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1. 平成20年６月期第１四半期の連結業績（平成19年７月１日～平成19年９月30日） 

(1) 連結経営成績 (％表示は対前年同四半期増減率)
 

 売上高 営業利益 経常利益 四半期(当期)純利益 
 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

20年６月期第１四半期 1,148 160.4 △290 － △267 － △219 － 

19年６月期第１四半期 441 51.1 △240 － △240 － △239 － 

19年６月期 4,345 1.3 △1,986 － △2,714 － △5,418 － 
 

 
１株当たり 

四半期(当期)純利益 

潜在株式調整後 
１株当たり 

四半期(当期)純利益 
 円 銭 円 銭

20年６月期第１四半期 △0 96 － － 

19年６月期第１四半期 △1 28 － － 

19年６月期 △28 94 － － 

 

(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

20年６月期第１四半期 8,462 3,628 42.0 15 69 

19年６月期第１四半期 9,952 8,724 85.6 45 66 

19年６月期 8,705 3,858 43.5 16 70 

 

(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
20年６月期第１四半期 △49 △125 △93 109 

19年６月期第１四半期 1,219 △478 14 829 

19年６月期 780 △1,813 1,338 378 

 

2. 配当の状況 

 １株当たり配当金 

(基準日) 
第１ 
四半期末 

中間期末 
第３ 
四半期末

期末 年間 

 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭
19年６月期 － － － － － － － － 0 0

20年６月期 － － － － － － － － 0 0

20年６月期(予想) － － － － － － － － 0 0

 

3. 平成20年６月期の連結業績予想（平成19年７月１日～平成20年６月30日） 

 (％表示は、通期は対前期、中間期は対前年中間期増減率)
 

 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
中間期 3,187 100.4 43 － 43 － 51 － 0 22 

通 期 5,342 22.9 113 － 113 － 151 － 0 66 

犬飼
FASA会員マーク
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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）  有 

 新規   0社（社名  －   ） 除外  １社（社名株式会社 エヌディーサービス） 

(注) 詳細は、４ページ【定性的情報・財務諸表等】 ４. その他をご覧ください。 

 

(2) 四半期連結財務諸表の作成基準            ：中間連結財務諸表作成基準 

 

(3) 最近連結会計年度からの会計処理の方法の変更の有無  ：無 

 

(4) 会計監査人の関与                  ：有 

四半期財務諸表については、東京証券取引所の「上場有価証券の発行者の会社情報の適時開示等に関する規則の取扱い」別添

に定められている「四半期財務諸表に対する意見表明に係る基準」に基づく意見表明のための手続きを受けておりますが、「継

続企業の前提に重要な疑義を抱かせる事象又は状況」の記載について、当該経営計画等に記載されている資金面での記載内容の

実現性に関する合理的基礎を得ることはできなかったとして、「有用な情報を表示していないと認められる事項はなかったかど

うかについての結論」が表明されない旨の報告書を受理いたしました。 

 

5. 個別業績の概要（平成19年７月１日～平成19年９月30日） 

(1) 個別経営成績 (％表示は対前年同四半期増減率)
 

 売上高 営業利益 経常利益 四半期(当期)純利益 
 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

20年６月期第１四半期 650 33.5 △266 － △254 － △211 － 

19年６月期第１四半期 436 49.6 △185 － △177 － △181 － 

19年６月期 2,943 △31.2 △1,612 － △1,622 － △5,630 － 
 

 
１株当たり四半期 
(当期)純利益 

 円 銭
20年６月期第１四半期 △0 93 

19年６月期第１四半期 △0 97 

19年６月期 △30 08 

 

(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
20年６月期第１四半期 7,960 3,603 45.2 15 88 

19年６月期第１四半期 9,079 8,823 97.1 47 24 

19年６月期 8,274 3,814 46.0 16 81 

 

6. 平成20年６月期の個別業績予想（平成19年７月１日～平成20年６月30日） 

 (％表示は、通期は対前期、中間期は対前年中間期増減率)
 

 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
中間期 2,651 184.1 29 － 29 － 37 － 0 16 

通 期 4,194 42.5 31 － 31 － 69 － 0 30 

 ※ (注）１．連結・個別業績予想につきましては、現時点で入手可能な情報に基づき当社において判断したものであります。予

想には様々な不確定要素が内在しており、実際の業績はこれらの予想数値とは異なる場合があります。 

２．連結・個別業績予想に関しては、５ページに記載の「業績予想に関する定性的情報」をご参照下さい。 
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【定性的情報・財務諸表等】 

１. 連結経営成績に関する定性的情報 

当第１四半期連結会計期間における我が国経済は、外需産業を中心とした企業が引き続き改善基調を維持している一方で、個人

消費と設備投資は鈍化傾向を見せ始め、景気回復の「踊り場」の色合いを強めております。加えて、原油価格の高騰、サブプライ

ムローン問題に端を発する米国景気の減速等により、我が国経済に不安定感を少なからず与えております。 

当社を取り巻く環境は、ヨガ産業につきましては、生活者の健康志向が一層高まる中、各地でヨガスタジオの開発が相次いで

おり、現在の日本での参加人口は約33万人、市場規模は約210億円とも言われています。（BRICs経済研究所）。平成27年には

447万人、2684億円に達するとの調査報告もあり、今後も市場の成長が大いに期待されます。 

ファッション業界では、百貨店を中心に衣料販売が堅調に推移する等、アパレル消費にも明るい材料が見られるなか、低価格

帯ブランドと高価格帯ブランドの二極化が明確となり、今後もこの流れが続くと思われます。 

このような環境の中、当社グループは「美しさを創造する」を企業コンセプトに定め、事業の選択と集中を徹底的に進め、「ホ

ット・ヨガ事業」、「セレブ・ファッション事業」、「アクア事業」を基盤事業として取り組んで参りました。また、当連結会計年

度を２年目と定めた第２次中期３カ年計画「プロジェクト 10Ｂ」に則り、将来の収益に寄与することを目的として、ホット・

ヨガ店舗の充実、プレミアムジーンズの販売路の確立、水素水の認知・売上向上に努めて参りました。しかしながら、猛暑によ

るホット・ヨガ事業の売上減少やセレブ・ファッション事業の仕入コストが先行したため、当初目標よりも利益が減少いたしま

した。 

その結果、当第１四半期連結会計期間の業績は、売上高1,148百万円（前年同期比160.4％増）、営業損失290百万円（前第１

四半期連結会計期間は営業損失240百万円）、経常損失267百万円（前第１四半期連結会計期間は経常損失240百万円）となり、

第１四半期純損失は219百万円（前第１四半期連結会計期間は第１四半期純損失239百万円）となりました。 

なお、当第１四半期連結会計期間における各事業の種類別セグメントの概況は次のとおりであります。 

 【事業別売上高、構成比、対前年同期比】 

平成19年６月期 
第１四半期 

平成20年６月期 
第１四半期 

前連結会計年度 
（通期）  

金額 構成比 金額 構成比 

対前年 
同期比 
増減率 金額 構成比 

 百万円 ％ 百万円 ％ ％ 百万円 ％

ホット・ヨガ事業 408 92.7 649 56.5 58.8 2,047 47.1

セレブ・ファッション事業 － － 488 42.6 － 1,378 31.7

その他事業 32 7.3 10 0.9 △62.9 919 21.2

合    計 441 100.0 1,148 100.0 160.4 4,345 100.0

(注) 記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。 

 

（ホット・ヨガ事業） 

当事業は、美容と健康を通じて社会貢献に寄与することを目的とし、米国で人気の高い「ホット・ヨガ」を国内に導入したも

のであります。昨今のヨガブームに乗じ、女性専用の新ブランド「ホットヨガ・サロン LUBIE（ラビエ）」の展開を充実させ21

店舗となり、既存ブランドの「ホットヨガ・スタジオ ReU（リュウ）」の６店舗、営業譲受けを行った「ホットヨガ・スタジオ

O（オー）」19店舗と併せて、全国で合計46店舗となりました。 

 

（セレブ・ファッション事業） 

当事業は、当社の連結子会社である株式会社ジャメリック・ジャパンを設立し、プレミアム・ジーンズの代名詞でもある「TRUE 

RELIGION（トゥルーレリジョン）」ブランドの日本総販売代理店として展開しております。流通網の整備も整い、本格的な販売

を開始いたしました。また、今後新ブランドの立上げも予定しております。 
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（その他事業） 

・アクア事業 

当事業は、「水素水」を製造・販売することを目的とし、当社の連結子会社であるエヌディーアクア株式会社が主となって推

進する事業であります。展示会等で「真・水素水」の知名度を上げると供に、フィットネススタジオ、通信販売など販路の拡大

に注力し、販売代理店の募集も行っております。 

 

 ・リアル・エステイト事業 

当事業は、将来的に有効価値のある不動産物件を購入し、資産価値を高めて賃貸または売却する事業であります。 

 

 

２．連結財政状態に関する定性的情報 

 

（財政状態の変動状況） 

当第１四半期連結会計期間末の総資産は、8,462百万円となり、前連結会計年度末対比242百万円減少いたしました。主な原因

は、経費等の支払いにより現金及び預金が269百万円減少したことによるものであります。 

一方負債は4,833 百万円となり、前連結会計年度末対比13 百万円減少いたしました。主な原因は、セレブ・ファッション事業

の仕入に伴う買掛金328百万円の増加、短期借入金93百万円および未払金254百万円の減少によるものであります。 

また、当第１四半期連結純損失219百万円の計上により、当第１四半期連結会計期間の株主資本が3,625百万円となり、前連結

会計年度末対比159百万円減少いたしました。 

 この結果、自己資本比率42.0％となり、前期末対比で1.5ポイント下落いたしました。 

 

（キャッシュ・フローの状況） 

当第１四半期連結会計期間末における現金および現金同等物(以下「資金」という)は、前連結会計年度末対比269百万円減少し、

109百万円となりました。 

 

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

営業活動により当第１四半期連結会計期間に減少した資金は、49百万円となりました。 

これは主に、経費および法人税等の支払い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） 

投資活動により当第１四半期連結会計期間に減少した資金は、125百万円となりました。 

これは、ホット・ヨガ事業の店舗に伴う有形固定資産の取得による支出70百万円および貸付による支出42百万円等によるもの

であります。 

 

（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

財務活動により当第１四半期連結会計期間に減少した資金は、93百万円となりました。 

これは、短期借入による収入150百万円および短期借入金返済による支出243百万円によるものであります。 
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３．業績予想に関する定性的情報 

 

通期の業績予想につきましては、平成19年８月28日に平成19年６月期決算短信にて公表いたしました数値より変更はござ

いません。当社グループといたしましては、引き続き「ホット・ヨガ事業」および「セレブ・ファッション事業」に経営資源を

集中するとともに、業務の効率化による経費削減を推進し、業績予想の達成に向けて尽力してまいります。 

 
 
 
 

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） 

（株式会社エヌディーサービスの株式譲渡） 

当社グループは、平成19年９月28日付で保有する株式会社エヌディーサービスの株式を譲渡したことにより、同社は当社の

連結子会社でなくなりました。 
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５．四半期連結財務諸表 

(1) 四半期連結貸借対照表 

 
  前第１四半期連結会計期間末 当第１四半期連結会計期間末 

前連結会計年度 

要約連結貸借対照表 

  (平成18年９月30日) (平成19年９月30日) (平成19年６月30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 ※2  829,292 109,224   378,448

 ２ 受取手形   595,100 －   －

 ３ 売掛金   1,062,564 550,742   499,955

 ４ たな卸資産 ※3  4,065,788 3,981,505   4,037,735

 ５ 前渡金   1,286,969 －   14,227

 ６ 短期貸付金   366,841 525,411   434,400

 ７ その他   213,926 467,334   567,021

   貸倒引当金   △871,109 △773,840   △837,702

   流動資産合計   7,549,372 75.9 4,860,378 57.4  5,094,084 58.5

Ⅱ 固定資産     

 １ 有形固定資産 ※1    

  (1) 建物及び構築物   920,243 1,466,340   1,515,360

  (2) 建設仮勘定   814,578 －   63,667

  (3) その他   128,305 232,846   116,954

   有形固定資産合計   1,863,128 18.7 1,699,186 20.1  1,695,983 19.5

 ２ 無形固定資産   96,986 1.0 431,949 5.1  436,545 5.0

 ３ 投資その他の資産     

  (1) 長期滞留債権等   － 1,497,625   1,340,061

  (2) 敷金保証金   － 694,626   693,586

  (3) 投資土地 ※3  － 703,672   703,672

  (4) その他 ※3  442,690 350,292   359,202

    貸倒引当金   － △1,775,500   △1,617,937

   投資その他の資産合計   442,690 4.4 1,470,716 17.4  1,478,585 17.0

   固定資産合計   2,402,804 24.1 3,601,852 42.6  3,611,114 41.5

Ⅲ 繰延資産     

   資産合計   9,952,177 100.0 8,462,231 100.0  8,705,198 100.0
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  前第１四半期連結会計期間末 当第１四半期連結会計期間末 

前連結会計年度 

要約連結貸借対照表 

  (平成18年９月30日) (平成19年９月30日) (平成19年６月30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   661,223 343,693   15,559

 ２ 短期借入金 ※3  － 782,595   876,513

 ３ 未払金   － 536,722   790,732

 ４ 前受金   － 458,033   439,224

 ５ 事業整理損失引当金   － 2,409,063   2,409,063

 ６ 返品調整引当金   － 1,366   489

 ７ その他   566,060 301,992   315,197

   流動負債合計   1,227,284 12.3 4,833,468 57.1  4,846,781 55.7

   負債合計   1,227,284 12.3 4,833,468 57.1  4,846,781 55.7

     

(純資産の部)     

Ⅰ 株主資本     

 １ 資本金   9,455,650 95.0 9,675,650 114.3  9,675,650 111.2

 ２ 資本剰余金   － － 220,000 2.6  220,000 2.5

 ３ 利益剰余金   △932,219 △9.4 △6,269,878 △74.1  △6,110,518 △70.2

 ４ 自己株式   △0 △0.0 △0 △0.0  △0 △0.0

   株主資本合計   8,523,430 85.6 3,625,771 42.9  3,785,131 43.5

Ⅱ 評価・換算差額等     

 １ 為替換算調整勘定   △1,289 △0.0 △2,009 △0.0  △2,009 △0.0

   評価・換算差額等合計   △1,289 △0.0 △2,009 △0.0  △2,009 △0.0

Ⅲ 新株予約権   4,800 0.1 5,000 0.1  5,000 0.1

Ⅳ 少数株主持分   197,952 2.0 － －  70,295 0.8

   純資産合計   8,724,892 87.7 3,628,762 42.8  3,858,417 44.3

   負債純資産合計   9,952,177 100.0 8,462,231 100.0  8,705,198 100.0
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(2) 四半期連結損益計算書 

 
  前第１四半期連結会計期間 当第１四半期連結会計期間 

前連結会計年度 

要約連結損益計算書 

  
(自 平成18年７月１日 

 至 平成18年９月30日) 

(自 平成19年７月１日 

 至 平成19年９月30日) 

(自 平成18年７月１日 

 至 平成19年６月30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   441,041 100.0 1,148,387 100.0  4,345,667 100.0

Ⅱ 売上原価   136,982 31.1 470,956 41.0  2,345,299 54.0

   売上総利益   304,059 68.9 677,430 59.0  2,000,367 46.0

Ⅲ 販売費及び一般管理費 
※1 

※6 
 545,008 123.6 968,194 84.3  3,987,364 91.8

   営業損失   240,949 △54.6 290,763 △25.3  1,986,996 △45.7

Ⅳ 営業外収益 ※2  7,023 1.6 30,170 2.6  60,916 1.4

Ⅴ 営業外費用 ※3  6,756 1.5 6,856 0.6  788,608 18.2

   経常損失   240,682 △54.6 267,449 △23.3  2,714,688 △62.5

Ⅵ 特別利益 ※4  － － 49,999 4.4  109,719 2.5

Ⅶ 特別損失 

※5 

※7 

※8 

 － － － －  2,926,750 67.3

   税金等調整前 

   四半期(当期)純損失 
  240,682 △54.6 217,449 △18.9  5,531,719 △127.3

   法人税、住民税 

   及び事業税 
  3,709 0.8 7,181 0.6  22,028 0.5

   少数株主損益   4,537 1.0 5,504 0.4  △135,594 △3.1

   四半期(当期)純損失   239,854 △54.4 219,126 △19.1  5,418,153 △124.7
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(3) 四半期連結株主資本等変動計算書 

前第１四半期連結会計期間(自 平成18年７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６月30日残高(千円) 9,455,650 3,053,700 △3,746,065 △0 8,763,284

第１四半期連結会計年度中の変動額  

 欠損填補 － △3,053,700 3,053,700 － －

 四半期純損失 － － △239,854 － △239,854

 株主資本以外の項目の 
 第１四半期連結会計年度中の 
 変動額(純額) 

－ － － － －

第１四半期連結会計年度中の 

変動額合計(千円) 
－ △3,053,700 2,813,845 － △239,854

平成18年９月30日残高(千円) 9,455,650 － △932,219 △0 8,523,430

 
評価・換算差額 

 
為替換算 

調整勘定 

新株予約権 少数株主持分 純資産合計 

平成18年６月30日残高(千円) － 4,800 － 8,768,084 

第１四半期連結会計年度中の 
変動額 

 

 欠損填補 － － － － 

 四半期純損失 － － － △239,854 

 株主資本以外の項目の 
 第１四半期連結会計年度中の 
 変動額(純額) 

△1,289 － 197,952 196,662 

第１四半期連結会計年度中の 
変動額合計(千円) 

△1,289 － 197,952 △43,192 

平成18年９月30日残高(千円) △1,289 4,800 197,952 8,724,892 
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当第１四半期連結会計期間(自 平成19年７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６月30日残高（千円） 9,675,650 220,000 △6,110,518 △0 3,785,131

第１四半期連結会計年度中の変動額  

 四半期純損失 － － △219,126 － △219,126

 連結除外に伴う利益剰余金の増加 － － 59,767  59,767

 株主資本以外の項目の 
 第１四半期連結会計年度中の 
 変動額(純額) 

－ － － － －

第１四半期連結会計年度中の 
変動額合計(千円) 

－ － △159,359 － △159,359

平成19年９月30日残高（千円） 9,675,650 220,000 △6,269,878 △0 3,625,771

 

評価・換算差額等

 為替換算 

調整勘定 

新株予約権 少数株主持分 純資産合計 

平成19年６月30日残高（千円） △2,009 5,000 70,295 3,858,417 

第１四半期連結会計年度中の変動額   

 四半期純損失 － － － △219,126 

 連結除外に伴う利益剰余金の増加 － －  － 59,767 

 株主資本以外の項目の 
 第１四半期連結会計年度中の 
 変動額(純額) 

－ － △70,295 △70,295 

第１四半期連結会計年度中の 
変動額合計(千円) 

－ － △70,295 △229,655 

平成19年９月30日残高（千円） △2,009 5,000 － 3,628,762 
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前連結会計期間(自 平成18年７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 自己株式 株主資本合計 

平成18年６月30日残高（千円） 9,455,650 3,053,700 △3,746,065 △0 8,763,284

連結会計年度中の変動額  

 新株の発行 220,000 220,000 － － 440,000

 欠損填補 － △3,053,700 3,053,700 － －

 自己株式の取得 － － － － －

 当期純損失 － － △5,418,153 － △5,418,153

 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） 220,000 △2,833,700 △2,364,453 － △4,978,153

平成19年６月30日残高（千円） 9,675,650 220,000 △6,110,518 △0 3,785,131

 
評価・換算差額等

 為替換算 

調整勘定 

新株予約権 少数株主持分 純資産合計 

平成18年６月30日残高（千円） － 4,800 － 8,768,084 

連結会計年度中の変動額   

 新株の発行 － － － 440,000 

 欠損填補 － － － － 

 自己株式の取得 － － － － 

 当期純損失 － － － △5,418,153 

 株主資本以外の項目の 
 連結会計年度中の変動額(純額) 

△2,009 200 70,295 68,486 

連結会計年度中の変動額合計(千円） △2,009 200 70,295 △4,909,667 

平成19年６月30日残高（千円） △2,009 5,000 70,295 3,858,417 
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(4) 四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

 

  前第１四半期連結会計期間 当第１四半期連結会計期間 

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７月１日 

 至 平成18年９月30日)

(自 平成19年７月１日 

 至 平成19年９月30日) 

(自 平成18年７月１日 

 至 平成19年６月30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 税金等調整前第１四半期(当期)純損失  240,682 217,449 5,531,719

 ２ 減価償却費  41,979 84,234 332,998

 ３ 返品調整引当金の増加額  － 876 489

 ４ 事業整理損失引当金の増加額  － － 2,409,063

 ５ 減損損失  － － 184,956

 ６ 長期前払費用償却費  4,166 － 12,499

 ７ 保証金償却費  580 － 23,113

 ８ 貸倒引当金の増減額 (減少：△)  △0 － 1,534,530

 ９ 受取利息及び受取配当金  △2,458 △54 △2,574

 10 新株予約権戻入益  － － △9,800

 11 支払利息  － － 15,845

 12 株式交付費  － － 2,736

 13 不動産賃料収入  － － △46,857

 14 違約金  － － △80,000

 15 持分法による投資損失  6,215 － 950

 16 契約解除損  － － 5,000

 17 子会社株式売却益  － 49,999 －

 18 売上債権の増減額 (増加：△)  2,234,241 △50,786 2,766,257

 19 たな卸資産の増減額 (増加：△)  3,567 56,229 31,621

 20 仕入債務の増減額 (減少：△)  △89,965 328,134 △735,630

 21 前渡金の増減額 (増加：△)  △838,443 △400 △736,377

 22 その他の資産増減額 (増加：△)  54,302 26,492 △39,684

 23 その他の負債増減額 (減少：△)  30,294 △196,098 539,557

 24 その他  56,130 － 56,418

    小計  1,247,496 △18,820 733,396

 25 利息及び配当金の受取額  1,872 54 2,175

 26 不動産手付解除に伴う 

   違約金による収入 
 － － 80,000

 27 法人税等の支払額  △29,437 △31,196 △35,242

   営業活動によるキャッシュ・フロー  1,219,931 △49,962 780,329

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  △268,323 △70,773 △1,271,119

 ２ 無形固定資産の取得による支出  △56,230 △5,649 △64,565

 ３ 投資土地建物の購入による支出  － － △6,812

 ４ 不動産賃料収入  － － 34,857

 ５ 貸付による支出  △5,400 △42,011 △23,666

 ６ 貸付金の回収による収入  120 1,120 480

 ７ 敷金・保証金の支出  △148,370 △8,291 △482,676

 ８ 敷金・保証金の回収による支出  － 321 280

   投資活動によるキャッシュ・フロー  △478,204 △125,284 △1,813,223
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  前第１四半期連結会計期間 当第１四半期連結会計期間 

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７月１日 

 至 平成18年９月30日)

(自 平成19年７月１日 

 至 平成19年９月30日) 

(自 平成18年７月１日 

 至 平成19年６月30日)

区分 
注記

番号
金額(千円) 金額(千円) 金額(千円) 

Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー   

 １ 短期借入れによる収入  － 150,000 876,513

 ２ 短期借入金の返済による支出   － △243,918 －

 ３ 少数株主からの払込による収入  14,700 － 14,700

 ４ 株式の発行による収入  － － 447,263

   財務活動によるキャッシュ・フロー  14,700 △93,918 1,338,477

Ⅳ 現金及び現金同等物に係る換算差額  － － －

Ⅴ 現金及び現金同等物の増減額  756,426 △269,165 305,583

Ⅵ 現金及び現金同等物の期首残高  58,554 378,390 58,554

Ⅶ 新連結子会社の取得に伴う現金同等物の 

  増加額 
 14,310 － 14,310

Ⅷ 現金及び現金同等物の 

  第１四半期末(期末)残高 
 829,292 109,224 378,448
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(5) 注記事項等 

継続企業の前提に重要な疑義を抱かせる事象又は状況 

前第１四半期連結会計期間 当第１四半期連結会計期間 前連結会計年度 

自  平成18年７月 １日 自  平成19年７月 １日 自  平成18年７月 １日 

至  平成18年９月30日 至  平成19年９月30日 至  平成19年６月30日 

当社グループは、当第１四半期連結会計期間に

おいて継続して営業損失 240 百万円が発生して

おります。これにより、当社グループは継続企業

の前提に関する重要な疑義が存在しております。 

 当事業年度は、第２次中期３ヵ年計画「プロジ

ェクト 10Ｂ」の初年度に当たり、純利益黒字化

と同時に累積損失の解消の年度と考えておりま

す。資金面では、ホット・ヨガ事業の売上が順調

に推移している他、土地売却代金の10億円、絵

画売掛金の８億円を、当第１四半期に回収したこ

とから、新規事業を含めた運転資金ならびに設備

資金は十分確保されております。 

 当事業年度は、従来の事業のうち堅調に推移し

ている「ホット・ヨガ事業」は、「日本最大のホ

ットヨガチェーン」を目指し、買収も視野に入れ

た新規店舗の出店、更なるサービス内容の充実を

図ってまいります。また、「アート・ライフ事業」

と「リアル・エステイト事業」による安定的収益

の確保を目指します。さらに、株式会社ジャメリ

ック・ジャパンの「セレブ・ファッション事業」、

株式会社エヌディーサービスの「アミューズメン

ト事業」の事業拡大も見込まれております。 

 当連結財務諸表は継続企業を前提として作成

されており、このような重要な疑義の影響を連結

財務諸表には反映しておりません。 

当社グループは、当第１四半期連結会計期間

において前連結会計年度より継続して営業損失

290 百万円、第１四半期純損失211 百万円を計

上し、営業キャッシュ・フロー△49百万円にな

ったことにより、現金及び現金同等物の残高が

大きく減少しております。これにより、当社グ

ループは継続企業の前提に関する重要な疑義が

存在しております。 

当事業年度は、第２次中期３ヵ年計画「プロ

ジェクト10Ｂ」の２年目に当たり、純利益黒字

化と同時に累積損失の解消の年度と考えており

ます。具体的には、「ホット・ヨガ事業」におい

て全国で３ブランド46店舗となり、順調に会員

数を伸ばしており、猛暑の影響を受けたものの

安定した売上が見込めております。また、「セレ

ブ・ファッション事業」も流通網の整備がほぼ

整い、本格的な販売を開始いたしました。今後

も、「ホット・ヨガ事業」と「セレブ・ファッシ

ョン事業」を基盤事業として経営資源を集中さ

せてまいります。 

資金面では、ホット・ヨガ事業の売上が安定

して推移している他、土地売却代金500 百万円

並びに、絵画売却代金600 百万円の回収予定等

により、新規事業を含めた運転資金ならびに設

備資金は十分確保されております。 

 当連結財務諸表は継続企業を前提として作成

されており、このような重要な疑義の影響を連

結財務諸表には反映しておりません。 

当社グループは、当連結会計年度に5,418,153

千円と多額の当期純損失を計上しております。

また、前連結会計年度に引続き、継続的な営業

損失を計上しております。これにより、当社グ

ループは継続企業の前提に関する重要な疑義

が存在しております。 

 当期純損失につきましては、ホットヨガ既存

店舗の譲受けおよび新規店舗出店のコストに

伴う固定資産償却費等の増加、セレブ・ファッ

ション事業の先行仕入に伴う利益の減少等の

積極的な営業活動によるもののほか、事業撤退

に伴う事業整理損失引当金の計上、資産の評価

減及び債権に対する貸倒引当金の計上に伴う

特別損失が主たる要因であり、「事業の選択と

集中」を積極的に進めた結果であります。 

 当連結会計年度は、第２次中期３ヵ年計画

「プロジェクト 10Ｂ」の初年度に当たり、純

利益黒字化と同時に累損解消へ向けた準備年

度と考えて努力してまいりました。具体的に

は、「ホット・ヨガ事業」において全国で３ブ

ランド46店舗となり、順調に会員数を伸ばし

ており安定した売上が見込めております。ま

た、「セレブ・ファッション事業」も流通網の

整備がほぼ整い、本格的な販売を開始いたしま

した。 

 今後は、「ホット・ヨガ事業」と「セレブ・

ファッション事業」を基盤事業として経営資源

を集中させて参ります。また、基盤事業と相乗

効果を期待できる「美しさを創造する」関連事

業に関しましても準備を進めております。 

 資金面では、ホット・ヨガ事業の売上が順調

に推移している他、平成19年６月22日には第

三者割当による新株式発行によって 440 百万

円を調達したほか、土地売却代金500百万円並

びに、絵画売却代金600百万円の回収予定等に

より、新規事業を含めた運転資金ならびに設備

資金は十分確保されております。 

 当連結財務諸表は、継続企業を前提として作

成されており、このような重要な疑義の影響を

連結財務諸表には反映しておりません。 
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第１四半期連結財務諸表作成の基本となる重要な事項 

前第１四半期連結会計期間 当第１四半期連結会計期間 前連結会計年度 

自  平成18年７月 １日 自  平成19年７月 １日 自  平成18年７月 １日 

至  平成18年９月30日 至  平成19年９月30日 至  平成19年６月30日 

1．連結の範囲に関する事項 1．連結の範囲に関する事項 1．連結の範囲に関する事項 

 連結子会社の数 ５社  連結子会社の数 ４社 連結子会社の数 ５社 

 連結子会社の名称  連結子会社の名称 連結子会社の名称 

  株式会社エヌディーサービス   エヌディーアクア株式会社  株式会社エヌディーサービス 

  エヌディーアクア株式会社   上海如徳利貿易有限公司  エヌディーアクア株式会社 

  上海如徳利貿易有限公司   株式会社ジャメリック・ジャパン  上海如徳利貿易有限公司 

  株式会社ジャメリック・ジャパン   JAMERIC Inc．  株式会社ジャメリック・ジャパン 

  JAMERIC Inc．     JAMERIC Inc． 

上記のうち上海如徳利貿易限公司、株式

会社ジャメリック・ジャパンは、当第１

四半期連結会計期間において新たに子会

社を設立したため連結の範囲に含めてお

ります。 

また、当社連結子会社株式会社ジャメリ

ック・ジャパンは、当第１四半期連結会

計期間において新たに JAMERIC Inc．を

連結の範囲に含めております。 

すべての子会社を連結しております。

なお、連結子会社でありました株式会

社エヌディーサービスについては、平成

20年６月期第１四半期をもって売却した

ため、売却時期を期初とみなし連結の範

囲から除外しております。 

 

すべての子会社を連結しておりま

す。 

なお、上海如徳利貿易有限公司は、平

成18年７月３日付で設立され、株式会

社ジャメリック・ジャパンは平成18年

８月15日付で設立され、当社の連結子

会社となりました。 

 また、JAMERIC Inc．については、

平成18 年８月15 日付で実質的な支配

力が及んだことにより当社の連結子会

社となりました。 

2．持分法の適用に関する事項 2．持分法の適用に関する事項 2．持分法の適用に関する事項 

 持分法適用の関連会社の数 １社  持分法適用の関連会社の数 １社 持分法適用の関連会社の数 １社 

  持分法適用の関連会社の名称   持分法適用の関連会社の名称  持分法適用の関連会社の名称 

  上海西友信息技術有限公司   上海西友信息技術有限公司 上海西友信息技術有限公司 

 

     

なお、持分法適用会社のうち決算日が

連結決算日と異なる会社については、

連結決算日現在で実施した仮決算に基

づく財務諸表を使用しております。 

3．連結子会社の四半期決算日等に関する事項 3．連結子会社の四半期決算日等に関する事項 3．連結子会社の事業年度等に関する事項 

 連結子会社の四半期決算日が四半期決

算日と異なる会社は次のとおりです。   

四半期連結財務諸表の作成に当たっては、

四半期連結決算日現在で実施した仮決算に

基づく四半期財務諸表を使用しております。 

上海如徳利貿易有限公司 12月31日 

JAMERIC Inc. ２月28日  

同左 連結子会社の決算日は、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 4．会計処理基準に関する事項 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) 重要な資産の評価基準及び評価方法 (1) 重要な資産の評価基準及び評価方法 

①有価証券 ①有価証券 ①有価証券 

 その他有価証券  その他有価証券 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  同左   同左 

②たな卸資産 ②たな卸資産 ②たな卸資産 

 

商品 

 絵画等の販売用商品 

個別法による原価法 

上記以外の販売用商品 

   移動平均法法による原価法 

 

 

 

商品 

 絵画等の販売用商品 

同左 

上記以外の販売用商品 

       同左 

 商品 

 絵画等の販売用商品 

同左 

上記以外の販売用商品 

       同左 
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前第１四半期連結会計期間 当第１四半期連結会計期間 前連結会計年度 

自  平成18年７月 １日 自  平成19年７月 １日 自  平成18年７月 １日 

至  平成18年９月30日 至  平成19年９月30日 至  平成19年６月30日 

(2) 重要な減価償却資産の減価償却の方法 (2) 重要な減価償却資産の減価償却の方法 (2) 重要な減価償却資産の減価償却の方法 

①有形固定資産 ①有形固定資産 ①有形固定資産 

 

定率法を採用しております。 

耐用年数は以下の年数を採用しております。 

建物及び構築物・・・・・・・10～15年 

機械及び装置・・・・・・・・10年 

工具、器具及び備品・・・・・３～20年 

車両及び運搬具・・・・・・・３～６年 

 

同左 

 

建物及び構築物・・・・・・８～15年 

機械及び装置・・・・・・・10年 

工具、器具及び備品・・・・３～20年 

車両及び運搬具・・・・・・３～６年 

同左 

 

建物及び構築物・・・・・・８～15年 

機械及び装置・・・・・・・10年 

工具、器具及び備品・・・・３～20年 

車両及び運搬具・・・・・・３～６年 

②無形固定資産 ②無形固定資産 ②無形固定資産 

 (ｲ)ソフトウェア（自社利用分）  (ｲ)ソフトウェア（自社利用分） (ｲ)ソフトウェア（自社利用分） 

 
社内における利用可能期間（５年間）に基

づく定額法によっております。 
 

同左 同左 

 (ﾛ)商標権        (ﾛ)商標権       (ﾛ)商標権       

 
有効使用期間（10年）に基づく定額法によ

っております。 
 

同左 同左 

 (ﾊ)のれん        (ﾊ)のれん       (ﾊ)のれん       

 
効果の発現期間（５年間）に基づく定額法

によっております。 
 
0.7～15年で均等償却を行っております。 同左 

③長期前払費用 

契約期間（２～５年間）に基づく定額法に

よっております。 

③長期前払費用 

同左 

③長期前払費用 

同左 

 ④投資建物 ④投資建物 ④投資建物 

         ―― ―― 定額法を採用しており、耐用年数は４年で

あります。 

(3) 重要な繰延資産の処理方法 (3) 重要な繰延資産の処理方法 (3) 重要な繰延資産の処理方法 

 新株発行費  新株発行費 新株発行費 

―― ―― ―― 
株式交付費 株式交付費 株式交付費 

―― ―― 支出時に全額費用として処理しておりま

す。 
(4) 重要な引当金の計上基準 (4) 重要な引当金の計上基準 (4) 重要な引当金の計上基準 

①貸倒引当金 ①貸倒引当金 ①貸倒引当金 

 

一般債権については貸倒実績率により、貸

倒懸念債権等の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。 

同左 同左 

②事業整理損失引当金 ②事業整理損失引当金 ②事業整理損失引当金 

―― ―― 絵画事業からの事業撤退に係る取締役会

決議に伴い当連結会計年度末において今後

発生が見込まれる損失について、合理的に

見込まれる金額を計上しております。 

(5) 重要な外貨建の資産又は負債の本邦通貨へ

の換算基準 

(5) 重要な外貨建の資産又は負債の本邦通貨へ

の換算基準  

(5) 重要な外貨建の資産又は負債の本邦通貨へ

の換算基準 
外貨建金銭債権債務は、四半期連結決算日

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。 

なお、在外子会社等の資産及び負債は、四

半期決算日の直物為替相場により円貨に換

算し、収益及び費用は期中平均相場により円

貨に換算し、換算差額は純資産の部における

為替換算調整勘定及び少数株主持分に含め

て計上しております。 

同左 在外子会社等の資産及び負債は、連結決算

日の直物為替相場により円貨に換算し、換算

差額は純資産の部における為替換算調整勘定

および少数株主持分に含めて計上しておりま

す。 

(6) 重要なリース取引の処理方法 (6) 重要なリース取引の処理方法 (6) 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 
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前第１四半期連結会計期間 当第１四半期連結会計期間 前連結会計年度 

自  平成18年７月 １日 自  平成19年７月 １日 自  平成18年７月 １日 

至  平成18年９月30日 至  平成19年９月30日 至  平成19年６月30日 

(7) その他第１四半期連結財務諸表作成のため

の基本となる重要な事項 

(7) その他第１四半期連結財務諸表作成のため

の基本となる重要な事項 

(7) その他連結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            

消費税および地方消費税の会計処理は、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 

5．第１四半期連結キャッシュ・フロー計算書に

おける資金の範囲 

手許現金、要求払預金及び取得日から容易

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

ヶ月以内に満期日が到来する流動性の高い

短期投資からなっております。 

5．第１四半期連結キャッシュ・フロー計算書に

おける資金の範囲 

同左 

5．連結キャッシュ・フロー計算書における資金

の範囲 

同左 

 
会計処理の変更 

前第１四半期連結会計期間 当第１四半期連結会計期間 前連結会計年度 

自  平成18年７月 １日 自  平成19年７月 １日 自  平成18年７月 １日 

至  平成18年９月30日 至  平成19年９月30日 至  平成19年６月30日 

（連結貸借対照表の純資産の部の表示に関する会

計基準） 

 当第１四半期連結会計期間より、「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。 

 従来の「資本の部」の合計に相当する金額は

8,523,430千円であります。 

 

―― ―― 

（自己株式及び準備金等の額の減少等に関する会

計基準等の一部改正） 

 当第１四半期連結会計期間より、改正後の「自

己株式及び準備金の額の減少等に関する会計基

準」（企業会計基準委員会 最終改正平成17年12

月27日 企業会計基準第１号）及び「自己株式及

び準備金の額の減少等に関する会計基準の適用指

針」（企業会計基準委員会 最終改正平成17年12

月27日 企業会計基準適用指針第２号）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。 

 なお、連結財務諸表規則の改正に伴う第１四半

期連結貸借対照表の表示に関する変更は以下のと

おりであります。 

 前連結会計年度において資本に対する控除項目

として「資本の部」の末尾に表示しておりました

「自己株式」は、当第１四半期連結会計期間より

「株主資本」に対する控除項目として、「株主資

本」の末尾に表示しております。 

 

―― ―― 

―― ―― （繰越資産の会計処理に関する当面の取扱い）

 当連結会計年度より、「繰延資産の会計処理

に関する当面の取扱い」（企業会計基準委員会

平成18年８月11日 実務対応報告第19号）

を適用しております。前連結会計年度において

営業外費用の内訳として表示していた「新株発

行費」は当連結会計年度より「株式交付費」と

して表示する方法に変更しております。これに

よる損益に与える影響はありません。 
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表示方法の変更 

前第１四半期連結会計期間 当第１四半期連結会計期間 前連結会計年度 

自  平成18年７月 １日 自  平成19年７月 １日 自  平成18年７月 １日 

至  平成18年９月30日 至  平成19年９月30日 至  平成19年６月30日 

(連結貸借対照表関係） 

１ 前第１四半期連結会計期間において独立科目 

で掲記していた前払金(当第１四半期連結会 

計期間０千円)については、金額が僅少となっ 

たため、流動資産の「その他」に含めて表示 

しております。 

        

２ 前第１四半期連結会計期間において有形固定 

資産の「その他」に表示しておりました「建 

物及び構築物」(前第１四半期連結会計期間 

177,888千円)及び「建設仮勘定」(前第１四 

半期連結会計期間10,000千円)については、 

総資産の100分の５を超えたため、当第１四 

半期連結会計期間より区分掲記しておりま 

す。 

          

３ 前第１四半期連結会計期間において独立科目 

で掲記していた無形固定資産及び投資その他 

の資産の各科目については、すべて総資産の 

100分の５未満となったため、当第１四半期 

会計期間より一括掲記しております。 

 

（連結貸借対照表） 

１ 前第 1 四半期連結会計期間において独立科

目で掲記していた「前渡金」（当第1四半期

連結会計期間末14,627千円）については、

資産総額の 100 分の５以下となったため、

流動資産の「その他」に含めて表示してお

ります。 

 

２ 前第 1 四半期連結会計期間において独立科

目で掲記していた「建設仮勘定」（当第１四

半期連結会計期間末 121,717 千円）につい

ては、資産総額の100 分の５以下となった

ため、有形固定資産の「その他」に含めて

表示しております。 

 

３ 前第１四半期連結会計期間において投資そ

の他資産の「その他」に表示しておりまし

た「敷金保証金」および「貸倒引当金」（前

第１四半期連結会計期間末は、それぞれ

432,093千円、△50,000千円）については、

総資産の 100 分の５を超えたため、当第１

四半期連結会計期間より区分掲記しており

ます。 

 

４ 前第１四半期連結会計期間において「その

他」に表示しておりました「未払金」およ

び「前受金」（前第１四半期連結会計期間末

は、それぞれ272,197千円、162,254千円）

については、総資産の 100 分の５を超えた

ため、当第１四半期連結会計期間より区分

掲記しております。 

（連結貸借対照表） 

１ 前連結会計年度において独立科目で掲記 

していた「前渡金」（当連結会計年度 

14,227千円）については、資産総額の100

分の５以下となったため、流動資産の「そ

の他」に含めて表示しております。 

 

２ 前連結会計年度において独立科目で掲記 

していた「工具器具及び備品」（当連結会

計年度118,837千円）、「工具器具及び備 

品減価償却累計額」（当連結会計年度△ 

65,018千円）、「車輌及び運搬具」（当連 

結会計年度1,524千円）、「車輌及び運搬 

具減価償却累計額」（当連結会計年度△ 

1,524千円）については、資産総額の100

分の５以下となったため、有形固定資産 

の「その他」に含めて表示しております。

 

３ 前連結会計年度において独立科目で掲記 

していた「商標権」（当連結会計年度 

4,484千円）、「ソフトウェア」（当連結会

計年度52,069千円）については、資産総

額の100分の５以下となったため、無形 

固定資産の「その他」に含めて表示して 

おります。  

 

 

追加情報 

前第１四半期連結会計期間 当第１四半期連結会計期間 前連結会計年度 

自  平成18年７月 １日 自  平成19年７月 １日 自  平成18年７月 １日 

至  平成18年９月30日 至  平成19年９月30日 至  平成19年６月30日 

（事業の一部譲受けについて） 

当社は、平成18年８月９日開催の取締役会決

議に基づき、平成18年８月16日をもってアート

コム株式会社のホット・ヨガ事業部における営業

店舗のうち関東３店舗に係る資産等を譲り受け

ることを決議いたしました。 

 

１ 事業譲受けの理由 

 当社は、「美しさを創造する」をコンセプト

に、基幹事業であるホット・ヨガ事業に注力

するためであります。        

 

２ 事業譲受けの内容 

 (1) 譲受けの対象となるホットヨガスタジ

オ・オー店舗（以下、「対象店舗等」とい

う。） 

店舗名 オープン 所在地 

銀座店 
平成17年

９月 

東京都中央区銀座2-6-7 

明治屋銀座ビル4Ｆ 

池袋店 
平成17年

９月 

東京都豊島区東池袋 

1-6-4伊藤ビル7Ｆ 

（重要な事業からの撤退について） 

１ その旨及び理由 

  当社は「事業の選択と集中による競争力

の強化」を最重要テーマとして、また「美

しさを創造する」を企業コンセプトに事業

を進めております。このような状況の中、

当社はさらに選択と集中を積極的に進め、

既存事業でも今後の採算性や収益性が不透

明であったり、企業コンセプトに合わない

事業から完全撤退することといたしまし

た。 

 

２ 撤退する事業の内容 

 (1) アート・ライフ事業 

大口契約の獲得や国内・海外オーク

ションへの出展、および上海にオープ

ンした上海茂名画廊による美術品の

仕入・販売。 

(2) アミューズメント事業 

当社の連結子会社である株式会社

エヌディーサービスが主となって推

（第三者割当による新株式発行に関して）  

 平成19年６月11日開催の取締役会の決議に

より、下記のとおり株主以外の者に対し、平成

19 年６月 26 日付で新株式を発行いたしまし

た。 

 

１ 第三者割当による新株式発行の目的 

当社グループでは、主力事業への注力な

らびに業績の黒字安定化を目指しておりそ

の強化を図ることを目的としております。 

 

２ 第三者割当による新株式発行の概要 

（１）発行新株式  当社普通株式 

（２）発行株式数  40,000,000株 

（３）払込金額   １株につき11円 

（４）払込金額の総額       

金440,000,000円 

（５）増加する資本金の額         

１株につき5.5円 

（６）増加する資本金の総額        

金220,000,000円 
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前第１四半期連結会計期間 当第１四半期連結会計期間 前連結会計年度 

自  平成18年７月 １日 自  平成19年７月 １日 自  平成18年７月 １日 

至  平成18年９月30日 至  平成19年９月30日 至  平成19年６月30日 

新宿南口店 
平成17年

12月 

東京都渋谷区代 木々 

2-7-8東京南新宿ビルディ

ング1Ｆ 

(2) 譲受け対象店舗等の資産、負債の項目 

 譲受ける資産は、対象店舗の有形固定資

産、敷金・保証金、棚卸資産・商品在庫等

とし、負債の譲受けは行いません。 

(3) 譲受け価額 

  ２億3000万円 

 

進しておりますアミューズメント機

器の製造・販売およびファイナンス 

(3) 映像DVD販売事業 

       新規映像DVDの制作・販売。 

    (4) システムエンジニアリング事業 

リーズナブルな中国人労働力を活

用した、日本のソフトハウスに対して

の優秀な中国人システムエンジニア

の提供。 

(5) ウインド・パワー事業 

業務提携先の日本再生エネルギー

株式会社が開発した直線翼垂直水平

軸型風車を用いた中型風力発電シス

テムの部品調達・販売。 

 

３ 撤退する事業の規模 

平成19年６月期     （単位：百万円）

※ 公表しております「その他事業」には、

廃止するアミューズメント事業、映像

DVD販売事業、システムエンジニアリ

ング事業、ウインド・パワー事業の他

に、アクア事業の数字が含まれており

ます。 

 

４ 撤退の時期 

平成19年９月30日を撤退予定期日とし

ております。 

但し、アート・ライフ事業に関しまし

ては、美術品在庫の処分が完了するまで

は継続の予定です。 

 

５ 撤退が営業活動へ及ぼす重要な影響 

当期の業績に与える影響につきまして

は、平成19年８月28日発表の「特別損失

の発生及び中間期・通期業績予想の修正

に関するお知らせ」に記載の通りであり

ます。 

 

（連結子会社エヌディーサービス全株式の譲

渡について） 

１ 株式譲渡の理由 

 当社の連結子会社である株式会社エヌデ

ィーサービスは、アミューズメント施設から

振り出される割賦手形に保険を付け、銀行で

現金化してアミューズメント機器を購入し、

アミューズメント施設に納入するファイナ

ンススキームと、株式会社エヌディーサービ

スが独自のアミューズメント機器を開発製

造販売する製造販売スキームで、アミューズ

メント事業を展開してまいりました。 

 しかし、当社グループは経営資源の効率的

な投下により事業基盤の整備と収益構造の

強化を推し進めており、平成19年８月28日

に発表しましたように、アミューズメント事

業を含めた５事業から撤退することといた

しました。 

 そこで、株式会社エヌディーサービスと協

議を重ねてまいりました結果、友好的な合意

 売上高 売上構成比 営業損失

アート・ライフ

事業 
39 0.91% 287

その他事業※ 48 1.11% 152

 

（７）増加する資本準備金の額       

１株につき5.5円 

（８）増加する資本準備金の総額    

金220,000,000円 

（９）払込期日   平成19年６月26日(火) 

（10）新株式の割当を受ける者及び割当てる 

   新株式の数 

    

①割当先    

     （住 所） 大阪府豊中市緑丘１丁目30 

番13号 

  （名 称） 新山 洋史 

 ②割当てる新株式の数   40,000,000株 

 

（11）新株式の継続所有の取決めに関する事項

  当社は、割当先より、割当新株式を２年

以内 に譲渡する場合には、その内容を当

社に報告する旨の確約書を受け入れる予

定です。 

（12）前項各号については、証券取引法による

届出の効力発生を条件とする。 

（13）払込金額の決定 

     払込金額の算定方法は、平成19年５

月 21 日から平成 19 年６月８日まで

の、東京証券取引所における 15 営業

日の当社普通株式の終値の平均11.53

円の95.37％の１株あたり11円といた

しました。 

 

３ 増資の日程 
平成19年６月11日 新株式発行決議 

平成19年６月11日 有価証券届出書提出 

平成19年６月19日  有価証券届出書効力発生

平成19年６月26日 払込期日 

 
４ 増資後の発行済株式総数の推移 

現在の発行済株式総数 186,654,900株

ストックオプション未行使分

(発行日：平成15年11月27日)
1,396,000株

第９回新株予約権未行使分 50,000,000株

新株式発行 40,000,000株

増資後の発行済株式総数 278,050,900株

※ 第４回新株予約権は一部行使、一部取得及

び消去済 

※ 第５回新株予約権は全部行使完了済 

※ 第６回、第７回、第８回新株予約権は全部

取得及び消却済 

※ 第１回無担保転換社債型新株予約権付社債

は平成19年３月28日発行中止。 

平成19 年３月19 日決議分新株式の発行に

ついては平成19年４月３日発行中止。 

 

５ 増資の理由及び資金の使途等 

（１）増資の理由 

   事業の構築・拡大。 

（２）増資調達資金の使途 

   ホット・ヨガ事業における店舗拡充資金。
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前第１四半期連結会計期間 当第１四半期連結会計期間 前連結会計年度 

自  平成18年７月 １日 自  平成19年７月 １日 自  平成18年７月 １日 

至  平成18年９月30日 至  平成19年９月30日 至  平成19年６月30日 

に至りましたので、当社が保有する同社の全

株式を売却することといたしました。 

 

２ 売却する相手会社の名称 

(1) 商号  インターワールド・テクノロ

ジー・コーポレーション 

(2) 代表者 常任代理人 佐々木芳明 

 

３ 日程 

  平成19年９月３日  取締役会決議 

平成19年９月３日  

有価証券譲渡契約締結 

平成19年９月28日  

株式譲渡日 

 

４ 異動する子会社 

 (1) 商号  株式会社エヌディーサービス

 (2) 代表者 代表取締役社長 佐々木芳明

 (3) 所在地 東京都新宿区新宿１丁目３ 

-12壱丁目参番館ビル５階 

 (4) 設立年月日  平成16年10月22日

 (5) 主な事業内容  

アミューズメント機器の製 

造販売およびファイナンス 

 (6) 決算期  ６月末 

 (7) 従業員数 ３名 

 (8) 資本金  50,000,000円 

 (9) 株主構成  ニューディール株式会社

 100％ 

 

５ 譲渡株式数、譲渡価格および譲渡前後の

所有株式の状況 

(1) 異動前の所有株式数 1,000株  
(所有割合100％) 

 (2) 譲渡株式数 1,000株   

(譲渡金額50,000,000円) 

 (3) 異動後の所有株式数 0株  

(所有割合0％) 
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注記事項 

（第１四半期連結貸借対照表関係） 

前第１四半期連結会計期間末 当第１四半期連結会計期間末 前連結会計年度末 

（平成18年９月30日現在） （平成19年９月30日現在） （平成19年６月30日現在） 

※1. 有形固定資産の減価償却累計額  

143,526千円 

※1.有形固定資産の減価償却累計額    

384,581千円 

※1.有形固定資産の減価償却累計額 

          321,930千円 

※2. 外貨建資産及び負債 ※2. 外貨建資産及び負債 ※2. 外貨建資産及び負債 

科   目 外貨額 貸借対照表計上額  ――   ――  

現金及び預金 0千US$         9千円      

―― ※3. 担保に供している資産 ※3. 担保に供している資産 

  (ｲ)担保に供している資産 (ｲ)担保に供している資産 

   たな卸資産 571,428千円  たな卸資産 571,428千円

   投資建物 70,614千円  投資建物 77,033千円

   投資土地 703,672千円  投資土地 703,672千円

    1,345,714千円   1,352,133千円

  (ﾛ)上記に対応する債務 (ﾛ)上記に対応する債務 

   短期借入金 600,000千円  短期借入金 600,000千円  

    

―― 4. 手形割引高及び裏書譲渡高 4. 手形割引高及び裏書譲渡高 

  受取手形割引高 14,520千円  受取手形割引高 25,410千円  

  受取手形裏書譲渡高 9,900千円  受取手形裏書譲渡高 19,800千円  

        

※5. 消費税等の取扱い ※5. 消費税等の取扱い ※5. 消費税等の取扱い 

仮払消費税等及び仮受消費税等は相殺の上、

流動資産のその他に表示しております。 

同左 同左 

   

 

 

(第１四半期連結損益計算書関係) 

前第１四半期連結会計期間 当第1四半期連結会計期間 前連結会計年度 

自  平成18年７月 １日 自  平成19年７月 １日 自  平成18年７月 １日 

至  平成18年９月30日 至  平成19年９月30日 至  平成19年６月30日 

※1. 販売費及び一般管理費の主要内容 ※1. 販売費及び一般管理費の主要内容 ※1. 販売費及び一般管理費の主要内容 

上 場 関 連 費 53,310千円   地 代 家 賃 262,037千円  地 代 家 賃 870,254千円

地 代 家 賃 117,009千円   給 料 及 び 手 当 157,111千円  給 料 及 び 手 当 424,352千円

業 務 委 託 料 60,152千円   雑 給 100,746千円  貸倒引当金繰入額 569,900千円

給 料 及 び 手 当 42,260千円      

       

※2. 営業外収益の主要項目 ※2. 営業外収益の主要項目 ※2. 営業外収益の主要項目 

 受 取 利 息 2,458千円   受 取 利 息 54千円  受 取 利 息 2,574千円

 雑 収 入 4,564千円   不 動 産賃料収入 11,428千円  不 動 産賃料収入 46,857千円

     雑 収 入 17,074千円  為 替 差 損 3,735千円

        

※3. 営業外費用の主要項目  ※3. 営業外費用の主要項目 ※3. 営業外費用の主要項目 

 持分法による投資損失 6,204千円   減 価 償 却 費 6,419千円  支 払 利 息 15,845千円

 保 証 金 償 却 費 552千円     保 証 金 償 却 費 23,113千円

       貸倒引当金繰入額 689,313千円

       減 価 償 却 費 25,677千円

        

※4. 特別利益の主要項目  ※4. 特別利益の主要項目 ※4. 特別利益の主要項目 

――  子会社株式売却益 49,999千円  新株予約権戻入益 9,800千円

       違 約 金 80,000千円

       貸倒引当金戻入益 19,919千円

        

※5. 特別損失の主要項目  ※5. 特別損失の主要項目 ※5. 特別損失の主要項目 

―― ――  貸倒引当金繰入額 286,848千円

        事業整理損失引当金繰入額 2,409,063千円

         

※6. 減価償却実施額  ※6. 減価償却実施額 ※6. 減価償却実施額 

36,468千円   67,570千円  有 形 固 定 資 産 242,150千円 有 形 固 定 資 産 

無 形 固 定 資 産 5,510千円   

有 形 固 定 資 産

無 形 固 定 資 産 10,244千円  無 形 固 定 資 産 77,670千円

     投 資 建 物 6,419千円  投 資 土 地 25,677千円
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前第１四半期連結会計期間 当第1四半期連結会計期間 前連結会計年度 

自  平成18年７月 １日 自  平成19年７月 １日 自  平成18年７月 １日 

至  平成18年９月30日 至  平成19年９月30日 至  平成19年６月30日 

―― ―― ※7. 事業整理損失引当金繰入額 

   た な 卸 資 産 2,409,063千円

  

 

アート・ライフ事業からの事業撤退に係る

取締役会決議に伴い、当連結会計年度末にお

いて、今後発生が見込まれる絵画在庫の処分

損失等2,409,063千円を計上しております。

   

―― ―― ※8. 減損損失 

 当連結会計年度において当社グループは以下

の資産について減損損失を計上しております。 

場所 用途 種類 金額(千円)

その他事業 

本社 （ウインド・パ

ワー事業） 

長期前払費用 30,555

建物及び 

構築物 
42,279

大宮店
ホット・ヨガ事

業 工具器具 

及び備品 
375

建物及び 

構築物 
26,746

横浜店
ホット・ヨガ事

業 工具器具 

及び備品 
425

建物及び 

構築物 
29,251

柏店
ホット・ヨガ 

事業 工具器具 

及び備品 
465

建物及び 

構築物 
36,139

川崎店
ホット・ヨガ 

事業 工具器具 

及び備品 
318

建物及び 

構築物 
4,866

工具器具 

及び備品 
1,941

㈱エヌデ

ィーサー

ビス 

アミューズ 

メント事業 

車両及び 

運搬具 
876

上海如徳

利貿易有

限公司

アート・ライフ 

事業 

建物及び 

構築物 
1,615

上海西友

信息技術

有限公司

のれん相当額 のれん相当額 9,098

 当社グループは、原則として、事業の種類別にホ

ット・ヨガ事業、アート・ライフ事業、リアル・エ

ステート事業、アミューズメント事業、セレブ・フ

ァッション事業及びその他事業にグルーピングし

ております。但し、ホット・ヨガ事業については、

店舗別にグルーピングしております。 

 グルーピングの単位である各事業において、その

他事業のうちウインド・パワー事業については、前

連結会計年度までの過去３年間赤字であり、当事業

年度も黒字化が達成できず、今後も黒字化の見通し

が立たなくなったため、長期前払費用の帳簿価額を

回収可能価額まで減額しております。 



 

ニューディール株式会社 23

前第１四半期連結会計期間 当第1四半期連結会計期間 前連結会計年度 

自  平成18年７月 １日 自  平成19年７月 １日 自  平成18年７月 １日 

至  平成18年９月30日 至  平成19年９月30日 至  平成19年６月30日 

  ホット・ヨガ事業部４店舗については、前連結会

計年度までの過去２年間赤字であり、当連結会計年

度も黒字化が達成できず、今後も黒字化の見通しが

立たなくなったため建物及び構築物並びに工具器

具及び備品の帳簿価額を回収可能価額まで減額し

ております。 

アミューズメント事業については、前連結会計

年度までの過去２年間赤字であり、当連結会計年

度も黒字化が達成できず、今後も黒字化の見通し

が立たなくなったため建物付属設備、工具器具及

び備品及び車両及び運搬具の帳簿価額を回収可

能価額まで減額しております。  

 上海西友信息技術有限公司に係るのれん相当額

については、取得時に検討した事業計画において、

当初想定した収益が見込めなくなったため、のれん

相当額を回収可能価額まで減額しております。 

 上海如徳利貿易有限公司の所有する建物及び構

築物については、遊休状態であり、今後使用する見

込みがないため、当該帳簿価額を回収可能価額まで

減額しております。 

 以上より、当該減少額 の合計額(184,956 千円) 

を減損損失として特別損失に計上しております。

 当連結会計年度の減損損失の測定に使用した回

収可能価額は正味売却可能価額及び使用価値であ

ります。正味売却可能価額については、売却可能価

額により算定しており、使用価値については、将来

のキャッシュ・フローを５%で割り引いて算定して

おります。 

 

(第１四半期連結株主資本等変動計算書関係) 

前第１四半期連結会計期間（自平成18年７月１日 至平成18年９月30日） 

１．発行済株式に関する事項 

 
前連結会計 

年度末 
増加 減少 

当第１四半期 

連結会計期間末 

  普通株式(株) 186,654,900 ― ― 186,654,900

        

２．自己株式に関する事項 

 
前連結会計 

年度末 
増加 減少 

当第１四半期 

連結会計期間末 

  普通株式(株) 3 ― ― 3

        

３．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 新株予約権の目的となる株式の数（株） 

区分 
新株予約権の 

内訳 
目的となる 

株式の種類 

前連結会計 

年度末 

当第１四半期

連結会計期間

増加 

当第１四半期連結

会計期間減少 

当第１四半期連結

会計期間末 

当第１四半期連結

会計期間末残高

（千円） 

ストック・ 

オプション 
普通株式 1,396,000 － － 1,396,000 －

第４回新株 

予約権 
普通株式 18,000,000 － － 18,000,000 1,800

第７回新株 

提出会社 

予約権 
普通株式 30,000,000 － － 30,000,000 3,000

合計  49,396,000 － － 49,396,000 4,800

(注)  新株予約権の内訳のストック・オプションは、平成14年11月28日開催の臨時株主総会決議分であります。 
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当第１四半期連結会計期間（自平成19年７月１日 至平成19年９月30日） 
１．発行済株式に関する事項 

 
前連結会計 

年度末 
増加 減少 

当第１四半期 

連結会計期間末 

普通株式(株) 226,654,900 ― ― 226,654,900

 

２．自己株式に関する事項 

 
前連結会計 

年度末 
増加 減少 

当第１四半期 

連結会計期間末 

普通株式(株) 3 ― ― 3

        

３．新株予約権及び自己新株予約権に関する事項 

新株予約権の目的となる株式の数（株） 

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 

前連結会計 

年度末 

当第１四半期

連結会計期間

増加 

当第１四半期連結

会計期間減少 

当第１四半期 

連結会計期間末 

当第１四半期連結

会計期間末 

残高 

（千円） 

ストック・ 

オプション 
普通株式 1,396,000 － － 1,396,000 －

第９回新株 
提出会社 

予約権 
普通株式 50,000,000 － － 50,000,000 5,000

合計  51,396,000 － － 51,396,000 5,000

(注)1. 新株予約権の内訳のストック・オプションは、平成14年11月28日開催の臨時株主総会決議分であります。 

 

 

前連結会計年度（自平成18年７月１日 至平成19年６月30日） 

１．発行済株式に関する事項 

 
前連結会計 

年度末 
増加 減少 

当連結会計 

年度末 

普通株式(株) 186,654,900 40,000,000 ― 226,654,900

(注)1. 普通株式の発行済株式総数の増加40,000,000株は下記による増加であります。 

平成19年６月26日実施の第三者割当増資の新株式発行40,000,000株によるものであります。 

      

２．自己株式に関する事項 

 
前連結会計 

年度末 
増加 減少 

当連結会計 

年度末 

普通株式(株) 3 ― ― 3
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３．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 新株予約権の目的となる株式の数（株） 当連結会計 

目的となる 前連結会計 当連結会計 当連結会計 当連結会計 年度末残高 区分 新株予約権の内訳

株式の種類 年度末 年度増加 年度減少 年度末 （千円） 

ストック・ 

オプション 
普通株式 1,396,000 － － 1,396,000 －

第４回新株 

予約権 
普通株式 18,000,000 － 18,000,000 － －

第７回新株 

予約権 
普通株式 30,000,000 － 30,000,000 － －

第８回新株 

予約権 
普通株式 － 50,000,000 50,000,000 － －

第９回新株 

提出会社 

予約権 
普通株式 － 50,000,000 － 50,000,000 5,000

合計  49,396,000 100,000,000 98,000,000 51,396,000 5,000

(注)1. 新株予約権の内訳のストック・オプションは、平成14年11月28日開催の臨時株主総会決議分であります。 

2. 第４回及び第７回新株予約権の当連結会計年度減少は、新株予約権の無償消却によるものであります。 

3. 第８回新株予約権の当連結会計年度増加は、新株予約権の発行によるものであります。 

4. 第８回新株予約権の当連結会計年度減少は、新株予約権の無償消却によるものであります。 

5. 第９回新株予約権の当連結会計年度増加は、新株予約権の発行によるものであります。 

 

(第１四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係) 

前第1四半期連結会計期間 当第１四半期連結会計期間 前連結会計年度 

自  平成18年７月 １日 自  平成19年７月 １日 自  平成18年７月 １日 

至  平成18年９月30日 至  平成19年９月30日 至  平成19年６月30日 

※1. 現金及び現金同等物の第１四半期末残高

と第１四半期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） 

※1. 現金及び現金同等物の第１四半期残高と第

１四半期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９月30日現在） 

※1. 現金及び現金同等物の当期末残高と連結

貸借対照表に掲載されている科目の金額との関

係（平成19年６月30日現在） 

 現金及び預金勘定 829,292千円   現金及び預金勘定 109,224千円 現金及び預金勘定 378,448千円

 現金及び現金同等物 829,292千円   現金及び現金同等物 109,224千円 現金及び現金同等物   378,448千円

       

 
 
(リース取引関係) 

前第１四半期連結会計期間 当第１四半期連結会計期間 前連結会計年度 

自  平成18年７月 １日 自  平成19年７月 １日 自  平成18年７月 １日 

至  平成18年９月30日 至  平成19年９月30日 至  平成19年６月30日 

―― １ オペレーティング・リース取引 

（借主側） 

未経過リース料 

１年以内 14,659千円

１年超 33,474千円

合計 48,134千円 

１ オペレーティング・リース取引 

（借主側） 

未経過リース料  

１年以内 12,203千円 

１年超 45,363千円 

合計 57,567千円  
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(有価証券関係) 

前第１四半期連結会計期間末（平成18年９月30日現在） 

1.時価評価されていない主な有価証券の内容 

区 分 第１四半期連結貸借対照表計上額（千円） 

その他有価証券 

非上場株式 19,424

合 計 19,424

 

当第１四半期連結会計期間末（平成19年９月30日現在） 

1.時価評価されていない主な有価証券の内容 

区 分 第１四半期連結貸借対照表計上額（千円） 

その他有価証券 

非上場株式 0

合 計 0

 

前連結会計年度（平成19年６月30日現在） 

1.時価評価されていない主な有価証券の内容 

区 分 連結貸借対照表計上額（千円） 

その他有価証券 

非上場株式 0

合 計 0

 

(デリバティブ取引関係) 

前第１四半期連結会計期間（自 平成18年７月１日  至 平成18年９月30日） 

デリバティブ取引を全く利用しておりませんので、該当事項はありません。 

当第１四半期連結会計期間（自 平成19年７月１日  至 平成19年９月30日） 

デリバティブ取引を全く利用しておりませんので、該当事項はありません。 

前連結会計年度（自 平成18年７月１日  至 平成19年６月30日） 

デリバティブ取引を全く利用しておりませんので、該当事項はありません。 
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(セグメント情報) 

１ 事業の種類別セグメント情報 

前第１四半期連結会計期間(自 平成18年７月１日 至 平成18年９月30日) 

（単位：千円） 

 
ホット・ 

ヨガ事業 

アート・ 

ライフ事業 

リアル・ 

エステイト

事業 

アミューズ

メント事業
その他事業 計 

消去又は 

全社 
連結 

Ⅰ 売上高及び営 

  業損益 
        

 (1)外部顧客に 

  対する売上高 
408,793 8,423 12,000 － 11,824 441,041 － 441,041

 (2)セグメント 

  間の内部売上 

  高又は振替高 

－ － － － － － － －

計 408,793 8,423 12,000 － 11,824 441,041 － 441,041

 営業費用 405,716 55,008 37,278 16,307 43,641 557,952 124,038 681,990

 営業利益又は 

 営業損失(△) 
3,077 △46,584 △25,278 △16,307 △31,817 △116,911 △124,038 △240,949

 (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. 各事業区分の主な内容 

    (1)ホット・ヨガ事業・・・・ホットヨガスタジオの運営  

    (2)アート・ライフ事業・・・絵画および関連商品の販売 

    (3)リアル・エステイト事業・不動産の売買、賃貸、仲介 

    (4)アミューズメント事業・・アミューズメント施設の機器および設備の販売 

    (5)その他事業・・・・・・・アクア事業、ウインド・パワー事業、システムエンジニアリ 

                  ング事業、セレブ・ファッション事業、映像ＤＶＤ販売事業 

   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（124,038千円）の主なものは、経営管理に係る費用であります。 

 
 

当第１四半期連結会計期間(自 平成19年７月１日 至 平成19年９月30日) 

（単位：千円） 

 
ホット・ 

ヨガ事業 

セレブ・ 

ファッション

事業 

その他事業 計 
消去又は 

全社 
 連結 

Ⅰ 売上高及び営業損益       

(1)外部顧客に対する 

  売上高 
649,088 488,889 10,409 1,148,387 － 1,148,387 

(2)セグメント間の内部 

  売上高又は振替高 
－ － 1,561 1,561 △1,561 － 

計 649,088 488,889 11,970 1,149,948 △1,561 1,148,387 

営業費用 754,079 510,575 40,900 1,305,555 133,596 1,439,151 

営業損失 104,991 21,686 28,929 155,606 135,157 290,763 

(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. 各事業区分の主な内容 

(1) ホット・ヨガ事業・・・・・・ホットヨガスタジオの運営 

(2) セレブ・ファッション事業・・アパレル製品の卸、販売、輸出入および新規アパレルブランドの企画・立案 

(3) その他事業・・・・・・・・・アート・ライフ事業、リアル・エステイト事業、アクア事業、システムエンジニアリング事業 

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（133,596千円）の主なものは、経営管理に係る費用であります。 
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前連結会計年度(自 平成18年７月１日 至 平成19年６月30日) 

（単位：千円） 

 
ホット・ 

ヨガ事業 

アート・ 

ライフ事業 

リアル・ 

エステイト事

業 

セレブ・ 

ファッション

事業 

その他事業 計 
消去又は 

全社 
 連結 

Ⅰ 売上高及び営業損益         

(1)外部顧客に対する 

  売上高 
2,047,504 39,346 834,692 1,378,738 45,384 4,345,667 － 4,345,667

(2)セグメント間の内部 

  売上高又は振替高 
－ － － － 3,041 3,041 △3,041 －

計 2,047,504 39,346 834,692 1,378,738 48,426 4,348,709 △3,041 4,345,667

営業費用 2,452,727 326,453 766,269 1,558,142 200,943 5,304,536 1,028,128 6,332,664

営業利益又は 

営業損失(△) 
△405,222 △287,106 68,422 △179,403 △152,516 △955,826 △1,031,170 △1,986,996

(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. 各事業区分の主な内容 

(1) ホット・ヨガ事業・・・・・・ホットヨガスタジオの運営 

(2) アート・ライフ事業・・・・・絵画および関連商品の販売 

(3) リアル・エステイト事業・・・不動産の売買、賃貸、仲介 

(4) セレブ・ファッション事業・・アパレル製品の卸、販売、輸出入および新規アパレルブランドの企画・立案 

(5) その他事業・・・・・・・・・アクア事業、アミューズメント事業、ウインド・パワー事業、システムエンジニアリング事業、映像ＤＶＤ販

売事業 

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（1,052,010千円）の主なものは、経営管理に係る費用であります。 

4. 事業区分の変更 

(1) 当連結会計年度に新たに子会社を設立したこと等に伴い、セレブ・ファッション事業を事業区分に新規追加しております。 

(2) 前連結会計年度までに事業区分に含めていた映像ＤＶＤ販売事業については、当該事業の縮小 に伴い、当連結会計年度よりその他事業に含め

ております。 

(3) 当第３四半期連結会計期間までに事業区分に含めていたアミューズメント事業については、２期連続売上計上無く、撤退方針に伴い当第４四半

期連結会計期間よりその他事業に含めております。 

(4) 上記変更の結果、当連結会計年度における「その他事業」の売上高に与える影響はありません。また、同事業の営業費用が従来の方法に比べて

71,311千円増加しております。 

 

 

2．所在地別セグメント情報 

前第１四半期連結会計期間（自 平成18年７月１日 至 平成18年９月30日) 

全セグメントの売上高の合計に占める「日本」の割合が90％を超えているため、記載を省略しております。 

  当第１四半期連結会計期間（自 平成19年７月１日 至 平成19年９月30日） 

 
日本 

(千円) 

北米 

(千円) 

計 

(千円) 

消去又は全社

(千円) 

連結 

(千円) 

Ⅰ 売上高及び営業損失   

 (1) 外部顧客に対する売上高 878,823 269,563 1,148,387 － 1,148,387 

 (2) セグメント間の 

   内部売上高又は振替高 
－ 145,077 145,077 (145,077) － 

計 878,823 414,640 1,293,464 (145,077) 1,148,387 

営業費用 1,150,032 434,195 1,584,228 (145,077) 1,439,151 

営業損失 △271,209 △19,554 △290,763 (－) △290,763 

（注）1. 国又は地域の区分は、地理的接近度によっております。 

  2. 本邦以外の区分に属する主な国又は地域 

   北米・・・・米国 

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145,077千円であり、その主なものは、経営管理に係る費用で

あります。 
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前連結会計年度(自 平成18年７月１日 至 平成19年６月30日) 

 
日本 

(千円) 

北米 

(千円) 

アジア 

(千円) 

計 

(千円) 

消去又は全社 

(千円) 

連結 

(千円) 

Ⅰ 売上高及び営業損失   

 (1) 外部顧客に対する売上高 3,632,866 706,520 6,280 4,345,667 － 4,345,667

 (2) セグメント間の 

   内部売上高又は振替高 
－ 760,028 － 760,028 (760,028) －

計 3,632,866 1,466,549 6,280 5,105,696 (760,028) 4,345,667

営業費用 5,405,184 1,587,443 100,065 7,092,693 (760,028) 6,332,664

営業損失 1,772,317 120,894 93,784 1,986,996 (－) 1,986,996

（注）1. 国又は地域の区分は、地理的接近度によっております。 

  2. 本邦以外の区分に属する主な国又は地域 

 （1）北米・・・・米国 

 （2）アジア・・・中国 

 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760,028千円であり、その主なものは、経営管理に係る費用で
あります。 

 

3．海外売上高 

前第１四半期連結会計期間（自 平成18年７月１日 至平成18年９月30日） 

海外売上高が、連結売上高の10％未満のため、海外売上高の記載は省略しております。 

当第１四半期連結会計期間（自 平成19年７月１日  至 平成19年９月30日） 

 北米 計 

Ⅰ 海外売上高(千円) 269,563 269,563

Ⅱ 連結売上高(千円) － 1,148,387

Ⅲ 連結売上高に占める 

  海外売上高の割合(％) 
23.5 23.5

（注）1. 国又は地域の区分は、地理的接近度によっております。 

2. 本邦以外の区分に属する主な国又は地域 

      北米・・・・米国 

      3. 海外売上高は、当社及び当社連結子会社の本邦以外の国又は地域における売上高であります。 

 

前連結会計年度(自 平成18年７月１日 至 平成19年６月30日) 

 北米 アジア 計 

Ⅰ 海外売上高(千円) 706,520 6,280 712,801 

Ⅱ 連結売上高(千円) － － 4,345,667 

Ⅲ 連結売上高に占める 

  海外売上高の割合(％) 
16.3 0.1 16.4 

（注）1.  国又は地域の区分は、地理的接近度によっております。 

2.  本邦以外の区分に属する主な国又は地域 

     （1）北米・・・・米国 

     （2）アジア・・・中国 

      3. 海外売上高は、当社及び当社連結子会社の本邦以外の国又は地域における売上高であります。 
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(ストック・オプション等関係) 

前第１四半期連結会計期間（自平成18年７月１日 至平成18年９月30日） 

ストック・オプションの内容、規模及びその変動状況 

 (1) ストック・オプションの内容 

会社名 提出会社 

決議年月日 平成14年11月28日 

当社の取締役５名 

当社の監査役３名 付与対象者の区分及び人数 

当社の従業員７名 

株式の種類及び付与数 普通株式 1,396,000株 

付与日 平成15年11月27日 

権利確定条件 権利確定条件は付されておりません。 

対象勤務時間 対象勤務時間の定めはありません。 

権利行使期間 平成15年12月22日～平成20年６月30日 

         

(2) ストック・オプションの規模及び変動状況 

① ストック・オプションの数                                                             （単位：株） 

会社名 提出会社 

決議年月日 平成14年11月28日 

権利確定前  

 期首 ― 

 付与 ― 

 失効 ― 

 権利確定 ― 

 未確定残 ― 

権利確定後  

 期首 1,396,000 

 権利確定 ― 

 権利行使 ― 

 失効 ― 

 未行使残 1,396,000 

 （注） 平成16年２月１日付で当社普通株式１株を1,000株に分割したこと及び平成17年７月１日付で当社株式10株を１株に併合し

たことに伴い、ストック・オプションの数が調整されております。 

         

② 単価情報 

会社名 提出会社 

決議年月日 平成14年11月28日 

権利行使価額 87.54 

行使時平均株価 ― 

付与日における公正な評価単価 ― 

 （注） 平成16年２月１日付で当社普通株式１株を1,000株に分割したこと及び平成17年７月１日付で当社株式10株を１株に併合し

たことに伴い、権利行使価額が調整されております。 
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当第１四半期連結会計期間（自平成19年７月１日 至平成19年９月30日） 

ストック・オプションの内容、規模及びその変動状況 

 (1) ストック・オプションの内容 

会社名 提出会社 

決議年月日 平成14年11月28日 

当社の取締役５名 

当社の監査役３名 付与対象者の区分及び人数 

当社の従業員７名 

株式の種類及び付与数 普通株式 1,396,000株 

付与日 平成15年11月27日 

権利確定条件 権利確定条件は付されておりません。 

対象勤務時間 対象勤務時間の定めはありません。 

権利行使期間 平成15年12月22日～平成20年６月30日 

         

(2) ストック・オプションの規模及び変動状況 

① ストック・オプションの数                                                             （単位：株） 

会社名 提出会社 

決議年月日 平成14年11月28日 

権利確定前  

 期首 ― 

 付与 ― 

 失効 ― 

 権利確定 ― 

 未確定残 ― 

権利確定後  

 期首 1,396,000 

 権利確定 ― 

 権利行使 ― 

 失効 ― 

 未行使残 1,396,000 

 （注） 平成16年２月１日付で当社普通株式１株を1,000株に分割したこと及び平成17年７月１日付で当社株式10株を１株に併合し

たことに伴い、ストック・オプションの数が調整されております。 

         

② 単価情報 

会社名 提出会社 

決議年月日 平成14年11月28日 

権利行使価額 87.54 

行使時平均株価 ― 

付与日における公正な評価単価 ― 

      （注） 平成16年２月１日付で当社普通株式１株を1,000株に分割したこと及び平成17年７月１日付で当社株式10株を１株に併合したことに

伴い、権利行使価額が調整されております。 
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前連結会計年度（自平成18年７月１日 至平成19年６月30日） 

ストック・オプションの内容、規模及びその変動状況 

(1) ストック・オプションの内容 

会社名 提出会社 

決議年月日 平成14年11月28日 

当社の取締役５名 

当社の監査役３名 付与対象者の区分及び人数 

当社の従業員７名 

株式の種類及び付与数 普通株式 1,396,000株 

付与日 平成15年11月27日 

権利確定条件 権利確定条件は付されておりません。 

対象勤務時間 対象勤務時間の定めはありません。 

権利行使期間 平成15年12月22日～平成20年６月30日 

         

(2) ストック・オプションの規模及び変動状況 

① ストック・オプションの数                                                                （単位：株） 

会社名 提出会社 

決議年月日 平成14年11月28日 

権利確定前  

 期首 ― 

 付与 ― 

 失効 ― 

 権利確定 ― 

 未確定残 ― 

権利確定後  

 期首 1,396,000 

 権利確定 ― 

 権利行使 ― 

 失効 ― 

 未行使残 1,396,000 

 （注） 平成16年２月１日付で当社普通株式１株を1,000株に分割したこと及び平成17年７月１日付で当社株式10株を１株に併合した

ことに伴い、ストック・オプションの数が調整されております。 

         

② 単価情報 

会社名 提出会社 

決議年月日 平成14年11月28日 

権利行使価額 87.54 

行使時平均株価 ― 

付与日における公正な評価単価 ― 

 （注） 平成16年２月１日付で当社普通株式１株を1,000株に分割したこと及び平成17年７月１日付で当社株式10株を１株に併合した

ことに伴い、権利行使価額が調整されております。 
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（１株当たり情報） 

前第1四半期連結会計期間 当第１四半期連結会計期間 前連結会計年度 

自  平成18年７月 １日 自  平成19年７月 １日 自  平成18年７月 １日 

至  平成18年９月30日 至  平成19年９月30日 至  平成19年６月30日 

   

１株当たり純資産額 45円66銭 １株当たり純資産額 15円69銭 １株当たり純資産額 16円70銭

１株当たり第１四半期純損失 1円28銭 １株当たり第１四半期純損失 0円96銭 １株当たり当期純損失 28円94銭

なお、潜在株式調整後１株当たり四半期純利

益については、１株当たり第１四半期純損失の

ため記載しておりません。 

 

なお、潜在株式調整後１株当たり四半期純利益に

ついては、１株当たり第１四半期純損失のため記載

しておりません。 

なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利

益については、１株当たり当期純損失のため

記載しておりません。 

(注)１．１株当たりの第１四半期(当期)純損失及び潜在株式調整後１株当たりの第１四半期(当期)純利益の算定上の基礎は以下のとおりであります。 

 前第１四半期連結会計期間 当第１四半期連結会計期間 前連結会計年度 

 自  平成18年７月 １日 自  平成19年７月 １日 自  平成18年７月 １日 

 至  平成18年９月30日 至  平成19年９月30日 至  平成19年６月30日 

１株当たり第１四半期（当期）純損失  

第１四半期（当期）純損失（千円） 239,854 219,126 5,418,153 

普通株主に帰属しない金額（千円） － － － 

普通株式に係る第１四半期（当期）純損失（千

円） 
239,854 219,126 5,418,153 

期中平均株式数（株） 186,654,897 226,654,897 187,210,453 

潜在株式調整後１株当たり第１四半期（当期） 

純利益 

 

第１四半期（当期）純利益調整額（千円） － － －

普通株式増加数（株） －  －

（うち新株予約権） (－)                (－) (－)

２．１株当たり純資産額の算定上の基礎は以下のとおりであります。 

 前第１四半期連結会計期間 当第１四半期連結会計期間 前連結会計年度 

 自  平成18年７月 １日 自  平成19年７月 １日 自  平成18年７月 １日 

 至  平成18年９月30日 至  平成19年９月30日 至  平成19年６月30日 

貸借対照表の純資産の部の合計額（千円） 8,724,892 3,628,762 3,858,417 

普通株式に係る純資産額（千円） 8,523,430 3,625,771 3,785,131 

貸借対照表の純資産の部の合計額と１株当た

り純資産額の算定に用いられた普通株式に係

る事業年度末の純資産額との差異（千円） 

 

 

 

為替換算調整勘定 △1,289 △2,009 △2,009 

   新株予約権 4,800 5,000 5,000 

   少数株主持分 197,952 － 70,295 

普通株式の発行済株式数（株） 186,654,900 226,654,900 226,654,900

普通株式の自己株式数（株） 3 3 3

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） 
186,654,897 226,654,897 226,654,897
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（重要な後発事象） 

前第１四半期連結会計期間 当第１四半期連結会計期間 前連結会計年度 

自  平成18年７月 １日 自  平成19年７月 １日 自  平成18年７月 １日 

至  平成18年９月30日 至  平成19年９月30日 至  平成19年６月30日 

(ホットヨガ事業の譲受けについて) 

 平成18年10月４日開催の取締役会におて、平

成 19 年１月１日をもってアートコム株式会社の

ホットヨガ事業部における営業店舗 16 店舗に係

る資産等を譲受けることを決議いたしました。 

１ 事業譲受けの理由 

当社は、「美しさを創造する」をコンセプトに、

基幹事業であるホット・ヨガ事業に注力するた

めであります。 

２ 事業譲受けの内容 

（１）譲受けの対象となるホットヨガスタジオ・オ

ー店舗(以下、「対象店舗等」という。) 

店舗名 オープン 所在地 

南森町店 
平成17年

7月 

大阪市北区南森町

1-3-27 南森町丸井ビ

ル1・2F  

心斎橋店 
平成17年

7月 

大阪市中央区心斎橋筋

2-8-21 心斎橋AXY5F 

京都四条通店 
平成17年

7月 

京都市下京区立売中之

町100-1 四条KMビル5F 

プロメナ神戸

店 

平成17年

7月 

神戸市中央区東川崎町

1-8-1 プロメナ神戸9F 

三宮店 
平成17年

8月 

神戸市中央区三宮町

1-7-5 フューチャープ

ラザ5F 

博多駅前店 
平成17年

9月 

福岡県博多区博多駅中

央街2-1 福岡交通セン

タービル9F 

福岡天神店 
平成17年

9月 

福岡県中央区大名

2-9-35 東泉福岡天神

ビル5F 

梅田店 
平成17年

9月 

大阪市北区鶴野町4-11 

朝日プラザ梅田3F 

名古屋栄店 
平成17年

12月 

愛知県名古屋市中区栄

3-32-6 BECOM SAKAE 8F 

小倉アイム店 
平成18年

2月 

福岡県北九州市小倉北

区京町3-1 I’m専門店

街11F 

熊本店 
平成18年

3月 

熊本県熊本市手取本町

4-12 ファインビル4F 

中洲店 
平成18年

3月 

福岡県福岡市博多区中

洲3-7-24 gate's 8F 

モレラ岐阜店 
平成18年

4月 

岐阜県本巣市三橋1100 

モレラ岐阜2F 

名古屋駅前店 
平成18年

7月 

愛知県名古屋市中村区

名駅3-23-13 NFC名駅

ビル2F 

京都駅前店 
平成18年

7月 

京都市下京区東塩小路

町717-2 菊岡家ビル6F 

本町店 
平成18年

9月 

大阪市中央区本町2-3-4 

アソルティ本町3F 

（２）譲受け対象店舗の業績 

アートコム株式会社平成 18 年４月期（平

成17年５月１日～平成18年４月30日）にお

ける譲受け対象店舗の損益状況は次のとおり

であります。 

科目 金額（百万円） 

売上高 169.7 

営業利益 19.8 

  ※上記数値は、店舗損益の単純合計であり、

本部経費付加調整前の業績であります。 

（資本金及び資本準備金の減少並びに剰余金

処分について） 

１ 資本金及び資本準備金減少の目的 

当社は、平成 19 年６月期決算におい

て多額な損失計上を行い、累積損失を解

消するには、まだ期間を要すると見込ま

れます。そこで、会社法第447条第１項

の規定に基づく資本金減少と併せて、会

社法第448条１項の規定に基づく資本準

備金の取崩しによる損失補填を行うこ

とにより、累積損失を一掃し、株主の皆

様への早期復配の準備、また財務体質の

早急な健全化を図るものです。 

 

２ 減少する資本金及び資本準備金の額 

平成19年６月30日現在の資本金の額

9,675,650,000 円のうち5,866,054,498

円、及び資本準備金の額220,000,000円

全額を、それぞれ減少します。なお、減

少後の資本金の額は3,809,595,502円、

資本準備金の額は0円となります。 

 

３ 資本金減少の方法 

資本金は発行済株式総数の変更を行

わず、資本金の額を無償で減少いたしま

す。 

 

４ 剰余金処分の内容 

資本金及び資本準備金減少に伴い、そ

の他資本剰余金が増加しますが、全額繰

越損失を補填いたします。 

 

５ 日程 

（１）取締役会決議日  

 平成19年８月28日 

（２）株主総会決議日   

平成19年９月27日 

（３）債権者異議申述公告 

 平成19年10月10日 

（４）債権者異議申述最終期日 

 平成19年11月10日 

（５）減資の効力発生日 

  平成19年11月11日 

 

 

（重要な事業からの撤退について） 

1. その旨及び理由 

  当社は「事業の選択と集中による競争力の強化」

を最重要テーマとして、また「美しさを創造する」

を企業コンセプトに事業を進めております。このよ

うな状況の中、当社はさらに選択と集中を積極的に

進め、既存事業でも今後の採算性や収益性が不透明

であったり、企業コンセプトに合わない事業から完

全撤退することといたしました。 

2. 撤退する事業の内容 

(1) アート・ライフ事業 

大口契約の獲得や国内・海外オークシ 

ョンへの出展、および上海にオープン 

した上海茂名画廊による美術品の仕 

入・販売。 

(2) アミューズメント事業 

  当社の連結子会社である株式会社エヌデ

ィーサービスが主となって推進しておりま

すアミューズメント機器の製造・販売および

ファイナンス。 

(3) 映像DVD販売事業 

  新規映像DVDの制作・販売。 

(4) システムエンジニアリング事業 

  リーズナブルな中国人労働力を活用した、

日本のソフトハウスに対しての優秀な中国

人システムエンジニアの提供。 

(5) ウインド・パワー事業 

業務提携先の日本再生エネルギー株式会 

社が開発した直線翼垂直水平軸型風車を用 

いた中型風力発電システムの部品調達・販 

売。 

3. 撤退する事業の規模 

  平成19年6月期      （単位：百万円）

 売上高 売上構成比 営業損失

アート・ライフ

事業 
39 0.91% 287

その他事業※ 48 1.11% 152

※  公表しております「その他事業」には、廃止

するアミューズメント事業、映像DVD販売事

業、システムエンジニアリング事業、ウイン

ド・パワー事業の他に、アクア事業の数字が

含まれております。 

4. 撤退の時期 

平成19年９月30日を撤退予定期日としてお

ります。但し、アート・ライフ事業に関しまし

ては、美術品在庫の処分が完了するまでは継続

の予定です。 

5. 撤退が営業活動へ及ぼす重要な影響 

  当期の業績に与える影響につきましては、平

成19年８月28日発表の「特別損失の発生及び

中間期・通期業績予想の修正に関するお知らせ」

に記載の通りであります。 

 

（連結子会社エヌディーサービス全株式の譲渡

について） 

１ 株式譲渡の理由 

 当社の連結子会社である株式会社エヌディーサ

ービスは、アミューズメント施設から振り出され

る割賦手形に保険を付け、銀行で現金化してアミ

ューズメント機器を購入し、アミューズメント施

設に納入するファイナンススキームと、株式会社

エヌディーサービスが独自のアミューズメント機

器を開発製造販売する製造販売スキームで、アミ
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前第１四半期連結会計期間 当第１四半期連結会計期間 前連結会計年度 

自  平成18年７月 １日 自  平成19年７月 １日 自  平成18年７月 １日 

至  平成18年９月30日 至  平成19年９月30日 至  平成19年６月30日 

※上記数値は、18年５月以降にオープンした

３店舗の業績は含まれておりません。 

※上記数値は、18年８月16日に譲受けた３

店舗の業績が含まれております。 

（３）譲受け対象店舗等の資産、負債の項目 

譲受ける資産は、対象店舗の有形固定 

資産および借用権、敷金・保証金、棚卸資

産・商品在庫等とし、負債の譲受けは行い

ません。 

（４）譲受け価額 

   13億4000万円を予定しております。 

 

(第三者割当による新株予約権発行について) 

 当社は、平成18年11月９日開催の取締役会に

おいて、下記の通り「株主以外の者に対し第８回

新株予約権を発行する件」を決議いたしました。 

１．新株予約権を発行する理由 

 将来の新株予約権行使により調達した資金を

用い、既存事業の拡大を目的とし、特定の第三者

に対して新株予約権を発行しようとするもので

あります。 

       

２． 新株予約権の発行要領 

（1）新株予約権の名称  

  ニューディール株式会社 

  第８回新株予約権 

（2）新株予約権の目的たる株式の種類及び数 

   ①株式の種類及び数  

     当社普通株式50,000,000株 

    （新株予約権１個につき1,000株） 

②株式の数の調整 

  当社が当社普通株式につき株式分割（当社

普通株式の無償割当てを含む。）又は株式併

合を行う場合には、各新株予約権の目的たる

株式の数は次の算式により調整されるもの

とし、調整の結果生じる１株未満の端数は切

り捨てます。 

調整後株式数＝調整前株式数×分割・併合の比率 

（3）発行する新株予約権の総数 

     50,000個 

（4）新株予約権の払込金額 

     100円（１株あたり0.1円） 

（5）新株予約権の払込金額の総額 

     5,000,000円 

（6）募集方法 

   特定の第三者に割り当てます。 

（7）新株予約権の割当を受ける者及び割り当 

    てる新株予約権の数 

   ①割当先   

   （住 所） 東京都中央区八丁堀3-4-12 

京丸ビル1階 

    （社 名） ニュークエスト第１号投資事 

業組合 

    （代表者） 藤谷 靖雄 

    （事業内容）投資業 

  ②割り当てる新株予約権の数 

     50,000個 

（8）新株予約権の申込日 

     平成18年11月24日 

（9）新株予約権の払込期日及び割当日  

     平成18年11月24日 

（10）各新株予約権の行使に際して出資され 

る財産の価額（以下「行使価額」とい 

う） 

 

ューズメント事業を展開してまいりました。 

 しかし、当社グループは経営資源の効率的な投

下により事業基盤の整備と収益構造の強化を推し

進めており、平成19 年８月28日に発表しました

ように、アミューズメント事業を含めた５事業か

ら撤退することといたしました。 

 そこで、株式会社エヌディーサービスと協議を

重ねてまいりました結果、友好的な合意に至りま

したので、当社が保有する同社の全株式を売却す

ることといたしました。 

２ 売却する相手会社の名称 

 (1) 商号  インターワールド・テクノロジー・ 

       コーポレーション 

  (2) 代表者 常任代理人 佐々木芳明 

３ 日程 

  平成19年９月３日 取締役会決議 

  平成19年９月３日 有価証券譲渡契約締結 

  平成19年９月28日 株式譲渡日（予定） 

 

４ 異動する子会社 

 (1) 商号    株式会社エヌディーサービス

 (2) 代表者   代表取締役社長 佐々木芳明

 (3) 所在地   東京都新宿区新宿１丁目３-12

         壱丁目参番館ビル５階 

 (4) 設立年月日 平成16年10月22日 

 (5) 主な事業内容  

アミューズメント機器の製造

販売およびファイナンス 

 (6) 決算期   ６月末 

 (7) 従業員数  ３名 

 (8) 資本金   50,000,000円 

 (9) 株主構成  ニューディール株式会社100％

５ 譲渡株式数、譲渡価格および譲渡前後の所有

株式の状況 

  (1) 異動前の所有株式数 1,000株  

(所有割合100％) 

(2) 譲渡株式数 1,000株   

(譲渡金額50,000,000円) 

(3) 異動後の所有株式数 0株 (所有割合0％)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ニューディール株式会社 36

前第１四半期連結会計期間 当第１四半期連結会計期間 前連結会計年度 

自  平成18年７月 １日 自  平成19年７月 １日 自  平成18年７月 １日 

至  平成18年９月30日 至  平成19年９月30日 至  平成19年６月30日 

①行使価額 

１個につき33,000円（１株につき33円） 

②行使価額の調整 

 行使価額は、当社が時価を下回る払込金

額で新株式を発行する場合は、次の算式に

より調整されます。尚、次の算式において

「既発行株式数」には、当社が自己株式と

し保有する当社普通株式の数は含まない

ものとし、当社が時価を下回る払込金額で

新株式を発行し、又は自己株式を処分する

場合には、「新発行株式数」には当該発行

又は処分される株式数を含むものとしま

す。但し、円位未満小数は切り捨てます。

また、次の算式において「時価」とは、調

整後の行使価額を適用する日に先立つ 45

取引日目に始まる 30 取引日（終値（気配

表示を含む。）のない日数を除く。）の株式

会社東京証券取引所マザーズ市場におけ

る当社普通株式の普通取引の終値（気配表

示を含む。）の平均値とします。この場合、

平均値の計算は、円位未満小数第２位まで

算出し、小数第２位を切捨てます。 

    
新発行株式数×１

株あたり払込金額 
既発行

株式数 
＋

１株あたり時価 
調 整 後 

行使価額 
＝ 
調 整 前 

行使価額 
× 既発行株式数＋新発行株 

     式数 

尚、行使価額は、株式の分割（当社普通

株式の無償割当てを含む。）または株式併

合の場合、時価を下回る払い込み価額で自

己株式を処分する場合、株式に転換できる

証券を発行する場合、又は新株予約権若し

くは新株予約権を付与された証券の発行

が行われる場合、当社を存続会社とする合

併の場合、当社を承継会社とする吸収分割

の場合、当社を完全親会社とする株式交換

のために行使価額の調整を必要とする場

合、その他当社の発行済普通株式数の変更

又は変更の可能性が生じる事由の発生に

より行使価額の調整を必要とする場合に

も当社が必要と認める調整を行います。 

（11）新株予約権の行使に際して出資される財産

の価額の総額 

    1,650,000,000円 

（12）新株予約権の払込金額及びその行使に際し

て出資される財産の価額の算定理由 

  現在の東京証券取引所マザーズ市場にお

ける当社の株価推移を総合的に勘案し、各新

株予約権の払込価額は、上記(4)のとおりと

した。さらに、各新株予約権の行使価額につ

いては、平成18年10月１日から平成18年

10月31日までの21営業日の東京証券取引

所における当社普通株式の終値の平均

32.05円の102.96％の１株当たり33円とし

た。 

（13）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および資本準備

金に関する事項  

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１円未満の端数が生じたときは、その端

数を切り上げるものとします。 

②新株予約権の行使により株式を発行する場
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前第１四半期連結会計期間 当第１四半期連結会計期間 前連結会計年度 

自  平成18年７月 １日 自  平成19年７月 １日 自  平成18年７月 １日 

至  平成18年９月30日 至  平成19年９月30日 至  平成19年６月30日 

合において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①に定め

る増加する資本金の額を減じた額とします。 

（14）新株予約権の行使期間 

    平成18年11月27日より 

   平成19年11月26日とします。 

（15）新株予約権の行使条件 

各新株予約権の行使に当たっては、一部行

使は出来ないものとします。 

（16）新株予約権の取得の事由及び条件 

  当社が吸収合併による消滅並びに株式交

換又は株式移転により他の会社の完全子会

社となることを、当社の株主総会で決議した

場合、取締役会が別途定める日に、当社は、

未行使の新株予約権の全部を無償にて取得

することができます。 

（17）譲渡制限 

  本新株予約権の譲渡については、取締役会

の承認を受けなければこれをすることがで

きないものとします。 

（18）新株予約権の行使請求受付場所 

  当社管理本部 

（19）新株予約権証券の発行 

①新株予約権証券は、新株予約権者の請求が

あるときに限り、当社はこれを発行します。

但し、発行する新株予約権証券は、記名式

に限るものとします。 

②新株予約権者は、新株予約権証券につき、

記名式の新株予約権証券を無記名式とする

ことを、会社に対して請求することはでき

ません。 

（20）会社法その他の法律の改正等、本要項規定中

読み替えその他の措置が必要となる場合には

当社は必要な措置を講じます。 

（21）前記各号については、証券取引法に基づく届

出の効力発生を条件とします。 
        

３．新株予約権発行の日程 

平成18年11月９日(木) 新株予約権発行決議 

平成18年11月９日(木) 有価証券届出書提出 

平成18年11月17日(金) 有価証券届出書効力発生 

平成18年11月24日(金) 

新株予約権申込期日・新株

予約権払込期日・新株予約

権割当日 

平成18年11月27日(月) 
新株予約権行使期間の開

始日 

      

４．新株予約権行使後の発行済株式 

  総数の推移 

現在の発行済株式総数 186,654,900株 

ストックオプション 

未行使分 

(発行日：平成15年11月27日) 

1,396,000株 

第４回新株予約権未行使分 18,000,000株 

第７回新株予約権未行使分 30,000,000株 

第８回新株予約権未行使分 50,000,000株 

新株予約権行使後の 

発行済株式総数 
286,050,900株 

 ※ 第５回新株予約権は全部行使完了済 

※ 第６回新株予約権は全部買い戻し償却済 

５．新株予約権発行の理由及び資金の使途等 

  (1) 新株予約権発行の理由 
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前第１四半期連結会計期間 当第１四半期連結会計期間 前連結会計年度 

自  平成18年７月 １日 自  平成19年７月 １日 自  平成18年７月 １日 

至  平成18年９月30日 至  平成19年９月30日 至  平成19年６月30日 

      事業の構築・拡大 

  (2) 増資調達資金の使途 

      ホット・ヨガ事業における店舗拡充資金、美 

術品買付資金、新製品開発資金 

  (3) 業績に与える見通し 

      現段階では未定ですが、詳細が判明次第発表 

いたします。 
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６．第１四半期財務諸表等 

(1) 第１四半期貸借対照表 

  前第１四半期会計期間末 当第１四半期会計期間末 
前事業年度 

要約貸借対照表 

  (平成18年９月30日) (平成19年９月30日) (平成19年６月30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 ※2  781,306 32,273  355,310

 ２ 売掛金   950,222 380,100  414,523

 ３ たな卸資産 ※3  3,209,165 3,458,785  3,461,151

 ４ 前渡金   957,843 －  14,227

 ５ 短期貸付金   1,184,630 921,411  842,400

 ６ 未収消費税等   20,091 －  96,055

 ７ その他   344,103 450,038  355,950

   貸倒引当金   △760,046 △773,822  △773,822

   流動資産合計   6,687,317 73.6 4,468,787 56.1  4,765,796 57.6

Ⅱ 固定資産    

 １ 有形固定資産 ※1   

  (1) 建物及び構築物   860,820 1,443,206  1,497,135

  (2) 建設仮勘定   804,578 －  63,667

  (3) その他   38,267 165,588  47,789

    有形固定資産 

合計 
  1,703,666 18.8 1,608,794 20.2  1,608,592 19.4

 ２ 無形固定資産   96,632 1.1 421.690 5.3  428,459 5.2

 ３ 投資その他の資産    

  (1) 長期滞留債権等   － 1,587,846  1,591,234

  (2) 敷金保証金   － 673,199  673,520

  (3) 投資土地 ※3  － 703,672  703,672

(4) その他 ※3  592,305 365,592  372,132

    貸倒引当金   － △1,869,109  △1,869,109

   投資その他の資産 

   合計 
  592,305 6.5 1,461,200 18.4  1,471,448 17.8

   固定資産合計   2,392,604 26.4 3,491,685 43.9  3,508,500 42.4

   資産合計   9,079,922 100.0 7,960,472 100.0  8,274,297 100.0
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  前第１四半期会計期間末 当第１四半期会計期間末 
前事業年度 

要約貸借対照表 

  (平成18年９月30日) (平成19年９月30日) (平成19年６月30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   2,665 5,711   6,515

 ２ 短期借入金 ※3  － 750,000   600,000

 ３ 未払金   117,310 489,214   762,543

 ４ 未払費用   15,796 37,104   37,698

 ５ 未払法人税等   59,107 48,334   66,165

 ６ 前受金   － 457,677   438,467

 ７ 預り金   20,035 20,929   105,000

 ８ 事業整理損失引当金   － 2,409,063   2,409,063

 ９ その他   41,230 138,925   34,248

   流動負債合計   256,145 2.8 4,356,961 54.7  4,459,702 53.9

   負債合計   256,145 2.8 4,356,961 54.7  4,459,702 53.9
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  前第１四半期会計期間末 当第１四半期会計期間末 
前事業年度 

要約貸借対照表 

  (平成18年９月30日) (平成19年９月30日) (平成19年６月30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   9,455,650 104.1 9,675,650 121.5  9,675,650 116.9

 ２ 資本余剰金    

   資本準備金  － 220,000 220,000 

   資本余剰金合計   － － 220,000 2.8  220,000 2.7

 ３ 利益余剰金    

   その他利益余剰金    

   繰越利益余剰金  △636,672 △6,297,138 △6,086,054 

   利益余剰金合計   △636,672 △7.0 △6,297,138 △79.1  △6,086,054 △73.6

 ４ 自己株式   △0 △0.0 △0 △0.0  △0 △0.0

   株主資本合計   8,818,977 97.1 3,598,511 45.2  3,809,595 46.0

Ⅱ 新株予約権   4,800 0.1 5,000 0.1  5,000 0.1

   純資産合計   8,823,777 97.2 3,603,511 45.3  3,814,595 46.1

   負債純資産合計   9,079,922 100.0 7,960,472 100.0  8,274,297 100.0
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(2) 第１四半期損益計算書 

  前第１四半期会計期間 当第１四半期会計期間 
前事業年度 

要約損益計算書 

  
(自 平成18年７月１日 

 至 平成18年９月30日) 

(自 平成19年７月１日 

 至 平成19年９月30日) 

(自 平成19年７月１日 

 至 平成19年９月30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   436,709 100.0 650,177 100.0  2,943,050 100.0

Ⅱ 売上原価   131,488 30.1 66,999 10.3  1,096,665 37.3

   売上総利益   305,220 69.9 583,177 89.7  1,846,385 62.7

Ⅲ 販売費及び一般管理費 ※1  491,054 112.4 850,140 130.8  3,459,078 117.5

   営業損失   △185,833 △42.6 △266,963 △41.1  △1,612,692 △54.8

Ⅳ 営業外収益 ※2  8,963 2.1 19,722 3.0  78,613 2.7

Ⅴ 営業外費用 ※3  552 0.1 6,846 1.0  88,793 3.0

   経常損失   177,422 △40.6 254,087 △39.1  1,622,873 △55.1

Ⅵ 特別利益 ※4  － － 49,999 7.7  109,679 3.7

Ⅶ 特別損失 
※5 

※7 
 － － － －  4,095,726 139.2

   税引前第１四半期 

（当期）純損失 
  177,422 △40.6 204,087 △31.4  5,608,920 △190.6

 法人税、住民税 

   及び事業税 
  3,634 0.8 6,997 1.1  21,518 0.7

   第１四半期（当期） 

純損失 
  181,057 △41.5 211,084 △32.5  5,630,439 △191.3
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(3) 前第１四半期株主資本等変動計算書 

前第1半期会計期間(自 平成18年７月1日 至 平成18年９月30日) 

株主資本 

資本剰余金  
資本金 

資本準備金 資本剰余金合計 

平成18年６月30日残高(千円) 9,455,650 3,053,700 3,053,700

事業年度中の変動額 

 新株の発行 － － －

 欠損填補 － △3,053,700 △3,053,700

 当期純利益 － － －

 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) － △3,053,700 △3,053,700

平成18年９月30日残高(千円) 9,455,650 － －

 
株主資本 

利益余剰金 

その他利益余剰金 
 

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６月30日残高(千円) △3,509,315 △3,509,315 △0 9,000,034

事業年度中の変動額  

 新株の発行 － － － －

 欠損填補 3,053,700 3,053,700 － －

 当期純損失 △181,057 △181,057 － △181,057

 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) 2,872,642 2,872,642 － △181,057

平成18年９月30日残高(千円) △636,672 △636,672 △0 8,818,977

  

 新株予約権 純資産合計 

平成18年６月30日残高(千円) 4,800 9,004,834

事業年度中の変動額 －

 新株の発行 － －

 欠損填補 － －

 当期純損失 － △181,057

 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) － △181,057

平成18年９月30日残高(千円) 4,800 8,823,777
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当第１四半期会計期間(自 平成19年７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 資本剰余金合計 

平成19年６月30日残高(千円) 9,675,650 220,000 220,000

事業年度中の変動額 

 当期純損失 － － －

 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) － － －

平成19年９月30日残高(千円) 9,675,650 220,000 220,000

 

株主資本 

利益余剰金 

その他利益余剰金 
 

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６月30日残高(千円) △6,086,054 △6,086,054 △0 3,809,595

事業年度中の変動額  

 当期純損失 △211,084 △211,084 － △211,084

 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) △211,084 △211,084 － △211,084

平成19年９月30日残高(千円) △6,297,138 △6,297,138 △0 3,598,511

 

 新株予約権 純資産合計 

平成18年６月30日残高(千円) 5,000 3,814,595

事業年度中の変動額 

 当期純損失 － △211,084

 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) － △211,084

平成19年９月30日残高(千円) 5,000 3,603,511
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前事業年度(自 平成18年７月１日 至 平成19年６月30日) 

株主資本 

資本剰余金  
資本金 

資本準備金 資本剰余金合計 

平成18年６月30日残高(千円) 9,455,650 3,053,700 3,053,700

事業年度中の変動額 

 新株の発行 220,000 220,000 220,000

 欠損填補 － △3,053,700 △3,053,700

 当期純利益 － － －

 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) 220,000 △2,833,700 △2,833,700

平成19年６月30日残高(千円) 9,675,650 220,000 220,000

 
株主資本 

利益余剰金 

その他利益余剰金 
 

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６月30日残高(千円) △3,509,315 △3,509,315 △0 9,000,034

事業年度中の変動額  

 新株の発行 － － － 440,000

 欠損填補 3,053,700 3,053,700 － －

 当期純利益 △5,630,439 △5,630,439 － △5,630,439

 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) △2,576,739 △2,576,739 － △5,190,439

平成19年６月30日残高(千円) △6,086,054 △6,086,054 △0 3,809,595

 

 新株予約権 純資産合計 

平成18年６月30日残高(千円) 4,800 9,004,834

事業年度中の変動額 

 新株の発行 － 440,000

 欠損填補 － －

 当期純利益 － △5,630,439

 株主資本以外の項目の 

 事業年度中の変動額(純額) 
200 200

事業年度中の変動額合計(千円) 200 △5,190,239

平成19年６月30日残高(千円) 5,000 3,814,595
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 継続企業の前提に重要な疑義を抱かせる事象又は状況 

前第１四半期会計期間 当第１四半期会計期間 前事業年度 

自  平成18年７月 １日 自  平成19年７月 １日 自  平成18年７月 １日 

至  平成18年９月30日 至  平成19年９月30日 至  平成19年６月30日 

当社は、当第１四半期会計期間において営業損

失185百万円が発生しております。当社は継続企

業の前提に関する重要な疑義が存在しておりま

す。 

当事業年度は、第２次中期３ヵ年計画「プロジェ

クト 10Ｂ」の初年度に当たり、純利益黒字化と

同時に累積損失の解消の年度と考えております。

資金面では、ホット・ヨガ事業の売上が順調に推

移している他、土地売却代金の10億円、絵画売

掛金の８億円を、当第1四半期に回収したことか

ら、新規事業を含めた運転資金ならびに設備資金

は十分確保されております。 

 当事業年度は、従来の事業のうち堅調に推移し

ている「ホット・ヨガ事業」は、「日本最大のホ

ットヨガチェーン」を目指し、買収も視野に入れ

た新規店舗の出店、更なるサービス内容の充実を

図ってまいります。また、「アート・ライフ事業」

と「リアル・エステイト事業」による安定的収益

の確保を目指します。さらに、株式会社ジャメリ

ック・ジャパンの「セレブ・ファッション事業」、

株式会社エヌディーサービスの「アミューズメン

ト事業」の事業拡大も見込まれております。 

 当該財務諸表は継続企業を前提として作成さ

れており、このような重要な疑義の影響を財務諸

表には反映しておりません。 

当社は、当第１四半期会計期間において前事

業年度より継続して営業損失266 百万円、第１

四半期純損失211 百万円を計上しております。

また、前事業年度より現金及び現金同等物の残

高が大きく減少しております。これにより、当

社は継続企業の前提に関する重要な疑義が存在

しております。 

当事業年度は、第２次中期３ヵ年計画「プロ

ジェクト10Ｂ」の２年目に当たり、純利益黒字

化と同時に累積損失の解消の年度と考えており

ます。具体的には、「ホット・ヨガ事業」におい

て全国で３ブランド46店舗となり、順調に会員

数を伸ばしており、猛暑の影響を受けたものの

安定した売上が見込めております。また、「セレ

ブ・ファッション事業」も流通網の整備がほぼ

整い、本格的な販売を開始いたしました。今後

も、「ホット・ヨガ事業」と「セレブ・ファッシ

ョン事業」を基盤事業として経営資源を集中さ

せてまいります。 

資金面では、ホット・ヨガ事業の売上が安定

して推移している他、土地売却代金500 百万円

並びに、絵画売却代金600 百万円の回収予定等

により、新規事業を含めた運転資金ならびに設

備資金は十分確保されております。 

 当財務諸表は継続企業を前提として作成さ

れており、このような重要な疑義の影響を連結

財務諸表には反映しておりません。 

当社は、当事業年度に5,630,439千円と多額

の当期純損失を計上しております。これによ

り、当社は継続企業の前提に関する重要な疑義

が存在しております。 

 当期純損失につきましては、ホットヨガ既存

店舗の譲受けおよび新規店舗出店のコストに

伴う固定資産償却費等の増加、セレブ・ファッ

ション事業の先行仕入に伴う利益の減少等の

積極的な営業活動によるもののほか、事業撤退

に伴う事業整理損失引当金の計上、資産の評価

減及び関連会社等の債権に対する貸倒引当金

の計上に伴う特別損失が主たる要因であり、

「事業の選択と集中」を積極的に進めた結果で

あります。 

 当事業年度は、第２次中期３ヵ年計画「プロ

ジェクト 10Ｂ」の初年度に当たり、純利益黒

字化と同時に累損解消へ向けた準備年度と考

えて努力してまいりました。具体的には、「ホ

ット・ヨガ事業」において全国で３ブランド

46 店舗となり、順調に会員数を伸ばしており

安定した売上が見込めております。また、「セ

レブ・ファッション事業」も流通網の整備がほ

ぼ整い、本格的な販売を開始いたしました。 

 今後は、「ホット・ヨガ事業」と「セレブ・

ファッション事業」を基盤事業として経営資源

を集中させて参ります。また、基盤事業と相乗

効果を期待できる「美しさを創造する」関連事

業に関しましても準備を進めております。 

 資金面では、ホット・ヨガ事業の売上が順調

に推移している他、平成19年６月22日には第

三者割当による新株式発行によって 440 百万

円を調達したほか、土地売却代金500百万円並

びに、絵画売却代金600百万円の回収予定等に

より、新規事業を含めた運転資金ならびに設備

資金は十分確保されております。 

 当財務諸表は、継続企業を前提として作成

されており、このような重要な疑義の影響を財

務諸表には反映しておりません。 
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第１四半期財務諸表作成の基本となる重要な事項 

前第１四半期会計期間 当第１四半期会計期間 前 事 業 年 度 

自  平成18年７月 １日 自  平成19年７月 １日 自  平成18年７月 １日 

至  平成18年９月30日 至  平成19年９月30日 至  平成19年６月30日 

1. 資産の評価基準及び評価方法 1. 資産の評価基準及び評価方法 1. 資産の評価基準及び評価方法 

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法 (1) 有価証券評価基準及び評価方法 (1) 有価証券評価基準及び評価方法 

 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その他の有価証券 

時価のないもの 

移動平均法による原価法 

 ①子会社株式及び関連会社株式 

同左 

②その他の有価証券 

時価のないもの 

同左 

 ①子会社株式及び関連会社株式 

同左 

②その他の有価証券 

時価のないもの 

同左 

(2) たな卸資産の評価基準及び評価方法 (2) たな卸資産の評価基準及び評価方法 (2) たな卸資産の評価基準及び評価方法 

 商品 
 絵画及び販売用不動産 
  個別法による原価法 
 上記以外の商品 
  移動平均法による原価 

 商品 
  絵画及び販売用不動産 
      同左 
  上記以外の商品 
      同左 

 商品 
  絵画及び販売用不動産 
      同左 
  上記以外の商品 
      同左 

2. 固定資産の減価償却の方法 2. 固定資産の減価償却の方法 2. 固定資産の減価償却の方法 

(1) 有形固定資産 (1) 有形固定資産 (1) 有形固定資産 

 定率法を採用しております。   

  

同左 

 

同左 

 

耐用年数は以下の年数を採用しておりま

す。     

 建物及び構築物 ･･･････８～15年  建物及び構築物 ･･･････３～18年  建物 ･････････････････３～18年 
 工具器具及び備品･･････ ３～15年  工具、器具及び備品 ･･･３～15年  工具器具及び備品 ･････３～15年 

(2) 無形固定資産 (2) 無形固定資産 (2) 無形固定資産 

 ①ソフトウェア（自社利用分）  ①ソフトウェア（自社利用分）  ①ソフトウェア（自社利用分） 

 社内における利用可能期間（５年間）

に基づく定額法によっております。 

 同左  同左 

 ②商標権  ②商標権  ②商標権 

 有効使用期間（10年間）に基づく定額

法によっております。 

 同左  同左 

 ③のれん  ③のれん  ③のれん 

 効果の発現期間（５年間）に基づく定

額法によっております。 

 0.7年～15年均等償却を行っており

ます。 

 同左 

(3) 長期前払費用 

契約期間（３～５年間）に基づく定額法

によっております。 

(3) 長期前払費用 

同左 

(3) 長期前払費用 

同左 

(4) 投資建物 (4) 投資建物 (4) 投資建物 

         ―  定額法を採用しており、耐用年数は４年

であります。 
 同左 

3. 繰延資産の処理方法 3. 繰延資産の処理方法 3. 繰延資産の処理方法 

(1) 新株発行費 (1) 新株発行費 (1) 新株発行費 

 支出時に全額費用として処理しておりま

す。 
  ― 

 

  ― 

(2) 株式交付費 (2) 株式交付費 (2) 株式交付費 

         ―   ―  支出時に全額費用として処理しておりま

す。 

4. 外貨建の資産又は負債の本邦通貨への換算基

準 

4. 外貨建の資産又は負債の本邦通貨への換算

基準 

4. 外貨建の資産又は負債の本邦通貨への換算基

準 

外貨建金銭債権債務は、第１四半期決算日の

直物為替相場により換算し、換算差額は営業外

損益として処理しております。 

         ― ― 

5. 引当金の計上基準 5. 引当金の計上基準 5. 引当金の計上基準 

(1) 貸倒引当金 (1) 貸倒引当金 (1) 貸倒引当金 

 同左 

  

  

 

一般債権については貸倒実績率により、

貸倒懸念債権等の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。 

同左 

 

(2) 事業整理損失引当金 (2) 事業整理損失引当金 (2) 事業整理損失引当金 

         ―          ― 絵画事業からの事業撤退に係る取締役

会決議に伴い当事業年度末において今

後発生が見込まれる損失について、合

理的に見込まれる金額を計上しており

ます。 
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前第１四半期会計期間 当第１四半期会計期間 前 事 業 年 度 

自  平成18年７月 １日 自  平成19年７月 １日 自  平成18年７月 １日 

至  平成18年９月30日 至  平成19年９月30日 至  平成19年６月30日 

6. その他第１四半期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 

  消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜

方式によっております。 

6. その他第１四半期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 

同左 

6. その他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 

同左 

 

 

 

会計処理の変更 

前第１四半期会計期間 当第１四半期会計期間 前事業年度 

自  平成18年７月 １日 自  平成19年７月 １日 自  平成16年７月 １日 

至  平成18年９月30日 至  平成19年９月30日 至  平成17年６月30日 

（貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基

準） 

 当第１四半期会計期間より、「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。 

 従来の「資本の部」の合計に相当する金額は

8,818,977千円であります。 

       

（自己株式及び準備金等の額の減少等に関する会

計基準一部改正） 

 当第１四半期会計期間より、改正後の「自己

株式及び準備金の額の減少等に関する会計基

準」（企業会計基準委員会 最終改正平成 17 年

12月27日 企業会計基準第１号）及び「自己株

式及び準備金の額の減少等に関する会計基準の

適用指針」（企業会計基準委員会 最終改正平

成17年12月27日 企業会計基準適用指針第２

号）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。       

なお、財務諸表等規則の改正に伴う貸借対照

表の表示に関する変更は以下のとおりでありま

す。 

 前第１四半期会計期間において資本に対する

控除項目として「資本の部」の末尾に表示にて

おりました「自己株式」は、当会計期間より「株

主資本」に対する控除項目として、「株主資本」

の末尾に表示しております。 

―― 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

―― 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

―― 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

―― 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

―― ―― （繰越資産の会計処理に関する当面の取扱い） 

 当事業年度より、「繰延資産の会計処理に関

する当面の取扱い」（企業会計基準委員会 平

成18年８月11日 実務対応報告第19号）を適

用しております。前事業年度において営業外費

用の内訳として表示していた「新株発行費」は、

当事業年度より「株式交付費」として表示する

方法に変更しております。これによる損益に与

える影響はありません。 
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表示方法の変更 

前第１四半期会計期間 当第１四半期会計期間 前事業年度 

自  平成18年７月 １日 自  平成19年７月 １日 自  平成18年７月 １日 

至  平成18年９月30日 至  平成19年９月30日 至  平成19年６月30日 

(貸借対照表関係） 

１ 前第１四半期会計期間において独立科目で

掲記していた前払金(当第１四半期会計期

間０千円)については、金額が僅少となった

ため、流動資産の「その他」に含めて表示

しております。 

 

２ 前第１四半期会計期間において有形固定資

産の「その他」に表示しておりました「建

物及び構築物」(前第１四半期会計期間

177,888千円)及び「建設仮勘定」(前第１四

半期会計期間 10,000 千円)については、総

資産の100分の５を超えたため、 

当第１四半期会計期間より区分掲記してお

ります。 

 

３ 前第１四半期会計期間において独立科目で

掲記していた無形固定資産及び投資その他

の資産の各科目については、すべて総資産

の 100 分の５未満なっため、当第１四半期

会計期間より一括掲記していおります。 

（貸借対照表関係） 

１ 前第 1 四半期会計期間において独立科目で

掲記していた「前渡金」（当第1四半期会計

期間末14,627千円）については、資産総額

の 100 分の５以下となったため、流動資産

の「その他」に含めて表示しております。

 

２ 前第 1 四半期会計期間において独立科目で

掲記していた「建設仮勘定」（当第１四半期

会計期間末 121,717 千円）については、資

産総額の 100 分の５以下となったため、有

形固定資産の「その他」に含めて表示して

おります。 

 

３ 前第１四半期会計期間において投資その他

資産の「その他」に表示しておりました「敷

金保証金」（前第１四半期会計期間末

365,204千円）については、総資産の100分

の５を超えたため、当第１四半期会計期間

より区分掲記しております。 

（貸借対照表関係） 

前事業年度において独立科目で掲記していた

「商標権」（当事業年度 4,246 千円）、「ソフト

ウェア」（当事業年度51,097千円）については、

総資産の100分の1以下となったため、無形固

定資産の「その他」に含めて表示しております。

 

追加情報 

前第１四半期会計期間 当第１四半期会計期間 前事業年度 

自  平成18年７月 １日 自  平成19年７月 １日 自  平成18年７月 １日 

至  平成18年９月30日 至  平成19年９月30日 至  平成19年６月30日 

（事業の一部譲受けについて） 

当社は、平成18年８月９日開催の取締役会決

議に基づき、平成18年８月16日をもってアー

トコム株式会社のホット・ヨガ事業部における

営業店舗のうち関東３店舗に係る資産等を譲り

受けることを決議いたしました。 

 

１ 事業譲受けの理由 

 当社は、「美しさを創造する」をコンセプ

トに、基幹事業であるホット・ヨガ事業に注

力するためであります。        

 

２ 事業譲受けの内容 

 (1) 譲受けの対象となるホットヨガスタジ

オ・オー店舗（以下、「対象店舗等」と

いう。） 

店舗名 オープン 所在地 

銀座店 
平成17年

９月 

東京都中央区銀座2-6-7 

明治屋銀座ビル4Ｆ 

池袋店 
平成17年

９月 

東京都豊島区東池袋 

1-6-4伊藤ビル7Ｆ 

新宿南口店 
平成17年

12月 

東京都渋谷区代 木々 

2-7-8東京南新宿ビルディ

ング1Ｆ 

(2) 譲受け対象店舗等の資産、負債の項目 

 譲受ける資産は、対象店舗の有形固定資

産、敷金・保証金、棚卸資産・商品在庫等

とし、負債の譲受けは行いません。 

(3) 譲受け価額 

  ２億3000万円 

 

（重要な事業からの撤退について） 

１ その旨及び理由 

  当社は「事業の選択と集中による競争力の

強化」を最重要テーマとして、また「美しさ

を創造する」を企業コンセプトに事業を進め

ております。このような状況の中、当社はさ

らに選択と集中を積極的に進め、既存事業で

も今後の採算性や収益性が不透明であった

り、企業コンセプトに合わない事業から完全

撤退することといたしました。 

 

２ 撤退する事業の内容 

 (1) アート・ライフ事業 

大口契約の獲得や国内・海外オークシ

ョンへの出展、および上海にオープン

した上海茂名画廊による美術品の仕

入・販売。 

(2) アミューズメント事業 

当社の連結子会社である株式会社エ

ヌディーサービスが主となって推進し

ておりますアミューズメント機器の製

造・販売およびファイナンス 

(3) 映像DVD販売事業 

       新規映像DVDの制作・販売。 

    (4) システムエンジニアリング事業 

リーズナブルな中国人労働力を活用

した、日本のソフトハウスに対しての

優秀な中国人システムエンジニアの提

供。 

(5) ウインド・パワー事業 

業務提携先の日本再生エネルギー

株式会社が開発した直線翼垂直水平軸

（第三者割当による新株式発行に関して）  

 平成19年６月11日開催の取締役会の決議に

より、下記のとおり株主以外の者に対し、平成

19 年６月 26 日付で新株式を発行いたしまし

た。 

 

１ 第三者割当による新株式発行の目的 

当社グループでは、主力事業への注力な

らびに業績の黒字安定化を目指しておりそ

の強化を図ることを目的としております。 

 

２ 第三者割当による新株式発行の概要 

（１）発行新株式  当社普通株式 

（２）発行株式数  40,000,000株 

（３）払込金額   １株につき11円 

（４）払込金額の総額       

金440,000,000円 

（５）増加する資本金の額         

１株につき5.5円 

（６）増加する資本金の総額        

金220,000,000円 

（７）増加する資本準備金の額       

１株につき5.5円 

（８）増加する資本準備金の総額    

金220,000,000円 

（９）払込期日   平成19年６月26日(火) 

（10）新株式の割当を受ける者及び割当てる 

   新株式の数 

    ①割当先    

     （住 所） 大阪府豊中市緑丘１丁目30 

番13号 

  （名 称） 新山 洋史 
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前第１四半期会計期間 当第１四半期会計期間 前事業年度 

自  平成18年７月 １日 自  平成19年７月 １日 自  平成18年７月 １日 

至  平成18年９月30日 至  平成19年９月30日 至  平成19年６月30日 

型風車を用いた中型風力発電システム

の部品調達・販売。 

 

３ 撤退する事業の規模 

平成19年６月期      （単位：百万円）

※ 公表しております「その他事業」には、

廃止するアミューズメント事業、映像

DVD販売事業、システムエンジニアリン

グ事業、ウインド・パワー事業の他に、

アクア事業の数字が含まれております。

 

４ 撤退の時期 

平成19年９月30日を撤退予定期日として

おります。 

但し、アート・ライフ事業に関しまして

は、美術品在庫の処分が完了するまでは継

続の予定です。 

 

５ 撤退が営業活動へ及ぼす重要な影響 

当期の業績に与える影響につきまして

は、平成19年８月28日発表の「特別損失の

発生及び中間期・通期業績予想の修正に関

するお知らせ」に記載の通りであります。

 

（連結子会社エヌディーサービス全株式の譲渡

について） 

１ 株式譲渡の理由 

 当社の連結子会社である株式会社エヌディ

ーサービスは、アミューズメント施設から振

り出される割賦手形に保険を付け、銀行で現

金化してアミューズメント機器を購入し、ア

ミューズメント施設に納入するファイナンス

スキームと、株式会社エヌディーサービスが

独自のアミューズメント機器を開発製造販売

する製造販売スキームで、アミューズメント

事業を展開してまいりました。 

 しかし、当社グループは経営資源の効率的

な投下により事業基盤の整備と収益構造の強

化を推し進めており、平成19 年８月28 日に

発表しましたように、アミューズメント事業

を含めた５事業から撤退することといたしま

した。 

 そこで、株式会社エヌディーサービスと協

議を重ねてまいりました結果、友好的な合意

に至りましたので、当社が保有する同社の全

株式を売却することといたしました。 

 

２ 売却する相手会社の名称 

(1) 商号  インターワールド・テクノロ

ジー・コーポレーション 

(2) 代表者 常任代理人 佐々木芳明 

 

３ 日程 

  平成19年９月３日  取締役会決議 

平成19年９月３日  

有価証券譲渡契約締結 

平成19年９月28日  

株式譲渡日 

 

 売上高 売上構成比 営業損失

アート・ライフ

事業 
39 0.91% 287

その他事業※ 48 1.11% 152

 ②割当てる新株式の数   40,000,000株 

 

（11）新株式の継続所有の取決めに関する事項

  当社は、割当先より、割当新株式を２

年以内 に譲渡する場合には、その内容を

当社に報告する旨の確約書を受け入れる

予定です。 

（12）前項各号については、証券取引法による

届出の効力発生を条件とする。 

（13）払込金額の決定 

     払込金額の算定方法は、平成19年５

月 21 日から平成19 年６月８日まで

の、東京証券取引所における15営業

日の当社普通株式の終値の平均11.53

円の 95.37％の１株あたり11 円とい

たしました。 

３ 増資の日程 
平成19年６月11日 新株式発行決議 

平成19年６月11日 有価証券届出書提出 

平成19年６月19日  有価証券届出書効力発生

平成19年６月26日 払込期日 

４ 増資後の発行済株式総数の推移 
現在の発行済株式総数 186,654,900株

ストック・オプション 

未行使分 

(発行日：平成15年11月27日) 

1,396,000株

第９回新株予約権未行使分 50,000,000株

新株式発行 40,000,000株

増資後の発行済株式総数 278,050,900株

※ 第４回新株予約権は一部行使、一部取得及

び消去済 

※ 第５回新株予約権は全部行使完了済 

※ 第６回、第７回、第８回新株予約権は全部

取得及び消却済 

※ 第１回無担保転換社債型新株予約権付社債

は平成19年３月28日発行中止。 

平成19年３月19日決議分新株式の発行に

ついては平成19年４月３日発行中止。 

５ 増資の理由及び資金の使途等 

（１）増資の理由 

   事業の構築・拡大。 

（２）増資調達資金の使途 

   ホット・ヨガ事業における店舗拡充資金。
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前第１四半期会計期間 当第１四半期会計期間 前事業年度 

自  平成18年７月 １日 自  平成19年７月 １日 自  平成18年７月 １日 

至  平成18年９月30日 至  平成19年９月30日 至  平成19年６月30日 

４ 異動する子会社 

 (1) 商号  株式会社エヌディーサービス

 (2) 代表者 代表取締役社長 佐々木芳明

 (3) 所在地 東京都新宿区新宿１丁目３ 

-12壱丁目参番館ビル５階 

 (4) 設立年月日  平成16年10月22日 

 (5) 主な事業内容  

アミューズメント機器の製 

造販売およびファイナンス 

 (6) 決算期  ６月末 

 (7) 従業員数 ３名 

 (8) 資本金  50,000,000円 

 (9) 株主構成  ニューディール株式会社

 100％ 

 

５ 譲渡株式数、譲渡価格および譲渡前後の

所有株式の状況 

(2) 異動前の所有株式数 1,000株  
(所有割合 100％) 

 (2) 譲渡株式数 1,000株   

(譲渡金額 50,000,000円) 

 (3) 異動後の所有株式数 0株  

(所有割合 0％) 

 

注記事項 

（第１四半期貸借対照表関係） 

前第１四半期会計期間末 当第１四半期会計期間末 前事業年度末 

（平成18年９月30日現在） （平成19年９月30日現在） （平成19年６月30日現在） 

※1. 有形固定資産の減価償却累計額  

132,086千円 

※1.有形固定資産の減価償却累計額    

346,774千円 

※1.有形固定資産の減価償却累計額 

         284,166千円 

※2. 外貨建資産及び負債 ※2. 外貨建資産及び負債 ※2. 外貨建資産及び負債 

科   目 外貨額 貸借対照表計上額  ――   ――  

現金及び預金 0千US$         9千円      

―― ※3. 担保に供している資産 ※3. 担保に供している資産 

  (ｲ)担保に供している資産 (ｲ)担保に供している資産 

   たな卸資産 571,428千円  たな卸資産 571,428千円

   投資建物 70,614千円  投資建物 77,033千円

   投資土地 703,672千円  投資土地 703,672千円

    1,345,714千円   1,352,133千円

  (ﾛ)上記に対応する債務 (ﾛ)上記に対応する債務 

   短期借入金 600,000千円  短期借入金 600,000千円  

    

―― 4. 手形割引高及び裏書譲渡高 4. 手形割引高及び裏書譲渡高 

  受取手形割引高 14,520千円  受取手形割引高 25,410千円  

  受取手形裏書譲渡高 9,900千円  受取手形裏書譲渡高 19,800千円  

        

※5. 消費税等の取扱い ※5. 消費税等の取扱い ※5. 消費税等の取扱い 

仮払消費税等及び仮受消費税等は相殺の上、

流動資産のその他に表示しております。 

同左 同左 
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(第１四半期損益計算書関係) 

前第１四半期会計期間 当第１四半期会計期間 前事業年度 

自  平成18年７月 １日 自  平成19年７月 １日 自  平成18年７月 １日 

至  平成18年９月30日 至  平成19年９月30日 至  平成19年６月30日 

※1. 販売費及び一般管理費の主要内容  ※1. 販売費及び一般管理費の主要内容 ※1. 販売費及び一般管理費の主要内容  

 上 場 関 連 費 53,310千円    地 代 家 賃 244,062千円   給 料 及 び 手 当 348,708千円  

 地 代 家 賃 110,941千円    給 料 及 び 手 当 133,240千円   雑 給 286,836千円  

 給 料 及 び 手 当 35,460千円    雑 給 100,736千円   地 代 家 賃 769,258千円  

 公 告 宣 伝 費 35,671千円      貸倒引当金繰入額 569,900千円  

 業 務 委 託 料 60,152千円      減 価 償 却 費 217,700千円  

          

※2. 営業外収益の主要項目  ※2. 営業外収益の主要項目 ※2. 営業外収益の主要項目  

   受 取 利 息 2,806千円    受 取 利 息 2,073千円   受 取 利 息 6,919千円  

   雑      収     入 6,156千円    不動産賃料収入 11,428千円   不動産賃料収入 46,857千円  

      雑     収     入 6,220千円   業 務 受 託 収 入 20,502千円  

        雑     収     入 4,334千円  

         

※3. 営業外費用の主要項目  ※3. 営業外費用の主要項目 ※3. 営業外費用の主要項目  

   保 証 金 償 却 費 552千円    減 価 償 却 費 6,419千円  支 払 利 息 7,457千円  

       保 証 金 償 却 費 23,113千円  

       減 価 償 却 費 25,677千円  

        消費税相殺差損 12,422千円  

        雑 損 失  15,280千円  

          

※4. 特別利益の主要項目  ※4. 特別利益の主要項目 ※4. 特別利益の主要項目  

 ―    子会社株式売却益 49,999千円   新株予約権戻入益 9,800千円  

        違 約 金 80,000千円  

         

※5. 特別損失の主要項目  ※5. 特別損失の主要項目 ※5. 特別損失の主要項目  

 ―    ―  貸倒引当金繰入額 1,324,476千円  

       事業整理損失引当金繰入額 2,409,063千円  

         

6. 減価償却実施額  6. 減価償却実施額 6. 減価償却実施額  

   有 形 固 定 資 産 31,566千円     有 形 固 定 資 産 62,607千円   有 形 固 定 資 産 217,700千円  

   無 形 固 定 資 産 5,510千円     無 形 固 定 資 産 10,244千円   無 形 固 定 資 産 65,040千円  

     投 資 建 物 6,419千円  投 資 建 物 25,677千円  

―― ―― ※7. 減損損失 

当事業年度において当社は以下の資産につ

いて減損損失を計上しております。 

場所 用途 種類 金額(千円)

その他事業 

本社 （ウインド・パ

ワー事業） 

長期前払費用 30,555

建物 42,279

大宮店 
ホット・ヨガ 

事業 工具器具

  及び備品
375

建物 26,746

横浜店 
ホット・ヨガ 

事業 工具器具

  及び備品
425

建物 29,251

柏店
ホット・ヨガ 

 事業 工具器具

 及び備品
465

建物 36,139

川崎店 
ホット・ヨガ 

  事業 工具器具

 及び備品
318
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前第１四半期会計期間 当第１四半期会計期間 前事業年度 

自  平成18年７月 １日 自  平成19年７月 １日 自  平成18年７月 １日 

至  平成18年９月30日 至  平成19年９月30日 至  平成19年６月30日 

  当社は、原則として事業の種類別にホット・ヨ

ガ事業、アート・ライフ事業、リアル・エステイ

ト事業、及びその他事業にグルーピングしており

ます。但し、ホット・ヨガ事業については店舗別

にグルーピングをしております。 

  グルーピングの単位である各事業において、そ

の他事業のうちウインド・パワー事業については、

前事業年度までの過去３年間赤字であり、当事業

年度も黒字化が達成できず、今後も黒字化の見通

しが立たなくなったため、長期前払費用の帳簿価

額を回収可能価額まで減額しております。 

  また、ホット・ヨガ事業部４店舗についても、

前事業年度までの過去２年間赤字であり、当事業

年度も黒字化が達成できず、今後も黒字化の見通

しが立たなくなったため建物並びに工具器具及び

備品の帳簿価額を回収可能価額まで減額し、当該

減少額 (166,557 千円) を減損損失として特別損

失に計上しております。 

  当事業年度の減損損失の測定に使用した回収可

能価額は正味売却可能価額及び使用価値でありま

す。正味売却可能価額については、売却可能価額

により算定しており、使用価値については、将来

のキャッシュ・フローを５%で割り引いて算定して

おります。 

 

 

（第１四半期株主資本等変動計算書関係） 

 前第１四半期会計期間（自 平成18年７月１日 至 平成18年９月30日） 

 １ 自己株式に関する事項 

 前事業年度末 増加 減少 当第１四半期会計期間末

普通株式（株） ３ ― ― ３

 

当第１四半期会計期間（自 平成19年７月１日 至 平成19年９月30日） 

 １ 自己株式に関する事項 

 前事業年度末 増加 減少 当第１四半期会計期間末

普通株式（株） ３ ― ― ３

 

前事業年度（自 平成18年７月１日 至 平成19年６月30日） 

 １ 自己株式に関する事項 

 前事業年度末 増加 減少 当事業年度末 

普通株式（株） ３ ― ― ３

   

（リース取引関係） 

前第１四半期会計期間 当第１四半期会計期間 前事業年度 

自  平成18年７月 １日 自  平成19年７月 １日 自  平成18年７月 １日 

至  平成18年９月30日 至  平成19年９月30日 至  平成19年６月30日 

―― ―― ―― 
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（有価証券関係） 

前第１四半期会計期間（自 平成18年７月１日  至 平成18年９月30日） 

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。 

当第１四半期会計期間（自 平成19年７月１日  至 平成19年９月30日） 

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（自 平成18年７月１日  至 平成19年６月30日） 

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。 

 

（１株当たり情報） 

前第１四半期会計期間 当第１四半期会計期間 前事業年度 

自  平成18年７月 １日 自  平成19年７月 １日 自  平成18年７月 １日 

至  平成18年９月30日 至  平成19年９月30日 至  平成19年６月30日 

   

１株当たり純資産額 47円24銭  １株当たり純資産額 15円88銭 １株当たり純資産額 16円81銭

     

１株当たり第１四半期純損失 0円97銭  １株当たり第１四半期純損失  0円93銭 １株当たり当期純損失 30円08銭

   

なお、潜在株式調整後１株当たり第１四半期

純利益については、１株当たり第１四半期純損

失のため記載しておりません。 

 

なお、潜在株式調整後１株当たり第１四半期純

利益については、１株当たり第１四半期純損失の

ため記載しておりません。 

 

なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益に

ついては、１株当たり当期純損失のため記載し

ておりません。 

(注)１．１株当たりの第１四半期(当期)純損失及び潜在株式調整後１株当たりの第１四半期(当期)純利益の算定上の基礎は以下のとおりであります。 

 前第１四半期会計期間 当第１四半期会計期間 前事業年度 

 自  平成18年７月 １日 自  平成19年７月 １日 自  平成18年７月 １日 

 至  平成18年９月30日 至  平成19年９月30日 至  平成19年６月30日 

１株当たり第１四半期（当期）純損失  

第１四半期（当期）純損失（千円） 181,057 211,084 5,630,439

普通株主に帰属しない金額（千円） － － －

普通株式に係る第１四半期（当期）純損失（千円） 181,057 211,084 5,630,439

期中平均株式数（株） 186,654,897 226,654,897 187,210,453

潜在株式調整後１株当たり第１四半期（当期） 

純利益 

 

第１四半期（当期）純利益調整額（千円） － － －

普通株式増加数（株） － － －

（うち新株予約権） (－)                (－) (－)

 

２．１株当たり純資産額の算定上の基礎は以下のとおりであります。 

 前第１四半期会計期間 当第１四半期会計期間 前事業年度 

 自  平成18年７月 １日 自  平成19年７月 １日 自  平成18年７月 １日 

 至  平成18年９月30日 至  平成19年９月30日 至  平成19年６月30日 

貸借対照表の純資産の部の合計額（千円） 8,823,777 3,603,511 3,814,595

普通株式に係る純資産額（千円） 8,818,977 3,598,511 3,809,595

貸借対照表の純資産の部の合計額と１株当たり純

資産額の算定に用いられた普通株式に係る事業年

度末の純資産額との差異（千円） 

 

   新株予約権 4,800 5,000 5,000

普通株式の発行済株式数（株） 186,654,900 226,654,900 226,654,900

普通株式の自己株式数（株） 3 3 3

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） 
186,654,897 226,654,897 226,654,897
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（重要な後発事象） 

前第１四半期会計期間 当第１四半期会計期間 前事業年度 

自  平成18年７月 １日 自  平成19年７月 １日 自  平成18年７月 １日 

至  平成18年９月30日 至  平成19年９月30日 至  平成19年６月30日 

(ホットヨガ事業の譲受けについて) 

 平成18年10月４日開催の取締役会におて、平

成 19 年１月１日をもってアートコム株式会社の

ホットヨガ事業部における営業店舗 16 店舗に係

る資産等を譲受けることを決議いたしました。 

１ 事業譲受けの理由 

当社は、「美しさを創造する」をコンセプトに、

基幹事業であるホット・ヨガ事業に注力するた

めであります。 

２ 事業譲受けの内容 

（１）譲受けの対象となるホットヨガスタジオ・オ

ー店舗(以下、「対象店舗等」という。) 

店舗名 オープン 所在地 

南森町店 
平成17年

7月 

大阪市北区南森町

1-3-27 南森町丸井ビ

ル1・2F  

心斎橋店 
平成17年

7月 

大阪市中央区心斎橋筋

2-8-21 心斎橋AXY5F 

京都四条通店 
平成17年

7月 

京都市下京区立売中之

町100-1 四条KMビル5F 

プロメナ神戸

店 

平成17年

7月 

神戸市中央区東川崎町

1-8-1 プロメナ神戸9F 

三宮店 
平成17年

8月 

神戸市中央区三宮町

1-7-5 フューチャープ

ラザ5F 

博多駅前店 
平成17年

9月 

福岡県博多区博多駅中

央街2-1 福岡交通セン

タービル9F 

福岡天神店 
平成17年

9月 

福岡県中央区大名

2-9-35 東泉福岡天神

ビル5F 

梅田店 
平成17年

9月 

大阪市北区鶴野町4-11 

朝日プラザ梅田3F 

名古屋栄店 
平成17年

12月 

愛知県名古屋市中区栄

3-32-6 BECOM SAKAE 8F 

小倉アイム店 
平成18年

2月 

福岡県北九州市小倉北

区京町3-1 I’m専門店

街11F 

熊本店 
平成18年

3月 

熊本県熊本市手取本町

4-12 ファインビル4F 

中洲店 
平成18年

3月 

福岡県福岡市博多区中

洲3-7-24 gate's 8F 

モレラ岐阜店 
平成18年

4月 

岐阜県本巣市三橋1100 

モレラ岐阜2F 

名古屋駅前店 
平成18年

7月 

愛知県名古屋市中村区

名駅3-23-13 NFC名駅

ビル2F 

京都駅前店 
平成18年

7月 

京都市下京区東塩小路

町717-2 菊岡家ビル6F 

本町店 
平成18年

9月 

大阪市中央区本町2-3-4 

アソルティ本町3F 

（２）譲受け対象店舗の業績 

アートコム株式会社平成18 年４月期（平

成17年５月１日～平成18年４月30日）にお

ける譲受け対象店舗の損益状況は次のとおり

であります。 

科目 金額（百万円） 

売上高 169.7 

営業利益 19.8 

（資本金及び資本準備金の減少並びに剰余金処分に

ついて） 

１ 資本金及び資本準備金減少の目的 

当社は、平成19年６月期決算において多額

な損失計上を行い、累積損失を解消するには、

まだ期間を要すると見込まれます。そこで、会

社法第 447 条第１項の規定に基づく資本金減

少と併せて、会社法第448条１項の規定に基づ

く資本準備金の取崩しによる損失補填を行う

ことにより、累積損失を一掃し、株主の皆様へ

の早期復配の準備、また財務体質の早急な健全

化を図るものです。 

 

２ 減少する資本金及び資本準備金の額 

平成 19 年６月 30 日現在の資本金の額

9,675,650,000円のうち5,866,054,498円、及

び資本準備金の額 220,000,000 円全額を、そ

れぞれ減少します。なお、減少後の資本金の

額は 3,809,595,502 円、資本準備金の額は 0

円となります。 

 

３ 資本金減少の方法 

資本金は発行済株式総数の変更を行わず、

資本金の額を無償で減少いたします。 

 

４ 剰余金処分の内容 

資本金及び資本準備金減少に伴い、その他

資本剰余金が増加しますが、全額繰越損失を

補填いたします。 

 

５ 日程 

（１）取締役会決議日  

平成19年８月28日 

（２）株主総会決議日   

平成19年９月27日 

（３）債権者異議申述公告 

 平成19年10月10日 

（４）債権者異議申述最終期日 

 平成19年11月10日 

（５）減資の効力発生日 

        平成19年11月11日 

 

（重要な事業からの撤退について） 

1. その旨及び理由 

  当社は「事業の選択と集中による競争力の強化」

を最重要テーマとして、また「美しさを創造する」

を企業コンセプトに事業を進めております。このよ

うな状況の中、当社はさらに選択と集中を積極的に

進め、既存事業でも今後の採算性や収益性が不透明

であったり、企業コンセプトに合わない事業から完

全撤退することといたしました。 

2. 撤退する事業の内容 

(1) アート・ライフ事業 

大口契約の獲得や国内・海外オークション

への出展、および上海にオープンした上海茂

名画廊による美術品の仕入・販売。 

(2) アミューズメント事業 

  当社の連結子会社である株式会社エヌデ

ィーサービスが主となって推進しておりま

すアミューズメント機器の製造・販売および

ファイナンス。 

(3) 映像DVD販売事業 

  新規映像DVDの制作・販売。 

(4) システムエンジニアリング事業 

  リーズナブルな中国人労働力を活用した、

日本のソフトハウスに対しての優秀な中国

人システムエンジニアの提供。 

(5) ウインド・パワー事業 

業務提携先の日本再生エネルギー株式会 

社が開発した直線翼垂直水平軸型風車を用 

いた中型風力発電システムの部品調達・販 

売。 

3. 撤退する事業の規模 

  平成19年6月期      （単位：百万円）

 売上高 売上構成比 営業損失

アート・ライフ

事業 
39 0.91% 287

その他事業※ 48 1.11% 152

※  公表しております「その他事業」には、廃止

するアミューズメント事業、映像DVD販売事

業、システムエンジニアリング事業、ウイン

ド・パワー事業の他に、アクア事業の数字が

含まれております。 

4. 撤退の時期 

平成19年9月30日を撤退予定期日としてお

ります。但し、アート・ライフ事業に関しまし

ては、美術品在庫の処分が完了するまでは継続

の予定です。 

5. 撤退が営業活動へ及ぼす重要な影響 

  当期の業績に与える影響につきましては、平

成19年８月28日発表の「特別損失の発生及び

中間期・通期業績予想の修正に関するお知らせ」

に記載の通りであります。 

 

（連結子会社エヌディーサービス全株式の譲渡に

ついて） 

１ 株式譲渡の理由 

 当社の連結子会社である株式会社エヌディーサ

ービスは、アミューズメント施設から振り出され

る割賦手形に保険を付け、銀行で現金化してアミ

ューズメント機器を購入し、アミューズメント施

設に納入するファイナンススキームと、株式会社

エヌディーサービスが独自のアミューズメント機
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前第１四半期会計期間 当第１四半期会計期間 前事業年度 

自  平成18年７月 １日 自  平成19年７月 １日 自  平成18年７月 １日 

至  平成18年９月30日 至  平成19年９月30日 至  平成19年６月30日 

  ※上記数値は、店舗損益の単純合計であり、

本部経費付加調整前の業績であります。 

※上記数値は、18年５月以降にオープンした

３店舗の業績は含まれておりません。 

※上記数値は、18年８月16日に譲受けた３

店舗の業績が含まれております。 

（３）譲受け対象店舗等の資産、負債の項目 

譲受ける資産は、対象店舗の有形固定 

資産および借用権、敷金・保証金、棚卸資

産・商品在庫等とし、負債の譲受けは行い

ません。 

（４）譲受け価額 

   13億4000万円を予定しております。 

 

(第三者割当による新株予約権発行について) 

 当社は、平成18年11月９日開催の取締役会に

おいて、下記の通り「株主以外の者に対し第８回

新株予約権を発行する件」を決議いたしました。 

１．新株予約権を発行する理由 

 将来の新株予約権行使により調達した資金を

用い、既存事業の拡大を目的とし、特定の第三者

に対して新株予約権を発行しようとするもので

あります。 

       

２． 新株予約権の発行要領 

（1）新株予約権の名称  

  ニューディール株式会社 

  第８回新株予約権 

（2）新株予約権の目的たる株式の種類及び数 

   ①株式の種類及び数  

     当社普通株式50,000,000株 

    （新株予約権１個につき1,000株） 

②株式の数の調整 

  当社が当社普通株式につき株式分割（当社

普通株式の無償割当てを含む。）又は株式併

合を行う場合には、各新株予約権の目的たる

株式の数は次の算式により調整されるもの

とし、調整の結果生じる１株未満の端数は切

り捨てます。 

調整後株式数＝調整前株式数×分割・併合の比率 

（3）発行する新株予約権の総数 

     50,000個 

（4）新株予約権の払込金額 

     100円（１株あたり0.1円） 

（5）新株予約権の払込金額の総額 

     5,000,000円 

（6）募集方法 

   特定の第三者に割り当てます。 

（7）新株予約権の割当を受ける者及び割り当 

    てる新株予約権の数 

   ①割当先   

   （住 所） 東京都中央区八丁堀3-4-12 

京丸ビル1階 

    （社 名） ニュークエスト第１号投資事 

業組合 

    （代表者） 藤谷 靖雄 

    （事業内容）投資業 

  ②割り当てる新株予約権の数 

     50,000個 

（8）新株予約権の申込日 

     平成18年11月24日 

（9）新株予約権の払込期日及び割当日  

     平成18年11月24日 

（10）各新株予約権の行使に際して出資され 

る財産の価額（以下「行使価額」とい 

器を開発製造販売する製造販売スキームで、アミ

ューズメント事業を展開してまいりました。 

 しかし、当社グループは経営資源の効率的な投

下により事業基盤の整備と収益構造の強化を推し

進めており、平成19年８月28日に発表しました

ように、アミューズメント事業を含めた５事業か

ら撤退することといたしました。 

 そこで、株式会社エヌディーサービスと協議を

重ねてまいりました結果、友好的な合意に至りま

したので、当社が保有する同社の全株式を売却す

ることといたしました。 

２ 売却する相手会社の名称 

 (1) 商号  インターワールド・テクノロジー・ 

       コーポレーション 

  (2) 代表者 常任代理人 佐々木芳明 

３ 日程 

  平成19年９月３日 取締役会決議 

  平成19年９月３日 有価証券譲渡契約締結 

  平成19年９月28日 株式譲渡日（予定） 

 

４ 異動する子会社 

 (1) 商号    株式会社エヌディーサービス

 (2) 代表者   代表取締役社長 佐々木芳明

 (3) 所在地   東京都新宿区新宿１丁目３-12

         壱丁目参番館ビル５階 

 (4) 設立年月日 平成16年10月22日 

 (5) 主な事業内容  

アミューズメント機器の製造

販売およびファイナンス 

 (6) 決算期   ６月末 

 (7) 従業員数  ３名 

 (8) 資本金   50,000,000円 

 (9) 株主構成  ニューディール株式会社100％

５ 譲渡株式数、譲渡価格および譲渡前後の所有

株式の状況 

  (1) 異動前の所有株式数 1,000株  

(所有割合100％) 

(2) 譲渡株式数 1,000株   

(譲渡金額50,000,000円) 

(3) 異動後の所有株式数 0株 (所有割合0％)
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前第１四半期会計期間 当第１四半期会計期間 前事業年度 

自  平成18年７月 １日 自  平成19年７月 １日 自  平成18年７月 １日 

至  平成18年９月30日 至  平成19年９月30日 至  平成19年６月30日 

う） 

 

①行使価額 

１個につき33,000円（１株につき33円） 

②行使価額の調整 

 行使価額は、当社が時価を下回る払込金

額で新株式を発行する場合は、次の算式に

より調整されます。尚、次の算式において

「既発行株式数」には、当社が自己株式と

し保有する当社普通株式の数は含まない

ものとし、当社が時価を下回る払込金額で

新株式を発行し、又は自己株式を処分する

場合には、「新発行株式数」には当該発行

又は処分される株式数を含むものとしま

す。但し、円位未満小数は切り捨てます。

また、次の算式において「時価」とは、調

整後の行使価額を適用する日に先立つ 45

取引日目に始まる30 取引日（終値（気配

表示を含む。）のない日数を除く。）の株式

会社東京証券取引所マザーズ市場におけ

る当社普通株式の普通取引の終値（気配表

示を含む。）の平均値とします。この場合、

平均値の計算は、円位未満小数第２位まで

算出し、小数第２位を切捨てます。 

    
新発行株式数×１

株あたり払込金額 
既発行

株式数 
＋

１株あたり時価 
調 整 後 

行使価額 
＝ 
調 整 前 

行使価額 
× 既発行株式数＋新発行株 

     式数 

尚、行使価額は、株式の分割（当社普通

株式の無償割当てを含む。）または株式併

合の場合、時価を下回る払い込み価額で自

己株式を処分する場合、株式に転換できる

証券を発行する場合、又は新株予約権若し

くは新株予約権を付与された証券の発行

が行われる場合、当社を存続会社とする合

併の場合、当社を承継会社とする吸収分割

の場合、当社を完全親会社とする株式交換

のために行使価額の調整を必要とする場

合、その他当社の発行済普通株式数の変更

又は変更の可能性が生じる事由の発生に

より行使価額の調整を必要とする場合に

も当社が必要と認める調整を行います。 

（11）新株予約権の行使に際して出資される財産

の価額の総額 

    1,650,000,000円 

（12）新株予約権の払込金額及びその行使に際し

て出資される財産の価額の算定理由 

  現在の東京証券取引所マザーズ市場にお

ける当社の株価推移を総合的に勘案し、各

新株予約権の払込価額は、上記(4)のとおり

とした。さらに、各新株予約権の行使価額

については、平成18 年10 月１日から平成

18年10月31日までの21営業日の東京証券

取引所における当社普通株式の終値の平均

32.05円の102.96％の１株当たり33円とし

た。 

（13）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および資本準備

金に関する事項  

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１円未満の端数が生じたときは、
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前第１四半期会計期間 当第１四半期会計期間 前事業年度 

自  平成18年７月 １日 自  平成19年７月 １日 自  平成18年７月 １日 

至  平成18年９月30日 至  平成19年９月30日 至  平成19年６月30日 

その端数を切り上げるものとします。 

②新株予約権の行使により株式を発行する場

合において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①に定

める増加する資本金の額を減じた額としま

す。 

（14）新株予約権の行使期間 

    平成18年11月27日より 

   平成19年11月26日とします。 

（15）新株予約権の行使条件 

      各新株予約権の行使に当たっては、一部行使 

  は出来ないものとします。 

（16）新株予約権の取得の事由及び条件 

  当社が吸収合併による消滅並びに株式交

換又は株式移転により他の会社の完全子会

社となることを、当社の株主総会で決議した

場合、取締役会が別途定める日に、当社は、

未行使の新株予約権の全部を無償にて取得

することができます。 

（17）譲渡制限 

  本新株予約権の譲渡については、取締役会

の承認を受けなければこれをすることがで

きないものとします。 

（18）新株予約権の行使請求受付場所 

  当社管理本部 

（19）新株予約権証券の発行 

①新株予約権証券は、新株予約権者の請求が

あるときに限り、当社はこれを発行しま

す。但し、発行する新株予約権証券は、記

名式に限るものとします。 

②新株予約権者は、新株予約権証券につき、

記名式の新株予約権証券を無記名式とす

ることを、会社に対して請求することはで

きません。 

（20）会社法その他の法律の改正等、本要項規定中

読み替えその他の措置が必要となる場合に

は当社は必要な措置を講じます。 

（21）前記各号については、証券取引法に基づく届

出の効力発生を条件とします。 
        

３．新株予約権発行の日程 

平成18年11月９日(木) 新株予約権発行決議 

平成18年11月９日(木) 有価証券届出書提出 

平成18年11月17日(金) 

(予定) 
有価証券届出書効力発生 

平成18年11月24日(金) 

(予定) 

新株予約権申込期日・新株

予約権払込期日・新株予約

権割当日 

平成18年11月27日(月) 

(予定) 

新株予約権行使期間の開

始日 

      

４．新株予約権行使後の発行済株式 

  総数の推移 

現在の発行済株式総数 186,654,900株 

ストックオプション 

未行使分 

(発行日：平成15年11月27日) 

1,396,000株 

第４回新株予約権未行使分 18,000,000株 

第７回新株予約権未行使分 30,000,000株 

第８回新株予約権未行使分 50,000,000株 

新株予約権行使後の 

発行済株式総数 
286,050,900株 

 ※ 第５回新株予約権は全部行使完了済 
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前第１四半期会計期間 当第１四半期会計期間 前事業年度 

自  平成18年７月 １日 自  平成19年７月 １日 自  平成18年７月 １日 

至  平成18年９月30日 至  平成19年９月30日 至  平成19年６月30日 

※ 第６回新株予約権は全部買い戻し償却済 

５．新株予約権発行の理由及び資金の使途等 

  (1) 新株予約権発行の理由 

      事業の構築・拡大 

  (2) 増資調達資金の使途 

      ホット・ヨガ事業における店舗拡充資金、美 

術品買付資金、新製品開発資金 

  (3) 業績に与える見通し 

      現段階では未定ですが、詳細が判明次第発表 

いたします。 

 

 


