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（百万円未満切捨て） 
１．平成 19 年 9 月中間期の連結業績（平成 19 年 4 月 1 日～平成 19 年 9 月 30 日） 
(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 9 月中間期 
18 年 9 月中間期 

9,189    17.6   
7,811    60.4   

△ 338     －  
1,009    224.7 

△  81     －   
1,378    162.7  

△ 684     －  
645    163.2 

19 年 3 月期 17,115    65.5   1,376    155.3 2,167    122.1  1,144    177.2 
 

 
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 9 月中間期 
18 年 9 月中間期 

△ 3,258   61   
6,504   93   

－  － 
6,420   30  

19 年 3 月期 5,638   07   5,551   68  
 
(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 9 月中間期 
18 年 9 月中間期 

12,333     
9,705     

5,698    
4,156    

45.5   
42.2   

26,720   68 
41,146   41 

19 年 3 月期 12,630     6,543    51.4   30,919   10 
(参考) 自己資本   19 年 9 月中間期 5,612 百万円 18 年 9 月中間期 4,097 百万円 19 年 3 月期 6,493 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 9 月中間期 △ 570      △1,579     1,872      1,621     

18 年 9 月中間期 862      △1,556     △  185      1,413     

19 年 3 月期 1,320      △3,366     1,653     1,899     
 
２．配当の状況 

 

(注) 1．19 年 3 月期の期末配当金には、記念配当金 200 円が含まれております。 

 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

19 年 3 月期 450 00 750 00 1,200 00

20 年 3 月期 550  00 

20 年 3 月期（予想）  ―   
550  00

2．平成 18 年 6 月 30 日基準日及び平成 18 年 1２月 31 日基準日でそれぞれ 1:2 の割合で株式を分割しております。 
 
３．平成 20 年 3 月期の連結業績予想（平成 19 年 4 月 1 日～平成 20 年 3 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 17,200   0.5 △ 650  － △ 250    － △ 750    －  △ 3,428  09 
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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 

 (注) 詳細は、８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の変更に記載されるもの） 
① 会計基準等の改正に伴う変更   無 
② ①以外の変更    無 

〔(注)詳細は、23 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の変更」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9月中間期218,781株 18年9月中間期103,872株 19年3月期218,765
株 
②期末自己株式数          19 年 9 月中間期  8,755 株 18 年 9 月中間期   4,290 株 19 年 3 月期   8,755
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、38 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 9 月中間期の個別業績(平成 19 年 4 月 1 日～平成 19 年 9 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 9 月中間期 
18 年 9 月中間期 

6,916     2.8 
6,727    58.9 

 △ 434     － 
863   180.4 

△ 201      －  
1,226    135.2  

△ 646     － 
615   139.7 

19 年 3 月期 14,065    54.5 1,138   107.4 1,919     94.9  1,138   157.0 
 

 １株当たり中間 
（当期）純利益 

 円    銭

19 年 9 月中間期 
18 年 9 月中間期 

△ 3,078   65  
6,200   34  

19 年 3 月期 5,608   14  
 

(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 9 月中間期 
18 年 9 月中間期 

12,059   
9,725   

5,693   
4,141   

47.2   
42.4   

27,085    04 
41,383    32 

19 年 3 月期 12,012   6,529   54.4   31,080    29 
(参考) 自己資本 19 年 9 月中間期 5,688 百万円 18 年 9 月中間期 4,121 百万円 19 年 3 月期 6,527 百万円 

 
２．平成 20 年 3 月期の個別業績予想（平成 19 年 4 月 1 日～平成 20 年 3 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 12,700 △9.7 △ 750  － △ 400    － △ 600    －  △ 2,742  47 

 
 

※ 業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
エステ関連事業において、契約金額の上限額設定等、自主規制を強化してまいりました。この結果、予想される

平均契約単価の低減につき、契約数の増加による補完を計画しておりましたが、その増加数が目標を下回り売上

が減少しております。これにより、広告宣伝費等の経費増加が吸収できず、今後、経費削減や効率的な広告宣伝

を実施し、業績回復を図ってまいりますが、上記の業績となる見込みであります。 

なお、本資料に記載されている業績等の予想数字につきましては、現時点で得られた情報に基づいて算定して

おりますが、今後の様々な要因により、本資料に記載されている予想とは異なる場合があります。 

また、本日開示した連結及び個別の中間純損失と、10 月 26 日に開示した予想中間純損失との相違は、税効果

によるものであります。 
 

 

※ 業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
エステ関連事業において、契約金額の上限額設定等、自主規制を強化してまいりました。この結果、予想され

る平均契約単価の低減につき、契約数の増加による補完を計画しておりましたが、その増加数が目標を下回り売

上が減少しております。これにより、広告宣伝費等の経費増加が吸収できず、今後、経費削減や効率的な広告宣

伝を実施し、業績回復を図ってまいりますが、上記の業績となる見込みであります。 

なお、本資料に記載されている業績等の予想数字につきましては、現時点で得られた情報に基づいて算定し

ておりますが、今後の様々な要因により、本資料に記載されている予想とは異なる場合があります。 

また、本日開示した連結及び個別の中間純損失と、10 月 26 日に開示した予想中間純損失との相違は、税効

果によるものであります。 
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（添付資料） 

１．経営成績  

(1)経営成績に関する分析 

①当中間期の経営成績 

当中間連結会計期間におけるわが国経済は、海外経済の拡大を主要因とした景気回復を続け、

好調な輸出の拡大が、原油価格の高騰等コスト増加の影響を吸収し、輸出関連産業を中心に企業

業績は好調に推移いたしました。 

また、個人消費につきましては、団塊世代の退職や、パート・派遣労働者比率の増加による雇

用者所得の伸びは緩やかなものの、雇用関係の改善により消費は回復基調となっております。 

このような状況の中、エステ関連事業につきましては、男性エステ需要の拡大が続く中、競争

は激しさを増しております。 

また、信販業界における特商法等の改正を踏まえた自主規制ルールの適用、更に、自社による

自主規制として契約金額の上限枠設定等を行ったことから、経営環境は益々厳しいものとなりま

した。 

これらへの対応として、予想される契約単価の低下を補完する目的で、広告宣伝（前年同期比

490 百万円増）による客数増加を図って参りましたが、予想以上の単価の落込みにより売上が計

画を下回りました。 

出店につきましては、５店舗を出店し、また、収益性の重視から２店舗を閉店いたしました結

果、当中間連結会計期間末の店舗数は 98 店舗となりました。 

なお、既存店の活性化のため、８店舗の移転リニューアルを実施いたしました。 

この結果、当中間連結会計期間におけるエステ関連事業の業績は、売上高 6,916 百万円（前年

同期比 2.8％増）、営業損失 434 百万円（前年同期は営業利益 863 百万円）となりました。  

通販関連事業につきましては、ネット通販部門は順調に推移したものの、その他通販部門にお

いて、新商品の投入による売上の増加を計画しておりましたが、投入時期の遅れもあり、売上は

予定を下回り、厳しい経営環境となりました。 

この結果、当中間連結会計期間における通販関連事業の業績は、売上高 1,149 百万円（前年同

期比 5.9％増）、営業利益 85 百万円（のれん償却額 91 百万円控除後）となりました。  

美容室関連事業につきましては、従業員教育の徹底による顧客サービスの向上、労働環境の改

善による従業員のモチベーション向上を図ったこと、更に、スクール内容の充実による美容スク

ール部門の業績好調により、業績全体も順調に推移しております。 

なお、美容室関連事業において、男性用ヘアサロンを運営する子会社を８月に設立し、11 月

から営業を開始する予定で現在準備を行っております。 

この結果、当中間連結会計期間における美容室関連事業の業績は、売上高 1,122 百万円、営業

損失３百万円（のれん償却額 107 百万円控除後）となりました。  

なお、美容室関連事業は、前連結会計年度 12 月からの連結のため、前中間連結会計期間との

比較は行っておりません。 

この結果、当中間連結会計期間における連結業績は、売上高 9,189 百万円（前年同期比 17.6％

増）、営業損失 338 百万円（前年同期は営業利益 1,009 百万円）、経常損失 81 百万円（前年同期は

経常利益 1,378 百万円）、中間純損失 684 百万円（前年同期は中間純利益 645 百万円）となりまし

た。  
 

②通期の見通し 

今後のわが国経済は、海外経済の減速懸念もあり、輸出の伸びの低下に伴う、設備投資への影

響も危惧され、先行きの不透明感は増してきております。 

このような状況の中、当社グループにつきましては、今後の特商法等の改正や薬事法の規制強

化予測、更に競争の激化と経営環境は依然厳しい状況が続くものと思われます。 

平成 20 年３月期の通期の連結業績につきましては、売上高 17,200 百万円、営業損失 650 百万

円、経常損失 250 百万円、当期純損失 750 百万円を見込んでおります。 
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 (2)財政状態に関する分析 

①資産、負債及び純資産の状況 
 

 (イ) 資産 

流動資産は、前連結会計年度末と比較して 13.3％減少し 4,393 百万円となりました。この主な

要因は、現金及び預金が 244 百万円、営業未収入金が 121 百万円減少したことによります。 

固定資産は、前連結会計年度末と比較して 5.0％増加し 7,939 百万円となりました。この主な

要因は、有形固定資産が 423 百万円、投資その他資産が 157 百万円増加し、のれんが 198 百万円

減少したことによります。 

この結果、総資産は、前連結会計年度末と比較して 2.4％減少し 12,333 百万円となりました。 
 

(ロ) 負債 

流動負債は、前連結会計年度末と比較して 9.8％増加し 6,301 百万円となりました。この主な

要因は、短期借入金が 2,000 百万円増加し、未払金が 399 百万円、未払法人税等が 599 百万円、

前受金が 355 百万円減少したことによります。 

固定負債は、前連結会計年度末と比較して 3.6％減少し 333 百万円となりました、 

この結果、負債合計は、前連結会計年度末と比較して 9.0％増加し 6,634 百万円となりました。 
 

(ハ) 純資産 

純資産合計は、前連結会計年度末と比較して 12.9％減少し 5,698 百万円となりました。この主

な要因は、中間純損失及び剰余金の配当により、利益剰余金が 841 百万円減少したことによりま

す。 

また、自己資本比率は、前連結会計年度末の 51.4％から 45.5％となりました。 
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②キャッシュ・フローの状況 

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、

前中間連結会計期間末と比較して 208 百万円増加（前年同期比 14.8％増）し、当中間連結会計期

間末には 1,621 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。 
 

 (イ) 営業活動によるキャッシュ・フロー 

営業活動の結果使用した資金は 570 百万円（前年同期は 862 百万円の獲得）となりました。 

これの主な内訳は、税金等調整前中間純損失△342 百万円、減価償却費 365 百万円、のれん償

却額 198 百万円、前受金の減少額△356 百万円、売上債権の減少額 218 百万円および法人税等の

支払額△759 百万円であります。 
 

(ロ) 投資活動によるキャッシュ･フロー 

投資活動の結果使用した資金は 1,579 百万円（前年同期比 1.5％増）となりました。 

これは主に有形固定資産の取得 1,184 百万円および投資有価証券の取得 200 百万円によるもの

であります。 
 

(ハ) 財務活動によるキャッシュ･フロー 

財務活動の結果得られた資金は 1,872 百万円（前年同期は 185 百万円の使用）となりました。 

これは主に短期借入金による収入 2,000 百万円によるものであります。 
 

（参考）キャッシュ･フロー関連指標の推移 

   平成18年9月期 平成19年9月期 

自己資本比率（％） 42.2 45.5 

時価ベースの自己資本比率（％） 336.2 137.4 

キャッシュ・フロー対有利子負債比率（％） － － 

インタレスト･カバレッジ･レシオ（倍） 391.8 － 
 

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 

キャッシュ・フロー対有利子負債比率：有利子負債／キャッシュ･フロー 

インタレスト･カバレッジ･レシオ：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。 

※ 株式時価総額は、自己株式を除く発行済株式数をベースにより計算しております。 

※ キャッシュ・フローは、営業キャッシュ・フローを利用しております。 

※ 有利子負債は、連結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。 

※ 平成19年9月期のキャッシュ・フロー対有利子負債比率及びインタレスト･カバレッジ･レシオについては、

営業キャッシュフローがマイナスのため記載しておりません。 

 
 

(3)利益配分に関する基本方針及び当期の配当 

当社の利益配分に関する基本的な考え方は、各事業年度の業績を勘案し、将来の事業展開と経

営体質の強化のために必要な内部留保を確保しつつ、配当性向 20％を目標とし、株式分割、自己

株式の取得等を行うことを基本方針としております。 

中間配当につきましては、当中間会計期間の業績が、上記の通りでありますが、期初予想通り

１株 550 円を予定しております。 

しかしながら、期末配当金につきましては、通期の業績予想が赤字となることから、見送らせ

ていただく予定でおります。 
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(4)事業等のリスク 

①法的規制について 

ａ．「特定商取引に関する法律」との関係 

当社は、お客様に対するカウンセリング時において、「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らかにする書面として事前説明書を交付し、十分納得いた

だいた上で契約を行い、契約の勧奨においては、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を、社内規定で一切厳禁とするよう徹底しております。 

また、契約書交付日から８日以内のクーリングオフや契約の中途解約についても、無条件で

のクーリングオフ対応、解約書類の作成及び前受金の返還等、迅速な対応をしております。 

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

命令の対象となることがあり、経営成績及び社会的信用に影響を及ぼす可能性があります。 
 

b．「消費者契約法」との関係 

当社は、「消費者契約法」について、法施行以前より「解説書」や「Ｑ＆Ａ」等を作成し、社

員教育を行っております。 

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

停止命令の対象となることがあり、経営成績及び社会的信用に影響を及ぼす可能性があります。 
 

ｃ．「不当景品類及び不当表示防止法」との関係 

当社は、反響の大きい有効な手段である広告について、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行っております。 

また、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、当社の広告について相談

を行い、不備の有無等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、

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。 
 

ｄ．「個人情報保護法」との関係 

当社は、カウンセラーによる「お客様カルテ」の作成により、必要 小限の個人情報からお

客様管理を行い、お客様に適した施術を継続的に実施しているため、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。 

個人情報については、情報保護に関する基本方針を策定し、社内規定の整備、情報システム

のセキュリティー強化、全社員に対する教育等適切な管理を行っておりますが、万一、情報が

流出し、また、不正使用された場合、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。 
 

②経営政策について 

a．今後の事業展開やビジネス戦略が奏功しないリスク 

当社は、コア事業であるエステティック事業の成長拡大はもとより、事業領域の拡大と企業

価値の 大化を経営方針として、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。 

これら事業戦略については、充分な検討を加えながら推進しておりますが、環境や顧客嗜好

の変化により戦略が奏功しない場合、経営成績及び財政状態に影響を与える可能性があります。 
 

③店舗政策について 

a．出店政策が奏功しないリスク 

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

らゆる方向性から検証し、長期的展望を経て出店しておりますが、地域の特性、慣習、風土な

ど計画を超える要因などで出店効果を得られない事態が発生した場合、経営成績及び財政状態

に影響を与える可能性があります。 
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b．店舗差入保証金の回収について 

期末日現在、当社は 98 店舗を出店しておりますが、出店の際に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、解約時に返還される契約となっておりますが、将来の貸主の信用低下も考慮

し、定期的に貸主の経営状況をチェックする等不測の事態に備えております。 

しかし、急な貸主の経営状況の悪化や破綻等により差入保証金の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。 
 

④人材・組織について 

a．人材の確保について 

当社は、全国各地を対象に、学校訪問、会社説明会、ネット掲載等を基本に、新卒、中途採

用等の募集を積極的に行い、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。 
 

⑤そ の 他  

a．信販会社との契約について 

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

グクレジット契約」を信販会社と結んでおります。 

代金決済手段としては他に、現金、クレジットカード等がありますが、現在、約 7 割のお客

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

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

財政状態に影響を与える可能性があります。 
 

b．前受金について 

当社をはじめエステティック業界では、お客様の契約代金を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、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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２．企業集団の状況 

当社の企業集団は、当社と子会社 4 社で構成されております。 

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

の事業を営んでおります。 

子会社の株式会社日本インターシステム及び株式会社エイチエーシーは、主に健康食品・化粧

品・雑貨等の通信販売ならびに卸売事業を営んでおり、株式会社Ｋ-two エフェクトは、主に、ヘ

アサロン及び美容学校を経営しております。 

なお、株式会社ＶＡＤＩは、男性用ヘアサロンを運営する子会社として８月に設立し、11 月

から営業を開始する予定でおります。 

 

 

  企業集団についての事業系統図は次のとおりであります。 

 
 

当  社 

連結子会社 
株式会社 

日本インターシステム 

エステサロンのお客様通販のお客様 通販の得意先 

連結子会社 
株式会社 

エイチエーシー 

連結子会社 
株式会社 

Ｋ-two エフェクト 

ヘアサロンのお客様 

連結子会社 
株式会社 VADI 

ヘアメイク技術の提供 
美顔･痩身等技術の提供
化粧品等の販売 

健康食品等の卸 

化粧品･健康食品等の通信販売

化粧品の卸

化粧品の卸

ヘアメイク技術教育等 

美容学校の生徒 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

当社の関係会社の状況は以下の通りであります。  
 

名 称  住 所  
資 本 金

(千 円 )

主 要 な  

事 業 内 容  

議 決 権 の  

所 有 割 合 (%)
関 係 内 容  

株 式 会 社  

日 本 イ ンタ ーシ ス テ ム  

東 京 都  

豊 島 区   20,000
化 粧 品 ･健 康食 品

等 の 卸 ･ネ ット 通

信 販 売  

80.0 

当 社 か ら 通 販 用 化 粧 品

を 仕 入 れて おり ま す  

役 員 の 兼任  ２ 名  

株 式 会 社  

エ イ チ エー シー  

北 海 道  

札 幌 市   10,000 化 粧 品 ･健 康 食 品

等 の 通 信販 売  
97.5 

当 社 に 小 売 用 化 粧 品 を

卸 し て おり ます 。  

当 社 に 資 金 を 預 け て お

り ま す 。  

役 員 の 兼任  ２ 名  

株 式 会 社  

Ｋ -two エ フェ ク ト  

大 阪 府  

大 阪 市   45,000 ヘ ア サ ロ ン ･美 容

学 校 の 経営  
100.0 役 員 の 兼任  ２ 名  

株 式 会 社  ＶＡ Ｄ Ｉ  
東 京 都  

渋 谷 区   50,000 ヘ ア サ ロ ン の 経 営 役 員 の 兼任  ３ 名  51.0 

 

 （注）１．有価証券報告書又は有価証券届出書を提出している会社はありません。  
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    ２．特定子会社に該当する子会社はありません。 

 

 

３．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、「結果で

選べば、ラ・パルレ」を基本方針としております。 

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

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

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

提供しております。 

また、「美と健康と癒しの総合企業」という経営目標のもと、経営基盤と収益力の強化はもとよ

り、積極的なＭ＆Ａ及び事業提携等により事業領域の拡大を図り、企業グループとして企業価値の

増加を目指してまいります。 

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

株主価値の 大化を目指してまいります。 
 

(2)目標とする経営指標 

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

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

す。 
 

(3)中長期的な会社の経営戦略 

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

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

規顧客開拓、新規出店及び既存店の活性化による収益の拡大。 

②Ｍ＆Ａ及び事業提携等による新規事業への進出。 

③情報管理のシステム化推進及び人事政策の改善等による経営の構造改革。 
 

(4)会社の対処すべき課題 

今後の当社グループは、エステ関連事業、通販関連事業、美容室関連事業の 3 事業区分で、「美

と健康と癒しの総合企業」という経営目標のもと、それぞれの事業領域において、経営基盤と収

益力の強化を図り、株主価値の 大化を目指してまいります。 

エステ関連事業につきましては、業界を取巻く厳しい経営環境の中、自社クレジット事業へ進

出し、お客様のエステティック需要に対する利便性向上を図り、業界唯一の上場企業として、コ

ンプライアンスを重視し、収益基盤の強化を図ってまいります。 

また、従業員教育及び技術・商品開発力を強化し、顧客満足度を向上させ、メンズ市場はもと

より、エステティック市場における競争力の強化と差別化を図ってまいります。 

通販関連事業につきましては、健康食品に対する薬事法の強化等経営環境は、今後、厳しさを

増していくものと思われますが、マーケティングの強化により、新規商品の開発と販売力を高め、

経営基盤の強化を図ってまいります。 

美容室関連事業につきましては、従業員教育の強化による既存店の活性化と、メンズヘアサロ

ン等新規分野への積極的な進出により、事業領域の拡大と収益力の強化を図ってまいります。 
 

(5)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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４．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18年９月30日) 

当中間連結会計期間末 

(平成19年９月30日) 

前連結会計年度の 
要約連結貸借対照表 
(平成19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   1,437,037 1,806,944  2,051,513

２ 受取手形及び売掛金   237,904 181,351  278,376

３ 営業未収入金   1,002,216 867,173  989,108

４ 有価証券   ― 200,450  201,352

５ たな卸資産   683,662 879,198  946,511

６ 繰延税金資産   183,225 125,322  173,972

７ その他   238,651 335,254  431,780

８ 貸倒引当金   △3,510 △2,485  △3,961

流動資産合計   3,779,188 38.9 4,393,211 35.6  5,068,654 40.1

Ⅱ 固定資産    

１ 有形固定資産    

(1) 建物及び構築物  2,933,675 4,084,043 3,724,981 

  減価償却累計額  △571,034 2,362,641 △835,749 3,248,294 △797,043 2,927,937

(2) 土地   651,132 338,180  338,180

(3) その他  741,875 1,368,209 1,189,270 

  減価償却累計額  △387,520 354,355 △725,840 642,368 △650,135 539,135

有形固定資産合計   3,368,129 34.7 4,228,844 34.3  3,805,253 30.1

２ 無形固定資産    

(1) のれん   750,549 1,461,626  1,660,246

(2) その他   109,436 139,320  143,955

無形固定資産合計   859,985 8.9 1,600,946 13.0  1,804,201 14.3

３ 投資その他の資産    

(1) 投資有価証券   389,031 238,388  205,449

(2) 繰延税金資産   106,316 35,262  134,717

(3) 差入保証金   932,039 1,579,405  1,364,911

(4) その他   294,401 280,907  271,191

(5) 貸倒引当金   △23,875 △23,875  △23,875

投資その他の資産 
合計 

  1,697,914 17.5 2,110,089 17.1  1,952,395 15.5

固定資産合計   5,926,029 61.1 7,939,880 64.4  7,561,850 59.9

資産合計   9,705,217 100.0 12,333,092 100.0  12,630,505 100.0
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前中間連結会計期間末 

(平成18年９月30日) 

当中間連結会計期間末 

(平成19年９月30日) 

前連結会計年度の 
要約連結貸借対照表 
(平成19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   311,040 166,948  254,075

２ 短期借入金   ― 2,000,000  ―

３ 未払金   945,938 567,244  967,068

４ 未払法人税等   576,925 210,057  809,876

５ 前受金   2,643,374 2,657,361  3,012,535

６ 賞与引当金   165,626 153,412  167,980

７ ポイント引当金   29,182 38,857  33,786

８ 繰延税金負債   357 ―  ―

９ その他   518,392 507,518  495,827

流動負債合計   5,190,837 53.5 6,301,398 51.1  5,741,150 45.5

Ⅱ 固定負債    

１ 退職給付引当金   66,000 83,692  77,084

２ 役員退職慰労引当金   120,320 135,800  128,060

３ 繰延税金負債   20,413 3,030  29,874

４ その他   151,565 110,597  110,597

固定負債合計   358,299 3.7 333,120 2.7  345,616 2.7

負債合計   5,549,136 57.2 6,634,519 53.8  6,086,767 48.2

    

(純資産の部)    

Ⅰ 株主資本    

１ 資本金   823,700 1,836,251  1,835,375

２ 資本剰余金   559,720 1,773,454  1,772,578

３ 利益剰余金   3,010,742 2,623,095  3,464,970

４ 自己株式   △293,960 △587,749  △587,749

株主資本合計   4,100,202 42.2 5,645,051 45.8  6,485,174 51.3

Ⅱ 評価・換算差額等    

１ その他有価証券 
  評価差額金 

  △2,761 △33,014  8,145

評価・換算差額等 
合計 

  △2,761 △0.0 △33,014 △0.3  8,145 0.1

Ⅲ 新株予約権   20,077 0.2 5,203 0.0  2,118 0.0

Ⅳ 少数株主持分   38,562 0.4 81,331 0.7  48,300 0.4

純資産合計   4,156,080 42.8 5,698,572 46.2  6,543,738 51.8

負債純資産合計   9,705,217 100.0 12,333,092 100.0  12,630,505 100.0
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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18年４月１日 
至 平成18年９月30日) 

当中間連結会計期間 

(自 平成19年４月１日 
至 平成19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18年４月１日 
至 平成19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   7,811,727 100.0 9,189,215 100.0  17,115,132 100.0

Ⅱ 売上原価   3,699,792 47.4 5,333,234 58.0  8,605,482 50.3

売上総利益   4,111,935 52.6 3,855,981 42.0  8,509,649 49.7

Ⅲ 販売費及び一般管理費 ※１  3,102,098 39.7 4,194,243 45.7  7,132,980 41.7

営業利益又は 

営業損失(△) 
  1,009,836 12.9 △338,261 △3.7  1,376,669 8.0

Ⅳ 営業外収益    

１ 受取利息  1,298 7,117 2,642 

２ 受取配当金  2,109 2,268 4,384 

３ 受取手数料  359,627 207,280 760,962 

４ その他  25,864 388,899 5.0 48,211 264,877 2.9 67,263 835,253 4.9

Ⅴ 営業外費用    

１ 支払利息  2,201 5,592 4,548 

２ 貸倒引当金繰入額  8,000 ― 8,000 

３ 減価償却費  2,295 2,087 4,504 

４ その他  8,122 20,619 0.3 704 8,384 0.1 27,554 44,606 0.2

経常利益又は 

経常損失(△) 
  1,378,116 17.6 △81,768 △0.9  2,167,315 12.7

Ⅵ 特別利益    

１ 投資有価証券売却益  ― 20,042 ― 

２ 固定資産売却益 ※２ ― ― 309,206 

３ 店舗立退補償金  ― 81,278 ― 

４ 保険解約返戻金  13,521 ― 13,521 

５ その他  288 13,809 0.2 362 101,683 1.1 52,938 375,666 2.2

Ⅶ 特別損失    

１ 店舗閉鎖損失 ※３ 87,785 260,807 174,785 

２ 固定資産除却損 ※４ 54,436 6,687 99,908 

３ 減損損失 ※５ ― 41,430 ― 

４ リース解約損  ― 18,553 ― 

５ 投資有価証券償還損  ― 35,371 ― 

６ 過年度ポイント 

引当金繰入額 
 46,269 ― 26,803 

７ その他  ― 188,491 2.4 ― 362,849 3.9 19,815 321,313 1.9

税金等調整前 

中間(当期)純利益 

又は税金等調整前 

中間純損失(△) 

  1,203,435 15.4 △342,935 △3.7  2,221,668 13.0

法人税、住民税 

及び事業税 
 511,374 184,996 1,010,837 

法人税等調整額  37,466 548,840 7.0 147,903 332,900 3.6 47,459 1,058,296 6.2

少数株主利益   8,901 0.1 8,531 0.1  18,639 0.1

中間(当期)純利益 

又は中間純損失(△) 
  645,692 8.3 △684,367 △7.4  1,144,732 6.7
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③中間連結株主資本等変動計算書 

前中間連結会計期間(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(注) △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(注)  △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

(注) 前期の利益処分によるものであります。 
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当中間連結会計期間(自 平成 19 年４月１日 至 平成 19 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19年３月31日残高(千円) 1,835,375 1,772,578 3,464,970 △ 587,749 6,485,174

中間連結会計期間中の変動額  

 新株の発行 875 875  1,751

 剰余金の配当 △157,507  △157,507

 中間純損失 △684,367  △684,367

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) 
875 875 △841,874 ― △840,122

平成19年９月30日残高(千円) 1,836,251 1,773,454 2,623,095 △587,749 5,645,051

 

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19年３月31日残高(千円) 8,145 8,145 2,118 48,300 6,543,738

中間連結会計期間中の変動額  

 新株の発行  1,751

 剰余金の配当  △157,507

 中間純損失  △684,367

 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) 

△41,160 △41,160 3,085 33,031 △5,042

中間連結会計期間中の変動額合計 
(千円) 

△41,160 △41,160 3,085 33,031 △845,165

平成19年９月30日残高(千円) △33,014 △33,014 5,203 81,331 5,698,572
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前連結会計年度（自 平成 18 年 4 月 1 日 至 平成 19 年 3月 31 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

連結会計年度中の変動額  

 新株の発行 1,020,175 1,020,175  2,040,350

 剰余金の配当（注） △ 118,988  △ 118,988

 当期純利益 1,144,732  1,144,732

 自己株式の処分 201,183 51,391 252,574

自己株式の取得 △ 345,181 △ 345,181

株主資本以外の項目の 

連結会計年度中の変動額(純額)  

連結会計年度中の変動額合計(千円) 1,020,175 1,221,358 1,025,743 △ 293,789 2,973,487

平成 19 年 3 月 31 日残高(千円） 1,835,375 1,772,578 3,464,970 △ 587,749 6,485,174

 

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

連結会計年度中の変動額  

新株の発行  2,040,350

 剰余金の配当  △ 118,988

 当期純利益  1,144,732

自己株式の処分  252,574

自己株式の取得  △ 345,181

株主資本以外の項目の 

連結会計年度中の変動額(純額) 5,778 5,778 2,118 35,115 43,011

連結会計年度中の変動額合計(千円) 5,778 5,778 2,118 35,115 3,016,499

平成 19 年 3 月 31 日残高(千円） 8,145 8,145 2,118 48,300 6,543,738
 

(注)  1. 平成18年９月６日を割当日として、第三者割当による新株予約権を発行し、当連結会計年度中に全て行使されて

おります。 

 2. 新株予約権の変動額は、ストックオプションの付与によるものであります。 
3. 剰余金の配当の内訳 

   平成18年６月の定時株主総会における利益処分によるもの      △ 74,176千円 

     当事業年度の中間配当によるもの                               △ 44,811千円 
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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18年４月１日
至 平成18年９月30日)

当中間連結会計期間 

(自 平成19年４月１日 
至 平成19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18年４月１日
至 平成19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 
又は税金等調整前 
中間純損失（△） 

 1,203,435 △342,935 2,221,668

２ 減価償却費  192,095 365,442 494,973

３ 減損損失  ― 41,430 ―

４ のれん償却額  91,363 198,619 254,231

５ 貸倒引当金の 
増加・減少額（減少は△） 

 9,705 △1,475 9,996

６ 賞与引当金の 
増加・減少額（減少は△） 

 30,200 △14,567 15,553

７ 退職給付引当金の増加額  8,966 6,607 20,049

８ 役員退職慰労引当金の 
増加額 

 7,220 7,740 14,960

９ ポイント引当金の増加額  29,182 5,070 33,786

10 受取利息及び受取配当金  △3,407 △9,385 △7,027

11 支払利息  2,201 5,592 4,548

12 投資有価証券売却益  ― △20,042 ―

13 投資有価証券償還損  ― 35,371 ―

14 固定資産除却損  99,305 233,469 203,677

15 固定資産売却益  ― ― △309,206

16 売上債権の 
増加・減少額（増加は△） 

 △514,211 218,959 △518,279

17 前受金の 
増加・減少額（減少は△） 

 463,815 △356,181 646,748

18 たな卸資産の 
増加・減少額（増加は△） 

 △335,389 67,312 △555,889

19 仕入債務の 
増加・減少額（減少は△） 

 168,085 △87,127 96,355

20 その他  △184,717 △164,224 △493,788

小計  1,267,851 189,674 2,132,359

21 利息及び配当金の受取額  4,235 5,968 6,957

22  利息の支払額  △2,201 △6,645 △4,548

23 法人税等の支払額  △407,616 △759,815 △813,783

営業活動による 
キャッシュ・フロー 

 862,268 △570,817 1,320,985
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前中間連結会計期間 

(自 平成18年４月１日
至 平成18年９月30日)

当中間連結会計期間 

(自 平成19年４月１日 
至 平成19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18年４月１日
至 平成19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 

 △807,195 △1,184,729 △1,914,760

２ 有形固定資産の 
売却による収入 

 1,976 ― 828,321

３ 無形固定資産の 
取得による支出 

 △11,595 △14,950 △65,006

４ 投資有価証券の 
取得による支出 

 △343 △200,369 △686

５ 投資有価証券の 
売却による収入 

 52,373 84,300 52,373

６ 定期預金の 
預入による支出 

 ― △33,597 △127,582

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 ― △1,823,517

８ その他  △123,136 △230,289 △316,141

投資活動による 
キャッシュ・フロー 

 △1,556,467 △1,579,637 △3,366,999

Ⅲ 財務活動による 
キャッシュ・フロー 

  

１ 短期借入金の純増減額  ― 2,000,000 ―

２ 長期借入金の 
返済による支出 

 △150,000 ― △177,500

３ 自己株式売却による収入  ― ― 252,574

４ 自己株式取得による支出  ― ― △345,181

５ 株式の発行による収入  17,000 1,751 2,040,350

６ 新株予約権の 
発行による収入 

 20,000 ― ―

７ 少数株主からの 
払込による収入 

 ― 24,500 ―

８ 配当金の支払額  △72,661 △153,963 △117,196

財務活動による 
キャッシュ・フロー 

 △185,661 1,872,288 1,653,047

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 
減少額 

 △879,860 △278,166 △392,966

Ⅵ 現金及び現金同等物の 
期首残高 

 2,292,897 1,899,931 2,292,897

Ⅶ 現金及び現金同等物の 
中間期末(期末)残高 

※ 1,413,037 1,621,764 1,899,931
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⑤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18年４月１日 
至 平成18年９月30日) 

当中間連結会計期間 
(自 平成19年４月１日 
至 平成19年９月30日) 

前連結会計年度 
(自 平成18年４月１日 
至 平成19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  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  ４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  ３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 ㈱エイチエーシー 

 ㈱Ｋ-twoエフェクト 

㈱ＶＡＤＩ 

㈱エイチエーシー 

㈱Ｋ-twoエフェクト 

 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

会計期間末における子会

社数は２社となっており

ます。 

当社は平成19年８月

20日、㈱ＶＡＤＩ(発行

株式数の51.0％を出資)

を設立し、子会社といた

しました。 

 この結果、当中間連結

会計期間末における子会

社数は４社となっており

ます。 

当社は平成18年5月1

日株式会社エイチエー

シー(平成18年4月1日を

みなし取得日)の株式

を、また、平成18年10月

2日株式会社Ｋ-twoエフ

ェクト(平成18年12月1

日をみなし取得日)の株

式を取得し、子会社とい

たしました。 

この結果、当連結会計

年度末における子会社

数は3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 

㈱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18年４月１日 
至 平成18年９月30日) 

当中間連結会計期間 
(自 平成19年４月１日 
至 平成19年９月30日) 

前連結会計年度 
(自 平成18年４月１日 
至 平成19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 

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 

同左 

 

 

 

 

 

 

 

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 

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 

７年～18年 

①有形固定資産 

同左 

①有形固定資産 

同左 

  （追加情報）  

  当中間連結会計期間か

ら、平成19年３月31日以前

に取得したものについて

は、償却可能限度額まで償

却が終了した翌年から5年

間で均等償却する方法によ

っております。 

当該変更が損益に与える

影響は軽微であります。 

なお、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。 
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項目 
前中間連結会計期間 

(自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日) 

当中間連結会計期間 
(自 平成19年４月１日 
至 平成19年９月30日) 

前連結会計年度 
(自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日) 

 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 

(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。 

 



  

-- 21 -- 

 

項目 
前中間連結会計期間 

(自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日) 

当中間連結会計期間 
(自 平成19年４月１日 
至 平成19年９月30日) 

前連結会計年度 
(自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日) 

 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 

同左 

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。 

 （会計処理の変更）         （会計処理の変更） 

 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対応す

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、税

金等調整前中間純利益は

29,182千円それぞれ減少し

ております。 

 なお、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。 

 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、当連結会計年度か

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、当連結会計

年度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

たポイントに対応する金額

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、当連結

会計年度の営業利益及び経

常利益は6,983千円、税金等

調整前当期純利益は33,786

千円それぞれ減少しており

ます。 

なお、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。 
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項目 
前中間連結会計期間 

(自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日) 

当中間連結会計期間 
(自 平成19年４月１日 
至 平成19年９月30日) 

前連結会計年度 
(自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日) 

 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 

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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⑥中間連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更 

会計方針の変更 

 
前中間連結会計期間 

(自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日) 

当中間連結会計期間 
(自 平成19年４月１日 
至 平成19年９月30日) 

前連結会計年度 
(自 平成18年４月１日 
至 平成19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

連結財務諸表規則により作成してお

ります。 

     ――――― （貸借対照表の純資産の部の表示

に関する会計基準） 

当連結会計年度から「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

6,493,319千円であります。 

なお、当連結会計年度における

連結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。 

（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。 

 また、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。 

  

――――― 

（ストック・オプション等に関する

会計基準） 

当連結会計年度から「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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表示方法の変更 

 
前中間連結会計期間 

(自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日) 

当中間連結会計期間 
(自 平成19年４月１日 
至 平成19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。 

         ――――― 

 

追加情報 

 
前中間連結会計期間 

(自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日) 

当中間連結会計期間 
(自 平成19年４月１日 
至 平成19年９月30日) 

前連結会計年度 
(自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日) 

（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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⑦中間連結財務諸表に関する注記事項 

中間連結貸借対照表関係 

 
前中間連結会計期間末 
(平成18年９月30日) 

当中間連結会計期間末 
(平成19年９月30日) 

前連結会計年度末 
(平成19年３月31日) 

１ 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 
 

１ 当社は、運転資金の効率的な

調達を行うため取引銀行３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 3,000,000千円

借入実行残高 2,000,000千円

差引額 1,000,000千円
 

１ 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
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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18年４月１日 
至 平成18年９月30日) 

当中間連結会計期間 
(自 平成19年４月１日 
至 平成19年９月30日) 

前連結会計年度 
(自 平成18年４月１日 
至 平成19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 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

ポイント引当金 
繰入額 

2,379千円
 

※１ 販売費及び一般管理費の主な

もの 

広告宣伝費 2,456,055千円

役員報酬 131,820千円

労務費 505,017千円

退職給付費用 4,456千円

役員退職慰労 
引当金繰入額 

7,740千円

減価償却費 51,147千円

のれん償却額 198,619千円
ポイント引当金 
繰入額 

5,070千円

 
 

※１ 販売費及び一般管理費の主な

もの 

広告宣伝費 4,343,167千円

役員報酬 224,204千円

労務費 731,920千円

退職給付費用 13,131千円

役員退職慰労 
引当金繰入額 

14,960千円

減価償却費 43,826千円

のれん償却額 254,231千円

貸倒引当金繰入額 1,996千円

ポイント引当金 
繰入額 

6,983千円
 

※２    ――――― ※２    ――――― ※２ 固定資産売却益 

  建物及び構築物 11,212千円

車両運搬具 1,392千円

土地 296,602千円

計 309,206千円

※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 223,696千円

工具器具備品除却損 3,085千円

原状回復費用等 34,025千円

 計 260,807千円
 

※３ 店舗閉鎖損失内訳 

建物及び構築物除却損 102,085千円

工具器具備品除却損 2,983千円

原状回復費用等 69,717千円

 計 174,785千円
 

※４ 固定資産除却損 ※４ 固定資産除却損 ※４ 固定資産除却損 

建物及び構築物 54,404千円

工具器具備品 32千円

 計 54,436千円
 

建物及び構築物 1,120千円

工具器具備品 5,567千円

 計 6,687千円
 

建物及び構築物 97,111千円

工具器具備品 1,497千円

ソフトウエア 1,299千円

 計 99,908千円
 

※５    ――――― ※５ 減損損失 ※５    ――――― 

 当社グループは、以下の資産グル

ープについて特別損失として減損

損失を計上いたしました。 

 

 用途 種類 減損損失 

建物 35,796千円ｴｽﾃﾃｨｸｻﾛﾝ

(2店舗) 工具器具備品 5,633千円

合計 41,430千円
 

 

 当社グループは、エステティック

事業におけるサロン（店舗）を独立

したキャッシュ・フローを生み出す

単位としております。 

 

 減損損失を計上いたしましたエ

ステティックサロンは、その立地か

ら、周辺地域の経済環境の変化や競

合の出店等の影響により業績が低

迷しており、今後、回復の見込みが

ないため減損を認識いたしました。

なお、当資産グループの回収可能

価額は、使用価値により測定してお

りますが、将来キャッシュ・フロー

がマイナスのため、回収可能価額は

無いものとして評価しておりま

す。 
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中間連結株主資本等変動計算書関係 

前中間連結会計期間（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18年ストックオ
プションとしての新
株予約権 

― ― ― ― ― 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。 

３ 平成18年ストックオプションとしての新株予約権は、権利行使期間の初日が到来しておりません。 
 

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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当中間連結会計期間（自 平成 19 年４月１日 至 平成 19 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 218,765 16 ― 218,781
 
（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。 

 ストックオプションの行使に伴う新株の発行による増加          16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 8,755 ― ― 8,755
 
（変動事由の概要） 

該当事項はありません。 

 

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）

提出会社 
平成18年ストックオ
プションとしての新
株予約権 

― ― ― ― ― 5,203

合計 ― ― ― ― 5,203

(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 平成18年ストックオプションとしての新株予約権は、権利行使期間の初日が到来しておりません。 
 

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 19 年６月 27 日 
定時株主総会 

普通株式 157,507 750 平成 19 年３月 31 日 平成 19 年６月 28 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19年 11月 15日
取締役会 

普通株式 利益剰余金 115,514 550 平成19年９月30日平成19年12月５日

 



  

-- 29 -- 

前連結会計年度(自 平成 18 年４月１日 至 平成 19 年３月 31 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) 当連結会計年度末(株)

普通株式 51,596 167,169 ― 218,765
 
（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                         159,068株 

 ストックオプションの行使に伴う新株の発行による増加           760株 

 第三者割当による新株予約権の行使に伴う新株の発行による増加   7,341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) 当連結会計年度末(株)

普通株式 2,145 7,360 750 8,755
 
（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         5,685株 

  市場買付による増加        1,675株 

減少数の主な内訳は、次のとおりであります。 

 第三者割当譲渡による減少           750株 

 

３ 新株予約権等に関する事項 

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 

当連結 
会計年度末 

当連結会計
年度末残高
（千円）

平成18年ストックオ
プションとしての新
株予約権 

― ― ― ― ― 2,118

提出会社 

第三者割当としての
新株予約権 

普通株式 ― 7,341 7,341 ― ―

合計 ― 7,341 7,341 ― 2,118

 

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

平成18年11月15日 
取締役会 

普通株式 44,811 450 平成18年9月30日 平成18年12月11日

 

 (2) 基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度となるもの 

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19年6月27日 
定時株主総会 

普通株式 利益剰余金 157,507 750 平成19年3月31日 平成19年6月28日

(注) １株当たり配当額には、上場５周年記念配当 200 円が含まれております。 
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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18年４月１日 
至 平成18年９月30日) 

当中間連結会計期間 
(自 平成19年４月１日 
至 平成19年９月30日) 

前連結会計年度 
(自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日) 

※ 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 

※ 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 

※ 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９月30日現在) (平成19年９月30日現在) (平成19年３月31日現在)

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 1,806,944千円

預入期間が３ヶ月 
を超える定期預金 

△185,179千円

現金及び現金 
同等物 

1,621,764千円

  

現金及び預金 2,051,513千円

預入期間が３ヶ月 
を超える定期預金 

△151,582千円

現金及び現金 
同等物 

1,899,931千円
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リース取引関係 

 
前中間連結会計期間 

(自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日) 

当中間連結会計期間 
(自 平成19年４月１日 
至 平成19年９月30日) 

前連結会計年度 
(自 平成18年４月１日 
至 平成19年３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 

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 

258,868千円

減価償却 
累計額相当額

159,898千円

中間期末残高
相当額 

98,970千円

  

 
有形固定資産その他
（工具器具備品）

取得価額 
相当額 

403,918千円

減価償却 
累計額相当額 

293,394千円

期末残高 
相当額 

110,524千円

  
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 36,902千円

１年超 45,387千円

合計 82,290千円
  

１年内 50,063千円

１年超 53,182千円

合計 103,245千円
  

１年内 50,407千円

１年超 63,649千円

合計 114,056千円
  

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 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 31,879千円

減価償却費相当額 29,766千円

支払利息相当額 2,009千円
  

支払リース料 51,405千円

減価償却費相当額 47,667千円

支払利息相当額 2,268千円
  

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。 
   
２ オペレーティング・リース取引 ２ オペレーティング・リース取引 ２ オペレーティング・リース取引

――――― 未経過リース料 未経過リース料 

 １年内 10,370 千円

１年超 3,167 千円

合計 13,537 千円
 

１年内 9,132 千円

１年超 5,533 千円

合計 14,665 千円
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 有価証券関係 

前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

 

当中間連結会計期間末(平成19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 200,450 200,150 300

(2) 社債 ― ― ―

(3) その他 ― ― ―

計 200,450 200,150 300

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 70,808 52,053 △18,755

(2) 債券 ― ― ―

(3) その他 197,675 186,335 △11,340

計 268,483 238,388 △30,095
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前連結会計年度末(平成19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 201,352 200,640 △712

(2) 社債 ― ― ―

(3) その他 ― ― ―

計 201,352 200,640 △712

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 94,085 82,189 △11,895

(2) 債券 ― ― ―

(3) その他 97,675 123,260 25,585

計 191,760 205,449 13,689

 

(デリバティブ取引関係) 

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

平成19年４月１日 至 平成19年９月30日)及び前連結会計年度(自 平成18年４月１日 至 平

成19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 

前中間連結会計期間(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の株式報酬費用    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 

 

当中間連結会計期間(自 平成19年４月１日 至 平成19年９月30日) 

１．当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の株式報酬費用    1,568千円 

    販売費及び一般管理費の支払手数料     1,517千円 

 

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 

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４月１日 至 平成19年３月31日) 

１ 当連結会計年度における費用計上額及び科目名 

販売費及び一般管理費の株式報酬費用    1,637千円 

       販売費及び一般管理費の支払手数料       780千円 
 

２ 当連結会計年度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 提出会社 

決議年月日 平成18年６月29日 平成18年６月29日 

付与対象者の区分及び人数 
当社従業員   ２名 

子会社取締役 １名 
取引先取締役 ２名 

株式の種類及び付与数 普通株式    46株 普通株式    44株 

付与日 平成18年９月21日 平成19年２月１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、

当社もしくは当社子会社の取締

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。 

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

もしくは当社子会社の取締役、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。

対象勤務期間 
対象勤務期間については定めて

おりません。 
同左 

権利行使期間 
平成20年７月１日 

～ 
平成25年６月30日 

平成20年７月１日 
～ 

平成25年６月30日 

権利行使価格 177,930円 255,000円 

付与日における公正な評価単価 120,746円  97,049円 

(注) 平成 18 年７月１日付及び平成 19 年１月１日付でそれぞれ１：２の株式分割を行っております。 
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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。 

    ４ 「中間連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項 ４ 会計処理基準に関する事項 (3) 

重要な引当金の計上基準 ③ポイント引当金(会計処理の変更)」に記載のとおり当中間連結会

計期間から「ポイント引当金」を計上しております。この変更に伴い、従来の方法によった場

合に比べ、当中間連結会計期間における「通販関連事業」の営業費用が2,379千円増加し、営業

利益が同額減少しております。 

     また、「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(ストック・オ

プション等に関する会計基準)」に記載のとおり、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 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。 

 

当中間連結会計期間(自 平成19年４月１日 至 平成19年９月30日) 

 
エステ関連事業

(千円) 

通販関連事業

(千円) 

美容室関連事業

(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高 6,916,383 1,149,996 1,122,835 9,189,215 ― 9,189,215

(2) セグメント間の内部売上高又
は振替高 

259 12,079 ― 12,339 (12,339) ―

計 6,916,643 1,162,076 1,122,835 9,201,555 (12,339) 9,189,215

営業費用 7,351,257 1,077,060 1,126,344 9,554,662 (27,184) 9,527,477

営業利益又は営業損失(△) △434,614 85,016 △3,508 △353,106 14,845 △338,261

(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) 美容室関連事業・・・・・・・・・ヘアサロンの経営、美容スクールの経営 

    ３ 「中間連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項 ４ 会計処理基準に関する事項 (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(追加情報)」に記載のとおり、当中間

連結会計期間から、平成19年３月31日以前に取得したものについては、償却可能限度額まで償

却が終了した翌年から5年間で均等償却する方法によっております。なお、これによる影響は軽

微であります。 
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前連結会計年度(自 平成 18 年 4 月 1日 至 平成 19 年 3月 31 日) 

 

 
エステ関連事業

(千円) 

通販関連事業

(千円) 

美容室関連事業

(千円) 
計 

(千円) 

消去又は全社 

(千円) 

連結 

(千円) 

Ⅰ 売上高及び営業損益  

売上高  

(1) 外部顧客に対する売上高 14,063,987 2,390,528 660,616 17,115,132 ― 17,115,132

(2) セグメント間の内部売上高又
は振替高 

1,220 8,500 ― 9,720 (9,720) ―

計 14,065,207 2,399,028 660,616 17,124,852 (9,720) 17,115,132

営業費用 12,927,159 2,141,193 694,820 15,763,172 (24,710) 15,738,462

営業利益又は営業損失(△) 1,138,047 257,835 △34,203 1,361,679 14,990  1,376,669

(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) 美容室関連事業・・・・・・・・・ヘアサロンの経営、美容スクールの経営 

    ３ 通販関連事業は、前連結会計年度はネット通販関連事業と名称表示しておりましたが、当連結会計年度に

連結子会社が増加したことに伴い、当連結会計年度より通販関連事業と名称を変更しております。 

また、当連結会計年度において株式会社Ｋ-twoエフェクトを子会社としたことに伴い、美容室関連事業を

新規事業領域としております。 

    ４ 「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項 ４ 会計処理基準に関する事項 (4) 重要な引当金

の計上基準 ③ポイント引当金(会計処理の変更)」に記載のとおり当連結会計年度から「ポイント引当金」

を計上しております。この変更に伴い、従来の方法によった場合に比べ、当連結会計年度における「通販

関連事業」の営業費用が6,983千円増加し、営業利益が同額減少しております。 

     また、会計処理の変更(ストック・オプション等に関する会計基準)に記載のとおり、当連結会計年度から

「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 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。 

 

所在地別セグメント情報 

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

平成19年４月１日 至 平成19年９月30日)及び前連結会計年度(自 平成18年４月１日 至 

平成19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18年４月１日 至 平成18年９月30日)、当中間連結会計期間(自 

平成19年４月１日 至 平成19年９月30日)及び前連結会計年度(自 平成18年４月１日 至 

平成19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。 

 

企業結合等関係 

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

平成19年４月１日 至 平成19年９月30日)及び前連結会計年度(自 平成18年４月１日 至 

平成19年３月31日) 

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18年４月１日 
至 平成18年９月30日)

当中間連結会計期間 
(自 平成19年４月１日 
至 平成19年９月30日)

前連結会計年度 
(自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日)

１株当たり純資産額 41,146円41銭 26,720円68銭 30,919円10銭 

１株当たり中間(当期)純利益

又は中間純損失 
6,504円93銭 △3,258円61銭 5,638円07銭 

潜在株式調整後 
１株当たり中間(当期)純利益

6,420円30銭 ― 5,551円68銭 

  

潜在株式調整後１株当

たり中間純利益について

は、１株当たり中間純損失

であるため記載しており

ません。 

当社は、平成18年7月1日

付並びに平成19年1月1日

付で普通株式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

における前連結会計年度

の（1株当たり情報）の各

数値は以下のとおりであ

ります。 

   

１株当たり純資産 17,765円33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 
2,036円02銭

 
(注) １ 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18年９月30日)

当中間連結会計期間末 
(平成19年９月30日) 

前連結会計年度末 
(平成19年３月31日)

中間連結貸借対照表(連結貸借対照表)の純資

産の部の合計額(千円) 
4,156,080 5,698,572 6,543,738

普通株式に係る純資産額(千円) 4,097,441 5,612,036 6,493,319

差額の主な内訳(千円) 

新株予約権 

少数株主持分 

20,077

38,562

 

5,203 

81,331 

2,118

48,300

普通株式の発行済株式数(株) 103,872 218,781 218,765

普通株式の自己株式数(株) 4,290 8,755 8,755

１株当たり純資産額の算定に用いられた 

普通株式の数(株) 
99,582 210,026 210,010
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 (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18年４月１日
至 平成18年９月30日)

当中間連結会計期間 
(自 平成19年４月１日 
至 平成19年９月30日) 

前連結会計年度 
(自 平成18年４月１日
至 平成19年３月31日)

１株当たり中間(当期)純利益金額  

中間連結損益計算書上の中間(当期) 
純利益又は中間純損失(千円) 

645,692 △684,367 1,144,732

普通株式に係る中間(当期) 
純利益又は中間純損失(千円) 

645,692 △684,367 1,144,732

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) 99,262 210,018 203,036

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) ― ― ―

潜在株式調整後１株当たり中間(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 1,308 ― 3,159

普通株式増加数(株) 1,308 ― 3,159

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 
           23個 
平成18年第三者割当
てによる新株予約権 
          200個 

平成 13 年ストックオ
プションとしての新
株引受権 

800 株 
平成 17 年ストックオ
プションとしての新
株予約権 

1,311 個 
平成 18 年ストックオ
プションとしての新
株予約権 

34 個 

―

 

２ 株式分割について 

 前中間連結会計期間(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 

 

 当中間連結会計期間(自 平成19年４月１日 至 平成19年９月30日) 

該当事項はありません。 
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重要な後発事象 

 

前中間連結会計期間(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、取得金額および取得後の所有株式数の状況 

取得前の所有株式数    － 株(所有割合   － %) 

取得株式数        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。 

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株当たり中間純利益 1,203円47銭 １株当たり中間純利益 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
当たり中間純利益 

1,193円70銭
 

潜在株式調整後１株
当たり中間純利益  

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。

 

 

 

 

３. 平成18年８月21日の取締役会において決議された、第１回新株予約権（第三者割当て）の発行及び行使

条項付第三者割当て契約に基づき発行した新株予約権のうち、平成18年10月１日から平成18年11月30日ま

での間に、新株予約権50個、目的となる株式数1,400株が行使されました。 

   これに伴い、資本金が252,400千円、資本準備金が252,400千円それぞれ増加し、純資産額は499,800千

円増加いたしました。 

   なお、平成18年11月30日現在の新株予約権の数は150個であります。 
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 ４． 当社は、平成18年10月2日開催の取締役会において、自己株式の処分を行うことを決議し、以下のとお

り自己株式を処分いたしました。 

(1) 処分の目的 

当社グループにおける経営責任を明確化し、協力関係を強化することにより、企業価値の拡大と収益

基盤の安定化を促進するため、平成 18 年 10 月２日に当社子会社となった株式会社 K-two エフェクト代

表取締役 越智岳也に対し、平成 18 年 10 月 19 日に当社自己株式を譲渡いたしました。 

なお、当該自己株式の譲渡による手取金は、全額運転資金に充当する予定であります。 

 (2) 処分した株式の内容 

① 株式の種類       当社普通株式 

② 株式の総数       750 株 

③ 処分価額              1 株につき 336,766 円 

  （注）上記処分価額は、本処分に掛かる取締役会決議日の直近前 30 営業日の株式会社大阪証券取引所に

おける当社普通株式の終値の平均価額であります。（円未満は切捨て） 

      ④ 処分価額の総額       252,574 千円 

⑤ 自己株式処分差益   201,183 千円 

⑥ 処分後の自己株式数     3,540 株 
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当中間連結会計期間(自 平成19年４月１日 至 平成19年９月30日) 

 当社は、平成19年６月27日開催の当社定時株主総会で決議した、会社法第236条、第238条、第239条及び第

240条の規定に基づくストック・オプションとしての新株予約権を発行することについて、平成19年10月５日

開催の当社取締役会において当該新株予約権の発行を決議いたしました。 

１．新株予約権の発行数 

  合計2,500個（新株予約権１個当たりの目的となる株式数は、１株とする。ただし、下記５．に定める株

式の数の調整を行った場合は、同様の調整を行うものとする。） 

２．新株予約権の発行価格 

        20,581円 

３．発行価格の総額 

    51,452,500円 

４．新株予約権の目的である株式の種類及び数 

   当社普通株式  2,500株     

但し、割当日後、当社が株式分割（当社普通株式の株式無償割当てを含む）または株式併合を行う場合

には、付与株式数を次の算式により調整するものとする（１株未満の端数は切り捨て）。 

ただし、かかる調整は当該時点で権利行使または消却されていない新株予約権についてこれを行う 

ものとする。 

    調整後株式数 ＝ 調整前付与株式数 × 分割・併合の比率 

また、当社が他社と吸収合併もしくは新設合併を行い新株予約権が継承される場合、または当社が 

新設分割若しくは吸収分割を行う場合、当社は必要と認める付与株式数の調整を行うものとする。 

５．新株予約権の行使に際して払い込むべき金額 

      １株当たり 92,010円 

新株予約権の行使に際して出資される財産は金銭とする。 

新株予約権の行使により発行または移転する株式１株当たりの払込金額（以下､「行使価額」という）

である92,010円に行使により発行または移転する株式数を乗じた金額とする。 

なお、割当日後、当社が株式分割または株式併合を行う場合には、上記行使価額は分割または併合の比

率に応じ次の算式により調整されるものとし、調整により生じる１円未満の端数は切り上げるものとす

る。 

１ 
調整後行使価額 ＝調整前行使価額 × 

分割・併合の比率

また、時価を下回る価額で新株式の発行または自己株式の処分（新株予約権の行使による場合を除く）

が行われる場合、上記行使価額は次の算式により調整されるものとし、調整により生じる１円未満の端

数は切り上げるものとする。 

    新規発行株式数×１株当たり払込金額既発行株式数
＋ 時価 

調整後行使
価額 

＝
調 整前 
行使価
額 

× 既発行株式数＋新規発行株式数 

なお、上記の算式において、｢既発行株式数」とは、当社の発行済普通株式数から当社が保有している当

社普通株式の総数を控除した数とし、また、自己株式の処分を行う場合には､「新規発行株式数」を「処

分する自己株式数」に読み替えるものとする。 

さらに、上記のほか、割当日後、行使価額の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、合理的

な範囲で行使価額を調整するものとする。 

６．新株予約権の行使期間 

平成21年７月１日から平成26年６月30日まで 

７．新株予約権の行使の条件 

① 新株予約権者は、権利行使の際に、当社の取締役、監査役、顧問又は従業員並びに当社子会社の役

員または従業員その他これに準ずる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

退職その他これに準ずる正当な事由がある場合にはこの限りではない。 

② 新株予約権者が死亡した場合、その相続人による新株予約権の相続はできないものとする。 

③ その他の権利行使の条件については、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」

に定める所によるものとする。 
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 ８．新株予約権の行使により株式を発行する場合の当該株券の発行価格のうち資本組入れ額 

① 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第40条

第１項に従い算出される資本金等増加限度額の２分の１の金額とし、計算の結果生じる１円未満の

端数は、これを切り上げるものとする。 

② 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記①記載の資

本金等増加限度額から上記①に定める増加する資本金の額を減じて得た額とする。 

９．新株予約権の譲渡に関する事項 

      譲渡による新株予約権の取得については取締役会の決議による承認を要するものとする。 

10．新株予約権の取得の申し込みの勧誘の相手方の人数及びその内訳 

      合計671名であり、その内訳は下記の通りであります。 

当社取締役    ７名    130個 

当社監査役    ３名     25個 

当社従業員     661名   2,345個 

11．勧誘の相手方が提出会社に関係する会社として定義府令第３条の３第２項各号に規定する会社の取締役、

会計参与、執行役、監査役又は使用人である場合の、当該会社と提出会社との間の関係 

   該当事項はありません。 

12．勧誘の相手方と提出会社との間の取り決めの内容 

新株予約権者との取り決めは、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」において

定めるものとする。 

 

前連結会計年度(自 平成18年４月１日 至 平成19年３月31日) 

該当事項はありません。 
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５．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９月30日) 

当中間会計期間末 

(平成19年９月30日) 

前事業年度の 
要約貸借対照表 

(平成19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  1,247,375 1,243,160 1,497,265 

２ 売掛金  4,029 6,886 9,433 

３ 営業未収入金  1,002,216 867,173 989,108 

４ 有価証券  ― 200,450 201,352 

５ 商品  504,253 569,342 720,835 

６ 貯蔵品  87,262 176,465 110,059 

７ 繰延税金資産  178,335 84,686 148,594 

８ 未収入金  60,034 62,572 91,211 

９ その他  196,322 221,714 283,336 

流動資産合計   3,279,828 33.7 3,432,454 28.5  4,051,198 33.7

Ⅱ 固定資産    

(1) 有形固定資産    

１ 建物  2,301,665 2,882,018 2,573,916 

２ 構築物  7,830 57,947 58,497 

３ 工具器具備品  331,487 594,305 473,034 

４ 土地  595,951 283,000 283,000 

５ 建設仮勘定  16,234 ― 24,877 

有形固定資産合計   3,253,169 33.5 3,817,270 31.6  3,413,325 28.4

(2) 無形固定資産   100,408 1.0 118,566 1.0  126,706 1.1

(3) 投資その他の資産    

１ 投資有価証券  210,251 132,228 3,309 

２ 関係会社株式  1,585,553 2,965,053 2,939,553 

３ 出資金  200,000 170,947 170,947 

４ 繰延税金資産  106,316 25,412 124,867 

５ 差入保証金  920,080 1,320,933 1,116,160 

６ 信販保証金  39,036 35,388 35,374 

７ その他  54,867 65,202 54,669 

８ 貸倒引当金  △23,875 △23,875 △23,875 

投資その他の資産 
合計 

  3,092,231 31.8 4,691,292 38.9  4,421,007 36.8

固定資産合計   6,445,808 66.3 8,627,129 71.5  7,961,039 66.3

資産合計   9,725,637 100.0 12,059,583 100.0  12,012,238 100.0
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前中間会計期間末 

(平成18年９月30日) 

当中間会計期間末 

(平成19年９月30日) 

前事業年度の 
要約貸借対照表 

(平成19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  198,540 73,919 92,977 

２ 短期借入金  ― 2,000,000 ― 

３ 未払金  894,854 473,061 867,782 

４ 未払法人税等  550,000 43,000 683,000 

５ 前受金  2,642,240 2,453,760 2,732,692 

６ 賞与引当金  160,370 126,680 147,000 

７ その他  800,635 878,028 656,476 

流動負債合計   5,246,640 53.9 6,048,449 50.2  5,179,928 43.1

Ⅱ 固定負債    

１ 長期未払金  147,555 94,621 94,621 

２ 退職給付引当金  66,000 83,692 77,084 

３ 役員退職慰労引当金  120,320 135,800 128,060 

４ 預り保証金  4,009 3,253 3,253 

固定負債合計   337,886 3.5 317,367 2.6  303,019 2.5

負債合計   5,584,526 57.4 6,365,816 52.8  5,482,948 45.6
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前中間会計期間末 

(平成18年９月30日) 

当中間会計期間末 

(平成19年９月30日) 

前事業年度の 
要約貸借対照表 

(平成19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 1,836,251 15.2  1,835,375 15.3

２ 資本剰余金    

(1) 資本準備金  559,720 1,572,271 1,571,395 

(2) その他資本剰余金  ― 201,183 201,183 

資本剰余金合計   559,720 5.8 1,773,454 14.7  1,772,578 14.8

３ 利益剰余金    

(1) 利益準備金  12,143 12,143 12,143 

(2) その他利益剰余金    

別途積立金  1,700,000 1,700,000 1,700,000 

繰越利益剰余金  1,316,732 991,039 1,795,118 

利益剰余金合計   3,028,876 31.1 2,703,183 22.4  3,507,262 29.2

４ 自己株式   △293,960 △3.0 △587,749 △4.8  △587,749 △4.9

株主資本合計   4,118,336 42.4 5,725,138 47.5  6,527,466 54.4

Ⅱ 評価・換算差額等    

１ その他有価証券 
  評価差額金 

  2,697 △36,575  △294

評価・換算差額等 
合計 

  2,697 0.0 △36,575 △0.3  △294 △0.0

Ⅲ 新株予約権   20,077 0.2 5,203 0.0  2,118 0.0

純資産合計   4,141,111 42.6 5,693,767 47.2  6,529,289 54.4

負債純資産合計   9,725,637 100.0 12,059,583 100.0  12,012,238 100.0
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②中間損益計算書 

 

  
前中間会計期間 

(自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日) 

当中間会計期間 

(自 平成19年４月１日 
至 平成19年９月30日) 

前事業年度の 
要約損益計算書 

(自 平成18年４月１日 
至 平成19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   6,727,236 100.0 6,916,643 100.0  14,065,207 100.0

Ⅱ 売上原価   3,142,400 46.7 3,813,066 55.1  6,736,147 47.9

売上総利益   3,584,836 53.3 3,103,576 44.9  7,329,059 52.1

Ⅲ 販売費及び一般管理費   2,721,827 40.5 3,538,190 51.2  6,191,011 44.0

営業利益又は 

営業損失(△) 
  863,008 12.8 △434,614 △6.3  1,138,047 8.1

Ⅳ 営業外収益   383,080 5.7 242,003 3.5  825,608 5.8

Ⅴ 営業外費用   20,060 0.3 8,975 0.1  43,942 0.3

経常利益又は 

経常損失(△) 
  1,226,028 18.2 △201,586 △2.9  1,919,713 13.6

Ⅵ 特別利益   ― ― 81,278 1.2  360,748 2.6

Ⅶ 特別損失   161,687 2.4 343,176 5.0  292,646 2.1

税引前中間(当期) 
純利益又は税引前 
中間純損失(△) 

  1,064,340 15.8 △463,484 △6.7  1,987,815 14.1

法人税、住民税 
及び事業税 

 506,250 19,924 893,301 

法人税等調整額  △57,367 448,883 6.7 163,162 183,087 2.6 △44,141 849,159 6.0

中間(当期)純利益 

又は中間純損失(△) 
  615,457 9.1 △646,571 △9.3  1,138,655 8.1
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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４月１日 至 平成 18 年９月 30 日) 

 

株主資本 

資本剰余金 利益剰余金 

その他利益剰余金 

 
資本金 

資本準備金 利益準備金

別途積立金 繰越利益剰余金 

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 12,143 1,700,000 775,451 △293,960 3,560,054

中間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(注)  △74,176  △74,176

 中間純利益  615,457  615,457

株主資本以外の項目の中間 
 会計期間中の変動額(純額) 

   

中間会計期間中の変動額合計 

(千円) 
8,500 8,500 ― ― 541,281 ― 558,281

平成18年９月30日残高(千円) 823,700 559,720 12,143 1,700,000 1,316,732 △293,960 4,118,336

 

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 純資産合計 

平成18年３月31日残高(千円) 2,366 2,366 ― 3,562,421

中間会計期間中の変動額  

 新株の発行  17,000

 剰余金の配当(注)  △74,176

 中間純利益  615,457

 株主資本以外の項目の中間 
 会計期間中の変動額(純額) 

331 331 20,077 20,408

中間会計期間中の変動額合計 
(千円) 

331 331 20,077 578,689

平成18年９月30日残高(千円) 2,697 2,697 20,077 4,141,111

(注) 前期の利益処分によるものであります。 
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当中間会計期間(自 平成 19 年４月１日 至 平成 19 年９月 30 日) 

 

株主資本 

資本剰余金  
資本金 

資本準備金 その他資本剰余金 資本剰余金合計 

平成19年３月31日残高(千円) 1,835,375 1,571,395 201,183 1,772,578

中間会計期間中の変動額  

 新株の発行 875 875  875

 剰余金の配当  

 中間純損失  

 株主資本以外の項目の 
 中間会計期間中の変動額(純額) 

 

中間会計期間中の変動額合計(千円) 875 875 ― 875

平成19年９月30日残高(千円) 1,836,251 1,572,271 201,183 1,773,454

 

株主資本 

利益剰余金 

その他利益剰余金 
 

利益準備金 
別途積立金 繰越利益剰余金

利益剰余金合計
自己株式 株主資本合計

平成19年３月31日残高(千円) 12,143 1,700,000 1,795,118 3,507,262 △ 587,749 6,527,466

中間会計期間中の変動額   

 新株の発行   1,751

 剰余金の配当  △ 157,507 △ 157,507  △ 157,507

 中間純損失  △ 646,571 △ 646,571  △ 646,571

 株主資本以外の項目の 
 中間会計期間中の変動額(純額) 

  

中間会計期間中の変動額合計(千円) ― ― △ 804,079 △ 804,079 ― △ 802,327

平成19年９月30日残高(千円) 12,143 1,700,000 991,039 2,703,183 △ 587,749 5,725,138

 

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 純資産合計 

平成19年３月31日残高(千円) △    294 △    294 2,118 6,529,289

中間会計期間中の変動額  

 新株の発行  1,751

 剰余金の配当  △ 157,507

 中間純損失  △ 646,571

 株主資本以外の項目の 
 中間会計期間中の変動額(純額) 

△ 36,281 △ 36,281 3,085 △  33,195

中間会計期間中の変動額合計(千円) △ 36,281 △ 36,281 3,085 △ 835,522

平成19年９月30日残高(千円) △ 36,575 △ 36,575 5,203 5,693,767
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前事業年度(自 平成 18 年４月１日 至 平成 19 年３月 31 日) 

 

株主資本 

資本剰余金  
資本金 

資本準備金 その他資本剰余金 資本剰余金合計 

平成18年３月31日残高(千円) 815,200 551,220 － 551,220

事業年度中の変動額  

 新株の発行 1,020,175 1,020,175  1,020,175

 剰余金の配当（注）  

 当期純利益  

 自己株式の処分 201,183 201,183

  自己株式の取得  

 株主資本以外の項目の 
 事業年度中の変動額(純額) 

 

事業年度中の変動額合計(千円) 1,020,175 1,020,175 201,183 1,221,358

平成19年３月31日残高(千円) 1,835,375 1,571,395 201,183 1,772,578

 

株主資本 

利益剰余金 

その他利益剰余金 
 

利益準備金 
別途積立金 繰越利益剰余金

利益剰余金合計
自己株式 株主資本合計

平成18年３月31日残高(千円) 12,143 1,700,000 775,451 2,487,594 △ 293,960 3,560,054

事業年度中の変動額   

 新株の発行   2,040,350

 剰余金の配当（注）  △ 118,988 △ 118,988  △ 118,988

 当期純利益  1,138,655 1,138,655  1,138,655

 自己株式の処分  51,391 252,574

 自己株式の取得  △ 345,181 △ 345,181

 株主資本以外の項目の 
 事業年度中の変動額(純額) 

  

事業年度中の変動額合計(千円) － － 1,019,667 1,019,667 △ 293,789 2,967,411

平成19年３月31日残高(千円) 12,143 1,700,000 1,795,118 3,507,262 △ 587,749 6,527,466

 

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 純資産合計 

平成18年３月31日残高(千円) 2,366 2,366 － 3,562,421

事業年度中の変動額  

 新株の発行  2,040,350

 剰余金の配当（注）  △  118,988

 当期純利益  1,138,655

 自己株式の処分  252,574

 自己株式の取得  △  345,181

 株主資本以外の項目の 
 事業年度中の変動額(純額) 

△  2,661 △  2,661 2,118 △      543

事業年度中の変動額合計(千円) △  2,661 △  2,661 2,118 2,966,868

平成19年３月31日残高(千円) △    294 △    294 2,118 6,529,289

（注） 剰余金の配当の内訳 

    平成 18 年６月の定時株主総会における利益処分によるもの      △74,176 千円 

    当事業年度の中間配当によるもの                  △44,811 千円 

 

 

以 上 
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