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１．平成19年６月中間期の連結業績（平成19年１月１日～平成19年６月30日）

（注）当社は、平成18年12月期下半期より連結財務諸表を作成しているため、平成18年６月中間期の数値及び対前年中間

期増減率については記載しておりません。

(1）連結経営成績 （％表示は対前年中間期増減率）

売上高 営業利益 経常利益 中間（当期）純利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

19年６月中間期 3,749 － 199 － 184 － 39 －

18年６月中間期 － － － － － － － －

18年12月期 5,525  434  402  201  

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

円 銭 円 銭

19年６月中間期 704 70 690 00

18年６月中間期 － － － －

18年12月期 7,513 63 7,343 74

（参考）持分法投資損益 19年６月中間期 △2百万円 18年６月中間期 －百万円 18年12月期 －百万円

(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

19年６月中間期 8,030 1,889 22.9 33,481 07

18年６月中間期 － － － － －

18年12月期 6,622 1,849 27.9 65,527 50

（参考）自己資本 19年６月中間期 1,838百万円 18年６月中間期 －百万円 18年12月期 1,849百万円

(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

19年６月中間期 318 △415 △363 1,259

18年６月中間期 － － － －

18年12月期 483 △905 1,329 1,719

２．配当の状況

１株当たり配当金

（基準日） 中間期末 期末 年間

円 銭 円 銭 円 銭

18年12月期 － 1,800 00 1,800 00

19年12月期 － －

19年12月期（予想） － 900 00 900 00

３．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）              （％表示は対前期増減率）

売上高 営業利益 経常利益 当期純利益
１株当たり
当期純利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 円 銭

通期 7,900 43.0 500 15.0 480 19.2 220 9.1 3,897 94
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４．その他

(1）期中における重要な子会社の異動（連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動）　無

新規 ― 社  除外 ― 社  

（注）詳細は、５ページ「企業集団の状況」をご覧ください。

(2）中間連結財務諸表作成に係る会計処理の原則・手続、表示方法等の変更（中間連結財務諸表作成のための基本とな

る重要な事項に記載されるもの）

①　会計基準等の改正に伴う変更　有

②　①以外の変更　　　　　　　　無

（注）詳細は、17ページ「中間連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項」をご覧ください。

(3）発行済株式数（普通株式）

①　期末発行済株式数（自己株式を含む） 19年６月中間期 56,440株 18年６月中間期 －株 18年12月期 28,220株

②　期末自己株式数 19年６月中間期 －株 18年６月中間期 －株 18年12月期 －株

（注）１株当たり中間（当期）純利益（連結）の算定の基礎となる株式数については、33ページ「１株当たり情報」

をご覧ください。

（参考）個別業績の概要

１．平成19年６月中間期の個別業績（平成19年１月１日～平成19年６月30日）

(1）個別経営成績 （％表示は対前年中間期増減率）

売上高 営業利益 経常利益 中間（当期）純利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

19年６月中間期 1,021 △52.4 34 △80.1 110 △30.3 59 △12.2

18年６月中間期 2,148 21.5 174 41.8 158 104.5 67 117.8

18年12月期 3,144 － 230 － 202 － 77 －

１株当たり中間
（当期）純利益

円 銭

19年６月中間期 1,050 32

18年６月中間期 2,654 83

18年12月期 2,870 13

(2）個別財政状態

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

19年６月中間期 4,985 1,732 34.8 30,703 77

18年６月中間期 3,886 1,148 29.6 45,088 62

18年12月期 5,118 1,724 33.7 61,106 92

（参考）自己資本 19年６月中間期 1,732百万円 18年６月中間期 1,148百万円 18年12月期 1,724百万円

２．平成19年12月期の個別業績予想（平成19年１月１日～平成19年12月31日）              （％表示は対前期増減率）

売上高 営業利益 経常利益 当期純利益
１株当たり
当期純利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 円 銭

通期 2,050 △34.8 100 △56.5 150 △26.1 80 3.9 1,417 43

※　業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項

１．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。

２．平成19年12月期の連結業績予想及び個別業績予想につきましては、平成19年2月23日付「平成18年12月期 決算短信

（連結）」及び「平成18年12月期 個別財務諸表の概要」において当初公表し、平成19年8月14日公表の「平成19年

12月期 中間（連結・単独）業績予想との差異及び通期（連結・単独）業績予想の修正に関するお知らせ」におい

て修正しております。

３．平成18年12月31日現在の株主に対し平成19年１月１日付をもって、普通株式１株につき２株の割合で株式分割して

おります。なお、「３．平成19年12月期の連結業績予想」及び「（参考）個別業績の概要　２．平成19年12月期の

個別業績予想」の１株当たり当期純利益は、当該株式分割の影響を考慮しております。
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１．経営成績
(1）経営成績に関する分析

　平成19年12月期中間期におけるわが国の経済は、拡大が続く世界経済がもたらす外需に加えて、企業業績の回復に

よる内需拡大もあり、穏やかな拡大局面が続きました。その一方で、混乱が長期化する中東情勢、ＢＲＩＣｓ諸国等

の経済規模の拡大とそれに伴う不安定要因の増加、あるいは世界的な資産バブルの懸念等の外的不安定要因から、企

業業績の先行きの不透明感が払拭できない状況もあります。

　個人消費支出に関しては、好調な企業業績が個人所得に徐々に反映されてはいますが、個人消費支出を刺激し、そ

の本格的な拡大を促すまでには至っていません。一方で、所得格差を原因とする消費の二極化、選別消費が浸透して

おり、特に嗜好財・サービスでは生活様式・価値観の多様化を反映して、選別消費が顕著となっています。

　美容業界におきましては、カラーリングの明度の低下、あるいは選別消費の影響等から、来店周期は長期化したま

まで、客数の伸び悩みを補い業績向上を図るために、各美容室では引き続き客単価の引上げに取り組みました。昨年

の美容業界ではデジタルパーマが大きな話題となり、機器を導入できた美容室においては、客単価引上げのための有

力メニューとなりました。一時期のブームは沈静化した感がありますが、メニューの１つとして確実に定着してきて

おり、今後はデジタルパーマを含めたホット系パーマが、多様なデザイン提案のためのメニューとして厚みを増して

いくものと思われます。

　他の美容室、あるいはホームケアとの差別化を図り顧客の選別消費に応えていくためには、美容室ならではの仕上

がり感、上質感、デザイン力、ホスピタリティ等の提供が必要です。そのためには、美容師個々人の提案力及びそれ

を実現するための技術力の向上、あるいは人としての魅力を欠かすことができません。美容室には、これらのための

教育への継続的な取り組みが必要であり、今後競争力を維持し、勝ち残っていくための鍵となっています。

　このような状況におきまして、当社では平成19年１月に株式会社スタイルデザイナー（以下、ＳＤ）を子会社化し、

同年４月には、株式会社トニーアンドガイジャパンとの業務提携により高級ヘアーサロン分野への進出を決定し、ガ

ブルス・ジャパン株式会社（以下、ＧＪ）との業務提携により高級メンズサロン分野への進出を決定しました。また、

ＧＪの発行済株式の26.1％を取得し、持分法適用関連会社としました。同年５月には、株式会社トニーアンドガイ

ジャパンとの提携に基づき株式会社エッセンシュアルズジャパン（以下、ＥＪ）を設立し、銀座にエッセンシュアル

ズ第１号店を出店しました。また、高級メンズサロンの事業主体となる株式会社ＡＭＧを設立しました。今秋、有楽

町にＡＭＧブランドで第１号店出店を予定しています。　　　

　子会社の営業状況につきましては、独自に開発した暖簾分けシステムによりパートナーシップサロン（以下、ＰＦ

Ｃ店）をチェーン展開する株式会社アッシュ（以下、Ａｓｈ）及び株式会社ニューヨーク・ニューヨーク（以下、Ｎ

ＹＮＹ）においては、前期に引き続きカウンセリングを重視した接客を実施するとともに、付加価値を感じてもらう

ことのできる従来よりワンランク上の接客に努めました。これらにより顧客満足の向上及び客単価の引上げを図り、

特に既存店の活性化に取り組みました。既存店では、来店客数の減少はあったものの、客単価が上昇し、チェーン既

存店売上高で前年同期比100.4％となりました。

　外部加盟方式によりメンバーシップサロンをチェーン展開するＳＤにつきましては、ＦＣチェーン本部として収益

を確保するための構造強化に取り組み、そのためのＦＣ契約の内容変更を実施しました。これにより、今後は収益力

の強化を図っていきます。

　当中間期における出店等の状況は、Ａｓｈにおいて４店舗、ＮＹＮＹにおいて２店舗、ＳＤにおいて４店舗、ＥＪ

において１店舗を出店し、閉鎖店舗はＳＤにおいて２店舗でした。当中間期末におけるチェーン店舗数は、直営店43

店舗（内、15店舗は業務委託店）、ＦＣ店182店舗（内、61店舗はＰＦＣ店）の合計225店舗となりました。

　店舗数の事業会社ごとの内訳は、次のとおりです。

　　Ａｓｈ    78店舗（直営店19店舗（内、業務委託店９店舗）、ＦＣ店59店舗（全てＰＦＣ店））

　　ＮＹＮＹ  23店舗（直営店21店舗（内、業務委託店６店舗）、ＦＣ店２店舗（全てＰＦＣ店））

　　ＳＤ     123店舗（直営店２店舗、ＦＣ店121店舗）

　　ＥＪ      １店舗（直営店）

　この結果、当中間期における連結業績は、売上高3,749百万円、経常利益184百万円、中間純利益39百万円となりま

した。

　なお、当社は前事業年度の下半期から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）財政状態に関する分析

（資産、負債、純資産の状況）

　当中間連結会計期間末の資産は、主に建物及び敷金保証金の増加により、前連結会計年度末に比べ1,408百万円増

加し8,030百万円となりました。負債は、主に未払金及び長期未払金の増加により、前連結会計年度末に比べ1,368百

万円増加し6,141百万円となりました。純資産は、中間純利益を39百万円計上したことにより、前連結会計年度末に

比べ40百万円増加し1,889百万円となり、自己資本比率は22.9％となりました。
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（キャッシュ・フローの状況）

　当中間連結会計期間末における現金及び現金同等物（以下「資金」）は、前連結会計年度末に比べ459百万円減少し、

当中間連結会計期間末残高は1,259百万円となりました。主な要因は次のとおりです。

（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318百万円となりました。

　これは主として、税金等調整前中間純利益119百万円、減価償却費302百万円、加盟店売掛金の減少額176百万円によ

るものであります。

（投資活動によるキャッシュ・フロー）

　投資活動の結果使用した資金は415百万円となりました。

　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255百万円、投資有価証券の取得による支出184

百万円、保証金及び敷金の差入による支出79百万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）

　財務活動の結果使用した資金は363百万円となりました。

　これは主として、設備投資に伴う長期借入れによる収入300百万円はありましたが、長期借入金の返済による支出

410百万円、割賦債務の返済による支出207百万円、親会社による配当金の支払額51百万円が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。

平成18年12月期
期末

平成19年12月期
中間

自己資本比率（％） 27.9 22.9

時価ベースの自己資本比率（％） 80.0 48.9

債務償還年数（年） 7.6 12.6

インタレスト・カバレッジ・レシオ 18.9 11.5

自己資本比率：自己資本／総資産

時価ベースの自己資本比率：株式時価総額／総資産

債務償還年数：有利子負債／営業キャッシュ・フロー

インタレスト・カバレッジ・レシオ：営業キャッシュ・フロー／利払い

※各指標は、いずれも連結ベースの財務数値により計算しております。

　※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。

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）利益配分に関する基本方針及び当期の配当

  当社は、株主への利益還元を経営の重要課題と考えています。従いまして、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、安定かつ業績向上に見合った配当を継続していくことを基本方針として

います。

  当事業年度の配当につきましては、期末配当として前事業年度と同水準の１株当たり900円（平成19年１月１日付

１：２株式分割を実施しており、前事業年度の期末配当金額は1,800円）を予定しています。

  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、更なる利益成長を実現するために

必要となる経営資源獲得のための投資に充当し、企業価値の向上に努めていきます。

(4）事業等のリスク

  最近の有価証券報告書（平成19年３月30日提出）により開示を行った内容から重要な変更がないため開示を省略い

たします。

  当該有価証券報告書は、次のＵＲＬからご覧いただくことができます。

  　（当社ホームページ）　　　　

  　　　　ＵＲＬ　http://www.arte-hd.com

  　（ジャスダック証券取引所ホームページ（「ＪＤＳ」検索ページ））　　

  　　　　ＵＲＬ　http://jds.jasdaq.co.jp/tekiji/
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２．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（Ａｓｈ）、株式会社ニューヨーク・ニューヨー

ク（ＮＹＮＹ）、株式会社スタイルデザイナー（ＳＤ）及び株式会社エッセンシュアルズジャパン（ＥＪ）により美容

室のチェーン展開を行なっています。持分法適用関連会社としては、ライトエステサロン等を多店舗展開するガブルス・

ジャパン株式会社（ＧＪ）があります。当社においては、子会社の経営指導、企業グループの経営戦略の策定、店舗開

発、店舗設備の貸与等を行っています。

　Ａｓｈ及びＮＹＮＹにおいては、独立志向の強い美容師の特性を考慮し、当社が独自に開発した暖簾分けシステムに

より美容室（パートナーシップサロン＝ＰＦＣ店）をチェーン展開しています。Ａｓｈは首都圏を営業エリアとし、Ｎ

ＹＮＹは関西圏を営業エリアとしています。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、ＰＦＣ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す。両社はＰＦＣ店に

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い、その対価を得ています。また、全

ての直営店及びＰＦＣ店において、店舗運営は統一的なオペレーションにより実施されています。

　個店ベースでの継続的な成長を実現するためには、店長及び個々の美容師のモチベーションを持続させることが必要

不可欠です。当社では、店長をＰＦＣ店の経営者として独立させる等、キャリアプランを明確に示すことが、このため

の非常に有力な方策と考えており、今後とも両社においてこの暖簾分けを積極的に進めて行く方針です。独立により経

営者としての自覚が高まる一方で、元従業員であるために、一般的なＦＣチェーンに比して本部への求心力は非常に強

く、この点も両社の強みとなっています。

　ＳＤにおいては、ＦＣ加盟者の募集及びＦＣ向け店舗の開発を実施する外部加盟方式により、美容室（メンバーシッ

プサロン＝ＦＣ店）をチェーン展開しており、首都圏、首都圏外周部のショッピングセンターを中心に、14都府県に出

店しています。外部から加盟者を募るチェーン本部として、店舗開発、コンピュータシステムの提供等を中心とした役

務提供を実施しています。新規に独立開業を希望する美容師の申し込みも多く、Ａｓｈ、ＮＹＮＹとは違った形で、美

容師の独立開業を支援することができる業態でもあります。全店舗において統一的なオペレーションを実施するＡｓｈ

及びＮＹＮＹとは異なり、店舗の営業及び管理は各ＦＣの判断により実施されています。

　平成19年１月に株式会社サークルＫサンクスから発行済株式の66.7％を取得し、子会社としましたが、株式会社サー

クルＫサンクスは引き続き33.3％の発行済株式を所有しています（平成21年１月に当社の完全子会社とする予定）。

　ＳＤは株式会社サークルＫサンクスの持つ店舗開発力を引き継いでおり、これが事業展開上の強みとなっています。

当社との店舗開発関連情報の共有化により相乗効果も発揮しています。今後の出店は、首都圏外周部、中京圏を中心に

実施することを計画しています。

　ＥＪは、世界的な有力美容ブランドであるＴＯＮＩ＆ＧＵＹ（トニーアンドガイ）を日本国内において展開する株式

会社トニーアンドガイジャパンとの業務提携契約に基づき、平成19年５月に設立した子会社で、ＴＯＮＩ＆ＧＵＹが世

界展開する美容ブランドの１つであるエッセンシュアルズを出店しています。高級ヘアーサロンとして、今後チェーン

展開して行く予定です。

　ＧＪは、関西圏、首都圏を中心にライトエステサロンREV-OWN（リヴォーン）、リラクゼーションサロンQUASYS（クア

シス）等を34店舗直営展開しています。美容関連サービスの拡充を図ることを目的に、平成19年４月に業務提携を実施

し、同月に発行済株式の26.1％を取得、持分法適用関連会社としました。平成13年に中小企業経営革新支援法の認定事

業者となっており、ビジネスモデルのユニークさが評価され、大手有力百貨店へ出店するための強いコネクションを持っ

ています。この点は、当社の今後の事業展開における相乗効果が期待されるところでもあります。

　株式会社ＡＭＧは、ＧＪとの業務提携に基づき高級メンズサロンをチェーン展開することを目的に、平成19年５月に

設立した子会社です。今秋に有力百貨店内で第１号店を出店の予定です。

 

　当社の関係会社の概略及び事業系統図は、次のとおりであります。

　・ 株式会社アッシュ（Ａｓｈ）

　　　　連結子会社、出資比率：当社100.0％

　　　　美容室チェーン経営、チェーン店舗数78（株式会社ハイパーの6店舗を含む）

　・ 株式会社ハイパー（ハイパー）

　　　　連結子会社（孫会社）、出資比率：Ａｓｈ100.0％

　　　　美容室経営、店舗数６

　・ 株式会社ニューヨーク・ニューヨーク（ＮＹＮＹ）

　　　　連結子会社、出資比率：当社100.0％

　　　　美容室チェーン経営、チェーン店舗数23

　・ 株式会社スタイルデザイナー（ＳＤ）

　　　　連結子会社、出資比率：当社66.7％、株式会社サークルＫサンクス33.3％

　　　　美容室チェーン経営、チェーン店舗数123
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　・ 株式会社エッセンシュアルズジャパン（ＥＪ）

　　　　連結子会社、出資比率：当社51.0％、株式会社トニーアンドガイジャパン29.0％、個人１名20.0％

　　　　美容室経営、店舗数１

　・ ガブルス・ジャパン株式会社（ＧＪ）

　　　　持分法適用関連会社、出資比率：当社26.1％、個人23名51.0%、ＶＣ3社21.4%、事業法人3社1.5％

　　　　ライトエステサロン経営、店舗数34

　・ 株式会社ＡＭＧ（ＡＭＧ）

　　　　連結子会社、出資比率：当社100.0％

　　　　店舗未出店
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注）１.この図には、まだ事業活動を開始していない子会社も含んでおり、これにつきましては点線により表示しており

ます。
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 　 ２.ＰＦＣ及びＦＣにつきましては、株式会社ハイパーを除き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。

 　 ３.ＡＭＧにつきましては、平成19年８月１日付でガブルス・ジャパン株式会社へ発行済株式の50％を譲渡しており

ますが、引き続き当社の連結子会社としております。
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３．経営方針
(1）会社の経営の基本方針

　お客様に「美と健康と若々しさを提供する」との経営理念に基づき、ハイクオリティ・ハイセンスなサービスを値

頃感のある料金で提供し、地域のお客様にご支持いただけるサロンを展開することを経営の基本方針としています。

　このために、当社グループが特に力を入れていることが、従業員教育です。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、美容室経営者を育成すること及び人間性の向上を図ることを主たる目的と

して実施しています。

　今後も、こうした教育の実践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

します。

(2）目標とする経営指標

  当該項目につきましては、平成18年12月期決算短信（平成19年２月23日開示）により開示を行った内容から重要な

変更がないため開示を省略いたします。

  当該決算短信は、次のＵＲＬからご覧いただくことができます。

  　（当社ホームページ）　　　　

  　　　　ＵＲＬ　http://www.arte-hd.com

  　（ジャスダック証券取引所ホームページ（「ＪＤＳ」検索ページ））　　

  　　　　ＵＲＬ　http://jds.jasdaq.co.jp/tekiji/

(3）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す。今後とも継続的に業績拡大を図り、企業価値を高めていくためには、今後と

も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います。

　今後展開していく主要事業領域として、暖簾分け方式美容室チェーン、外部募集加盟方式美容室チェーン、高級ヘ

アーサロン、高級メンズサロン、ライトエステ・リラクゼーションサロンがあります。各事業領域において、着実な

利益成長を実現していくためには、持株会社として、的確・迅速かつ透明性の高い経営戦略及び経営資源配分の決定・

実施を継続していくことが重要であると認識しています。また、戦略立案、子会社統治のための人材育成も重要な課

題であると認識しています。

　個別の事業では、Ａｓｈのチェーン売上高を首都圏№１に、ＮＹＮＹ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います。

　また、ＳＤ、持分法適用関連会社であるＧＪ等でのサービス提供により、営業地域及び対象顧客の拡大を実現し、

収益基盤の拡充・強化を図ります。

(4）その他、会社の経営上重要な事項

　該当事項はありません。
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４．中間連結財務諸表
(1) 中間連結貸借対照表

  
当中間連結会計期間末
（平成19年６月30日）

前連結会計年度の
要約連結貸借対照表
（平成18年12月31日）

区分
注記
番号

金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

（資産の部）        

Ⅰ　流動資産        

１．現金及び預金   1,304,993   1,764,703  

２．売掛金   405,895   363,968  

３．たな卸資産   57,282   52,288  

４．繰延税金資産   21,391   25,427  

５．その他   629,109   297,667  

流動資産合計   2,418,672 30.1  2,504,054 37.8

Ⅱ　固定資産        

１．有形固定資産        

(1）建物 ※1 4,261,584   3,524,142   

　　減価償却累計額  1,760,254 2,501,330  1,379,081 2,145,061  

(2）車両運搬具  7,428   6,559   

　　減価償却累計額  3,410 4,017  1,906 4,652  

(3）器具備品  419,434   338,461   

　　減価償却累計額  265,188 154,246  236,831 101,630  

(4）土地 ※1  134,321   134,321  

(5) 建設仮勘定   35,010   －  

有形固定資産合計   2,828,926 35.2  2,385,665 36.0

２．無形固定資産        

(1）のれん   561,943   471,052  

(2）その他   39,883   27,441  

無形固定資産合計   601,826 7.5  498,494 7.5

３．投資その他の資産        

(1）投資有価証券   200,246   18,272  

(2）長期貸付金   129,305   32,953  

(3）敷金保証金 ※1  1,629,158   1,044,509  

(4）繰延税金資産   62,169   31,428  

(5）その他   208,480   106,798  

　　貸倒引当金   △48,084   －  

投資その他の資産合計   2,181,275 27.2  1,233,961 18.7

固定資産合計   5,612,029 69.9  4,118,121 62.2

資産合計   8,030,701 100.0  6,622,175 100.0
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当中間連結会計期間末
（平成19年６月30日）

前連結会計年度の
要約連結貸借対照表
（平成18年12月31日）

区分
注記
番号

金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

（負債の部）        

Ⅰ　流動負債        

１．買掛金   107,802   129,781  

２．一年以内返済予定
　　長期借入金

※1  842,620   807,116  

３．一年以内償還予定社債   60,000   60,000  

４．未払金   1,457,014   820,688  

５．未払法人税等   83,244   106,313  

６．その他   147,411   128,969  

流動負債合計   2,698,092 33.6  2,052,868 31.0

Ⅱ　固定負債        

１．社債   －   30,000  

２．長期借入金 ※1  2,548,546   2,656,152  

３．退職給付引当金   5,969   3,990  

４. 預り敷金・保証金   488,330   －  

５．その他   400,092   29,978  

固定負債合計   3,442,937 42.9  2,720,120 41.1

負債合計   6,141,029 76.5  4,772,989 72.1

        

（純資産の部）        

Ⅰ　株主資本        

１．資本金   324,360 4.0  324,360 4.9

２．資本剰余金   860,292 10.7  860,292 13.0

３．利益剰余金   653,409 8.2  664,431 10.0

株主資本合計   1,838,061 22.9  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

  201   102  

評価・換算差額等合計   201 0.0  102 0.0

Ⅲ　少数株主持分   51,409 0.6  － －

純資産合計   1,889,671 23.5  1,849,185 27.9

負債純資産合計   8,030,701 100.0  6,622,175 100.0
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(2) 中間連結損益計算書

  
当中間連結会計期間

（自　平成19年１月１日
至　平成19年６月30日）

前連結会計年度の
要約連結損益計算書

（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
（％）

金額（千円）
百分比
（％）

Ⅰ　売上高   3,749,370 100.0  5,525,611 100.0

Ⅱ　売上原価   2,858,838 76.2  4,275,833 77.4

売上総利益   890,532 23.8  1,249,778 22.6

Ⅲ　販売費及び一般管理費 ※1  690,713 18.5  815,092 14.7

営業利益   199,818 5.3  434,686 7.9

Ⅳ　営業外収益        

１．受取利息  3,050   763   

２．受取配当金  63   64   

３．受取保険金  3,230   868   

４. 受取手数料  11,222   3,848   

５．その他  7,711 25,277 0.7 10,446 15,991 0.3

Ⅴ　営業外費用        

１．支払利息  34,872   41,468   

２．社債利息  323   978   

３. 持分法による投資損失  2,666   －   

４．その他  2,773 40,637 1.1 5,708 48,155 0.9

経常利益   184,458 4.9  402,521 7.3

Ⅵ　特別利益        

１．前期損益修正益 ※４ 13,543   75   

２．固定資産売却益 ※２ 3,417   437   

３. 貸倒引当金戻入益  33,652   －   

４．その他  6,650 57,263 1.5 2,200 2,712 0.0

Ⅶ　特別損失        

１．前期損益修正損  81   550   

２．固定資産除却損 ※３ 43,089   47,764   

３. 減損損失 ※５ 33,463   －   

４. フランチャイズ契約解約
損

 16,380   －   

５．その他  29,459 122,474 3.2 17,815 66,129 1.2

税金等調整前中間（当
期）純利益

  119,247 3.2  339,104 6.1

法人税、住民税及び事業
税

 80,487   149,765   

法人税等調整額  △14,422 66,065 1.7 △12,351 137,414 2.5

少数株主利益   13,408 0.4  － －

中間（当期）純利益   39,773 1.1  201,690 3.6
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(3) 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19年１月１日　至　平成19年６月30日）

株主資本

資本金 資本剰余金 利益剰余金 株主資本合計

平成18年12月31日残高　（千円） 324,360 860,292 664,431 1,849,083

中間連結会計期間中の変動額

中間純利益   39,773 39,773

剰余金の配当   △50,796 △50,796

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）   △11,022 △11,022

平成19年６月30日残高　（千円） 324,360 860,292 653,409 1,838,061

評価・換算差額等

少数株主持分 純資産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18年12月31日残高　（千円） 102 102 － 1,849,185

中間連結会計期間中の変動額

中間純利益    39,773

剰余金の配当    △50,796

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）
99 99 51,409 51,508

中間連結会計期間中の変動額合計（千円） 99 99 51,409 40,485

平成19年６月30日残高　（千円） 201 201 51,409 1,889,671
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前連結会計年度の連結株主資本等変動計算書（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 760 760  1,520   1,520

株式交換による増加 50,000 516,084  566,084   566,084

当期純利益   201,690 201,690   201,690

剰余金の配当   △38,100 △38,100   △38,100

その他有価証券評価差額

金の増減
    102 102 102

連結会計年度中の変動額

合計（千円）
50,760 516,844 163,590 731,194 102 102 731,296

平成18年12月31日　残高

（千円）
324,360 860,292 664,431 1,849,083 102 102 1,849,185
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(4) 中間連結キャッシュ・フロー計算書

  

当中間連結会計期間

（自　平成19年１月１日

至　平成19年６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） 金額（千円）

Ⅰ　営業活動によるキャッシュ・フ

ロー
   

税金等調整前中間（当期）純利

益
 119,247 339,104

減価償却費  302,823 413,661

減損損失  33,463 －

保証金償却額  11,962 13,018

のれん償却額  31,151 24,792

加盟金償却額  5,521 －

退職給付引当金の増加額  1,979 3,990

貸倒引当金の減少額  △35,102 －

受取利息及び受取配当金  △3,113 △828

支払利息  35,196 42,447

為替差益  △2,107 △555

持分法による投資損益  2,666 －

有形固定資産売却益  △3,417 △437

有形固定資産除却損  43,089 47,764

投資有価証券評価損  646 5,000

売上債権の増減額（△増加額）  7,896 △19,088

加盟店売掛金の増減額（△増加

額）
 176,742 △103,690

たな卸資産の増減額（△増加額）  △1,009 5,142

仕入債務の増減額（△減少額）  △42,199 14,978

加盟店未払金の増減額（△減少

額）
 △292,081 84,523

未払金の増加額  288,927 －

未払消費税等の増減額（△減少

額）
 △9,008 36,873

その他資産の増加額  △211,304 △94,730

その他負債の増減額（△減少額）  6,380 △203,860

その他の増減  － △7,412

小計  468,352 600,692

利息及び配当金の受取額  2,615 812

利息の支払額  △27,614 △25,612

法人税等の支払額  △124,403 △92,453

営業活動によるキャッシュ・フロー  318,949 483,439
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当中間連結会計期間

（自　平成19年１月１日

至　平成19年６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） 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  △22 △12,005

有形固定資産の取得による支出  △255,057 △813,799

有形固定資産の売却による収入  68,810 1,142

無形固定資産の取得による支出  △13,985 △13,270

投資有価証券の取得による支出  △184,024 △3,140

貸付けによる支出  △89,033 △29,919

貸付金の回収による収入  19,226 9,529

保険積立金の積立による支出  △3,056 △5,374

敷金・保証金の差入による支出  △79,456 △183,407

敷金・保証金の返還による収入  30,170 8,870

加盟金等取得による支出  △2,444 －

預り保証金受入による収入  15,000 －

預り保証金返還による支出  △8,770 －

長期前払費用の増減額  720 43,860

株式交換による子会社資金の受

入額
 － 92,053

連結範囲の変更を伴う子会社株

式の取得による収入
 89,492 －

その他  △2,914 △36

投資活動によるキャッシュ・フロー  △415,345 △905,498
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当中間連結会計期間

（自　平成19年１月１日

至　平成19年６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） 金額（千円）

Ⅲ　財務活動によるキャッシュ・フ

ロー
   

短期借入による収入  3,247 －

短期借入金の返済による支出  △2,385 △1,802

長期借入れによる収入  300,000 2,450,000

長期借入金の返済による支出  △410,426 △886,094

割賦債務の返済による支出  △207,900 △136,202

株式の発行による収入  － 1,520

社債の償還による支出  △30,000 △60,000

配当金の支払額  △51,204 △38,100

その他  35,343 －

財務活動によるキャッシュ・フロー  △363,326 1,329,320

Ⅳ　現金及び現金同等物に係る換算差

額
 △10 17

Ⅴ　現金及び現金同等物の増減額（△

減少額）
 △459,732 907,279

Ⅵ　現金及び現金同等物の期首残高  1,719,683 812,404

Ⅶ　現金及び現金同等物の中間期末

（期末）残高
※1 1,259,951 1,719,683
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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

当中間連結会計期間 

（自　平成19年１月１日 

至　平成19年６月30日） 

前連結会計年度

（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　７社

 　　主要な連結子会社の名称

 　　株式会社アッシュ

 　　株式会社ニューヨーク・ニューヨーク

 　　株式会社スタイルデザイナー

 　　　当中間連結会計期間に株式取得により子会

社となったため、連結範囲に含めております。

 　　株式会社ハイパー

 　　　当中間連結会計期間に株式取得により子会

社となったため、連結範囲に含めております。

 　　株式会社エッセンシュアルズジャパン

 　　　当中間連結会計期間に新規設立したため、

連結範囲に含めております。

 　　株式会社ＡＭＧ

 　　　当中間連結会計期間に新規設立したため、

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。

（1）連結子会社の数　３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 持分法適用関連会社の数　１社

 　　主要な持分法適用関連会社の名称

ガブルス・ジャパン株式会社

 　　　当中間連結会計期間に株式取得により関連

会社となったため、持分法適用会社としてお

ります。

――――

 

３．連結子会社の中間決算日（決算

日）等に関する事項

  全ての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。

  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

　　　　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

　　　　移動平均法による原価法

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

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

②　たな卸資産

　　材料及び商品

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

（会計方針の変更）

当中間連結会計期間から、法人税法の改

正に伴い、平成19年４月１日以降に取得した

減価償却資産については、改正後の法人税法

に規定する償却方法により減価償却費を計上

しております。

これによる損益に与える影響は軽微であ

ります。

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
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項目

当中間連結会計期間 

（自　平成19年１月１日 

至　平成19年６月30日） 

前連結会計年度

（自　平成18年１月１日

至　平成18年12月31日）

 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。

②　無形固定資産

同左

(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、当

中間連結会計期間末において発生していると認め

られる額を計上しております。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。

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、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。

　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。

同左

(6）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 

　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

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。

同左

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

期間を合理的に見積り、合理的な期間（5～10年）

で定額法により償却しております。

　のれんの償却については、その効果が発現する

期間を合理的に見積り、10年以内の合理的な期間

で均等償却しております。

７．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
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追加情報

当中間連結会計期間
（自　平成19年１月１日
至　平成19年６月30日）

前連結会計年度
（自　平成18年１月１日
至　平成18年12月31日）

――――――  （固定資産の減損に係る会計基準）

  当連結会計年度より「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。    　　

――――――  （貸借対照表「純資産の部」表示に関する会計基準）

  当連結会計年度より「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1,849,185

千円であります。また、連結財務諸表規則の改正により、当

連結会計年度における貸借対照表の純資産の部については、

改正後の連結財務諸表規則により作成しております。   　

　

――――――  （企業結合に係る会計基準等）

  当連結会計年度より「企業結合に係る会計基準」（企業会

計審議会　平成15年10月31日）及び「事業分離等に関する会

計基準」（企業会計基準第７号　平成17年12月27日）並びに

「企業結合会計基準及び事業分離等会計基準に関する適用指

針」（企業会計基準適用指針第10号　平成17年12月27日）を

適用しております。

　なお、連結財務諸表規則の改正により、当連結財務諸表は

改正後の連結財務諸表規則により作成しております。
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注記事項

（中間連結貸借対照表関係）

当中間連結会計期間末
（平成19年６月30日）

前連結会計年度
（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。

※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 256,222千円 

 土地 134,071千円 

 敷金保証金 39,030千円 

  計 429,324千円 

　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) 1,138,660千円

　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。

 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． 　　　　　　　―――――― 　２． 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 
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（中間連結損益計算書関係）

当中間連結会計期間
（自　平成19年１月１日
至　平成19年６月30日）

前連結会計年度
（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 130,306千円 

 給与 206,532千円 

 退職給付引当金繰入額 1,979千円 

※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、建物2,775千円、器具備品641千

円であります。

※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37,939千円、器具備品5,150

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。

※４．前期損益修正益のうち、主要なものは過年度受取手

数料8,744千円であります。

※４. 　　　　　　――――――――

※５．減損損失

 当中間連結会計期間において、当社グループは以下

の資産グループについて減損損失を計上しました。

場所 用途 種類 その他

 トアロード店  内装設備
 建物、器具備品及び

リース資産
 ―

 ニューヨーカー７店  内装設備
 建物、器具備品及び

リース資産
 ―

 当社グループは、トアロード店、ニューヨーカー７

店について、業績悪化が著しく回復の見込が薄いため、

閉店を決定し、回収可能価額をゼロとみなして帳簿価

額全額及びリース残債額を減損損失として計上しまし

た。

 その内訳は、建物30,293千円、器具備品115千円、

リース資産3,055千円であります。

※５. 　　　　　　――――――――
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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19年１月１日　至　平成19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

前連結会計年度末株
式数（株）

当中間連結会計期間
増加株式数

（株）

当中間連結会計期間
減少株式数

（株）

当中間連結会計期間
末株式数（株）

発行済株式

普通株式 28,220 28,220 ― 56,440

合計 28,220 28,220 ― 56,440

 （注）普通株式の株式数の増加28,220株は、平成19年１月１日付けをもって行いました、１株を２株に株式分割したこと

による増加であります。

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） 当中間連結
会計期間末
残高
（千円）

前連結会計年
度末

当中間連結会
計期間増加

当中間連結会
計期間減少

当中間連結会
計期間末

提出会社 平成16年新株予約権 普通株式 680 680 ― 1,360 ―

合計 － 680 680 ― 1,360 ―

 （注）普通株式の株式数の増加680株は、平成19年１月１日付けの株式分割によって調整された増加であります。

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19年３月29日

定時株主総会
普通株式 50,796 1,800 平成18年12月31日 平成19年３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期末後となるもの

 　　　該当事項はありません。
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　前連結会計年度（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なる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29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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（中間連結キャッシュ・フロー計算書関係）

当中間連結会計期間
（自　平成19年１月１日
至　平成19年６月30日）

前連結会計年度
（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19年６月30日現在）

（千円）

現金及び預金勘定 1,304,993

預入期間が３ヶ月を超える定期預金 △45,041

現金及び現金同等物 1,259,951

（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
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（リース取引関係）

当中間連結会計期間
（自　平成19年１月１日
至　平成19年６月30日）

前連結会計年度
（自　平成18年１月１日
至　平成18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

(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

 

取得価額相

当額

（千円）

減価償却累

計額相当額

（千円）

減損損失累

計額相当額

（千円）

中間期末残

高相当額

（千円）

器具備品 644,387 304,745 3,055 336,586

その他 74,810 42,908 － 31,901

合計 719,197 347,653 3,055 368,488

 

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

その他 40,551 19,014 21,537

合計 665,066 283,621 381,444

(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       134,634千円

１年超       245,677千円

合計       380,311千円

リース資産減損勘定の残高       3,055千円

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

(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      78,475千円

リース料資産減損勘定の取崩額 －

減価償却費相当額      72,685千円

支払利息相当額     5,880千円

減損損失     3,055千円

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。

(4）減価償却費相当額の算定方法

同左

(5）利息相当額の算定方法

　リース料総額とリース物件の取得価額相当額との差

額を利息相当額とし、各期への配分方法については、

利息法によっております。

(5）利息相当額の算定方法

同左

 （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）

　当中間連結会計期間末（平成19年６月30日）

１．その他有価証券で時価のあるもの

 種類 取得原価（千円）
中間連結貸借対照表
計上額（千円）

差額（千円）

連結貸借対照表計
上額が取得原価を
超えるもの

(1）株式 － － －

(2）債券 － － －

①　国債・地方債等 － － －

②　社債 － － －

③　その他 － － －

(3）その他 3,721 4,495 774

小計 3,721 4,495 774

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 101 92 △9

(2）債券 － － －

①　国債・地方債等 － － －

②　社債 － － －

③　その他 － － －

(3）その他 － － －

小計 101 92 △9

合計 3,823 4,588 765

２．時価評価されていない主な有価証券の内容

種類 中間連結貸借対照表計上額（千円）

その他有価証券  

（1）非上場株式 4,525

（2）投資事業有限責任組合出資金 10,000

（3）その他出資金 50

　　　合計 14,575

（注）当中間連結会計期間において、有価証券について646千円（その他有価証券で時価のない株式646千円）

減損処理を行っております。なお、減損処理にあたっては、中間連結会計期間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。
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　前連結会計年度末（平成18年12月31日）

１．その他有価証券で時価のあるもの

 種類 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

２．時価評価されていない主な有価証券の内容

種類 連結貸借対照表計上額（千円）

その他有価証券  

（1）非上場株式 4,500

（2）投資事業有限責任組合出資金 10,000

（3）その他出資金 50

　　　合計 14,550

（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。
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（デリバティブ取引関係）

当中間連結会計期間（自平成19年１月１日至平成19年６月30日）及び前連結会計年度（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。

（ストック・オプション等関係）

当中間連結会計期間（自平成19年１月１日至平成19年６月30日）及び前連結会計年度（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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（企業結合関係）

当中間連結会計期間（自平成19年１月１日至平成19年６月30日）

（パーチェス法適用関係）

１．企業結合の概要

被取得企業の名称　　　　　　株式会社スタイルデザイナー

被取得企業の事業の内容　　　美容室の経営

企業結合を行った主な理由　　営業エリアの拡大、経営の効率化

企業結合日　　　　　　　　　平成19年１月４日

企業結合の法的形式　　　　　株式取得による子会社化

取得した議決権比率　　　　　66.7％

２．連結財務諸表に含まれている被取得企業の業績の期間

平成19年１月１日～平成19年６月30日

３．取得企業の取得原価及びその内訳

(1）被取得企業の取得原価　　　　　　172,800千円

(2）取得原価の内訳　取得対価　現金　172,800千円

　　なお、被取得企業の取得原価には付随費用22,800千円を含みます。

４．発生したのれんの金額等　　　

(1）のれんの金額　　　　　106,585千円

(2）発生原因　　　　　　　株式会社スタイルデザイナーの子会社化によって期待される将来の

　　　　　　　　　　　　　収益力から発生したもの

(3）償却方法及び償却期間　のれんの償却については、10年間で均等償却いたします。

５．企業結合日に受入れた資産及び引受けた負債の額並びにその主な内訳

（平成19年１月１日現在）

流動資産　　　　　522,696千円

固定資産　　　　1,190,488千円

資産計　　　　　1,713,185千円

流動負債　　　　　502,236千円

固定負債　　　　1,124,017千円

負債計　　　　　1,626,253千円

６．取得原価のうち研究開発費等に配分され費用処理された金額及びその科目名

該当事項はありません。

前連結会計年度（自平成18年１月１日至平成18年12月31日）

（企業結合における共通支配下の取引等関係）

新設分割

１．結合当事企業又は対象となった事業の名称及びその事業の内容、企業結合の法的形式、結合後企業の名称、

並びに取引の目的を含む取引の概要

(1)結合当事企業又は対象となっ

た事業の名称及びその事業の

内容

株式会社アルテにおける直営事業（技術売上関係及び店頭販売事業）、Ｆ

Ｃ事業

直営事業：直営店での美容室事業の推進

ＦＣ事業：美容室を全国にフランチャイズ方式にて展開するＦＣ業務

(2)企業結合の法的形式 分割会社の営業の一部を承継会社（新設会社）が承継する新設分割

(3)結合後企業の名称 株式会社アッシュ　直営事業及びＦＣ事業を承継

(4)取引の目的を含む取引の概要 ①新設分割の目的

持株会社体制への移行に伴い、ＦＣ事業等を独立した経営体として営業活

動を行うことで、より迅速かつ効率的な事業展開を図るためであります。

②新設分割の日

平成18年７月１日

２．実施した会計処理の概要

　　本新設分割は、「企業結合に係る会計基準」（企業会計審議会　平成15年10月31日）及び「企業結合会

計基準及び事業分離等会計基準に関する適用指針」（企業会計基準適用指針第10号　平成17年12月27日）

に基づき、共通支配下の取引として会計処理を行っております。
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（パーチェス法適用関係）

１．企業結合の概要

被取得企業の名称　　　　　　株式会社ニューヨーク・ニューヨーク

被取得企業の事業の内容　　　美容室の経営

企業結合を行った主な理由　　営業エリアの拡大、経営の効率化

企業結合日　　　　　　　　　平成18年７月１日

企業結合の法的形式　　　　　株式交換による完全子会社化

取得した議決権比率　　　　　100％

２．連結財務諸表に含まれている被取得企業の業績の期間

平成18年７月１日～平成18年12月31日

３．取得企業の取得原価及びその内訳

(1）被取得企業の取得原価　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　576,163千円

(2）取得原価の内訳　取得対価（㈱アルテサロンホールディングス株式）　566,084千円

　　なお、被取得企業の取得原価には付随費用10,079千円を含みます。

　　また、当社は平成18年７月１日を分割期日として持株会社へ移行し、同月３日に、株式会社アルテサロ

ンホールディングスに商号変更登記を行っております。

４．交付株式の内訳

(1）交換比率　普通株式　㈱アルテサロンホールディングス　１：㈱ニューヨーク・ニューヨーク　１

(2）算定方法　いちよし証券株式会社に株式交換比率の算定を依頼し、同社から提出された参考資料に

基づき当事者間で協議の上、算定しております。なお、株式会社アルテにおいては市場株

式平均法を、株式会社ニューヨーク・ニューヨークにおいてはディスカウント・キャッ

シュ・フロー法、時価純資産価格法等を用い、両社の企業価値の分析を行った上で、その

結果を総合的に勘案して株式交換比率を算定しております。

(3）交付株式数及びその評価額　　　2,740株　　566,084千円

５．発生したのれんの金額等　　　

(1）のれんの金額　　　　　495,845千円

(2）発生原因　　　　　　　㈱ニューヨーク・ニューヨークの子会社化によって期待される将来の

　　　　　　　　　　　　　収益力から発生したもの

(3）償却方法及び償却期間　のれんの償却については、10年間で均等償却いたします。

６．企業結合日に受入れた資産及び引受けた負債の額並びにその主な内訳

（平成18年７月１日現在）

流動資産　　　　　227,976千円

固定資産　　　　　611,158千円

資産計　　　　　　839,134千円

流動負債　　　　　335,238千円

固定負債　　　　　408,578千円

負債計　　　　　　743,816千円

７．取得原価のうち研究開発費等に配分され費用処理された金額及びその科目名

該当事項はありません。

８．企業結合が当連結会計年度開始の日に完了したと仮定した場合の当連結会計年度の連結損益計算書に及ぼ

す影響の概算額

売上高及び損益情報

売上高　　　　　6,323,672千円

営業利益　　　　　395,135千円

経常利益　　　　　368,400千円

当期純利益　　　　170,832千円

（注）概算額の算定方法及び重要な前提条件

1　企業結合が当連結会計年度開始の日に完了し、当連結会計年度開始の日から株式交換により株式会社ニュー

ヨーク・ニューヨークを完全子会社化したと仮定した、売上高及び損益情報を算定しております。

2　のれんについては当連結会計年度開始の日から10年間で均等償却したと仮定しております。

なお、当該注記情報については監査証明を受けておりません。
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（セグメント情報）

ａ．事業の種類別セグメント情報

当中間連結会計期間（自平成19年１月１日至平成19年６月30日）

 
直営事業
（千円）

ＦＣ事業
（千円）

資産管理等
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高 2,182,427 987,911 579,031 3,749,370 － 3,749,370

(2）セグメント間の内部売上高

又は振替高
69,265 53,652 444,970 567,888 △567,888 －

計 2,251,693 1,041,564 1,024,001 4,317,259 △567,888 3,749,370

営業費用 2,199,719 735,957 959,410 3,895,087 △345,535 3,549,552

営業利益 51,973 305,606 64,591 422,171 △222,353 199,818

　（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）資産管理等事業・・・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222,353千円であり、その主なものは

総務・経理部門等の管理部門に係る費用であります。

 

前連結会計年度（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）

資産管理等
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

　（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）資産管理等事業・・・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

総務・経理部門等の管理部門に係る費用であります。
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ｂ．所在地別セグメント情報

当中間連結会計期間（自平成19年１月１日至平成19年６月30日）

本邦以外の国又は地域に所在する連結子会社及び重要な在外支店がないため、該当事項はありません。

 

前連結会計年度（自平成18年１月１日至平成18年12月31日）

本邦以外の国又は地域に所在する連結子会社及び重要な在外支店がないため、該当事項はありません。

 

ｃ．海外売上高

当中間連結会計期間（自平成19年１月１日至平成19年６月30日）

海外売上高がないため該当事項はありません。

 

前連結会計年度（自平成18年１月１日至平成18年12月31日）

海外売上高がないため該当事項はありません。

 

㈱アルテサロンホールディングス（2406）平成 19 年 12 月期中間決算短信

－ 32 －



（１株当たり情報）

当中間連結会計期間
（自　平成19年１月１日
至　平成19年６月30日）

前連結会計年度
（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 33,481円07銭

１株当たり中間純利益金額 704円70銭

潜在株式調整後１株当たり中間純利

益金額
690円00銭

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

　当社は、平成19年１月１日付で株式１株につき２株の株

式分割を行っております。

　なお、当該株式分割が前期首に行われたと仮定した場合

の前事業年度における１株当たり情報については、以下の

とおりとなります。

　

１株当たり純資産額     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

（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。

 
当中間連結会計期間

(自　平成19年１月１日
至　平成19年６月30日)

前連結会計年度
(自　平成18年１月１日
至　平成18年12月31日)

１株当たり中間（当期）純利益金額   

中間（当期）純利益（千円） 39,773 201,690

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）
39,773 201,690

期中平均株式数（株） 56,440 26,843

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） 1,203 621

 （うち、ストックオプションに係る潜在

株式）
(1,203) (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）

当中間連結会計期間
（自　平成19年１月１日
至　平成19年６月30日）

前連結会計年度
（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を承認し、

同日当社と株式会社サークルＫサンクスとの間で株式譲渡

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
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当中間連結会計期間
（自　平成19年１月１日
至　平成19年６月30日）

前連結会計年度
（自　平成18年１月１日
至　平成18年12月31日）

 ―――――――― ３．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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当中間連結会計期間
（自　平成19年１月１日
至　平成19年６月30日）

前連結会計年度
（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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当中間連結会計期間
（自　平成19年１月１日
至　平成19年６月30日）

前連結会計年度
（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日開催の定時株主総会並び

に同日開催の取締役会において、同社代表取締役に選任

されております。

  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％）
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５．中間個別財務諸表
(1) 中間貸借対照表

  
前中間会計期間末

（平成18年６月30日）
当中間会計期間末

（平成19年６月30日）
前事業年度の要約貸借対照表

（平成18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  597,376   190,598   802,036   

２．売掛金  14,643   185,210   188,010   

３．加盟店未収入金  251,112   －   －   

４．たな卸資産  28,414   4,315   4,860   

５．繰延税金資産  14,557   13,966   10,174   

６．その他  165,423   244,126   240,404   

流動資産合計   1,071,529 27.6  638,217 12.8  1,245,487 24.3

Ⅱ　固定資産           

１　有形固定資産           

(1）建物 ※1,2 1,619,925   1,815,873   1,821,749   

(2) 車両運搬具 ※１ 866   589   701   

(3）器具備品 ※１ 70,363   57,048   61,064   

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

(5）建設仮勘定  1,570   34,504   －   

有形固定資産合計   1,826,917   2,042,208   2,017,708  

２　無形固定資産   19,575   30,129   21,534  

３　投資その他の資産           

(1）投資有価証券  32,000   13,853   14,500   

(2）関係会社株式  －   960,813   689,163   

(3）関係会社社債  －   100,000   －   

(4）敷金保証金 ※２ 828,070   903,539   858,694   

(5）繰延税金資産  15,186   21,901   15,714   

(6）その他  92,962   274,400   256,197   

投資その他の資産合計   968,219   2,274,507   1,834,269  

固定資産合計   2,814,712 72.4  4,346,846 87.2  3,873,512 75.7

資産合計   3,886,241 100.0  4,985,063 100.0  5,118,999 100.0

           

㈱アルテサロンホールディングス（2406）平成 19 年 12 月期中間決算短信

－ 38 －



  
前中間会計期間末

（平成18年６月30日）
当中間会計期間末

（平成19年６月30日）
前事業年度の要約貸借対照表

（平成18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  64,023   －   －   

２．一年以内返済予定長期
借入金

※２ 432,676   720,916   698,516   

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

４．未払金  582,130   148,905   176,530   

５．未払法人税等  54,155   1,743   18,945   

６．その他 ※４ 104,973   11,777   6,647   

流動負債合計   1,297,959 33.4  943,342 18.9  960,640 18.8

Ⅱ　固定負債           

１．社債  60,000   －   30,000   

２．長期借入金 ※２ 1,310,038   2,298,492   2,372,650   

３．退職給付引当金  －   2,114   1,292   

４．長期未払金  69,386   8,193   29,978   

固定負債合計   1,439,424 37.0  2,308,799 46.3  2,433,921 47.5

負債合計   2,737,383 70.4  3,252,142 65.2  3,394,562 66.3

           

 （純資産の部）           

Ⅰ　株主資本           

  １．資本金   274,360 7.1  324,360 6.5  324,360 6.3

  ２．資本剰余金           

    (1) 資本準備金  344,208   860,292   860,292   

    資本剰余金合計   344,208 8.9  860,292 17.3  860,292 16.8

  ３．利益剰余金           

  (1) 利益準備金  1,050   1,050   1,050   

  (2) その他利益剰余金           

 　　　繰越利益剰余金  529,240   547,219   538,735   

　　利益剰余金合計   530,290 13.6  548,269 11.0  539,785 10.6

 　 株主資本合計   1,148,858 29.6  1,732,921 34.8  1,724,437 33.7

 　純資産合計   1,148,858 29.6  1,732,921 34.8  1,724,437 33.7

 　負債純資産合計   3,886,241 100.0  4,985,063 100.0  5,118,999 100.0
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(2) 中間損益計算書

  

前中間会計期間

（自　平成18年１月１日

至　平成18年６月30日）

当中間会計期間

（自　平成19年１月１日

至　平成19年６月30日）

前事業年度の要約損益計算書

（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

（％）
金額（千円）

百分比

（％）
金額（千円）

百分比

（％）

Ⅰ　売上高   2,148,403 100.0  1,021,585 100.0  3,144,610 100.0

Ⅱ　売上原価   1,616,524 75.2  747,431 73.2  2,333,818 74.2

売上総利益   531,878 24.8  274,154 26.8  810,791 25.8

Ⅲ　販売費及び一般管理費   357,753 16.7  239,515 23.4  580,658 18.5

営業利益   174,125 8.1  34,638 3.4  230,133 7.3

Ⅳ　営業外収益 ※１  6,803 0.3  97,668 9.6  12,848 0.4

Ⅴ　営業外費用 ※２  22,566 1.0  21,972 2.2  40,035 1.3

経常利益   158,362 7.4  110,334 10.8  202,946 6.4

Ⅵ　特別利益   2,275 0.1  1,619 0.2  2,275 0.1

Ⅶ　特別損失 ※３  41,358 1.9  63,079 6.2  60,719 1.9

税引前中間(当期)純利
益

  119,278 5.6  48,874 4.8  144,502 4.6

法人税、住民税及び事業
税

 52,856   72   64,729   

法人税等還付金  －   △499   －   

法人税等調整額  △1,126 51,730 2.4 △9,978 △10,405 △1.0 2,728 67,458 2.1

中間(当期)純利益   67,548 3.1  59,279 5.8  77,043 2.5

           

(3）中間株主資本等変動計算書

前中間会計期間（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

繰越利益剰余金

平成17年12月31日　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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当中間会計期間（自平成19年１月１日　至平成19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

繰越利益剰余金

平成18年12月31日　残高（千円） 324,360 860,292 1,050 538,735 1,724,437 1,724,437

中間会計期間中の変動額

新株の発行（千円）       

剰余金の配当（千円）    △50,796 △50,796 △50,796

中間純利益（千円）    59,279 59,279 59,279

中間会計期間中の変動額合計

（千円）
   8,483 8,483 8,483

平成19年６月30日　残高（千円） 324,360 860,292 1,050 547,219 1,732,921 1,732,921

前事業年度の株主資本等変動計算書（自平成18年１月１日　至平成18年12月31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

繰越利益剰余金

平成17年12月31日　残高（千円） 273,600 343,448 1,050 499,791 1,117,889 1,117,889

事業年度中の変動額

株式交換による増加 50,000 516,084   566,084 566,084

新株の発行 760 760   1,520 1,520

剰余金の配当    △38,100 △38,100 △38,100

当期純利益    77,043 77,043 77,043

事業年度中の変動額合計

（千円）
50,760 516,844  38,943 606,547 606,547

平成18年12月31日　残高（千円） 324,360 860,292 1,050 538,735 1,724,437 1,724,437
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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18年１月１日

至　平成18年６月30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   

税引前中間純利益  119,278

減価償却費等  162,141

受取利息及び受取配当金  △378

支払利息  19,771

為替差損益  △37

有形固定資産除却損  33,511

原状回復費用  1,400

投資有価証券評価損  2,500

売上債権の減少額  1,651

加盟店未収入金の増加額  △43,367

たな卸資産の減少額  4,720

その他流動資産の増加額  △16,423

仕入債務の減少額  △32,360

未払消費税等の増加額  17,148

未払金及び未払費用の減少額  △286,309

その他流動負債の増加額  12,578

小計  △4,173

利息及び配当金の受取額  485

利息の支払額  △11,183

法人税等の支払額  △43,346

営業活動によるキャッシュ・フロー  △58,218
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前中間会計期間

（自　平成18年１月１日

至　平成18年６月30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  △2

有形固定資産の取得による支出  △279,744

無形固定資産の取得による支出  △5,171

貸付金の回収による収入  1,390

投資有価証券の取得による支出  △2,500

保険積立金の積立による支出  △2,794

敷金・保証金の差入による支出  △137,869

敷金・保証金の返還による収入  8,870

投資活動によるキャッシュ・フロー  △417,821

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  500,000

長期借入金の返済による支出  △121,338

割賦債務の返済による支出  △71,473

株式の発行による収入  1,520

社債の償還による支出  △30,000

配当金の支払額  △37,708

財務活動によるキャッシュ・フロー  241,000

Ⅳ　現金及び現金同等物に係る換算差額  △4

Ⅴ　現金及び現金同等物の減少額  △235,044

Ⅵ　現金及び現金同等物の期首残高  812,404

Ⅶ　現金及び現金同等物の中間期末残高 ※１ 577,360
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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18年１月１日
至　平成18年６月30日）

当中間会計期間
（自　平成19年１月１日
至　平成19年６月30日）

前事業年度
（自　平成18年１月１日
至　平成18年12月31日）

１．資産の評価基準及び評価

方法

(1）有価証券

①　　　　――――

 

②その他有価証券

時価のないもの

　移動平均法による原価法

(1）有価証券

①子会社株式及び関連会社株式

移動平均法による原価法

②その他有価証券

時価のないもの

同左

(1）有価証券

①子会社株式及び関連会社株式

同左

②その他有価証券

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

　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

　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。

 

 

建物　　　　６年～40年

器具備品　　３年～10年

建物　　　　６年～40年

器具備品　　３年～10年

（会計方針の変更）

　当中間会計期間から、法人税法

の改正に伴い、平成19年４月１日

以降に取得した減価償却資産につ

いては、改正後の法人税法に規定

する償却方法により減価償却費を

計上しております。

　これによる損益に与える影響は

軽微であります。

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。

　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

 

退職給付引当金

――――

退職給付引当金

　従業員の退職給付に備えるため、

当中間会計期間末における退職給

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。

退職給付引当金

　従業員の退職給付に備えるため、

当事業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．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

６．中間キャッシュ・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。

―――― ――――
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項目
前中間会計期間

（自　平成18年１月１日
至　平成18年６月30日）

当中間会計期間
（自　平成19年１月１日
至　平成19年６月30日）

前事業年度
（自　平成18年１月１日
至　平成18年12月31日）

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
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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の変更

前中間会計期間

（自　平成18年１月１日  

   至　平成18年６月30日） 

当中間会計期間

（自　平成19年１月１日  

   至　平成19年６月30日） 

前事業年度

（自　平成18年１月１日  

　 至　平成18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。    　　

―――――――――  （固定資産の減損に係る会計基準）

  当事業年度より「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。    　　

 （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。    

　　

―――――――――  （貸借対照表「純資産の部」表示に関する会

計基準）

  当事業年度より「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1,724,437千円で

あります。

　また、財務諸表等規則の改正により、当事業

年度における貸借対照表の純資産の部について

は、改正後の財務諸表等規則により作成してお

ります。   　　

――――――――― ―――――――――  （企業結合に係る会計基準等）

  当事業年度より「企業結合に係る会計基準」

（企業会計審議会　平成15年10月31日）及び

「事業分離等に関する会計基準」（企業会計基

準第７号　平成17年12月27日）並びに「企業結

合会計基準及び事業分離等会計基準に関する適

用指針」（企業会計基準適用指針第10号　平成

17年12月27日）を適用しております。

　なお、財務諸表等規則の改正により、当財務

諸表は改正後の財務諸表等規則により作成して

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18年６月30日）

当中間会計期間末
（平成19年６月30日）

前事業年度末
（平成18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

    1,050,422千円     1,306,353千円    1,192,469千円

※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      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      256,222千円

土地      134,071千円

敷金保証金       39,030千円

計      429,324千円

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）
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）
1,138,660千円

　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）
1,284,380千円

　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

　次の子会社について、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

　次の子会社について、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
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
298,800 借入債務 

　債務保証

　次の子会社における支払家賃に対し債

務保証を行っております。

保証先
月額

（千円）
内容

㈱ニューヨーク・

ニューヨーク
13,497 家賃債務 

保証先
金額

（千円）
内容

 ㈱ニューヨーク・

ニューヨーク
348,600 借入債務 

　債務保証

　次の子会社における支払家賃に対し債

務保証を行っております。

保証先
月額

（千円）
内容

㈱ニューヨーク・

ニューヨーク
11,275 家賃債務 

※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．　　　　

―――――

  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
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（中間損益計算書関係）

前中間会計期間
（自　平成18年１月１日
至　平成18年６月30日）

当中間会計期間
（自　平成19年１月１日
至　平成19年６月30日）

前事業年度
（自　平成18年１月１日
至　平成18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    353千円
受取利息

受取配当金

   2,094千円

   88,225千円
受取利息    710千円

※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       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       20,523千円

社債利息    323千円

支払利息       35,007千円

社債利息      978千円

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

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

固定資産除却損      

　　　建物    37,939千円

　　　器具備品       2,718千円

　４．減価償却実施額

固定資産除却損      

　　　建物    38,974千円

　　　器具備品    8,039千円

　４．減価償却実施額

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      188,243千円

無形固定資産      2,454千円

有形固定資産      354,379千円

無形固定資産 3,854千円

（中間株主資本等変動計算書関係）

　前中間会計期間（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18年１月１日

至　平成18年６月30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

（平成18年６月30日現在）

（千円）

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
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（リース取引関係）

前中間会計期間
（自　平成18年１月１日
至　平成18年６月30日）

当中間会計期間
（自　平成19年１月１日
至　平成19年６月30日）

前事業年度
（自　平成18年１月１日
至　平成18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、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

 

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）

中間期
末残高
相当額
（千円）

器具備品 533,142 227,732 305,409

ソフトウェア 40,551 23,069 17,481

合計 573,693 250,802 322,891

 

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 541,156 214,144 327,011

ソフトウェア 40,551 19,014 21,537

合計 581,707 233,158 348,548

(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       89,868千円

１年超       198,309千円

合計        288,177千円

１年内       108,854千円

１年超       220,752千円

合計      329,606千円

１年内       107,616千円

１年超       247,047千円

合計     354,664千円

(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       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      61,661千円

減価償却費相当額      57,281千円

支払利息相当額     4,885千円

支払リース料        103,631千円

減価償却費相当額        95,943千円

支払利息相当額   8,905千円

(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）

前中間会計期間（平成18年６月30日現在）

１．満期保有目的の債券で時価のあるもの

　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

　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18年６月30日）

中間貸借対照表計上額
（千円）

その他有価証券  

（1）非上場株式 22,000

（2）投資事業有限責

任組合出資金
10,000

　　　合計 32,000

当中間会計期間（平成19年６月30日現在）

　子会社株式及び関連会社株式で時価のあるものはありません。

前事業年度（平成18年12月31日現在）

　子会社株式及び関連会社株式で時価のあるものはありません。
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（１株当たり情報）

前中間会計期間
（自　平成18年１月１日
至　平成18年６月30日）

当中間会計期間
（自　平成19年１月１日
至　平成19年６月30日）

前事業年度
（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    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    30,703円77銭

１株当たり中間純利

益金額
     1,050円32銭

 潜在株式調整後１株

当たり中間純利益金

額

     1,028円40銭

１株当たり純資産額  61,106円92銭

１株当たり当期純利

益金額
  2,870円13銭

 潜在株式調整後１株

当たり当期純利益金

額

   2,805円24銭

　当社は、平成19年１月１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。

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

 22,544円31銭  30,553円46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

 1,327円41銭 1,435円07銭

 潜在株式調整後１

株当たり中間純利益

金額

 潜在株式調整後１

株当たり当期純利益

金額

 1,294円30銭  1,402円62銭

 

 （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18年１月１日
至　平成18年６月30日)

当中間会計期間
(自　平成19年１月１日
至　平成19年６月30日)

前事業年度
(自　平成18年１月１日
至　平成18年12月31日)

１株当たり中間（当期）純利益金額    

中間（当期）純利益（千円） 67,548 59,279 77,043

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）
67,548 59,279 77,043

期中平均株式数（株） 25,444 56,440 26,843

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） 651 1,203 621

 （うち、ストックオプションに係る潜在

株式）
(651) (1,203) (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。

 

  流動資産 618,813千円

　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

　旧商法第352条乃至旧商法第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　　76百万円（旧商法第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 
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当中間会計期間（自　平成19年１月１日　至　平成19年６月30日）

  該当する事項はありません。

 

前事業年度（自　平成18年１月１日　至　平成18年12月31日）

　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を承認し、同日当社と株式会社サークルＫサンクスとの間で株式

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

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

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

第18期
（自　平成17年１月１日
至　平成17年12月31日）

第19期
（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 22,005円70銭

１株当たり当期純利益金額 2,950円03銭

潜在株式調整後1株当たり

当期純利益金額
2,801円26銭

１株当たり純資産額 30,553円46銭

１株当たり当期純利益金額 1,435円07銭

潜在株式調整後1株当たり

当期純利益金額
1,402円62銭

㈱アルテサロンホールディングス（2406）平成 19 年 12 月期中間決算短信

－ 56 －



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日開催の定時株主総会並びに同日開催の取締役会において、同社代表取締

役に選任されております。

  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　　　　当社100％子会社アッシュのＦＣ契約先である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％）
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６．その他
 該当事項はありません。
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