 ― ― ―

計 202,254 201,430 824

区分 取得原価(千円) 
中間連結貸借対照表計上額

(千円) 
差額(千円) 

その他有価証券 

(1) 株式 93,743 94,637 894

(2) 債券 ― ― ―

(3) その他 97,675 92,140 △5,535

計 191,418 186,777 △4,640
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前連結会計年度末(平成18年３月31日) 

  時価のある有価証券 

 

区分 
連結貸借対照表計上額 

(千円) 
時価(千円) 差額(千円) 

満期保有目的の債券    

(1) 国債・地方債 203,156 201,520 △1,636

(2) 社債 ― ― ―

(3) その他 ― ― ―

計 203,156 201,520 △1,636

区分 取得原価(千円) 
連結貸借対照表計上額 

(千円) 
差額(千円) 

その他有価証券    

(1) 株式 3,119 7,096 3,977

(2) 債券 ― ― ―

(3) その他 ― ― ―

計 3,119 7,096 3,977

 

 

 (デリバティブ取引関係) 

前中間連結会計期間(自 平成17年４月１日 至 平成17年９月30日)、当中間連結会計期間(自 平

成18年４月１日 至 平成18年９月30日)及び前連結会計年度(自 平成17年４月１日 至 平成18年

３月31日) 

当社グループは、デリバティブ取引を行っていないため該当事項はありません。 
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(ストック・オプション等関係) 

当中間連結会計期間(自 平成18年４月１日 至 平成18年９月30日) 

１．当該中間連結会計期間における費用計上額及び科目名 

       販売費及び一般管理費    77千円 

  

２．当中間連結会計期間に付与したストック・オプションの内容及び規模 

会社名 提出会社 

決議年月日 平成18年６月29日 

付与対象者の区分及び人数 
当社の従業員   ２名 

子会社の取締役  １名 

株式の種類及び付与数 普通株式  46株 

付与日 平成18年９月21日 

権利確定条件 

新株予約権の割当てを受けた者（以下、「新株予
約権者」という。）は、権利行使時においても、当
社もしくは子会社の取締役、監査役もしくは従業員
または取引先の取締役、監査役もしくは従業員の地
位にあることを要する。 
 ただし、任期満了による退任、定年退職（ただし、
権利行使期間内に限る。）の場合は、権利行使でき
る。 
 新株予約権者が死亡した場合は、新株予約権の相
続は認めない。 
 その他の条件については、取締役会決議に基づ
き、別途当社と新株予約権者との間で締結する「新
株予約権割当契約」による。 

対象勤務期間 ――――― 

権利行使期間 平成20年７月１日から平成25年６月30日まで 

権利行使価格 355,859円 

付与日における公正な評価単価 120,746円 
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 (セグメント情報) 

【事業の種類別セグメント情報】 

前中間連結会計期間(自 平成17年４月１日 至 平成17年９月30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) 

売上高 

(1) 外部顧客に対する売上 4,231,910 639,658 4,871,568 ― 4,871,568

(2) セグメント間の内部売上高又

は振替高 
961 ― 961 (961) ―

計 4,232,872 639,658 4,872,530 (961) 4,871,568

営業費用 3,925,061 636,500 4,561,562 (961) 4,560,600

営業利益 307,810 3,157 310,968 ― 310,968

(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 

 

当中間連結会計期間(自 平成18年４月１日 至 平成18年９月30日) 

 
エステ関連事業

(千円) 

通販関連事業 

(千円) 

計 

(千円) 

消去又は全社 

(千円) 

連結 

(千円) 

売上高 

(1) 外部顧客に対する売上 6,726,253 1,085,473 7,811,727 ― 7,811,727

(2) セグメント間の内部売上高
又は振替高 

983 8,500 9,483 (9,483) ―

計 6,727,236 1,093,973 7,821,210 (9,483) 7,811,727

営業費用 5,864,228 947,146 6,811,374 (9,483) 6,801,891

営業利益 863,008 146,827 1,009,836 ― 1,009,836

(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) 通販関連事業・・・・・・・・・・・健康食品、化粧品、雑貨 

    ３ 通販関連事業は、前中間連結会計期間はネット通販関連事業と名称表示しておりましたが、当

中間連結会計期間に連結子会社が増加したことに伴い、当中間連結会計期間より通販関連事業

と名称を変更しております。 

 

前連結会計年度(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) 

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

(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 
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【所在地別セグメント情報】 

前中間連結会計期間(自 平成17年４月１日 至 平成17年９月30日)、当中間連結会計期間(自 平成

18年４月１日 至 平成18年９月30日)及び前連結会計年度(自 平成17年４月１日 至 平成18年３

月31日) 

本邦以外の国または地域に所在する連結子会社及び在外支店はないため、該当事項はありません。 

 

【海外売上高】 

前中間連結会計期間(自 平成17年４月１日 至 平成17年９月30日)、当中間連結会計期間(自 平成

18年４月１日 至 平成18年９月30日)及び前連結会計年度(自 平成17年４月１日 至 平成18年３

月31日) 

海外売上高がないため、該当事項はありません。 
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(１株当たり情報) 

 

項目 
前中間連結会計期間 

(自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日)

当中間連結会計期間 
(自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日)

前連結会計年度 
(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日)

１株当たり純資産額 67,850円99銭 41,146円41銭 71,061円32銭 

１株当たり中間(当期)純利益 4,813円85銭 6,504円93銭 8,225円01銭 

潜在株式調整後 
１株当たり中間(当期)純利益 

4,774円78銭 6,420円30銭 8,144円07銭 

(注) 算定上の基礎 

１ １株当たり純資産額 

項目 
前中間連結会計期間末
(平成17年９月30日)

当中間連結会計期間末 
(平成18年９月30日) 

前連結会計年度末 
(平成18年３月31日)

中間貸借対照表の純資産の部の合計額(千円) ― 4,156,080 ―

普通株式に係る純資産額(千円) 4,058,879 

差額の主な内訳(千円) 

新株予約権 

少数株主持分 

―

―

 

20,077 

38,562 

―

―

普通株式の発行済株式数(株) ― 103,872 ―

普通株式の自己株式数(株) ― 4,290 ―

１株当たり純資産の算定に用いられた 
普通株式の数(株) 

― 99,582 ―

 

２ １株当たり中間(当期)純利益及び潜在株式調整後１株当たり中間(当期)純利益 

項目 
前中間連結会計期間

(自 平成17年４月１日
至 平成17年９月30日)

当中間連結会計期間 
(自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日) 

前連結会計年度 
(自  平成17年４月１日
至 平成18年３月31日)

１株当たり中間(当期)純利益    

中間連結損益計算書上の中間(当期) 
純利益(千円) 

245,299 645,692 412,969

普通株式に係る中間(当期) 
純利益(千円) 

245,299 645,692 412,969

普通株主に帰属しない金額(千円) ― ― ―

普通株式の期中平均株式数(株) 50,957 99,262 50,209

潜在株式調整後１株当たり中間(当期)純利益  

中間(当期)純利益調整額(千円) ― ― ―

潜在株式調整後１株当たり当期純利益の 
算定に用いられた普通株式増加数の主要 
な内訳（株） 

 

新株予約権 417 1,308 499

普通株式増加数(株) 417 1,308 499

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)純利益の算定に含ま

れなかった潜在株式の概要 

―

平成18年ストックオ
プションとしての新
株予約権 
           46株 
平成18年第三者割当
てによる新株予約権 
         5,602株  

―

 

 

 35



２ 株式分割について 

 前中間連結会計期間(自 平成17年４月１日 至 平成17年９月30日) 

       当社は、平成17年２月18日付けで普通株式１株に対し普通株式２株の割合で株式分割を行いました。 

       前期首に当該株式分割が行われたと仮定した場合における(１株当たり情報)の各数値はそれぞれ以下の

とおりであります。 

項目 
前中間連結会計期間 

(自 平成16年４月１日 
至 平成16年９月30日) 

１株当たり純資産額 65,353円50銭 

１株当たり中間純利益 3,125円24銭 

潜在株式調整後１株当たり 
中間純利益 

3,097円29銭 

 

 当中間連結会計期間(自 平成18年４月１日 至 平成18年９月30日) 

       当社は、平成18年７月１日付けで普通株式１株に対し普通株式２株の割合で株式分割を行いました。 

       前期首に当該株式分割が行われたと仮定した場合における(１株当たり情報)の各数値はそれぞれ以下の

とおりであります。 

項目 
前中間連結会計期間 

(自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日) 

前連結会計年度 
(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日) 

１株当たり純資産額 33,925円50銭 35,530円66銭 

１株当たり中間(当期)純利益 2,406円93銭 4,112円51銭 

潜在株式調整後１株当たり 
中間(当期)純利益 

2,387円39銭 4,072円04銭 
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 (重要な後発(重要な後発事象) 

前中間連結会計期間(自 平成17年４月１日 至 平成17年９月30日) 

該当事項はありません。 

 

当中間連結会計期間(自 平成18年４月１日 至 平成18年９月30日) 

１. 当社は、平成18年９月19日開催の取締役会決議に基づき、平成18年10月２日に株式会社Ｋ-two

エフェクト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Ｋ-twoエフェクトは、美容分野においてヘアサロンの経営及びネイルスクールの運

営を主業としており、当社グループ全体の事業ポートフォリオの分散と収益基盤の安定化やグ

ループ全体の顧客基盤の拡大による収益機会獲得という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Ｋ-twoエフェクト 

主な事業内容       美容室の経営 

資本金          45,000千円 

③株式取得時期 

株式譲渡契約の締結    平成18年10月２日 

株券引渡         平成18年10月19日 

④取得株式数、取得金額および所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        1,000株(取得金額 1,300百万円) 

取得後の所有株式数    1,000株(所有割合 100.0%) 
 

２. 当社は、平成18年11月15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12月31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12月31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10月１日 

前期首に当該株式分割が行われたと仮定した場合における（１株当たり情報）の各数値はそれぞれ以下

のとおりであります。 

前中間連結会計期間 
(自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日) 

当中間連結会計期間 
(自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日) 

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

１株当たり純資産額 16,962円75銭
 

１株当たり純資産額 20,573円21銭
 

１株当たり純資産額 17,765円33銭
 

１株当たり当期純利益 1,203円47銭
 

１株当たり当期純利益 3,252円47銭
 

１株当たり当期純利益 2,056円25銭
 

潜在株式調整後１株
当たり当期純利益 

1,193円70銭
 

潜在株式調整後１株
当たり当期純利益 

3,210円15銭
 

潜在株式調整後１株
当たり当期純利益 

2,036円02銭
 

 当社は平成18年６月30日付で普通株
式１株を２株に分割しております。
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前連結会計年度(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４月21日開催の取締役会決議に基づき、平成18年５月１日に株式会社エイ

チエー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。 

株式会社エイチエーシーは、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           株式会社エイチエーシー 

主な事業内容       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、取得金額および所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 

前期首に当該株式分割が行われたと仮定した場合における（１株当たり情報）の各数値はそれ

ぞれ以下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) 

１株当たり純資産額 33,399円20銭
 

１株当たり純資産額 35,530円66銭
 

１株当たり当期純利益 2,295円98銭
 

１株当たり当期純利益 4,112円51銭
 

潜在株式調整後１株当たり当期純利益 2,276円29銭
 

潜在株式調整後１株当たり当期純利益 4,072円04銭
 

当社は平成17年２月18日付で普通株式１株を２株に分割

しております。 
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５ 【生産、受注及び販売の状況】 

 (1) 生産実績 

商品の仕入実績 

 

区分 
当中間連結会計期間 

(自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日) 

前年同期比(％) 

エステ関連事業   

    化粧品(千円) 157,597 221.1 

   美容機器(千円) 431,600 235.3 

  健康食品他(千円) 190,053 290.7 

小計(千円) 779,251 243.4 

通販関連事業(千円) 530,481 110.3 

合計(千円) 1,309,733 163.5 

(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 金額は、仕入価格によっております。 

３ 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

４  通販関連事業は、前中間連結会計期間はネット通販関連事業と名称表示しておりましたが、当

中間連結会計期間に連結子会社が増加したことに伴い、当中間連結会計期間より通販関連事業

と名称を変更しております。 

 

(2) 販売実績 

 

区分 
当中間連結会計期間 

(自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日) 

前年同期比(％) 

エステ関連事業    

技術売上高(コース別) (千円)    

 (内訳) フェイシャル(千円) 2,992,488   

     ボディ(千円) 1,243,457   

     その他(千円) 291,371 4,527,317 167.8 

商品売上高(千円)  2,198,936 145.4 

その他売上高(千円)  ― ― 

小計(千円)  6,726,253 158.9 

通販関連事業(千円)  1,085,473 169.7 

合計(千円)  7,811,727 160.4 

(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。 

３  通販関連事業は、前中間連結会計期間はネット通販関連事業と名称表示しておりましたが、当

中間連結会計期間に連結子会社が増加したことに伴い、当中間連結会計期間より通販関連事業

と名称を変更しております。 

 

 39


	連結中間決算短信様式（表紙）11・15.pdf
	連結中間短信添付資料(本文）11・15.pdf
	＜添付資料＞
	1. 企業集団の状況
	（4）事業等のリスク
	４ 【中間連結財務諸表等】
	(1) 【中間連結財務諸表】
	① 【中間連結貸借対照表】
	② 【中間連結損益計算書】
	③ 【中間連結剰余金計算書】
	④ 【中間連結株主資本等変動計算書】
	中間連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項
	会計処理の変更
	表示方法の変更
	追加情報
	 注記事項
	区分
	中間連結貸借対照表計上額
	(千円)
	時価(千円)
	差額(千円)
	満期保有目的の債券
	(1) 国債・地方債
	204,058
	203,520
	△538
	―
	―
	―
	―
	―
	―
	計
	204,058
	203,520
	△538
	区分
	取得原価(千円)
	中間連結貸借対照表計上額
	(千円)
	差額(千円)
	その他有価証券
	(1) 株式
	2,786
	5,705
	2,919
	(2) 債券
	―
	―
	―
	(3) その他
	―
	―
	―
	計
	2,786
	5,705
	2,919
	区分
	中間連結貸借対照表計上額
	(千円)
	時価(千円)
	差額(千円)
	満期保有目的の債券
	(1) 国債・地方債
	202,254
	201,430
	824
	―
	―
	―
	―
	―
	―
	計
	202,254
	201,430
	824
	区分
	取得原価(千円)
	中間連結貸借対照表計上額
	(千円)
	差額(千円)
	その他有価証券
	(1) 株式
	93,743
	94,637
	894
	(2) 債券
	―
	―
	―
	(3) その他
	97,675
	92,140
	△5,535
	計
	191,418
	186,777
	△4,640
	区分
	連結貸借対照表計上額
	(千円)
	時価(千円)
	差額(千円)
	満期保有目的の債券
	(1) 国債・地方債
	203,156
	201,520
	△1,636
	(2) 社債
	―
	―
	―
	(3) その他
	―
	―
	―
	計
	203,156
	201,520
	△1,636
	区分
	取得原価(千円)
	連結貸借対照表計上額
	(千円)
	差額(千円)
	その他有価証券
	(1) 株式
	3,119
	7,096
	3,977
	(2) 債券
	―
	―
	―
	(3) その他
	―
	―
	―
	計
	3,119
	7,096
	3,977
	中間貸借対照表の純資産の部の合計額(千円)
	―
	4,156,080
	―
	普通株式に係る純資産額(千円)
	4,058,879
	差額の主な内訳(千円)
	新株予約権
	普通株式の発行済株式数(株)
	普通株式の自己株式数(株)
	１株当たり純資産の算定に用いられた
	普通株式の数(株)
	１株当たり中間(当期)純利益
	中間連結損益計算書上の中間(当期)
	純利益(千円)
	普通株式に係る中間(当期)
	純利益(千円)
	普通株主に帰属しない金額(千円)
	普通株式の期中平均株式数(株)
	中間(当期)純利益調整額(千円)
	潜在株式調整後１株当たり当期純利益の
	算定に用いられた普通株式増加数の主要
	な内訳（株）
	新株予約権
	普通株式増加数(株)
	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)純利益の算定に含まれなかった潜在株式の概要


	５ 【生産、受注及び販売の状況】
	 (1) 生産実績
	商品の仕入実績

	(2) 販売実績



