
平成18年12月期 決算短信（連結）  
平成19年２月23日

上場会社名 株式会社アルテサロンホールディングス 上場取引所 ＪＡＳＤＡＱ

コード番号 ２４０６ 本社所在都道府県 神奈川県

（URL　http://www.arte-hd.com）

代　表　者　 役　職　名 代表取締役社長　

氏　　　名 吉原　直樹　

問い合わせ先 責任者役職名 専務取締役　

氏　　　名 小田　俊也　 ＴＥＬ（045）663－6123

決算取締役会開催日 平成19年２月23日

親会社等の名称　　― （コード番号：　―　　） 親会社等における当社の議決権所有比率　―　％

米国会計基準採用の有無 　無

１．平成18年12月期の連結業績（平成18年１月１日～平成18年12月31日）

(1）連結経営成績 （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12月期 5,525 － 434 － 402 －

17年12月期 － － － － － －

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

自己資本
当期純利益率

総資産
経常利益率

売上高
経常利益率

百万円 ％ 円 銭 円 銭 ％ ％ ％

18年12月期 201 － 7,513 63 7,343 74 12.9 7.1 7.3

17年12月期 － － － － － － － － －

（注）①持分法投資損益 18年12月期 － 百万円 17年12月期 － 百万円

②期中平均株式数（連結） 18年12月期 26,843株 17年12月期 － 株

③会計処理の方法の変更 無

④売上高、営業利益、経常利益、当期純利益におけるパーセント表示は、対前期増減率であります。

(2）連結財政状態 （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12月期 6,622 1,849 27.9 65,527 50

17年12月期 － － － － －

（注）期末発行済株式数（連結） 18年12月期 28,220株 17年12月期 － 株

(3）連結キャッシュ・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12月期 483 △905 1,329 1,719

17年12月期 － － － －

(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 0社 持分法適用関連会社数 0社

(5）連結範囲及び持分法の適用の異動状況

連結（新規） 2社 （除外） 0社 持分法（新規） 0社 （除外） 0社

２．平成19年12月期の連結業績予想（平成19年１月１日～平成19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

中間期 3,500 170 60

通期 7,500 480 220

（参考）１株当たり予想当期純利益（通期）7,795円89銭

※　上記に記載した予想数値は、現時点で入手可能な情報に基づき判断した見通しであり、多分に不確定な要素を含んで

おります。実際の業績等は、業況の変化等により、上記予想数値と異なる場合があります。

なお、上記予想に関する事項は添付資料の５ページを参照して下さい。
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１．企業集団の状況
　当社は美容事業者の持株会社として、子会社である株式会社アッシュ及び株式会社ニューヨーク・ニューヨークによ

り、美容室のチェーン展開を行なっております。

　株式会社アッシュ（以下、アッシュと記載します。）は、首都圏を中心に美容室アッシュを、株式会社ニューヨーク・

ニューヨーク（以下、ニューヨークと記載します。）は、関西圏で美容室ニューヨーク・ニューヨークを直営店及び暖

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。）により展開しており、当社はこの美容室チェー

ンをアルテファミリーチェーン（以下、ＦＣチェーンと記載します。）と称しております。

　両社の行なう暖簾分けとは、店長に当該店舗の店舗設備、勤務する従業員、顧客をそのままに引き継がせ、フランチャ

イジー（以下、ＦＣと記載します。またＦＣの経営者を同様にＦＣオーナーと記載します。）として独立してもらい、

店舗の運営を任せるというものであります。両社はＦＣに対して、経営指導、販売促進支援、教育研修の提供、材料・

商品の販売等を行なっております。

　当社では、個店ベースでの成長の維持を図るためには個々の店舗の運営責任者に経営者としての自覚を持たせること

が必要不可欠と考えており、今後とも積極的に暖簾分けによりＦＣオーナーを生み出していく方針であります。

　この暖簾分けによる独立の制度は、独立志向の強い美容師の特性を考慮し、当社が独自に行うものであります。

　当社の事業系統図は、次のとおりであります。
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客 

店舗設備の貸与 

一部店舗設備の貸与 店舗設備の貸与 

店舗設備の貸与 

サービスの提供 

サービスの提供 

サービスの提供 

サービスの提供 

経営指導全般 

経営指導全般 

材料・商品販売 
経営指導 

販売促進支援 
教育研修の提供 

教育研修の提供 

経営指導 

販売促進支援 
材料・商品販売 

一部事務請負 

 

 注）ＦＣにつきましては、当社企業グループとの資本関係はありませんが、当社事業内容の理解の促進を図る目的で、こ

こに記載しております。
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２．経営方針
(1）経営の基本方針

　当社グループは、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。

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

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

おります。

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

す。

(2）利益配分に関する基本方針

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

つも、安定した配当を継続していくことであります。

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

なる経営資源に有効に投資し、株主価値の向上を目指してまいります。

(3）目標とする経営指標

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

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

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

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

営を行うためにも、株主資本利益率（ＲＯＥ）15％を掲げております。

(4）投資単位の引下げに関する考え方

　当社株式の取引単位は、１株であります。株主層の拡大及び流動性の向上を目的としまして、平成17年２月18日付

で１：２の株式分割を実施いたしましたが、今後とも、業績動向、市況等を総合的に勘案しながら、取り組んでいく

べき課題であると認識しております。

(5）中長期的な会社の経営戦略及び対処すべき課題

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

への積極的な取り組みと計画的な人材育成が重要な課題であると認識しております。これによりブランド価値の向上

に取り組み、アッシュのチェーン売上高を首都圏№１に、ニューヨークのチェーン売上高を関西圏№１にすることを

中期的な目標としております。

 平成18年７月のニューヨークの子会社化に続き、平成19年１月には、株式会社サークルＫサンクスの所有する株式

会社スタイルデザイナーの株式の66.7％を取得し、同社を連結子会社としました。今後は持株会社としての経営戦略

の立案、子会社統治がこれまで以上に求められることとなり、そのための人材育成も重要であると認識しております。

(6）親会社等に関する事項　　

 該当事項はございません。
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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月期におけるわが国の経済は、中東情勢や、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、

拡大を続ける世界経済と軌道を一にした国内企業業績に支えられ、小幅ながらも戦後最長のいざなぎ景気を越える経

済拡大局面が継続しました。その一方で、企業業績回復の個人消費への波及は期待されたほどには進まず、国民にとっ

ては実感無き好景気という状況も生じています。

　消費支出では、消費の二極化、選別消費が進んでおり、美容業界におきましてもこの影響を受け、来店頻度の長期

化傾向が見受けられます。来店頻度の長期化の背景として、サロン施術とホームケアを併用する層の拡大があります。

日常では自宅でのヘアケアを中心とし、特別な日のために美容室に行くという層がこれに該当します。来店頻度の低

下により、入客数が伸び悩み、多くの美容室では客単価アップにより業績向上を図ることに努めました。顧客は美容

室来店時に、自宅では得ることのできない癒し、上質感を望んでおり、美容室はこのニーズに応えていく必要があり

ます。顧客の求める上質感を満たすため、あるいは自社の業績向上のためにも、今後業界では、接客能力向上、ある

いはこれから普及期に入るデジタルパーマ等の新サービスの確実な習得のための人材教育が求められています。

　このような環境におきまして、当社は平成18年７月に持株会社へと移行し、営業の全てを新設子会社である株式会

社アッシュに承継、併せて平成17年６月に業務提携・資本参加を実施していた株式会社ニューヨーク・ニューヨーク

を完全子会社としました。営業面では、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及び客単価の引上げ

に取り組みました。また、新メニューとしてデジタルパーマを全店に導入し、これも客単価の上昇に寄与しました。

　既存店においては、上半期の旧株式会社アルテのチェーン店舗、ならびに下半期の株式会社アッシュ及び株式会社

ニューヨーク・ニューヨークのチェーン店舗による売上高で、来店客数減少はあったものの、客単価が上昇し、前年

同期比100.8％となりました。

　当期における出店状況は、株式会社アッシュにおいて14店舗、株式会社ニューヨーク・ニューヨークにおいて３店

舗を出店し、閉鎖店舗は株式会社アッシュにおいて、２店舗（内、１店舗は移転・増床に伴うもの）でした。当期末

における店舗数は、直営店が37店舗（うち、10店舗は業務委託店）、ＦＣ店59店舗の合計96店舗です。

　この結果、当期における連結業績は、売上高5,525百万円、経常利益402百万円、当期純利益201百万円となりました。

　なお、当社は当連結会計年度より連結財務諸表作成会社となったため、前年同期比は記載しておりません。

 

(2）財政状態

　当連結会計年度は、営業活動によるキャッシュ・フロー及び財務活動によるキャッシュ・フローがプラスとなり、

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

前事業年度末と比較して907百万円増加し、当連結会計年度末には1,719百万円となりました。

　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以下のとおりであります。

（営業活動によるキャッシュ・フロー）

　営業活動の結果得られた資金は483百万円となりました。

　これは主として、税金等調整前当期純利益339百万円、減価償却費413百万円、加盟店未払金の増加額84百万円、お

よびその他流動負債の減少額203百万円によるものです。

（投資活動によるキャッシュ・フロー）

　投資活動の結果使用した資金は905百万円となりました。

　これは主として、新規出店等による有形固定資産の取得による支出813百万円、保証金及び敷金の差入による支出

183百万円によるものであります。

（財務活動によるキャッシュ・フロー）

　財務活動の結果得られた資金は1,329百万円となりました。

　これは主として、設備投資に伴う長期借入れによる収入2,450百万円が、長期借入金の返済による支出886百万円、

割賦債務の返済による支出136百万円を上回ったことによるものです。

　なお、当社は当連結会計年度より連結財務諸表作成会社となったため、前年同期比は記載しておりません。

　また、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19期
平成18年12月期

自己資本比率（％） 27.9

時価ベースの自己資本比率（％） 80.0

債務償還年数（年） 7.6

インタレスト・カバレッジ・レシオ 18.9
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自己資本比率：自己資本／総資産

時価ベースの自己資本比率：株式時価総額／総資産

債務償還年数：有利子負債／営業キャッシュ・フロー

インタレスト・カバレッジ・レシオ：営業キャッシュ・フロー／利払い

　営業キャッシュ・フローは、キャッシュ・フロー計算書の営業活動によるキャッシュ・フローを使用しております。

有利子負債は、貸借対照表に計上されている負債のうち利子を支払っている全ての負債を対象としております。

また、利払いについては、キャッシュ・フロー計算書の利息の支払額を使用しております。

(3）次期の見通し

　今後の見通しにつきましては、景気の回復基調は今後も続くものと予想されますが、個人消費の総花的拡大は期待

できず、二極化された、あるいは選別的な消費行動が引き続き取られると考えます。美容業界におきましても、店舗

間競争が続き、優勝劣敗が更に進むものと予測しております。

　このような環境のなか、当社といたしましては人材の育成により一層の顧客満足を実現することに努め、新規出店

への取組とともに、既存店業績の底上げを図ることに注力し、業績の向上に努めてまいります。

　平成19年12月期の見通しにつきましては、売上高7,500百万円、経常利益480百万円、当期純利益220百万円を計画し

ております。

(4）内部管理体制の整備・運用の状況及びコーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方及びその実施方法につき

ましては、「コーポレート・ガバナンス報告書」において記載しております。

(5）時価発行公募増資等に係る資金使途計画及び資金充当実績

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

りであります。

―資金使途計画―

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

設備投資資金412百万円を計画いたしました。

―資金充当実績―

　上記の資金使途計画については、全て計画どおり新規出店を中心とした設備投資資金に充当いたしました。
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４. 事業等のリスク
　本決算短信に記載した事業の状況、経理の状況等に関する事項のうち、投資者の判断に重要な影響を及ぼす可能性

のある事項には、以下のようなものがあります。

(1）法的規制について

　当社グループは、美容師法（昭和32年 法律163号）に従い、美容所の経営、経営指導を事業としております。

　今後関係法令の変更等があった場合、当社の業績に影響を及ぼす可能性があります。

(2）少子化に伴う影響について

　当社グループは業績拡大のために、積極的に新規出店を行なっております。このため優秀な人材を新たに確保し続

ける必要があり、他美容室との差別化を美容師及び美容学校の生徒等に対して訴求し、積極的な募集・採用活動を行

なっております。しかしながら、少子化の進行により若年労働者層が減少し、計画どおりの人員を採用できない場合、

当社の業績に影響を及ぼす可能性があります。

(3）人材育成について

　美容業においては商品力＝人材力であり、当社は人材教育に力を入れております。個々の美容師への技術教育は勿

論ですが、特に力を入れているのが、ＦＣオーナー及びＦＣオーナー予備軍である店長クラスへの教育です。

　ＦＣオーナーは、当社グループが進める暖簾分けの核となる人材であり、その育成のための教育は非常に重要です。

従いまして、この人材育成が計画どおりに進まなかった場合は、当社の業績に影響を及ぼす可能性があります。

(4）有利子負債依存について

　当社グループは業績拡大のために積極的に新規出店を行なっておりますが、出店所要資金のうちで自己資金により

賄いきれないものは、金融機関からの借入により調達しております。従いまして、金融環境の変化により新規の借入

が困難になる、あるいは借入利率が上昇する等の事態が生じた場合は、当社の業績に影響を及ぼす可能性があります。

(5）個人情報管理について

　当社グループチェーン店舗には、年間延べ120万人を超す来店客があります。その顧客情報の取扱いに関しては、個

人情報管理に留意したシステムを構築し、本部所属員及びＦＣ店も含めた店舗所属員に対し教育・指導を実施してお

ります。しかしながら、個人情報流出等が発生し、当社ブランドの信頼性を損なうような事態に至った場合、当社の

業績に影響を及ぼす可能性があります。

(6）出店環境について

　当社グループの各店舗は地域一番店を標榜し、このため店舗は駅前の路面店を中心に出店しております。従いまし

て、不動産市況の変化、同業者・他業種との店舗物件獲得競争が激化し、店舗開発が計画どおりに進まなかった場合、

当社の業績に影響を及ぼす可能性があります。

(7）特定の個人への依存について

　当社の創業者である代表取締役社長吉原直樹は、当社設立以来、経営方針及び事業戦略の決定を行い、事業推進の

中心としての役割を果たしております。当社としては、この事実を十分に認識し、同氏への依存からの脱却を図るべ

く、経営体制を整備し、人材育成に努め、経営リスクの軽減を図ることに努めてまいりました。しかしながら現状に

おいては、当社の事業は、同氏に対する依存が高いことを否定できず、従って、何らかの理由により、同氏が当社経

営から離れるような事態となった場合には、当社の業績に影響を及ぼす可能性があります。

(8）天候、季節変動による売上高への影響について

　冷夏、暖冬、長雨、台風等の天候不順は、当社の業績に影響を及ぼす可能性があります。

　また、美容に対する需要は、年末年始、入学・卒業式、長期休暇等がある３月、７月、12月に拡大する傾向があり

ます。当社の売上高は、これらの季節的な需要要因に加えて新規開設店舗の寄与もあり、年間売上高に占める下半期

の売上高の比率が高くなる傾向があります。

(9）地震等大規模災害の及ぼす影響について

　　当社グループの営業拠点は首都圏、関西圏に集中しており、地震等による大規模災害が発生し、甚大な被害を受け

た場合、当社の業績や財政状態に影響を及ぼす可能性があります。

(10）株式の希薄化

　当社は、業績貢献意欲を喚起する手段の1つとして、役員、従業員等に対して、新株予約権方式によるストックオプ

ションを付与しております。当該新株予約権は、商法第280条の20及び商法第280条の21に基づき、平成15年３月28日

開催の定時株主総会における特別決議及び平成16年１月30日開催の取締役会決議により発行されたものであります。

本本決算短信提出時における発行済み株式数に、当該新株予約権が全て行使された場合に発行される株式数を加えた

株式数に対する、当該新株予約権が全て行使された場合に発行される株式数の割合は、2.4％であり、株式価値の希薄

化が、生じる可能性があります。
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５．連結財務諸表等
(1）連結貸借対照表

  
当連結会計年度

（平成18年12月31日）

区分
注記
番号

金額（千円）
構成比
（％）

（資産の部）     

Ⅰ　流動資産     

１．現金及び預金   1,764,703  

２．売掛金   363,968  

３．たな卸資産   52,288  

４．繰延税金資産   25,427  

５．その他   297,667  

流動資産合計   2,504,054 37.8

Ⅱ　固定資産     

１．有形固定資産     

(1）建物 ※１ 3,524,142   

減価償却累計額  1,379,081 2,145,061  

(2）車両運搬具  6,559   

減価償却累計額  1,906 4,652  

(3）器具備品  338,461   

減価償却累計額  236,831 101,630  

(4）土地 ※１  134,321  

有形固定資産合計   2,385,665 36.0

２．無形固定資産     

(1）のれん   471,052  

(2）その他   27,441  

無形固定資産合計   498,494 7.5

３．投資その他の資産     

(1）投資有価証券   18,272  

(2）長期貸付金   32,953  

(3）敷金保証金 ※１  1,044,509  

(4）繰延税金資産   31,428  

(5）その他   106,798  

投資その他の資産合計   1,233,961 18.7

固定資産合計   4,118,121 62.2

資産合計   6,622,175 100.0
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当連結会計年度

（平成18年12月31日）

区分
注記
番号

金額（千円）
構成比
（％）

（負債の部）     

Ⅰ　流動負債     

１．買掛金   129,781  

２．一年以内返済予定
　　長期借入金

※１  807,116  

３．一年以内償還予定社債   60,000  

４．未払金   820,688  

５．未払法人税等   106,313  

６．その他   128,969  

流動負債合計   2,052,868 31.0

Ⅱ　固定負債     

１．社債   30,000  

２．長期借入金 ※１,３  2,656,152  

３．退職給付引当金   3,990  

４．その他   29,978  

固定負債合計   2,720,120 41.1

負債合計   4,772,989 72.1

     

（純資産の部）     

Ⅰ　株主資本     

１．資本金 ※２  324,360 4.9

２．資本剰余金   860,291 13.0

３．利益剰余金   664,431 10.0

株主資本合計   1,849,083 27.9

Ⅱ　評価・換算差額等     

１．その他有価証券評価
　　差額金

  102  

評価・換算差額等合計   102 0.0

純資産合計   1,849,185 27.9

負債純資産合計   6,622,175 100.0
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(2）連結損益計算書

  
当連結会計年度

（自　平成18年１月１日
至　平成18年12月31日）

区分
注記
番号

金額（千円）
百分比
（％）

Ⅰ　売上高   5,525,611 100.0

Ⅱ　売上原価   4,275,833 77.4

売上総利益   1,249,778 22.6

Ⅲ　販売費及び一般管理費 ※１  815,092 14.7

営業利益   434,686 7.9

Ⅳ　営業外収益     

１．受取利息  763   

２．受取配当金  64   

３．受取保険金  868   

４．受取事務手数料  1,648   

５．受取家賃  1,951   

６．器具リベート収入  3,848   

７．その他  6,845 15,991 0.3

Ⅴ　営業外費用     

１．支払利息  41,468   

２．社債利息  978   

３．その他  5,708 48,155 0.9

経常利益   402,521 7.3

Ⅵ　特別利益     

１．前期損益修正益  75   

２．固定資産売却益 ※２ 437   

３．過年度償却債権取立益  2,200 2,712 0.0

Ⅶ　特別損失     

１．前期損益修正損  550   

２．固定資産除却損 ※３ 47,764   

３．支払手数料  7,000   

４．投資有価証券評価損  5,000   

５．その他  5,815 66,129 1.2

税金等調整前当期純利益   339,104 6.1

法人税、住民税及び事業
税

 149,765   

法人税等調整額  △12,351 137,414 2.5

当期純利益   201,690 3.6
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(3）連結株主資本等変動計算書

当連結会計年度（自　平成18年１月１日　至　平成18年12月31日）

株主資本 評価・換算差額等

純資産合計
資本金 資本剰余金 利益剰余金 株主資本合計

その他有価
証券評価差
額金

評価・換算
差額等合計

平成17年12月31日　残高
（千円） 273,600 343,448 500,841 1,117,889   1,117,889

連結会計年度中の変動額

新株の発行（千円） 760 760  1,520   1,520

株式交換による増加
（千円） 50,000 516,083  566,083   566,083

当期純利益（千円）   201,690 201,690   201,690

剰余金の配当（千円）   △38,100 △38,100   △38,100

その他有価証券評価差額
金の増減（千円）     102 102 102

連結会計年度中の変動額
合計（千円） 50,760 516,843 163,590 731,194 102 102 731,296

平成18年12月31日　残高
（千円） 324,360 860,291 664,431 1,849,083 102 102 1,849,185
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(4）連結キャッシュ・フロー計算書

  
当連結会計年度

（自　平成18年１月１日
至　平成18年12月31日）

区分
注記
番号

金額（千円）

Ⅰ　営業活動によるキャッシュ・フロー  

税金等調整前当期純利益  339,104

減価償却費  413,661

保証金償却額  13,018

のれん償却額  24,792

退職給付引当金の増加額  3,990

受取利息及び受取配当金  △828

支払利息  42,447

為替差益  △555

有形固定資産売却益  △437

有形固定資産除却損  47,764

投資有価証券評価損  5,000

売上債権の増加額  △19,088

加盟店売掛金の増加額  △103,690

たな卸資産の減少額  5,142

その他流動資産の増加額  △94,730

仕入債務の増加額  14,978

加盟店未払金の増加額  84,523

未払消費税等の増加額  36,873

その他流動負債の減少額  △203,860

その他の増減  △7,412

小計  600,692

利息及び配当金の受取額  812

利息の支払額  △25,612

法人税等の支払額  △92,453

営業活動によるキャッシュ・フロー  483,439
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当連結会計年度

（自　平成18年１月１日
至　平成18年12月31日）

区分
注記
番号

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  △12,005

有形固定資産の取得による支出  △813,799

有形固定資産の売却による収入  1,142

無形固定資産の取得による支出  △13,270

投資有価証券の取得による支出  △3,140

貸付けによる支出  △29,919

貸付金の回収による収入  9,529

保険積立金の積立による支出  △5,374

敷金・保証金の差入による支出  △183,407

敷金・保証金の返還による収入  8,870

長期前払費用の増減額  43,860

株式交換による子会社資金の
受入額

※２ 92,053

その他投資活動によるキャッシュ・
フロー

 △36

投資活動によるキャッシュ・フロー  △905,498

   

Ⅲ　財務活動によるキャッシュ・フロー   

短期借入金の返済による支出  △1,802

長期借入れによる収入  2,450,000

長期借入金の返済による支出  △886,094

割賦債務の返済による支出  △136,202

株式の発行による収入  1,520

社債の償還による支出  △60,000

配当金の支払額  △38,100

財務活動によるキャッシュ・フロー  1,329,320

Ⅳ　現金及び現金同等物に係る換算差額  17

Ⅴ　現金及び現金同等物の増加額  907,279

Ⅵ　現金及び現金同等物期首残高  812,404

Ⅶ　現金及び現金同等物期末残高 ※１ 1,719,683
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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
当連結会計年度

（自　平成18年１月１日
至　平成18年12月31日）

１．連結の範囲に関する事項 （1）連結子会社の数　２社

 　　主要な連結子会社の名称

 　　株式会社アッシュ

 　　　当連結会計年度に新設分割したため、連結範囲

に含めております。

 　　株式会社ニューヨーク・ニューヨーク

 　　　平成18年７月１日の株式交換により子会社と

なったため、連結範囲に含めております。

（2）主要な非連結子会社の名称等

　　 該当事項はありません。

２．持分法の適用に関する事項 　 該当する事項はありません。

 

３．連結子会社の事業年度等に

関する事項

  全ての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。

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

　　その他有価証券

　　　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

　　　　移動平均法に基づく原価法

 ②　たな卸資産

　　材料及び商品

　　　月次総平均法に基づく原価法

(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

　　　定率法を採用しております。

　　　但し平成10年４月１日以降取得した建物（建物

付属設備を除く）については、定額法によってお

ります。

　なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。

　　　　建物　　　　６年～40年

　　　　器具備品　　３年～10年

 ②　無形固定資産

　　　定額法を採用しております。

　　　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。
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項目
当連結会計年度

（自　平成18年１月１日
至　平成18年12月31日）

(3）重要な引当金の計上基準 退職給付引当金 

　従業員の退職給付に備えるため、当連結会計年度末

における退職給付債務の見込額に基づき計上しており

ます。なお、退職給付債務の見込額は、簡便法（退職

給付に係る期末自己都合要支給額を退職給付債務とす

る方法）により計算しております。

(4）重要な外貨建の資産又は

負債の本邦通貨への換算

の基準

　外貨建金銭債権債務は、期末日の直物為替相場によ

り円貨に換算し、換算差額は損益として処理しており

ます。

(5）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。

(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 

　消費税等の会計処理は、税抜方式によっております。

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は、全面時価

評価法によっております。　

６．のれんの償却に関する事項   のれんの償却については、その効果が発現すると見

積られる期間で償却しております。　

７．利益処分項目等の取扱いに

関する事項

  連結会社の利益処分について、連結会計年度中に確

定した利益処分に基づいて作成しております。　

８．連結キャッシュ・フロー計

算書における資金の範囲

　連結キャッシュ・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。

－ 14 －



注記事項

（連結貸借対照表関係）

当連結会計年度
（平成18年12月31日）

※１．担保資産

 担保に供している資産は次のとおりであります。

 建物 259,377千円 

 土地 134,071千円 

 敷金保証金 39,030千円 

  計 432,479千円 

　担保付債務は次の通りであります。

長期借入金(一年以内返済分含む) 1,284,380千円

　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）が設定されています。

※２．当社の発行済株式数は、普通株式28,220株であります。

 

※３． 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連結会計年度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 

 

（連結損益計算書関係）

当連結会計年度
（自　平成18年１月１日
至　平成18年12月31日）

※１．販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額は次のとお

りであります。

 役員報酬 186,061千円 

 給与 146,731千円 

 退職給付引当金繰入額 3,990千円 

※２．固定資産売却益は、車両運搬具437千円であります。

※３．固定資産除却損は、建物39,724千円、器具備品8,039千円であ

ります。

－ 15 －



（連結株主資本等変動計算書関係）

当連結会計年度（自　平成18年１月１日　至　平成18年12月31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）

当連結会計年度増加
株式数（株）

当連結会計年度減少
株式数（株）

当連結会計年度末株
式数（株）

発行済株式

普通株式 25,400 2,820 ― 28,220

合計 25,400 2,820 ― 28,220

 （注）発行済株式数の増加は株式交換によるもの2,740株、ストックオプションの行使によるもの80株であります。

 

２．新株予約権及び自己新株予約権に関する事項

区分 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） 
当連結会計
年度末残高
（千円）

前事業年度
末

当連結会計
年度増加

当連結会計
年度減少

当連結会計
年度末

提出会社 平成16年新株予約権 普通株式 760 ― 80 680 ―

合計 － 760 ― 80 680 ―

 （注）新株予約権の目的と株式の数の減少はストックオプションの行使によるものであります。

 

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）基準日が当期に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌期となるもの

決議 株式の種類
配当金の総額
（千円）

配当の原資
１株当たり配
当額（円）

基準日 効力発生日

平成19年３月29日

定時株主総会
普通株式 50,796  利益剰余金 1,800 平成18年12月31日 平成19年３月30日
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（連結キャッシュ・フロー計算書関係）

当連結会計年度
（自　平成18年１月１日
至　平成18年12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

（平成18年12月31日現在）

（千円）

現金及び預金勘定 1,764,703

預入期間が３ヶ月を超える定期預金 △45,019

現金及び現金同等物 1,719,683

※２. 株式交換により新たに連結子会社となった会社の資産及び負

債の主な内訳

　　株式交換により新たに株式会社ニューヨーク・ニューヨークを

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同社

株式の取得価格と同社取得のための支出（純額）との関係は次の

とおりであります。

（千円）

流動資産 227,976

固定資産 611,158

のれん 495,845

流動負債 △335,238

固定負債 △408,578

株式の取得価格 591,163

過年度における株式の取得価格 △15,000

差引）当連結会計年度の取得価格 576,163

株式交換 △566,084

新規連結子会社の現金及び現金同等物 △102,133

差額）株式交換による子会社資金の受入額 92,053
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①　リース取引

当連結会計年度
（自　平成18年１月１日
至　平成18年12月31日）

１．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期末残高相当額

 
取得価額相当
額

（千円）

減価償却累計
額相当額

（千円）

期末残高相当
額

（千円）

器具備品 624,515 264,607 359,907

ソフトウェア 40,551 19,014 21,537

合計 665,066 283,621 381,444

(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 124,154千円

１年超 265,552千円

合計 389,706千円

(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

支払リース料 128,224千円

減価償却費相当額 116,551千円

支払利息相当額 12,282千円

(4）減価償却費相当額の算定方法

　リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっ

ております。

(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。

（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

当連結会計年度（平成18年12月31日）

１．売買目的有価証券

　開示対象となる有価証券はありません。

２．満期保有目的の債券で時価のあるもの

　開示対象となる有価証券はありません。

３．その他有価証券で時価のあるもの

 種類

当連結会計年度（平成18年12月31日）

取得原価
（千円）

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 3,087 3,684 597

(2）債券 － － －

①　国債・地方債等 － － －

②　社債 － － －

③　その他 － － －

(3）その他 － － －

小計 3,087 3,684 597

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 40 38 △2

(2）債券 － － －

①　国債・地方債等 － － －

②　社債 － － －

③　その他 － － －

(3）その他 － － －

小計 40 38 △2

合計 3,128 3,722 593

４．前連結会計年度及び当連結会計年度中に売却したその他有価証券

　開示対象となる有価証券はありません。

５．時価評価されていない主な有価証券の内容

種類
当連結会計年度（平成18年12月31日）

連結貸借対照表計上額（千円）

その他有価証券  

　　非上場株式 4,500

　　投資事業有限責任組合出資金 10,000

　　その他出資金 50

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

　開示対象となる有価証券はありません。

（注）当連結会計年度において、有価証券について5,000千円（その他有価証券で時価のない株式5,000千円）

減損処理を行っております。なお、減損処理にあたっては、期末における時価が取得原価に比べ50％以上

下落した場合には原則として全て減損処理を行い、30～50％程度下落した場合には、回復可能性等を考慮

して必要と認められた額について減損処理を行っております。

－ 19 －



③　デリバティブ取引

当連結会計年度（自平成18年１月１日　至平成18年12月31日）

当社及び連結子会社は、デリバティブ取引を全く利用していないため、該当事項はありません。

 

④　退職給付

当連結会計年度（自平成18年１月１日　至平成18年12月31日）

１．採用している退職給付制度の概要

当社及び一部の連結子会社は、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．退職給付債務に関する事項

 
当連結会計年度

（平成18年12月31日）

 （1）退職給付債務（千円） △3,990

 （2）退職給付引当金（千円） △3,990

 （注）退職給付債務の算定にあたり、簡便法を採用しております。

 

３．退職給付費用に関する事項

 
当連結会計年度

（自　平成18年１月１日
至　平成18年12月31日）

　勤務費用（千円） 3,990

退職給付費用（千円） 3,990

 （注）退職給付費用の算定にあたり、簡便法を採用しております。

 

４．退職給付債務等の計算の基礎に関する事項

　　簡便法を使用しておりますので、基礎率等については記載しておりません。
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⑤　ストック・オプション等

当連結会計年度（自　平成18年１月１日　至　平成18年12月31日）

１．ストック・オプションの内容、規模及びその変動状況

(1）ストック・オプションの内容

平成15年
ストック・オプション

付与対象者の区分及び数

①　当社取締役          　　５名

②　当社監査役          　　２名

③　当社従業員          　　10名

④　取引先　　　　　　　　　２名

ストック・オプション数 　　普通株式　　　2,360株

付与日 　平成16年１月30日

権利確定条件 　権利確定条件は付されておりません。

対象勤務期間   対象勤務期間の定めはありません。

権利行使期間   平成17年３月29日～平成25年３月28日

 　　　　（注）ストック・オプション数は株式数に換算して記載しております。

　なお、上記に掲載されたストック・オプション数は、平成16年３月１日付株式分割（株式１株につき５

株）、平成17年２月18日付株式分割（株式１株につき２株）による分割後の株式数に換算して記載しており

ます。

(2）ストック・オプションの規模及びその変動状況

　当連結会計年度において存在したストック・オプションを対象とし、ストック・オプションの数について

は、株式数に換算して記載しております。

①　ストック・オプションの数

平成15年
ストック・オプション

権利確定前　　　　　　（株）  

期首 ―

付与 ―

失効 ―

権利確定 ―

未確定残 ―

権利確定後　　　　　　（株）  

期首 760

権利確定 ―

権利行使 80

失効 ―

未行使残 680
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②　単価情報

平成15年
ストック・オプション

権利行使価格　　　　　　（円） 19,000

行使時平均株価　　　　　（円） 146,580

公正な評価単価（付与日）（円） ―

（注）　上記に掲載された権利行使価格は、平成16年３月１日付株式分割（株式１株につき５株）、平成17年２

月18日付株式分割（株式１株につき２株）による権利価格の調整を行っております。

 

⑥　税効果会計

当連結会計年度
（自　平成18年１月１日
至　平成18年12月31日）

1・　繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

繰延税金資産（流動） （千円）

未払事業税及び未払事業所税 10,250

貸倒引当金繰入限度超過額 7,961

繰越欠損金 7,505

その他 △290

 　　　　　計 25,427

  

繰延税金資産（固定）  

　繰延資産超過額 18,545

　法定福利費否認額 5,050

　減価償却費超過額 4,461

　有価証券評価損否認額 2,000

　退職給付引当金繰入額否認 1,620

 　　　　　計 31,677

  

繰延税金負債（固定）  

　投資有価証券評価差額 △249

 　　　　　計 △249

  

繰延税金資産の純額 56,855

２・ 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の

原因となった主な項目別の内訳

　 　法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差

異が法定実効税率の100分の５以下であるため注記を省略しており

ます。
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⑦　セグメント情報

ａ．事業の種類別セグメント情報

当連結会計年度（自　平成18年１月１日　至　平成18年12月31日）

 
直営事業
（千円）

ＦＣ事業
（千円）

不動産賃貸
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高 2,932,500 2,001,856 591,254 5,525,611 － 5,525,611

(2）セグメント間の内部売上高

又は振替高
－ － 404,951 404,951 △404,951 －

計 2,932,500 2,001,856 996,205 5,930,562 △404,951 5,525,611

営業費用 2,845,642 1,540,862 894,608 5,281,114 △190,188 5,090,925

営業利益 86,857 460,994 101,596 649,448 △214,762 434,686

Ⅱ　資産、減価償却費及び資本的

支出
      

資産 1,513,118 1,012,145 4,009,874 6,535,138 87,037 6,622,175

減価償却費 12,971 389 358,234 371,595 42,066 413,661

資本的支出 56,222 － 763,611 819,833 5,070 824,903

　（注）１．事業区分の方法

　　　　　　事業区分は、内部管理上採用している区分によっております。

２．各事業に属する主要な事業の内容

 　（1）直営事業・・・・・・直営店舗の運営

 　（2）ＦＣ事業・・・・・・ＦＣへの経営指導、販売促進支援、教育研修の提供、材料・商品の販売等

 　（3）不動産賃貸事業・・・不動産賃貸等

３．営業費用のうち消去又は全社の項目に含めた配賦不能営業費用の金額は214,762千円であり、その主なものは

当社の総務・経理部門等の管理部門に係る費用であります。

４．資産のうち、消去又は全社の項目に含めた全社資産の金額は87,037千円であり、その主なものは、当社での

管理部門に係る資産であります。

 

ｂ．所在地別セグメント情報

該当事項はありません。

 

ｃ．海外売上高

該当事項はありません。

 

⑧　関連当事者との取引

当連結会計年度（自　平成18年１月１日　至　平成18年12月31日）

　 該当事項はありません。
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（１株当たり情報）

当連結会計年度
（自　平成18年１月１日
至　平成18年12月31日）

１株当たり純資産額 65,527円50銭

１株当たり当期純利益金額 7,513円63銭

潜在株式調整後１株当たり当期純利

益金額
7,343円74銭

　（注）　１株当たり当期純利益金額及び潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりで

あります。

 
当連結会計年度

(自　平成18年１月１日
至　平成18年12月31日)

１株当たり当期純利益金額  

当期純利益（千円） 201,690

普通株主に帰属しない金額（千円） －

普通株式に係る当期純利益（千円） 201,690

期中平均株式数（株） 26,843

  

潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額  

当期純利益調整額（千円） －

普通株式増加数（株） 621

　（うちストックオプションに係る潜在株式） (621)

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後１

株当たり当期純利益の算定に含めなかった潜在

株式の概要

――――
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（重要な後発事象）

当連結会計年度（自平成18年１月１日　至平成18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

株式会社スタイルデザイナーの株式取得（子会社化）について

　平成18年11月10日開催の取締役会において、株式会社スタイルデザイナー（以下、ＳＤ社という。）の株式

取得による持株会社の完全子会社とする株式譲渡契約書を承認し、同日当社とＳＤ社との間で株式譲渡契約書

を締結しております。

１．株式取得の理由

　当社は、美容事業者の持株会社として、東京都・神奈川県を中心に出店する株式会社アッシュ及び京都府・

大阪府を中心に出店する株式会社ニューヨーク・ニューヨークの２社により、独自に開発した暖簾分けシス

テムで美容室をチェーン展開いたしておりますが、このたび、外部からのチェーン加盟募集により美容室を

全国にチェーン展開するＳＤ社の子会社化により、対象顧客層の拡大、広域店舗展開等事業領域の拡大を実

現します。

  また、ＳＤ社はフランチャイズ店を含めて142店舗を展開、その傘下に約1,300名の美容師を擁しており、

美容業におけるサービス提供の根幹である多数の人材を獲得することにもなります。

  この人材獲得は、当社の今後の事業展開に大きな可能性をもたらすものです。

２．異動する子会社の概要（平成18年12月31日現在）

商号　　　　　　　　株式会社スタイルデザイナー

代表者　　　　　　　代表取締役社長　豊嶋　豊雄

本社所在地　　　　　東京都江東区富岡二丁目11番18号

設立年月日　　　　　昭和61年４月23日

主な事業内容　　　　美容室フランチャイズチェーンの運営

事業年度の末日　　　12月31日

従業員数　　　　　　39人

主な事業所　　　　　東京都他に美容室142店舗をチェーン展開（内、直営４店舗、ＦＣ138店舗）

資本の額　　　　　　10百万円

発行済株式総数　　　12,000株

３．株式の取得先

商号　　　　　　　　株式会社サークルＫサンクス（東証第一部：3337）

代表者　　　　　　　代表取締役社長　土方　清

本社所在地　　　　　東京都中央区晴海二丁目５番24号

主な事業内容　　　　コンビニエンスストアのチェーン経営

当社との関係　　　　人的、資本的、取引関係その他特筆すべき利害関係はありません

４．取得株式数及び取得前後の所有株式の状況

異動前の所有株式数　 ― 株（所有割合 ― ％）

取得株式数　　　　　8,000株

取得価額　　　　　　150百万円

取得資金の調達方法　自己資金及び借入金

異動後の所有株式数　8,000株（所有割合 66.7％）

その他特筆事項

  このたびの株式取得の後、平成21年１月５日をもって、ＳＤ社の発行済株式の残り4,000株を取得し、ＳＤ

社を当社の完全子会社とする予定であります。

  取得の対価は、現金での支払、あるいはそれに代えて、会社法等の諸法規に照らし適正かつ妥当な方法を

選択し、取引時点における相当の当社の株式の取得先への割当てによることができるものとしております。

５．日程

平成18年11月10日　当社株式譲渡契約承認取締役会および株式譲渡契約書の締結

平成19年１月４日　ＳＤ社株式取得（8,000株、所有割合 66.7％）

平成21年１月５日　ＳＤ社株式取得（4,000株、所有割合100.0％）（予定）

  ただし、今後手続きを進めるなかで、止むを得ない状況が生じた場合は、日程を変更することがあります。
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株式分割について

　平成18年11月10日開催の当社取締役会の決議に基づき、次のように株式分割による新株式を発行しておりま

す。

１．平成19年１月１日付をもって普通株式1株につき2株に分割します。

(1）分割により増加する株式数

普通株式　　　　　28,220株

(2）分割方法

　平成18年12月31日最終の株主名簿に記載された株主の所有株式数を、1株につき2株の割合をもって分割

します。

２．配当起算日

平成19年１月１日

　当該株式分割が当期首に行われたと仮定した場合の当期における１株当たり情報は、それぞれ以下のと

おりとなります。

当連結会計年度
（自　平成18年１月１日
至　平成18年12月31日）

１株当たり純資産額 32,763円75銭

１株当たり当期純利益金額 3,756円81銭

潜在株式調整後1株当たり

当期純利益金額
3,671円87銭
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株式会社ハイパーの株式取得（子会社化）について

　平成19年２月23日開催の取締役会において、当社100％子会社である株式会社アッシュ（以下、アッシュとい

う。）による株式会社ハイパー（以下、ハイパーという。）の株式取得による完全子会社とする株式譲渡契約

書を承認し、同日アッシュとハイパーとの間で株式譲渡契約書を締結しております。

１．株式取得の理由

　当社は、美容事業者の持株会社として、東京都・神奈川県を中心に出店する株式会社アッシュ及び京都府・

大阪府を中心に出店する株式会社ニューヨーク・ニューヨークの２社により、独自に開発した暖簾分けシス

テムで美容室をチェーン展開いたしておりますが、このたび、ハイパー代表取締役の奥島章は、アッシュの

組織変更に伴い、同社の平成19年３月28日開催予定の定時株主総会並びに同日開催予定の取締役会において、

同社代表取締役に就任予定であります。

  これに伴い、ハイパーを100％子会社化し、ＦＣ運営を図っていくものであります。

２．異動する子会社の概要（平成18年12月31日現在）

商号　　　　　　　　有限会社ハイパー

代表者　　　　　　　代表取締役　奥島　章

本社所在地　　　　　神奈川県横浜市港北区篠原台町３番25－204号

設立年月日　　　　　平成13年１月４日

主な事業内容　　　　美容室の運営

事業年度の末日　　　３月31日

従業員数　　　　　　78人

主な事業所　　　　　神奈川県、埼玉県に美容室６店舗を運営（アッシュのＦＣ６店舗）

資本の額　　　　　　３百万円

発行済株式総数　　　60株

  なお、平成19年２月16日に株式会社として、組織変更しております。

３．株式の取得先

氏名　　　　　　　　奥島　章

住所　　　　　　　　神奈川県横浜市港北区

当社との関係　　　　100％子会社アッシュのＦＣハイパー代表取締役

４．取得株式数及び取得前後の所有株式の状況

異動前の所有株式数　 ― 株（所有割合 ― ％）

取得株式数　　　　　60株

取得価額　　　　　　36百万円

異動後の所有株式数　60株（所有割合 100.0％）

５．日程

平成19年２月23日　当社株式譲渡契約承認取締役会および株式譲渡契約書の締結

平成19年３月１日　ハイパー株式取得（60株、所有割合100.0％）

  ただし、今後手続きを進めるなかで、止むを得ない状況が生じた場合は、日程を変更することがあります。
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６．仕入及び販売の状況
(1）仕入実績

　当連結会計年度の仕入実績を事業の部門別に示すと、次のとおりであります。

事業部門別
第19期

（自　平成18年１月１日
至　平成18年12月31日）

前年同期比（％）

直営事業（千円） 263,716 ―

ＦＣ事業（千円） 464,546 ―

不動産賃貸事業（千円） － ―

合計（千円） 728,262 ―

　（注）１．金額は実際仕入価格によっております。

２．上記の金額には、消費税等は含まれておりません。

(2）販売実績

　当連結会計年度の販売実績を事業の部門別に示すと、次のとおりであります。

事業部門別
第19期

（自　平成18年１月１日
至　平成18年12月31日）

前年同期比（％）

直営事業（千円） 2,932,500 ―

ＦＣ事業（千円） 2,001,856 ―

不動産賃貸事業（千円） 591,254 ―

合計（千円） 5,525,611 ―

　（注）１．金額は販売価格によっており、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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