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１．平成19年12月期の連結業績（平成19年１月１日～平成19年12月31日）

(1）連結経営成績 （％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

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

19年12月期 8,030 45.3 490 12.8 432 7.5 113 △43.6

18年12月期 5,525 － 434 － 402 － 201 －

１株当たり
当期純利益

潜在株式調整後
１株当たり当期純利益

自己資本
当期純利益率

総資産
経常利益率

売上高
営業利益率

円 銭 円 銭 ％ ％ ％

19年12月期 2,016 85 1,975 31 5.9 5.7 6.1

18年12月期 7,513 63 7,343 74 12.9 7.1 7.9

（注）平成19年１月１日付で１：２の株式分割を実施しております。

（参考）持分法投資損益 19年12月期 △10百万円 18年12月期 －百万円

(2）連結財政状態

総資産 純資産 自己資本比率 １株当たり純資産

百万円 百万円 ％ 円 銭

19年12月期 8,635 1,979 22.1 35,068 67

18年12月期 6,622 1,849 27.9 65,527 50

（注）平成19年１月１日付で１：２の株式分割を実施しております。

（参考）自己資本 19年12月期 1,911百万円 18年12月期 1,849百万円

(3）連結キャッシュ・フローの状況

営業活動による
キャッシュ・フロー

投資活動による
キャッシュ・フロー

財務活動による
キャッシュ・フロー

現金及び現金同等物
期末残高

百万円 百万円 百万円 百万円

19年12月期 776 △759 △124 1,612

18年12月期 483 △905 1,329 1,719

２．配当の状況

１株当たり配当金 配当金総額
(年間)

配当性向
（連結）

純資産配当率　
（連結）（基準日） 中間期末 期末 年間

円 銭 円 銭 円 銭 百万円 ％ ％

18年12月期 － 1,800 00 1,800 00 50 62.7 －

19年12月期 － 900 00 900 00 50 44.6 1.8

20年12月期（予想） － 900 00 900 00 － 29.9 －

（注）1.　平成19年１月１日付で１：２の株式分割を実施しております。

      2.　平成18年12月期下半期より連結財務諸表作成会社となったため、同期の純資産配当率は記載しておりません。
 

３．平成20年12月期の連結業績予想（平成20年１月１日～平成20年12月31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 3,800 1.4 200 0.1 180 △2.4 70 76.0 1,240 26

通期 8,000 △0.3 490 △0.1 430 △0.6 170 49.3 3,012 05

－ 1 －



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、９ページ「企業集団の状況」をご覧ください。

(2）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（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　有

②　①以外の変更　　　　　　　　無

（注）詳細は、21ページ「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項」をご覧ください。

(3）発行済株式数（普通株式）

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

②　期末自己株式数 19年12月期 －株 18年12月期 －株

（注）１株当たり当期純利益（連結）の算定の基礎となる株式数については、40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12月期の個別業績（平成19年１月１日～平成19年12月31日）

(1）個別経営成績 （％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

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

19年12月期 2,154 △31.5 85 △62.9 138 △31.6 54 △29.5

18年12月期 3,144 △18.3 230 △34.2 202 △32.7 77 △47.1

１株当たり
当期純利益

潜在株式調整後
１株当たり当期純利益

円 銭 円 銭

19年12月期 961 76 941 95

18年12月期 2,870 13 2,805 24

(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12月期 5,414 1,727 31.9 30,615 22

18年12月期 5,118 1,724 33.7 61,106 92

（参考）自己資本 19年12月期 1,727百万円 18年12月期 1,724百万円

２．平成20年12月期の個別業績予想（平成20年１月１日～平成20年12月31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 1,200 17.5 100 188.7 75 △32.0 40 △32.5 708 72

通期 2,450 13.7 240 181.4 180 29.7 80 47.4 1,417 43

※　業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項

上記に記載した予想数値は、現時点において入手可能な情報に基づき判断した見通しであり、実際の業績は今後

様々な不確定要因により予想数値と異なる場合があります。

次期の業績予想につきましては、４ページ「（1）経営成績に関する分析」をご参照ください。
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１．経営成績
(1）経営成績に関する分析

　当連結会計年度の国内経済は、欧米金融界の信用低下と米国経済の後退懸念の台頭、また原油価格の高騰による物

価上昇懸念などにより、第３四半期まで企業景況に牽引されていた好況感が、第４四半期に入って先行き不透明な状

況に転じました。

　個人消費動向の面では、本格的な回復が望まれる状況にあったものの、その回復が頭打ちし、そして消費意識が急

速に冷え込みはじめています。また、所得格差を原因とする消費の二極化、選別消費への傾向は相変わらずで、特に

嗜好財・サービスにおける消費は、所得格差と生活様式・価値観の多様化を反映して、選別消費がますます進んでい

ます。

　美容業界におきましては、来店周期が長期化したままです。したがって各美容室では客単価の引上げに取り組んだ

ところ、デジタルパーマを含めたホット系パーマが上半期には急速に浸透しましたが、下半期にはホット系パーマが

ほぼ定着したことによる伸びの鈍化で、さらなる客単価の伸びには貢献しなかったようです。今後は、来店時にネイ

ル、ヘッドスパ、眉毛美容等の、周辺サービスを同時に施術していくことで、客単価の伸長を試みていくことになり

ます。

　他の美容室、あるいはホームケアとの差別化を図り顧客の選別消費に応え、客単価のアップを実現していくために

は、施術後の仕上がり感、上質感、デザイン力、ホスピタリティ等の向上が必要です。そのためには、美容師個々人

の提案力及びそれを実現するための技術力の向上、あるいは人としての魅力の向上が欠かせません。美容室には、美

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

　このような状況におきまして当社では、営業面におきましては、癒しや、上質感のあるサービスにより顧客に付加

価値を提供すること、持株会社としては、傘下企業の経営形態の多様化により収益基盤の強化を図ることを目指し、

企業グループの事業展開を進めております。

　当連結会計年度におきましては、まず平成19年１月に、加盟店募集様式の多様化および店舗開発体制の強化を目的

として、株式会社スタイルデザイナー（以下、ＳＤ）を子会社化しました。

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

しました。同年５月には、株式会社トニーアンドガイジャパンとの提携に基づき株式会社エッセンシュアルズジャパ

ン（以下、ＥＪ）を設立し、銀座にエッセンシュアルズ第１号店を出店しております。

　一方、ガブルス・ジャパン株式会社（以下、ＧＪ）との業務提携によりメンズサロン分野への進出を当グループと

しては初めて実現しました。具体的には、高級メンズサロンの事業主体となる株式会社ＡＭＧを設立し、10月には、

有楽町マルイ内にＡＭＧブランドで第１号店を出店いたしました。

　なお、ＧＪにつきましては当社が発行済株式の26.1％を取得し、持分法適用関連会社としております。　　

　各子会社の営業状況は以下のとおりです。株式会社アッシュ（以下、Ａｓｈ）では、独自に開発した暖簾分けシス

テムによりパートナーシップサロン（以下、ＰＦＣ店）および直営店をチェーン展開し、また株式会社ニューヨー

ク・ニューヨーク（以下、ＮＹＮＹ）では、同様の暖簾分けシステムによる業務委託店および直営店をチェーン展開

しております。ＡｓｈおよびＮＹＮＹにおいては、前期に引き続きカウンセリングを重視した接客を実施するととも

に、付加価値を感じてもらうことのできる、従来よりワンランク上の接客に努めました。これらにより顧客満足の向

上及び客単価の引上げを図り、特に既存店の活性化に取り組みました。

　Ａｓｈ既存店の業績で傾向を見てみますと、来店客数の減少はあったものの、第３四半期までは客単価の上昇等で

カバーしておりましたが、月２日の定休日を９月に導入したことによる入客数の伸び悩み、また第４四半期に入って

からの景気減速懸念による客単価の下落傾向が影響し、第４四半期既存店売上高は前年割れ（前年同期比96.0％）と

なり、チェーン全店売上高では前年同期比103.0％となりました。また、８店舗（練馬、センター南、稲田堤、さが

み野、センター北、桜木町、大森山王、三鷹）を開店するなど店舗網の充実を図ったところ、Ａｓｈ全店では、通期

で前年比109.6%の売上高となっております。

　ＮＹＮＹ既存店は、夏季より数字に表れはじめた客単価の低下傾向が、第４四半期以降の景気減速懸念でさらに顕

著になりました。10月の入客数の落ち込みが響き、通期では前年比101.9％の売上高になっております。なおＮＹＮ

Ｙ全店では、４店舗（プロメナハーバーランド、イオン高の原、西院、南草津）の開店等があり、前年比113.4％の

売上高となっております。

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

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

の強化を図っていきます。

　当連結会計年度における出店等の状況は、Ａｓｈにおいて８店舗、ＮＹＮＹにおいて４店舗、また、ＳＤにおいて

７店舗、ＥＪにおいて１店舗、ＡＭＧにて１店舗を出店し、閉鎖店舗はＮＹＮＹにおいて１店舗（但しトレーニング

サロン）、ＳＤにおいて８店舗でした。当連結会計年度末におけるチェーン店舗数は、直営店34店舗（内、９店舗は

業務委託店）、ＦＣ店196店舗（内、76店舗はＰＦＣ店）の合計230店舗となりました。

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

－ 3 －



　店舗数の事業会社ごとの内訳は、次のとおりです。

　　Ａｓｈ    82店舗（直営店６店舗、ＦＣ店76店舗（全てＰＦＣ店））

　　ＮＹＮＹ  24店舗（直営店24店舗（内、業務委託店９店舗））

　　ＳＤ     122店舗（直営店２店舗、ＦＣ店120店舗）

　　ＥＪ      １店舗（直営店）

　　ＡＭＧ    １店舗（直営店）

　この結果、平成19年12月期における連結業績は、売上高8,030百万円（前連結会計年度比145.3％）、経常利益432

百万円（同107.5％）、当期純利益113百万円（同56.4％）となりました。なお、当社は事業再編に伴い前連結会計年

度の下半期から連結財務諸表作成会社となりました。従いまして、前連結会計年度の決算数値は、上半期は旧株式会

社アルテ単独の決算、下半期は株式会社アルテ サロン ホールディングスの連結決算（連結子会社は、Ａｓｈ及びＮ

ＹＮＹ）に基づいており、当連結会計年度の決算数値は、株式会社アルテ サロン ホールディングスの連結決算（Ａ

ｓｈ、ＮＹＮＹ及びＳＤは期首からの連結子会社、株式会社ハイパーは平成19年3月からの連結子会社、ＥＪ及びＡ

ＭＧは新設により加わった連結子会社）に基づいております。

 

(次期の見通し)

  今後の見通しにつきましては、景気の不透明感が払拭されない状況が続くものと予想されます。従いまして、個人

消費動向の大幅な改善は期待できず、二極化された、あるいは選別的な消費行動が引き続き取られるものと考えます。

美容業界におきましても、消費動向を踏まえ、顧客による選別が更に進み、店舗間競争が続くものと予測しておりま

す。

  このような環境のなか、当社グループでは、傘下の各事業会社においては、人材の育成により一層の顧客満足を実

現することに努め、持株会社としては、的確なグループ会社経営の実践に注力し、業績の向上に努めてまいります。

  平成20年12月期の連結業績につきましては、売上高8,000百万円（前期比99.7％）、営業利益490百万円（前期比

99.9％）、経常利益430百万円（前期比99.4％）、当期純利益170百万円（前期比149.3％）を計画しております。売上

高が前期並み水準である主要因は、平成19年12月期において主要連結子会社である株式会社アッシュで、契約形態の

見直し等を理由として11店舗が業務委託店（直営店）からＦＣ店へと移行したことにあります。当期純利益が増加す

る主要因は、平成19年12月期においては減損会計等への対応を実施したための特別損失が発生しましたが、平成20年

12月期においては、その発生を抑えることができることにあります。

 

(2）財政状態に関する分析

（資産、負債、純資産の状況）

　当連結会計年度末の資産は、主に建物及び敷金保証金の増加により、前連結会計年度末に比べ2,012百万円増加し

8,635百万円となりました。負債は、主に未払金及び長期未払金の増加により、前連結会計年度末に比べ1,882百万円

増加し6,655百万円となりました。純資産は、当期純利益を113百万円計上したことにより、前連結会計年度末に比べ

130百万円増加し1,979百万円となり、自己資本比率は22.1％となりました。

（キャッシュ・フローの状況）

　当連結会計年度末における現金及び現金同等物（以下「資金」）は、前連結会計年度末に比べ107百万円減少し、当

連結会計年度末残高は1,612百万円となりました。主な要因は次のとおりです。

（営業活動によるキャッシュ・フロー）

　営業活動の結果得られた資金は785百万円となりました。（前連結会計年度比301百万円増）これは主として、税

金等調整前当期純利益269百万円、減価償却費637百万円、法人税等の支払額231百万円によるものであります。

（投資活動によるキャッシュ・フロー）

　投資活動の結果使用した資金は809百万円となりました。（前連結会計年度比95百万円増）これは主として、新規

出店等による有形固定資産の取得による支出547百万円、貸付けによる支出222百万円、敷金・保証金の差入による

支出111百万円によるものであります。

（財務活動によるキャッシュ・フロー）

　財務活動の結果使用した資金は83百万円となりました。（前連結会計年度比1,412百万円減）これは主として、設

備投資に伴う長期借入れによる収入1,200百万円はありましたが、長期借入金の返済による支出878百万円、割賦債

務の返済による支出294百万円、親会社による配当金の支払額50百万円が上回ったことによるものです。

　また、キャッシュ・フロー指標の推移については、次頁のとおりであります。 
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平成18年12月期
期末

平成19年12月期
期末

自己資本比率（％） 27.9 22.1

時価ベースの自己資本比率（％） 80.0 28.8

債務償還年数（年） 7.6 5.5

インタレスト・カバレッジ・レシオ 18.9 13.5

自己資本比率：自己資本／総資産

時価ベースの自己資本比率：株式時価総額／総資産

債務償還年数：有利子負債／営業キャッシュ・フロー

インタレスト・カバレッジ・レシオ：営業キャッシュ・フロー／利払い

※各指標は、いずれも連結ベースの財務数値により計算しております。

 

(3）利益配分に関する基本方針及び当期・次期の配当

  当社は、株主への利益還元を経営の重要課題と考えています。従いまして、経営体質の強化及び将来の事業展開の

ために必要となる内部留保を確保しつつも、安定かつ業績向上に見合った配当を継続していくことを基本方針として

います。

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

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

  内部留保資金につきましては、今後予想される様々な経営環境の変化に対応し、更なる利益成長を実現するために

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

(4）事業等のリスク

①事業内容について（暖簾分け制度）

多くの美容師は、将来、独立して自分の美容室を経営することを希望しています。

　当社グループでは、美容技術、店舗運営能力に優れた美容師に対して、当社グループから離脱する独立による競合

ではなく、広い意味でのグループ経営への参画を促すために、暖簾分けシステムにより美容室（パートナーシップサ

ロン＝ＰＦＣ店）をチェーン展開しています。

ＰＦＣオーナーにとって、単なる退職・独立と比較した暖簾分け制度のメリットは、店長時代の従業員、顧客、店

舗設備（当社が賃貸）をそのまま引き継いで独立することにより、従前の安定した業績を維持し、また初期投資等の

資金負担を軽減することであります。また独立後も、チェーン展開する当社グループの研修制度の利用、材料等の大

量一括購入によるコスト削減等のメリットも享受できます。

暖簾分け制度により直営店がＦＣ店へと移行した場合、あるいは既存のＰＦＣが新たに店舗を出店した場合は、契

約時に、ＰＦＣからの加盟金収入等が収益として計上されます。最近２期間および当連結会計年度における売上高及

び加盟金収入等は、下表のとおりであります。

既存店の店舗運営により継続的に得られる収益については、店舗売上高が今後も同額であると仮定するならば、一

般的には当社グループの収益は直営店のＰＦＣ化に伴い減少します。このため、直営店がＰＦＣ化された年度におい

ては加盟金収入等による増益とＰＦＣ化に伴う収益の減少の相殺が発生しています。

直営店のＰＦＣ化により、当社連結収益は一時的に減少しますが、当社グループの事業の中心は、暖簾分けにより

店長（ＰＦＣオーナー）のモチベーションを向上させ、店舗売上高の増加とロイヤルティ収入等の増加を図り、ＰＦ

Ｃの増加に伴い業績を拡大させることにあります。

従って、当社連結業績は、暖簾分け後のＰＦＣの業績等の状況によって影響を受ける可能性があります。

平成17年12月期 平成18年12月期 平成19年12月期

売上高（千円） 3,847,639 5,525,611 8,030,748

（内、加盟金収入等） 148,250 167,761 272,683

税引前当期純利益（千円） 265,639 339,104 269,447
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②収益構造について（売上高の季節変動性）

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

美容に対する需要は、入学・卒業式、夏休み、年末年始等の長期休暇がある３月、７月、12月に拡大する傾向があ

ります。当社グループの売上高は、これらの季節的な需要要因に加え、新規開設店舗の寄与もあり、年間売上高にお

ける下半期の売上高の占める割合が高くなる傾向があります。

③業界について

1） 法的規制

・業界に対する法的規制の概要

当社グループは、美容師法（昭和32年法律163号：美容師の資格を定めるとともに、美容の業務が適正に行われるよ

うに規律し、公衆衛生の向上に資することを目的としています。）に基づき、美容室（美容師法においては、「美容

所」といいます。）の経営及び経営指導を行っております。

美容業は、美容師法による規制を受けており、美容室を開設・閉鎖するときは、都道府県知事（保健所設置市また

は特別区にあっては、市長または区長）に届出なければなりません。また美容室は、都道府県知事（保健所設置市ま

たは特別区にあっては、市長または区長）の使用前の検査確認を受けなければ、使用することが出来ません。

・監督官庁

厚生労働省及び都道府県知事、保健所設置市の市長、保健所設置特別区の区長

　　従いまして、今後関係法令の変更等があった場合、当社グループの業績に影響を及ぼす可能性があります。

2） 新規参入及び競合

美容業においては、美容師の免許を持つ者が、適正な設備をもって届出を行えば美容室を開設することができ、ま

た小規模であれば初期投資額は５百万円程度で済むことにより、新規参入は比較的容易な業種であるといえます。そ

のような条件のもとで、現状は多くの零細事業者が存在し、現在は、それらの零細事業者の中で競争力に劣るものの

淘汰が進んでいる状況であります。

当社グループは、この新規参入が容易で、事業者間競争の激しい業界において、独自に構築した暖簾分け型のチェー

ン展開（ＰＦＣ展開）により、事業を推進しております。

当社グループの進める暖簾分け型のチェーン展開を上記の零細事業者が模倣するためには、以下の条件が必要であ

ると考えており、同業他社が模倣することは、困難であると考えております。また一定規模の同業他社であっても、

現状で直営店展開しか行っていない会社がＰＦＣチェーンのノウハウを蓄積するには相当の期間を要すると考えてお

ります。

・暖簾分けによる直営事業の一時的な売上、利益の落ち込みを許容できること

・利益を計上している直営店を暖簾分けすることにより、暖簾分けした後もＰＦＣが安定的な収益を計上できやすく

し、ＰＦＣオーナーにインセンティブを与える体制を維持すること

・個人事業主だけでは困難である、美容師育成等のノウハウの蓄積

・美容室経営者としての人材育成

・一定以上の経営規模により、大量仕入によるメリットをＰＦＣに享受させること、あるいは集合研修を実施するこ

と等

しかしながら、これら全ての条件を克服し、同水準以上で顧客からの支持を得ることのできるサービスを提供する

他事業者が出現した場合には、当社グループにとって脅威となる可能性があります。

また、当社グループが進める暖簾分け型のチェーン展開（ＰＦＣ展開）とは別のチェーン展開の方式により、同水

準以上で顧客からの支持を得ることのできるサービスを提供する他事業者が出現した場合も、当社グループにとって

脅威となる可能性があります。

④特定の個人への依存について

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

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

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

しかしながら現状においては、当社の事業は、同氏に対する依存が高いことを否定できず、従って、何らかの理由

により、同氏が当社経営から離れるような事態となった場合には、当社の業績及び今後の事業の推進に影響を及ぼす

可能性があります。

⑤株式の希薄化について

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

プションを付与しております。当該新株予約権は、旧商法第280条ノ20及び旧商法第280条ノ21に基づき、平成15年３

月28日開催の定時株主総会における特別決議及び平成16年１月30日開催の取締役会決議により発行されたものであり

ます。平成19年12月31日現在における発行済み株式数に、当該新株予約権が全て行使された場合に発行される株式数

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

値の希薄化が、生じる可能性があります。
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⑥有利子負債依存について

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

賄いきれないものは、金融機関からの借入により調達しております。そのため、下表のとおりに、総資産に占める有

利子負債の割合が、高い水準にあります。従いまして、金融環境の変化により新規の借入が困難になる、あるいは借

入利率が上昇する等の事態が生じた場合は、当社の業績に影響を及ぼす可能性があります。

項目 平成15年12月期 平成16年12月期 平成17年12月期 平成18年12月期 平成19年12月期

総 資 産 額 （千円） 3,000,111 3,431,685 3,783,927 6,622,175 8,635,150

有利子負債額（千円） 2,017,149 1,743,187 1,774,685 3,677,698 4,301,669

(百分比％) (67.2) (50.8) (46.9) (55.5) (49.8)

売 上 高　　（千円） 3,093,395 3,606,961 3,847,639 5,525,611 8,030,748

支払利息　　（千円） 40,226 42,350 38,321 42,447 74,483

(百分比％) (1.3) (1.2) (1.0) (0.8) (0.9)

（注）有利子負債には、長期借入金、社債の他、店舗設備等の割賦購入における未払金としての長期未払金（平成15年

12月期583,905千円、平成16年12月期426,459千円、平成17年12月期260,633千円、平成18年12月期124,430千円、

平成19年12月期448,123千円）が含まれております。

　なお、当社は平成18年12月期より連結決算を実施しており、当事業年度は連結財務諸表に基づく数値にて表示して

おります。

⑦人材の確保と育成について

美容室経営において、優秀な美容師が退職した場合、あるいは新設店舗に配置転換された場合には、既存店舗の売

上高の一時的な減少を招く可能性があります。

当社グループの売上高は、美容師個々人の売上の積み上げによるところが大きく、美容師がいわば当社グループに

とっての商品であります。

このため当社グループの事業においては、優秀な美容師の確保及び育成が重要であります。とりわけ当社グループ

が力を入れているのがその教育であり、美容師としての技能はもちろんのこと、美容室経営者としてのＰＦＣオーナー

を育てるための教育は、非常に重要であります。

当社グループは人材育成を計画的に進めておりますが、必要な人材が計画どおりに育成できなかった場合、または

将来、有力なＰＦＣオーナーが脱退した場合において、業績に影響を与える可能性があります。この場合、有力なＰ

ＦＣオーナーが独立し、独自の店舗を開設し、当社グループとの間で競合関係が生じてしまう事態が生じます。

　しかしながら、当社グループとＰＦＣの間で締結する契約書において、ＰＦＣが当社グループチェーン以外の店舗

を独自に開設することを認めておらず、また、店舗設備は当社あるいは子会社の所有としていることより、そのよう

な可能性は低いと考えております。

⑧個人情報の取扱について

当社グループでは、顧客へのサービス向上及び販売促進を目的とし、店舗において顧客情報を入手しております。

その顧客情報の取扱いに関しては、個人情報管理に留意したシステムを構築し、本部所属員及びＰＦＣ店も含めた店

舗所属員に対し、以下のとおり管理体制を実施しております。

1） 店舗において

・パソコンの画面上で電子データ化された顧客情報を所属員全員が、閲覧することが可能

・店長等のアクセス権限の与えられた者だけが、顧客名、住所及び郵便番号のみを印字することが可能（ダイレク

トメール発送のため）

・コピー等の手段により電子データの持ち出しを行うことは不可能

2） 本社において

・電子化された顧客データは、本部のコンピュータ内に保存

・アクセス権限の与えられた者が、顧客データに関する全てを利用することが可能

平成17年４月より「個人情報の保護に関する法律」が完全施行されたことも踏まえ、店舗及び本社いずれにおきま

しても従業員に教育を実施し、顧客情報の取扱及び管理には細心の注意を払っておりますが、万一に情報の漏洩等が

発生した場合、当社グループの業績及び社会的信用に悪影響を及ぼす可能性があります。
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⑨少子化に伴う影響について

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

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

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

当社の業績に影響を及ぼす可能性があります。

⑩出店環境について

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

　また、ＳＤの店舗開発は、好立地である大型商業施設内の出店も多く進めております。

　従いまして、不動産市況の変化、同業者・他業種との店舗物件獲得競争が激化し、店舗開発が計画どおりに進まな

かった場合、当社の業績に影響を及ぼす可能性があります。

⑪大規模災害等の及ぼす影響について

　　　当社グループの営業拠点は首都圏、関西圏に集中しており、地震等による大規模災害が発生し、店舗乃至電気水道

等の社会インフラが甚大な被害を受けた場合、当社の業績や財政状態に影響を及ぼす可能性があります。

　　　また、自然災害以外の理由によっても、大規模停電や断水などの店舗運営に重大な社会インフラの停止が発生した

場合には、当社の業績や財政状態に影響を及ぼす可能性があります。
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２．企業集団の状況
　当社は美容事業者の持株会社として、子会社である株式会社アッシュ（Ａｓｈ）、株式会社ニューヨーク・ニューヨー

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

室のチェーン展開を行なっています。また、高級メンズサロン事業を行う子会社として株式会社ＡＭＧ（ＡＭＧ）があ

ります。持分法適用関連会社としては、ライトエステサロン等を多店舗展開するガブルス・ジャパン株式会社（ＧＪ）

があります。当社は、これら子会社の経営指導、企業グループの経営戦略の策定、店舗開発、店舗設備の貸与等を行っ

ています。

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

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

ＹＮＹは関西圏を営業エリアとしています。両社が行なう暖簾分けとは、店長に当該店舗の店舗設備、勤務する従業員、

顧客をそのままに引き継がせ、ＰＦＣとして独立してもらい、店舗の運営を任せるというものです。両社はＰＦＣ店に

対して、店舗設備の賃貸、経営指導、販売促進支援、教育研修の提供、材料・商品の販売等を行ない、その対価を得て

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

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

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

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

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

く、この点も両社の強みとなっています。

　なお、ＰＦＣ店の一部については、業務委託の契約形態をとるものがあります。また、Ａｓｈにおいては、Ａｓｈブ

ランドの他に、Ｂｅｅｓブランド、ｅｔｒａブランドの店舗を、ＮＹＮＹにおいてはＮＹＮＹブランドの他にFRANCK 

PROVOSTブランド、ＮＹＮＹ.Coブランドの店舗を、同様のＰＦＣ店制度により出店しております。

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

＝ＦＣ店）をチェーン展開しており、首都圏、首都圏外周部の大型商業施設を中心に、14都府県に出店しています。外

部から加盟者を募るチェーン本部として、店舗開発、コンピュータシステムの提供等を中心とした役務提供を実施して

います。新規に独立開業を希望する美容師の申し込みも多く、Ａｓｈ、ＮＹＮＹとは違った形で、美容師の独立開業を

支援することができる業態でもあります。全店舗において統一的なオペレーションを実施するＡｓｈ及びＮＹＮＹとは

異なり、店舗の営業及び管理は各ＦＣの判断により実施されています。

　そのため、ＳＤにおいては、ｃｌｉｃブランド、Ｙｏｕｒｓブランドのほか、加盟者の希望によりＣ－Ｓｔｙｌｅ、

ネクストなど10以上におよぶ多様なブランドが採用されております。

　ＳＤについては、当社が平成19年１月に株式会社サークルＫサンクスから発行済株式の66.7％を取得し、子会社とし

ましたが、株式会社サークルＫサンクスは引き続き33.3％の発行済株式を所有しています（平成21年１月に当社の完全

子会社とする予定）。

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

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

に実施することを計画しています。

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

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

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

展開して行く予定です。

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

ＡＳＹＡ（クアシス）等を31店舗直営展開しています。当社は、美容関連サービスの拡充を図ることを目的に、平成19

年４月にＧＪと業務提携を実施し、同月に発行済株式の26.1％を取得、持分法適用関連会社としました。ＧＪは平成13

年にビジネスモデルのユニークさが評価され中小企業経営革新支援法の認定事業者となっており、大手有力百貨店へ出

店するための強いコネクションを持っています。この点は、当社の今後の事業展開における相乗効果が期待されるとこ

ろです。

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

設立した子会社です。平成19年10月に有楽町マルイ内に第１号店を出店いたしました。
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　当社の関係会社の概略及び事業系統図は、次のとおりであります。

　・ 株式会社アッシュ（Ａｓｈ）

　　　　連結子会社、出資比率：当社100.0％

　　　　美容室チェーン経営、チェーン店舗数82（株式会社ハイパーの６店舗を含む）

　・ 株式会社ハイパー（ハイパー）

　　　　連結子会社（孫会社）、出資比率：Ａｓｈ100.0％

　　　　美容室経営、店舗数６

　・ 株式会社ニューヨーク・ニューヨーク（ＮＹＮＹ）

　　　　連結子会社、出資比率：当社100.0％

　　　　美容室チェーン経営、チェーン店舗数24

　・ 株式会社スタイルデザイナー（ＳＤ）

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

　　　　美容室チェーン経営、チェーン店舗数123

　・ 株式会社エッセンシュアルズジャパン（ＥＪ）

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

　　　　美容室経営、店舗数１

　・ ガブルス・ジャパン株式会社（ＧＪ）

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

　　　　ライトエステサロン経営、店舗数31

　・ 株式会社ＡＭＧ（ＡＭＧ）

　　　　連結子会社、出資比率：当社50.0％、ＧＪ50.0％

　　　　高級メンズサロン経営、店舗数１
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Ａ
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経営指導全般
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ハ
イ
パ
ー
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ト
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シ

ッ
プ
サ
ロ
ン

）

Ｐ
Ｆ
Ｃ

経営指導、材料・商品販売、
販売促進支援、教育研修の提供

店舗設備の貸与

店舗設備の貸与

店舗設備の貸与

経営指導、材料・商品販売、
販売促進支援、教育研修の提供

顧
 
 
 

客

サービス提供
商品販売

サービス提供
商品販売

サービス提供
商品販売

暖
簾
分
け
型

美
容
室
チ

ェ
ー
ン

Ｎ
Ｙ
Ｎ
Ｙ

サービス提供
商品販売

（
パ
ー

ト
ナ
ー

シ

ッ
プ
サ
ロ
ン

）

業
務
委
託
店

店舗運営の委託

経営指導、材料・商品販売、
販売促進支援、教育研修の提供

サービス提供
商品販売

経営指導全般

外
部
加
盟
型

美
容
室
チ

ェ
ー
ン

Ｓ
Ｄ

サービス提供
商品販売

（
メ
ン
バ
ー

シ

ッ
プ
サ
ロ
ン

）

Ｆ
Ｃ

経営指導、販売促進支援、
教育研修の提供

サービス提供
商品販売

一部店舗設備の貸与

経営指導全般

サービス提供
商品販売

経営指導全般

店舗設備の貸与

高
級
ヘ
ア
ー

サ
ロ
ン

Ｅ
Ｊ

サービス提供
商品販売

経営指導全般
高
級
メ
ン
ズ
サ
ロ
ン

Ａ
Ｍ
Ｇ

ラ
イ
ト
エ
ス
テ
サ
ロ
ン

Ｇ
Ｊ

業務提携

店舗運営支援

 資本関係
 取引関係

出資比率100.0％

出資比率100.0％

出資比率 66.7％

出資比率 51.0％

出資比率 50.0％

出資比率26.1％

出資比率100.0％

サービス提供
商品販売

経営指導全般

出資比率 50.0％

注）１.ＰＦＣ及びＦＣにつきましては、株式会社ハイパーを除き当社企業グループとの資本関係はありませんが、当社

事業内容の理解の促進を図る目的で、ここに記載しております。

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

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

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

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

　このため、当社グループは従業員教育に特に力を入れております。教育は、美容技術・接客等の美容師個々人の提

供サービス水準の向上と同時に、人間性の向上、また美容室経営者能力の育成を主たる目的として実施しています。

　今後も、こうした教育の実践により育成した人材を競争優位の源泉として、業界のリーディングカンパニーを目指

します。

(2）目標とする経営指標

　後述の「(3）中長期的な会社の経営戦略」を実践し、ステークホルダーから支持される企業であるためにも、利益

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

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

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

営を行うためにも、株主資本利益率（ＲＯＥ）15％を掲げております。

(3）中長期的な会社の経営戦略及び対処すべき課題

　当社の提供サービスの中核は人です。今後とも継続的に業績拡大を図り、企業価値を高めていくためには、優秀な

人材の積極的な採用と、能動的で計画的な人材育成が重要な課題であると認識しています。

　特に美容師人材に対しては、長期的なキャリアプランを描くことができる制度を当社グループから提示することが

重要と考えています。そのひとつが暖簾分け制度による独立経営者への道ですが、独立経営者以外の個々人の性質に

合った安定したキャリアを望む美容師がいます。当社は、現状の暖簾分け制度の更なる改善に加え、当社グループ内

において適材適所で個々人の才能を発揮できる多様な職能制度を開発し提示していくことが重要と考えています。

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

アーサロン、高級メンズサロン、ライトエステ・リラクゼーションサロンがあります。また、顧客の美と健康を内面

から追及する事業として一部の食品事業への展開を視野に入れております。各事業領域において、着実な利益成長を

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

続していくことが重要であると認識しています。

　また、戦略立案、子会社統治のための人材育成も重要な課題であると認識しています。

　個別の事業では、Ａｓｈのチェーン売上高を首都圏№１に、ＮＹＮＹのチェーン売上高を関西圏№１にすることを

中期的な目標としています。

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

収益基盤の拡充・強化を図ります。

(4）内部管理体制の整備・運用状況

　内部管理体制の整備・運用の状況、またはコーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方及びその実施方法に

つきましては、「コーポレート・ガバナンス報告書」において記載しております。

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

－ 12 －



４．連結財務諸表
(1）連結貸借対照表

  
前連結会計年度

（平成18年12月31日）

当連結会計年度

（平成19年12月31日）

比較増減

 

区分
注記

番号
金額（千円）

構成比

（％）
金額（千円）

構成比

（％）
金額（千円）

（資産の部）          

Ⅰ　流動資産          

１．現金及び預金   1,764,703   1,657,197   △107,505

２．売掛金   363,968   582,047   218,078

３．たな卸資産   52,288   57,500   5,212

４．繰延税金資産   25,427   43,346   17,919

５．その他   297,667   690,102   392,435

流動資産合計   2,504,054 37.8  3,030,195 35.1  526,141

Ⅱ　固定資産          

１．有形固定資産          

(1）建物 ※１ 3,524,142   4,446,990     

減価償却累計額  1,379,081 2,145,061  2,000,324 2,446,666   301,604

(2）車両運搬具  6,559   9,840     

減価償却累計額  1,906 4,652  3,249 6,590   1,938

(3）器具備品  338,461   439,811     

減価償却累計額  236,831 101,630  298,898 140,912   39,282

(4）土地 ※１  134,321   134,321   －

(5）建設仮勘定 ※１  －   24,150   24,150

有形固定資産合計   2,385,665 36.0  2,752,641 31.9  366,975

２．無形固定資産          

(1）のれん   471,052   530,276   59,223

(2）その他   27,441   34,055   6,613

無形固定資産合計   498,494 7.5  564,331 6.5  65,836

３．投資その他の資産          

(1）投資有価証券 ※３  18,272   188,121   169,849

(2）長期貸付金   32,953   260,676   227,722

(3）敷金保証金 ※１  1,044,509   1,629,210   584,701

(4）繰延税金資産   31,428   95,886   64,458

(5）その他   106,798   114,087   7,289

投資その他の資産合

計
  1,233,961 18.7  2,287,982 26.5  1,054,020

固定資産合計   4,118,121 62.2  5,604,954 64.9  1,486,833

資産合計   6,622,175 100.0  8,635,150 100.0  2,012,974
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前連結会計年度

（平成18年12月31日）

当連結会計年度

（平成19年12月31日）

比較増減

 

区分
注記

番号
金額（千円）

構成比

（％）
金額（千円）

構成比

（％）
金額（千円）

（負債の部）          

Ⅰ　流動負債          

１．買掛金   129,781   154,187   24,406

２．一年以内返済予定

　　長期借入金
※１  807,116   951,514   144,398

３．一年以内償還予定社債   60,000   30,000   △30,000

４．未払金   820,688   1,546,377   725,688

５．未払法人税等   106,313   122,311   15,998

６．繰延税金負債   －   93   93

７．その他   128,969   157,164   28,195

流動負債合計   2,052,868 31.0  2,961,648 34.3  908,780

Ⅱ　固定負債          

１．長期借入金 ※１,２  2,656,152   2,872,032   215,880

２．退職給付引当金   3,990   6,867   2,877

３．預り敷金・保証金   －   493,486   493,486

４．社債   30,000   －   △30,000

５．その他   29,978   321,839   261,860

固定負債合計   2,720,120 41.1  3,694,226 42.8  974,105

負債合計   4,772,989 72.1  6,655,874 77.1  1,882,885

          

（純資産の部）          

Ⅰ　株主資本          

１．資本金   324,360 4.9  324,360 3.8  －

２．資本剰余金   860,292 13.0  860,292 10.0  －

３．利益剰余金   664,431 10.0  727,467 8.4  63,035

株主資本合計   1,849,083 27.9  1,912,119 22.1  63,035

Ⅱ　評価・換算差額等          

１．その他有価証券評価

　　差額金
  102 0.0  △268 0.0  △370

評価・換算差額等合計   102 0.0  △268 0.0  △370

Ⅲ　少数株主持分   － 0.0  67,425 0.8  67,425

純資産合計   1,849,185 27.9  1,979,275 22.9  130,089

負債純資産合計   6,622,175 100.0  8,635,150 100.0  2,012,974
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(2）連結損益計算書

  

前連結会計年度

（自　平成18年１月１日

至　平成18年12月31日）

当連結会計年度

（自　平成19年１月１日

至　平成19年12月31日）

 

比較増減

 

区分
注記

番号
金額（千円）

百分比

（％）
金額（千円）

百分比

（％）
金額（千円）

Ⅰ　売上高   5,525,611 100.0  8,030,748 100.0  2,505,136

Ⅱ　売上原価   4,275,833 77.4  6,243,422 77.7  1,967,589

売上総利益   1,249,778 22.6  1,787,325 22.3  537,547

Ⅲ　販売費及び一般管理費 ※１  815,092 14.7  1,296,841 16.1  481,748

営業利益   434,686 7.9  490,484 6.1  55,798

Ⅳ　営業外収益          

１．受取利息  763   7,598     

２．受取配当金  64   381     

３．受取保険金  868   9,105     

４．受取事務手数料  1,648   －     

５．受取家賃  1,951   －     

６．受取手数料  3,848   13,563     

７．その他  6,845 15,991 0.3 11,938 42,587 0.5  26,595

Ⅴ　営業外費用          

１．支払利息  41,468   73,943     

２．社債利息  978   540     

３. 持分法による投資損失  －   10,313     

４．貸倒引当金繰入額  －   6,448     

５．その他  5,708 48,155 0.9 9,287 100,532 1.3  52,376

経常利益   402,521 7.3  432,538 5.4  30,017
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前連結会計年度

（自　平成18年１月１日

至　平成18年12月31日）

当連結会計年度

（自　平成19年１月１日

至　平成19年12月31日）

 

比較増減

 

区分
注記

番号
金額（千円）

百分比

（％）
金額（千円）

百分比

（％）
金額（千円）

Ⅵ　特別利益          

１．前期損益修正益 ※４ 75   15,002     

２．固定資産売却益 ※２ 437   3,593     

３．過年度償却債権取立益  2,200   －     

４. 貸倒引当金戻入益  －   44,462     

５．ポイント引当金

戻入益
 －   22,840     

６．その他  － 2,712 0.0 8,154 94,052 1.2  91,340

Ⅶ　特別損失          

１．前期損益修正損  550   12,101     

２．固定資産売却損  －   1,513     

３．固定資産除却損 ※３ 47,764   46,536     

４．雇用納付金  7,000   19,974     

５．投資有価証券評価損  5,000   1,755     

６．減損損失 ※５ －   45,392     

７．過年度給与手当  －   52,318     

８．店舗関連損失  －   34,260     

９．その他  5,815 66,129 1.2 43,289 257,143 3.2  191,014

税金等調整前当期純

利益
  339,104 6.1  269,447 3.3  △69,656

法人税、住民税及び

事業税
 149,765   200,853     

法人税等調整額  △12,351 137,414 2.5 △69,660 131,192 1.6  △6,221

少数株主損益   －   24,424 0.3  24,424

当期純利益   201,690 3.6  113,831 1.4  △87,859

          

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

－ 16 －



(3）連結株主資本等変動計算書

前連結会計年度（自　平成18年１月１日　至　平成18年12月31日）

株主資本 評価・換算差額等

純資産合計

資本金 資本剰余金 利益剰余金 株主資本合計
その他有価証

券評価差額金

評価・換算差

額等合計

平成17年12月31日　残高
（千円）

273,600 343,448 500,841 1,117,889   1,117,889

連結会計年度中の変動額

新株の発行 760 760  1,520   1,520

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

当期純利益   201,690 201,690   201,690

剰余金の配当   △38,100 △38,100   △38,100

その他有価証券評価差額金の
増減

    102 102 102

連結会計年度中の変動額
合計（千円）

50,760 516,844 163,590 731,194 102 102 731,296

平成18年12月31日　残高
（千円）

324,360 860,292 664,431 1,849,083 102 102 1,849,185

当連結会計年度（自　平成19年１月１日　至　平成19年12月31日）

株主資本 評価・換算差額等

少数株主持分 純資産合計

資本金 資本剰余金 利益剰余金 株主資本合計

その他有

価証券評

価差額金

評価・換

算差額等

合計

平成18年12月31日残高　　　

（千円）
324,360 860,292 664,431 1,849,083 102 102  1,849,185

連結会計年度中の変動額

当期純利益   113,831 113,831    113,831

剰余金の配当   △50,796 △50,796    △50,796

株主資本以外の項目の　　

連結会計

年度中の変動額（純額）

    △370 △370 67,425 67,054

連結会計年度中の変動額合計

（千円）
  63,035 63,035 △370 △370 67,425 130,089

平成19年12月31日残高　　　

（千円）
324,360 860,292 727,467 1,912,119 △268 △268 67,425 1,979,275
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(4）連結キャッシュ・フロー計算書

  

前連結会計年度

（自　平成18年１月１日

至　平成18年12月31日）

当連結会計年度

（自　平成19年１月１日

至　平成19年12月31日）

 

比較増減

 

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  

税金等調整前当期純利益  339,104 269,447 △69,656

減価償却費  413,661 637,720 224,058

減損損失  － 45,392 45,392

保証金償却額  13,018 14,735 1,717

のれん償却額  24,792 62,819 38,026

加盟金償却額  － 24,227 24,227

販売権償却  － 2,222 2,222

退職給付引当金の増加額  3,990 2,877 △1,112

貸倒引当金の減少額  － △33,998 △33,998

受取利息及び受取配当金  △828 △7,979 △7,150

支払利息  42,447 74,483 32,036

為替差益  △555 2,549 3,105

持分法による投資損失  － 10,313 10,313

有形固定資産売却益  △437 △3,593 △3,155

有形固定資産除却損  47,764 46,536 △1,227

有形固定資産売却損  － 1,513 1,513

店舗関連損失額  － 34,260 34,260

投資有価証券評価損  5,000 1,755 △3,244

売上債権の増加額  △19,088 △14,057 5,030

加盟店売掛金の増減額

（△増加額）
 △103,690 22,545 126,235

たな卸資産の増減額

（△増加額）
 5,142 △1,227 △6,369

加盟店立替金の増加額  － △305,551 △305,551

その他資産の増減額

（△増加額）
 △94,730 35,104 129,834

仕入債務の増加額  14,978 4,186 △10,792

加盟店未払金の増減額

（△減少額）
 84,523 △100,838 △185,361

未払金の増加額  － 227,858 227,858

未払消費税等の増減額

（△減少額）
 36,873 △3,473 △40,346

その他負債の増減額

（△減少額）
 △203,860 19,244 223,104

その他の増減  △7,412 － 7,412

小計  600,692 1,069,076 468,383
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前連結会計年度

（自　平成18年１月１日

至　平成18年12月31日）

当連結会計年度

（自　平成19年１月１日

至　平成19年12月31日）

 

比較増減

 

区分
注記

番号
金額（千円） 金額（千円） 金額（千円）

利息及び配当金の受取額  812 5,459 4,647

利息の支払額  △25,612 △58,264 △32,651

法人税等の支払額  △92,453 △231,133 △138,679

営業活動によるキャッシュ・フロー  483,439 785,138 301,699

     

Ⅱ　投資活動によるキャッシュ・フロー     

定期預金の預入による支出  △12,005 △89 11,915

有形固定資産の取得による支出  △813,799 △547,729 266,069

有形固定資産の売却による収入  1,142 69,325 68,182

無形固定資産の取得による支出  △13,270 △14,785 △1,515

投資有価証券の取得による支出  △3,140 △2,324 816

投資有価証券の売却による収入  － 4,421 4,421

子会社株式の売却による収入  － 5,000 5,000

貸付けによる支出  △29,919 △222,925 △193,005

貸付金の回収による収入  9,529 45,476 35,947

保険積立金の積立による支出  △5,374 △6,286 △912

敷金・保証金の差入による支出  △183,407 △111,702 71,704

敷金・保証金の返還による収入  8,870 65,582 56,712

加盟金等取得による支出  － △7,944 △7,944

預り保証金返還による支出  － △34,089 △34,089

預り保証金受入による収入  － 45,170 45,170

長期前払費用の増減額  43,860 － △43,860

新規連結子会社株式取得

による支出
 － △94,257 △94,257

株式交換による子会社資金の

受入額
※２ 92,053 － △92,053

その他投資活動によるキャッ

シュ・フロー
 △36 △2,584 △2,547

投資活動によるキャッシュ・フロー  △905,498 △809,743 95,755
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前連結会計年度

（自　平成18年１月１日

至　平成18年12月31日）

当連結会計年度

（自　平成19年１月１日

至　平成19年12月31日）

 

比較増減

 

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     

短期借入金の返済による支出  △1,802 － 1,802

長期借入れによる収入  2,450,000 1,200,000 △1,250,000

長期借入金の返済による支出  △886,094 △878,046 8,048

割賦債務の返済による支出  △136,202 △294,460 △158,257

株式の発行による収入  1,520 － △1,520

社債の償還による支出  △60,000 △60,000 －

配当金の支払額  △38,100 △50,519 △12,419

財務活動によるキャッシュ・フロー  1,329,320 △83,025 △1,412,346

Ⅳ　現金及び現金同等物に係る換算差額  17 34 17

Ⅴ　現金及び現金同等物の増加額  907,279 △107,595 △1,014,874

Ⅵ　現金及び現金同等物期首残高  812,404 1,719,683 907,279

Ⅶ　現金及び現金同等物期末残高 ※１ 1,719,683 1,612,088 △107,595

     

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

－ 20 －



連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項

項目
前連結会計年度

（自　平成18年１月１日
至　平成18年12月31日）

当連結会計年度
（自　平成19年１月１日
至　平成19年12月31日）

１．連結の範囲に関する事項 （1）連結子会社の数　３社

 　　主要な連結子会社の名称

 　　株式会社アッシュ

 　　　当連結会計年度に新設分割したため、連結

範囲に含めております。

 　　株式会社ニューヨーク・ニューヨーク

 　　　平成18年７月１日の株式交換により子会社

となったため、連結範囲に含めております。

（2）主要な非連結子会社の名称等

　　 該当事項はありません。

（1）連結子会社の数　６社

 　　主要な連結子会社の名称

 　　株式会社アッシュ

 　　株式会社ニューヨーク・ニューヨーク

 　　株式会社スタイルデザイナー

 　　　当連結会計年度に株式取得により子会社と

なったため、連結範囲に含めております。

 　　株式会社ハイパー

 　　　当連結会計年度に株式取得により子会社と

なったため、連結範囲に含めております。

 　　株式会社エッセンシュアルズジャパン

 　　　当連結会計年度に新規設立したため、連結

範囲に含めております。

 　　株式会社ＡＭＧ

 　　　当連結会計年度に新規設立したため、連結

範囲に含めております。

（2）主要な非連結子会社の名称等

　　 該当事項はありません。

２．持分法の適用に関する事項 　 該当する事項はありません。

 

持分法適用関連会社の数　１社

 　　主要な持分法適用関連会社の名称

ガブルス・ジャパン株式会社

 　　　当連結会計年度に株式取得により関連会社

となったため、持分法適用会社としておりま

す。

３．連結子会社の事業年度等に関す

る事項

  全ての連結子会社の事業年度の末日は、連結決

算日と一致しております。

同左

４．会計処理基準に関する事項   

 

(1）重要な資産の評価基準及び評

価方法

①　有価証券

　　その他有価証券

　　　時価のあるもの

　　　　決算日の市場価格等に基づく時価法（評

価差額は全部純資産直入法により処理し、

売却原価は移動平均法により算定）

　　　時価のないもの

　　　　移動平均法に基づく原価法

①　有価証券

　　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

 ②　たな卸資産

　　材料及び商品

　　　月次総平均法に基づく原価法

②　たな卸資産

　　材料及び商品

同左

(2）重要な減価償却資産の減価償

却の方法

①　有形固定資産

　　　定率法を採用しております。

　　　但し平成10年４月１日以降取得した建物（建

物付属設備を除く）については、定額法に

よっております。

　なお、主な耐用年数は以下のとおりであり

ます。

　　　　建物　　　　６年～40年

　　　　器具備品　　３年～10年

①　有形固定資産

　　　定率法を採用しております。

　　　但し平成10年４月１日以降取得した建物（建

物付属設備を除く）については、定額法に

よっております。

　なお、主な耐用年数は以下のとおりであり

ます。

　　　　建物　　　　６年～40年

　　　　器具備品　　３年～10年

（会計方針の変更）

当連結会計年度から、法人税法の改正に伴

い、平成19年４月１日以降に取得した減価償

却資産については、改正後の法人税法に規定

する償却方法により減価償却費を計上してお

ります。

これによる損益に与える影響は軽微であり

ます。

 ②　無形固定資産

　　　定額法を採用しております。

　　　自社利用のソフトウェアについては、社内

における利用可能期間（５年）に基づいており

ます。

②　無形固定資産

同左
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項目
前連結会計年度

（自　平成18年１月１日
至　平成18年12月31日）

当連結会計年度
（自　平成19年１月１日
至　平成19年12月31日）

(3）重要な引当金の計上基準 退職給付引当金 

　従業員の退職給付に備えるため、当連結会計年

度末における退職給付債務の見込額に基づき計上

しております。なお、退職給付債務の見込額は、

簡便法（退職給付に係る期末自己都合要支給額を

退職給付債務とする方法）により計算しておりま

す。

退職給付引当金 

同左

(4）重要な外貨建の資産又は負債

の本邦通貨への換算の基準

　外貨建金銭債権債務は、期末日の直物為替相場

により円貨に換算し、換算差額は損益として処理

しております。

同左

(5）重要なリース取引の処理方法 　リース物件の所有権が借主に移転すると認めら

れるもの以外のファイナンス・リース取引につい

ては、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計

処理によっております。

同左

(6）その他連結財務諸表作成のた

めの重要な事項

消費税等の会計処理 

　消費税等の会計処理は、税抜方式によっており

ます。

消費税等の会計処理 

同左

５．連結子会社の資産及び負債の評

価に関する事項

  連結子会社の資産及び負債の評価方法は、全面

時価評価法によっております。　

同左

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

期間を合理的に見積り、10年以内の合理的な期間

で均等償却しております。　

　のれんの償却については、その効果が発現する

期間を合理的に見積り、合理的な期間（5～10年）

で定額法により償却しております。

７．連結キャッシュ・フロー計算書

における資金の範囲

　手許現金、随時引き出し可能な預金及び容易に

換金可能であり、かつ、価値の変動について僅少

なリスクしか負わない取得日から３ヶ月以内に償

還期限の到来する短期投資からなっております。

同左
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追加情報

前連結会計年度

（自　平成18年１月１日  

   至　平成18年12月31日） 

当連結会計年度

（自　平成19年１月１日  

   至　平成19年12月31日） 

 （固定資産の減損に係る会計基準）

  当連結会計年度より「固定資産の減損に係る会計基準」（「固定資

産の減損に係る会計基準の設定に関する意見書」（企業会計審議会　

平成14年８月９日））及び「固定資産の減損に係る会計基準の適用指

針」（企業会計基準適用指針第６号　平成15年10月31日）を適用して

おります。

  これによる損益に与える影響はありません。    　　

――――――

 （貸借対照表「純資産の部」表示に関する会計基準）

  当連結会計年度より「貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計

基準」（企業会計基準第５号　平成17年12月９日）及び「貸借対照表

の純資産の部の表示に関する会計基準等の適用指針」（企業会計基準

適用指針第８号　平成17年12月９日）を適用しております。  　　

  なお、従来の資本の部の合計に相当する金額は1,849,185千円であり

ます。また、連結財務諸表規則の改正により、当連結会計年度におけ

る貸借対照表の純資産の部については、改正後の連結財務諸表規則に

より作成しております。   　　

――――――

 （企業結合に係る会計基準等）

  当連結会計年度より「企業結合に係る会計基準」（企業会計審議会

　平成15年10月31日）及び「事業分離等に関する会計基準」（企業会

計基準第７号　平成17年12月27日）並びに「企業結合会計基準及び事

業分離等会計基準に関する適用指針」（企業会計基準適用指針第10号

　平成17年12月27日）を適用しております。

　なお、連結財務諸表規則の改正により、当連結財務諸表は改正後の

連結財務諸表規則により作成しております。

――――――
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注記事項

（連結貸借対照表関係）

前連結会計年度
（平成18年12月31日）

当連結会計年度
（平成19年12月31日）

※１．担保資産

 担保に供している資産は次のとおりであります。

※１．担保資産

 担保に供している資産は次のとおりであります。

 建物 259,377千円 

 土地 134,071千円 

 敷金保証金 39,030千円 

  計 432,479千円 

　担保付債務は次の通りであります。

長期借入金(一年以内返済分含む) 1,284,380千円

　なお、上記の建物及び土地については、根抵当権（極度額

300,000千円）が設定されています。

 建物 253,068千円 

 土地 134,071千円 

 敷金保証金 39,030千円 

  計 426,169千円 

　担保付債務は次の通りであります。

長期借入金(一年以内返済分含む) 1,497,940千円

　なお、上記の建物及び土地については、根抵当権（極度額

300,000千円）が設定されています。

※２． 当社は、事業資金の円滑な調達手段として、取引銀行３行と特

定融資枠契約（シンジケーション方式によるコミットメント期間

付タームローン契約）を締結しております。

  この契約に基づく当連結会計年度末の借入実行残高は次のとお

りであり、コミットメント期間は平成18年３月31日を期限として

終了いたしました。 

貸出コミットメントの総額 1,000,000千円 

借入実行残高 1,000,000千円 

　差引額　 　　―   千円 

 

※２．　　　　　　　　　――――――― 

※３．　　　　　　　　　――――――― ※３．関係会社株式　　　　　　　　　73,436千円
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（連結損益計算書関係）

前連結会計年度
（自　平成18年１月１日
至　平成18年12月31日）

当連結会計年度
（自　平成19年１月１日
至　平成19年12月31日）

※１．販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額は次のとおり

であります。

※１．販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額は次のとおり

であります。

 役員報酬 186,061千円 

 給与 146,731千円 

 退職給付引当金繰入額 3,990千円 

 役員報酬 263,216千円 

 給与 308,392千円 

 退職給付引当金繰入額 2,877千円 

※２．固定資産売却益は、車両運搬具437千円であります。 ※２．固定資産売却益は、建物2,775千円、器具備品641千円でありま

す。

※３．固定資産除却損は、建物39,724千円、器具備品8,039千円であ

ります。

※３．固定資産除却損は、建物37,939千円、器具備品5,150千円であ

ります。

※４. 　　　　　　―――――――― ※４．前期損益修正益のうち、主要なものは過年度受取手数料8,744

千円であります。

※５. 　　　　　　―――――――― ※５．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グループ

について減損損失を計上しました。

場所 用途 種類 その他

 トアロード店  内装設備
 建物、器具備品及び

リース資産
 ―

 ニューヨーカー７店  内装設備
 建物、器具備品及び

リース資産
 ―

 草津ＳＰＡ店  内装設備
 建物、器具備品及び

リース資産
 ―

 当社グループは、独立したキャッシュ・フローを生み出す最小

単位として、店舗を基本単位とした資産のグルーピングをおこなっ

ております。

 トアロード店、ニューヨーカー７店については、業績悪化が著

しく回復の見込が薄いため閉店を決定し、草津ＳＰＡ店について

は、やはり業績低迷が顕著なため、回収可能価額をゼロとみなし

て帳簿価額全額及びリース残債額を減損損失として計上しました。

その内訳は、建物40,066千円、器具備品286千円、リース資産4,990

千円であります。

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

－ 25 －



（連結株主資本等変動計算書関係）

前連結会計年度（自　平成18年１月１日　至　平成18年12月31日）

１．発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項

前事業年度末株式数
（株）

当連結会計年度増加
株式数（株）

当連結会計年度減少
株式数（株）

当連結会計年度末株
式数（株）

発行済株式

普通株式 25,400 2,820 ― 28,220

合計 25,400 2,820 ― 28,220

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

 

 

２．新株予約権及び自己新株予約権に関する事項

区分 新株予約権の内訳

新株予約権
の目的とな
る株式の種
類

新株予約権の目的となる株式の数（株） 
当連結会計
年度末残高
（千円）

前事業年度
末

当連結会計
年度増加

当連結会計
年度減少

当連結会計
年度末

提出会社 平成16年新株予約権 普通株式 760 ― 80 680 ―

合計 － 760 ― 80 680 ―

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

 

 

３．配当に関する事項

(1）配当金支払額

決議 株式の種類
配当金の総額
（千円）

１株当たり配当
額（円）

基準日 効力発生日

平成18年３月29日

定時株主総会
普通株式 38,100 1,500 平成17年12月31日 平成18年３月29日

(2）基準日が当期に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌期となるもの

決議 株式の種類
配当金の総額
（千円）

配当の原資
１株当たり配
当額（円）

基準日 効力発生日

平成19年３月29日

定時株主総会
普通株式 50,796  利益剰余金 1,800 平成18年12月31日 平成19年３月30日
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当連結会計年度（自　平成19年１月１日　至　平成19年12月31日）

１．発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項

前連結会計年度末株
式数（株）

当連結会計年度増加
株式数（株）

当連結会計年度減少
株式数（株）

当連結会計年度末株
式数（株）

発行済株式

普通株式 28,220 28,220 ― 56,440

合計 28,220 28,220 ― 56,440

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

による増加であります。

 

２．新株予約権及び自己新株予約権に関する事項

区分 新株予約権の内訳

新株予約権
の目的とな
る株式の種
類

新株予約権の目的となる株式の数（株） 
当連結会計
年度末残高
（千円）

前連結会計
年度末

当連結会計
年度増加

当連結会計
年度減少

当連結会計
年度末

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

合計 － 680 680 ― 1,360 ―

 （注）新株予約権の目的となる株式数の増加680株は、平成19年１月１日付けの株式分割によって調整された増加であり

ます。

 

３．配当に関する事項

(1）配当金支払額

決議 株式の種類
配当金の総額
（千円）

１株当たり配当
額（円）

基準日 効力発生日

平成19年３月29日

定時株主総会
普通株式 50,796 1,800 平成18年12月31日 平成19年３月30日

(2）基準日が当期に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌期となるもの

決議 株式の種類
配当金の総額
（千円）

配当の原資
１株当たり配
当額（円）

基準日 効力発生日

平成20年３月27日

定時株主総会
普通株式 50,796  利益剰余金 900 平成19年12月31日 平成20年３月28日

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

－ 27 －



（連結キャッシュ・フロー計算書関係）

前連結会計年度
（自　平成18年１月１日
至　平成18年12月31日）

当連結会計年度
（自　平成19年１月１日
至　平成19年12月31日）

※１．現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表に掲記されて

いる科目の金額との関係

※１．現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表に掲記されて

いる科目の金額との関係

（平成18年12月31日現在） （平成19年12月31日現在）

（千円）

現金及び預金勘定 1,764,703

預入期間が３ヶ月を超える定期預金 △45,019

現金及び現金同等物 1,719,683

（千円）

現金及び預金勘定 1,657,197

預入期間が３ヶ月を超える定期預金 △45,109

現金及び現金同等物 1,612,088

※２. 株式交換により新たに連結子会社となった会社の資産及び負債

の主な内訳

　　株式交換により新たに株式会社ニューヨーク・ニューヨークを連

結したことに伴う連結開始時の資産及び負債の内訳並びに同社株式

の取得価額と同社取得のための支出（純額）との関係は次のとおり

であります。

※２. 株式取得により新たに連結子会社となった会社の資産及び負債

の主な内訳

　　株式取得により新たに株式会社スタイルデザイナーを連結したこ

とに伴う連結開始時の資産及び負債の内訳並びに同社株式の取得価

額と同社取得のための支出（純額）との関係は次のとおりでありま

す。

（千円）

流動資産 227,976

固定資産 611,158

のれん 495,845

流動負債 △335,238

固定負債 △408,578

株式の取得価額 591,163

過年度における株式の取得価額 △15,000

差引）前連結会計年度の取得価額 576,163

株式交換 △566,084

新規連結子会社の現金及び現金同等物 △102,133

差額）株式交換による子会社資金の受入額 92,053

（千円）

流動資産 522,696

固定資産 1,190,488

のれん 106,585

流動負債 △502,236

固定負債 △1,124,017

株式の取得価額 193,517

過年度における株式の取得価額 △20,717

差引）当連結会計年度の取得価額 172,800

新規連結子会社の現金及び現金同等物 △286,903

差額）株式取得による子会社資金の受入額 114,103

　　株式取得により新たに株式会社ハイパーを連結したことに伴う連

結開始時の資産及び負債の内訳並びに同社株式の取得価額と同社取

得のための支出（純額）との関係は次のとおりであります。

（千円）

流動資産 24,986

固定資産 51,480

のれん 15,456

流動負債 △29,703

固定負債 △25,220

株式の取得価額 37,000

過年度における株式の取得価額 －

差引）当連結会計年度の取得価額 37,000

新規連結子会社の現金及び現金同等物 △7,488

差額）株式取得による子会社資金の受入額 △29,511
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（リース取引関係）

前連結会計年度
（自　平成18年１月１日
至　平成18年12月31日）

当連結会計年度
（自　平成19年１月１日
至　平成19年12月31日）

１．リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの以外のファ

イナンス・リース取引

１．リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの以外のファ

イナンス・リース取引

(1）リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当額、減損損

失累計額相当額及び期末残高相当額

(1）リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当額、減損損

失累計額相当額及び期末残高相当額

 
取得価額相当
額

（千円）

減価償却累計
額相当額
（千円）

期末残高相当
額

（千円）

器具備品 624,515 264,607 359,907

その他 40,551 19,014 21,537

合計 665,066 283,621 381,444

 
取得価額相当
額
（千円）

減価償却累計
額相当額
（千円）

減損損失累計
額相当額
（千円）

期末残高相当
額
（千円）

器具備品 618,189 321,708 4,145 292,334

その他 48,012 32,698 － 15,313

合計 666,201 354,407 4,145 307,648

(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

(2）未経過リース料期末残高相当額等

　　　未経過リース料期末残高相当額

１年内 124,154千円

１年超 265,552千円

合計 389,706千円

１年内 119,637千円

１年超 196,011千円

合計 315,649千円

リース資産減損勘定の残高       4,145千円

(3）支払リース料、リース資産減損勘定の取崩額、減価償却費相当

額、支払利息相当額及び減損損失

(3）支払リース料、リース資産減損勘定の取崩額、減価償却費相当

額、支払利息相当額及び減損損失

支払リース料 128,224千円

減価償却費相当額 116,551千円

支払利息相当額 12,282千円

支払リース料 142,941千円

リース料資産減損勘定の取崩額 3,099千円

減価償却費相当額 132,366千円

支払利息相当額 10,339千円

減損損失     4,145千円

(4）減価償却費相当額の算定方法

　リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっ

ております。

(4）減価償却費相当額の算定方法

同左

(5）利息相当額の算定方法

　リース料総額とリース物件の取得価額相当額との差額を利息相

当額とし、各期への配分方法については、利息法によっておりま

す。

(5）利息相当額の算定方法

同左

（減損損失について）

  リース資産に配分された減損損失はありません。

 

 

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

－ 29 －



（有価証券関係）

１．その他有価証券で時価のあるもの

 種類

前連結会計年度（平成18年12月31日） 当連結会計年度（平成19年12月31日）

取得原価
（千円）

連結貸借対照
表計上額
（千円）

差額
（千円）

取得原価
（千円）

連結貸借対照
表計上額
（千円）

差額
（千円）

連結貸借対照表計

上額が取得原価を

超えるもの

(1）株式 3,087 3,684 597 － － －

(2）債券 － － － － － －

①　国債・地方

債等
－ － － － － －

②　社債 － － － － － －

③　その他 － － － － － －

(3）その他 － － － － － －

小計 3,087 3,684 597 － － －

連結貸借対照表計

上額が取得原価を

超えないもの

(1）株式 40 38 △2 164 123 △40

(2）債券 － － － － － －

①　国債・地方

債等
－ － － － － －

②　社債 － － － － － －

③　その他 － － － － － －

(3）その他 － － － 100 95 △4

小計 40 38 △2 264 218 △45

合計 3,128 3,722 593 264 218 △45

２．当連結会計年度中に売却したその他有価証券

前連結会計年度（自平成18年１月１日　至平成18年12月31日）

該当事項はありません。

 

当連結会計年度（自平成19年１月１日　至平成19年12月31日）

売却損金の合計額の金額の重要性が乏しいため、記載を省略しております。

 

３．時価評価されていない主な有価証券の内容

種類

前連結会計年度

（平成18年12月31日）

当連結会計年度

（平成19年12月31日）

連結貸借対照表計上額（千円） 連結貸借対照表計上額（千円）

子会社及び関連会社株式   

　　関連会社新株予約権付社債 ― 100,000

その他有価証券   

　　非上場株式 4,500 3,416

　　非上場社債 ― 1,000

　　投資事業有限責任組合出資金 10,000 10,000

　　その他出資金 50 50

（注）当連結会計年度において、有価証券について1,109千円（その他有価証券で時価のない株式1,109千円）減損処

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

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

た額について減損処理を行っております。
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４．その他有価証券のうち満期があるもの及び満期保有目的の債券の今後の償還予定額

 
１年以内

（千円）

１年超５年以内

（千円）

５年超10年以内

（千円）

10年超

（千円）

債券     

社債 － 1,000 － －

新株予約権付社債 － 100,000 － －

合計 － 101,000 － －

 

（デリバティブ取引関係）

前連結会計年度（自平成18年１月１日　至平成18年12月31日）

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

 

当連結会計年度（自平成19年１月１日　至平成19年12月31日）

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

 

（退職給付関係）

１．採用している退職給付制度の概要

当社及び一部の連結子会社は、確定給付型の制度として退職一時金制度を採用しております。

２．退職給付債務に関する事項

 
前連結会計年度

（平成18年12月31日）
当連結会計年度

（平成19年12月31日）

 （1）退職給付債務（千円） △3,990 △6,867

 （2）退職給付引当金（千円） △3,990 △6,867

 （注）退職給付債務の算定にあたり、簡便法を採用しております。

 

３．退職給付費用に関する事項

 
前連結会計年度

（自　平成18年１月１日
至　平成18年12月31日）

当連結会計年度
（自　平成19年１月１日
至　平成19年12月31日）

　勤務費用（千円） 3,990 6,867

退職給付費用（千円） 3,990 6,867

 （注）退職給付費用の算定にあたり、簡便法を採用しております。

 

４．退職給付債務等の計算の基礎に関する事項

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

前連結会計年度（自　平成18年１月１日　至　平成18年12月31日）

１．ストック・オプションの内容、規模及びその変動状況

(1）ストック・オプションの内容

平成16年
ストック・オプション

付与対象者の区分及び数

①　当社取締役          　　５名

②　当社監査役          　　２名

③　当社従業員          　　10名

④　取引先　　　　　　　　　２名

ストック・オプション数 　　普通株式　　　2,360株

付与日 　平成16年１月30日

権利確定条件 　権利確定条件は付されておりません。

対象勤務期間   対象勤務期間の定めはありません。

権利行使期間   平成17年３月29日～平成25年３月28日

 　　　　（注）ストック・オプション数は株式数に換算して記載しております。

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

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

(2）ストック・オプションの規模及びその変動状況

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

式数に換算して記載しております。

①　ストック・オプションの数

平成16年
ストック・オプション

権利確定前　　　　　　（株）  

期首 ―

付与 ―

失効 ―

権利確定 ―

未確定残 ―

権利確定後　　　　　　（株）  

期首 760

権利確定 ―

権利行使 80

失効 ―

未行使残 680
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②　単価情報

平成16年
ストック・オプション

権利行使価格　　　　　　（円） 19,000

行使時平均株価　　　　　（円） 146,580

公正な評価単価（付与日）（円） ―

（注）上記に掲載された権利行使価格は、平成16年３月１日付株式分割（株式１株につき５株）、平成17年２月18日

付株式分割（株式１株につき２株）による権利価格の調整を行っております。

 

 

当連結会計年度（自　平成19年１月１日　至　平成19年12月31日）

１．ストック・オプションの内容、規模及びその変動状況

(1）ストック・オプションの内容

平成16年
ストック・オプション

付与対象者の区分及び数

①　当社取締役          　　３名

②　当社監査役          　　２名

③　当社従業員          　　12名

④　取引先　　　　　　　　　２名

ストック・オプション数 　　普通株式　　　4,720株

付与日 　平成16年１月30日

権利確定条件 　権利確定条件は付されておりません。

対象勤務期間   対象勤務期間の定めはありません。

権利行使期間   平成17年３月29日～平成25年３月28日

（注）ストック・オプション数は株式数に換算して記載しております。

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

成17年２月18日付株式分割（株式１株につき２株））、平成19年１月１日付株式分割（株式１株につき２株）によ

る分割後の株式数に換算して記載しております。
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(2）ストック・オプションの規模及びその変動状況

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

株式数に換算して記載しております。

①　ストック・オプションの数

平成16年
ストック・オプション

権利確定前　　　　　　（株）  

期首 ―

付与 ―

失効 ―

権利確定 ―

未確定残 ―

権利確定後　　　　　　（株）  

期首 680

権利確定 ―

権利行使 ―

失効 ―

未行使残 680

②　単価情報

平成16年
ストック・オプション

権利行使価格　　　　　　（円） 9,500

行使時平均株価　　　　　（円） ―

公正な評価単価（付与日）（円） ―

（注）上記に掲載された権利行使価格は、平成16年３月１日付株式分割（株式１株につき５株）、平成17年２月18日

付株式分割（株式１株につき２株））、平成19年１月１日付株式分割（株式１株につき２株）による権利価格

の調整を行っております。
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（税効果会計関係）

前連結会計年度
（自　平成18年１月１日
至　平成18年12月31日）

当連結会計年度
（自　平成19年１月１日
至　平成19年12月31日）

1.　繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳 1.　繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

繰延税金資産（流動） （千円）

未払事業税及び未払事業所税 10,250

貸倒引当金繰入限度超過額 7,961

繰越欠損金 7,505

その他 △290

 　　　　　計 25,427

  

繰延税金資産（固定）  

　繰延資産超過額 18,545

　法定福利費否認額 5,050

　減価償却費超過額 4,461

　有価証券評価損否認額 2,000

　退職給付引当金繰入額否認 1,620

 　　　　　計 31,677

  

繰延税金負債（固定）  

　投資有価証券評価差額 △249

 　　　　　計 △249

  

繰延税金資産の純額 56,855

繰延税金資産（流動） （千円）

未払事業税及び未払事業所税 13,198

繰越欠損金 15,437

未払費用 9,660

店舗閉鎖損失否認額 5,810

 　　　　　計 44,107

  

繰延税金資産（固定） 

　繰延資産償却超過額 15,266

　減価償却費超過額 21,332

　有価証券評価損否認額 20,458

　退職給付引当金繰入額否認 2,840

  貸倒引当金繰入限度超過額 17,526

  減損損失 17,601

  貸倒損失否認額 8,991

  繰越欠損金 7,445

  法定福利費否認額 2,800

  その他 2,482

  評価性引当額 △20,638

 　　　　　計 96,107

  

繰延税金負債（流動） 

　未収還付事業税 853

  消費税差額 17

 　　　　　計 853

  

繰延税金負債（固定） 

  預り保証金収入 240

  その他有価証券評価差額 △19

 　　　　　計 220

  

繰延税金資産の純額 139,140

２・ 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の

原因となった主な項目別の内訳

　 　法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差

異が法定実効税率の100分の５以下であるため注記を省略してお

ります。

２・ 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の

原因となった主な項目別の内訳

（％）

法定実効税率 40.0

（調整）

評価性引当額の増減　　　　　 △11.9

連結調整勘定償却 9.3

交際費等永久に損金に算入されない項目 2.5

持分法による投資損失 1.5

寄附金の損金不算入額 1.1

住民税均等割 2.7

その他 3.5

税効果会計適用後の法人税等の負担率 48.7
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（企業結合関係）

前連結会計年度（自　平成18年１月１日　至　平成18年12月31日）

（企業結合における共通支配下の取引等関係）

新設分割

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

並びに取引の目的を含む取引の概要

(1)結合当事企業又は対象となっ

た事業の名称及びその事業の

内容

株式会社アルテにおける直営事業（技術売上関係及び店頭販売事業）、Ｆ

Ｃ事業

直営事業：直営店での美容室事業の推進

ＦＣ事業：美容室を全国にフランチャイズ方式にて展開するＦＣ業務

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

(3)結合後企業の名称 株式会社アッシュ　直営事業及びＦＣ事業を承継

(4)取引の目的を含む取引の概要 ①新設分割の目的

持株会社体制への移行に伴い、ＦＣ事業等を独立した経営体として営業活

動を行うことで、より迅速かつ効率的な事業展開を図るためであります。

②新設分割の日

平成18年７月１日

２．実施した会計処理の概要

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

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

に基づき、共通支配下の取引として会計処理を行っております。

 

（パーチェス法適用関係）

１．企業結合の概要

被取得企業の名称　　　　　　株式会社ニューヨーク・ニューヨーク

被取得企業の事業の内容　　　美容室の経営

企業結合を行った主な理由　　営業エリアの拡大、経営の効率化

企業結合日　　　　　　　　　平成18年７月１日

企業結合の法的形式　　　　　株式交換による完全子会社化

取得した議決権比率　　　　　100％

２．連結財務諸表に含まれている被取得企業の業績の期間

平成18年７月１日～平成18年12月31日

３．取得企業の取得原価及びその内訳

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

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

　　なお、被取得企業の取得原価には付随費用10,079千円を含みます。

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

ンホールディングスに商号変更登記を行っております。

４．交付株式の内訳

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

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

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

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

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

結果を総合的に勘案して株式交換比率を算定しております。

(3）交付株式数及びその評価額　　　2,740株　　566,084千円

５．発生したのれんの金額等　　　

(1）のれんの金額　　　　　495,845千円

(2）発生原因　　　　　　　㈱ニューヨーク・ニューヨークの営業圏合体によって期待される将来の

　　　　　　　　　　　　　収益力から発生したもの

(3）償却方法及び償却期間　のれんの償却については、10年間で均等償却いたします。
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６．企業結合日に受入れた資産及び引受けた負債の額並びにその主な内訳

（平成18年７月１日現在）

流動資産　　　　　227,976千円

固定資産　　　　　611,158千円

資産計　　　　　　839,134千円

流動負債　　　　　335,238千円

固定負債　　　　　408,578千円

負債計　　　　　　743,816千円

７．取得原価のうち研究開発費等に配分され費用処理された金額及びその科目名

該当事項はありません。

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

す影響の概算額

売上高及び損益情報

売上高　　　　　6,323,672千円

営業利益　　　　　395,135千円

経常利益　　　　　368,400千円

当期純利益　　　　170,832千円

（注）概算額の算定方法及び重要な前提条件

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

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

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

なお、当該注記情報については監査証明を受けておりません。

当連結会計年度（自　平成19年１月１日　至　平成19年12月31日）

（パーチェス法適用関係）

１．企業結合の概要

被取得企業の名称　　　　　　株式会社スタイルデザイナー

被取得企業の事業の内容　　　美容室の経営

企業結合を行った主な理由　　営業エリアの拡大、経営の効率化

企業結合日　　　　　　　　　平成19年１月４日

企業結合の法的形式　　　　　株式取得による子会社化

取得した議決権比率　　　　　66.7％

２．連結財務諸表に含まれている被取得企業の業績の期間

平成19年１月１日～平成19年６月30日

３．取得企業の取得原価及びその内訳

(1）被取得企業の取得原価　　　　　　172,800千円

(2）取得原価の内訳　取得対価　現金　172,800千円

　　なお、被取得企業の取得原価には付随費用22,800千円を含みます。

４．発生したのれんの金額等　　　

(1）のれんの金額　　　　　106,585千円

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

　　　　　　　　　　　　　収益力から発生したもの

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

５．企業結合日に受入れた資産及び引受けた負債の額並びにその主な内訳

（平成19年１月１日現在）

流動資産　　　　　522,696千円

固定資産　　　　1,190,488千円

資産計　　　　　1,713,185千円

流動負債　　　　　502,236千円

固定負債　　　　1,124,017千円

負債計　　　　　1,626,253千円

６．取得原価のうち研究開発費等に配分され費用処理された金額及びその科目名

該当事項はありません。
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（セグメント情報）

ａ．事業の種類別セグメント情報

前連結会計年度（自　平成18年１月１日　至　平成18年12月31日）

 
直営事業
（千円）

ＦＣ事業
（千円）

資産管理等
事業
（千円）

計
（千円）

消去又は全
社（千円）

連結
（千円）

Ⅰ　売上高及び営業損益       

売上高       

(1）外部顧客に対する売上高 2,932,500 2,001,856 591,254 5,525,611 － 5,525,611

(2）セグメント間の内部売上高

又は振替高
－ － 404,951 404,951 △404,951 －

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

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

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

Ⅱ　資産、減価償却費及び資本的

支出
      

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

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

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

　（注）１．事業区分の方法

　　　　　　事業区分は、内部管理上採用している区分によっております。

２．各事業に属する主要な事業の内容

 　（1）直営事業・・・・・・直営店舗の運営

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

 　（3）資産管理等事業・・・不動産賃貸等

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

当社の総務・経理部門等の管理部門に係る費用であります。

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

管理部門に係る資産であります。

 

 

当連結会計年度（自　平成19年１月１日　至　平成19年12月31日）

当社グループは従来から直営事業、ＦＣ事業及び資産管理等事業の３つの事業を内部管理上の事業区分として認識

し、管理してまいりました。

　その一方で、既存の連結子会社の規模の拡大や、買収により同業他社を連結子会社としたこと等があり、管理すべ

き店舗数は著しく増加しております。また、当社グループの主力事業会社では『暖簾分け』によるＦＣチェーン展開

を行っており、この場合に直営店がＦＣ店へと移行するケースが多くあり、事業規模の拡大に伴いその数も増加して

おります。これらの結果、当社の収益構造も変化してきており、従来の事業区分による管理ではなく、各個別店舗を

重視した管理の実施がより重要となっており、当社グループの事業は美容室のチェーン展開を中心とする単一事業と

の考えに立ち、内部管理体制を個別店舗の管理を重視したものへと変更しております。

　従いまして、この内部管理体制の変更に伴い、当期においては従来の事業区分を基礎とした事業の種類別セグメン

ト情報の開示は実施しておりません。さらに、個別店舗の管理を重視した管理体制へ変更したことにより、事業区分

は単一となったため、事業の種類別セグメント情報の開示は実施しておりません。
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ｂ．所在地別セグメント情報

前連結会計年度（自平成18年１月１日　至平成18年12月31日）

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

 

当連結会計年度（自平成19年１月１日　至平成19年12月31日）

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

 

ｃ．海外売上高

前連結会計年度（自平成18年１月１日　至平成18年12月31日）

海外売上高がないため該当事項はありません。

 

当連結会計年度（自平成19年１月１日　至平成19年12月31日）

海外売上高がないため該当事項はありません。

 

（関連当事者との取引）

前連結会計年度（自　平成18年１月１日　至　平成18年12月31日）

　 該当事項はありません。

 

当連結会計年度（自　平成19年１月１日　至　平成19年12月31日）

　 該当事項はありません。
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（１株当たり情報）

前連結会計年度
（自　平成18年１月１日
至　平成18年12月31日）

当連結会計年度
（自　平成19年１月１日
至　平成19年12月31日）

１株当たり純資産額 65,527円50銭

１株当たり当期純利益金額 7,513円63銭

潜在株式調整後１株当たり当期純利

益金額
7,343円74銭

１株当たり純資産額 35,068円67銭

１株当たり当期純利益金額 2,016円85銭

潜在株式調整後１株当たり当期純利

益金額
1,975円31銭

 　当社は、平成19年１月１日付で株式１株につき２株の株

式分割を行っております。

　なお、当該株式分割が前期首に行われたと仮定した場合

の前連結会計年度における１株当たり情報については、以

下のとおりとなります。

１株当たり純資産額     32,763円75銭

１株当たり当期純利益金額      3,756円81銭

潜在株式調整後１株当たり当期純利

益金額
     3,671円87銭

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

ります。

 
前連結会計年度

(自　平成18年１月１日
至　平成18年12月31日)

当連結会計年度
(自　平成19年１月１日
至　平成19年12月31日)

１株当たり当期純利益金額   

当期純利益（千円） 201,690 113,831

普通株主に帰属しない金額（千円） － －

普通株式に係る当期純利益（千円） 201,690 113,831

期中平均株式数（株） 26,843 56,440

   

潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額   

当期純利益調整額（千円） － －

普通株式増加数（株） 621 1,187

　（うちストックオプションに係る潜在株式） (621) (1,187)

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後１

株当たり当期純利益の算定に含めなかった潜在

株式の概要

―――― ――――
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（重要な後発事象）

前連結会計年度（自平成18年１月１日　至平成18年12月31日）

決算後に生じた会社の状況に関する重要な事実

株式会社スタイルデザイナーの株式取得（子会社化）について

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

による持株会社の完全子会社とする株式譲渡契約を承認し、同日当社と株式会社サークルＫサンクスとの間で株式

譲渡契約書を締結しております。

１．株式取得の理由

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

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

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

ン展開するＳＤ社の子会社化により、対象顧客層の拡大、広域店舗展開等事業領域の拡大を実現します。

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

業におけるサービス提供の根幹である多数の人材を獲得することにもなります。

  この人材獲得は、当社の今後の事業展開に大きな可能性をもたらすものです。

２．異動する子会社の概要（平成18年12月31日現在）

商号　　　　　　　　株式会社スタイルデザイナー

代表者　　　　　　　代表取締役社長　豊嶋　豊雄

本社所在地　　　　　東京都江東区富岡二丁目11番18号

設立年月日　　　　　昭和61年４月23日

主な事業内容　　　　美容室フランチャイズチェーンの運営

事業年度の末日　　　12月31日

従業員数　　　　　　39人

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

資本の額　　　　　　10百万円

発行済株式総数　　　12,000株

３．株式の取得先

商号　　　　　　　　株式会社サークルＫサンクス（東証第一部：3337）

代表者　　　　　　　代表取締役社長　土方　清

本社所在地　　　　　東京都中央区晴海二丁目５番24号

主な事業内容　　　　コンビニエンスストアのチェーン経営

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

４．取得株式数及び取得前後の所有株式の状況

異動前の所有株式数　 ― 株（所有割合 ― ％）

取得株式数　　　　　8,000株

取得価額　　　　　　150百万円

取得資金の調達方法　自己資金及び借入金

異動後の所有株式数　8,000株（所有割合 66.7％）

その他特筆事項

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

当社の完全子会社とする予定であります。

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

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

５．日程

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

平成19年１月４日　ＳＤ社株式取得（8,000株、所有割合 66.7％）

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

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

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

１．平成19年１月１日付をもって普通株式１株につき２株に分割しました。

(1）分割により増加する株式数

普通株式　　　　　28,220株

(2）分割方法

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

ました。

２．配当起算日

平成19年１月１日

　当該株式分割が第18期首に行われた結果、第18期における１株当たり情報は、それぞれ以下のとおりとなり

ました。

第18期
（自　平成18年１月１日
至　平成18年12月31日）

１株当たり純資産額 32,763円75銭

１株当たり当期純利益金額 3,756円81銭

潜在株式調整後1株当たり

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

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

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

同日アッシュとハイパーとの間で株式譲渡契約書を締結しております。

１．株式取得の理由

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

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

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

伴い、同社の平成19年３月28日開催の定時株主総会並びに同日開催の取締役会において、同社代表取締役に就任

いたしました。

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

２．異動する子会社の概要（平成18年12月31日現在）

商号　　　　　　　　有限会社ハイパー

代表者　　　　　　　代表取締役　奥島　章

本社所在地　　　　　神奈川県横浜市港北区篠原台町３番25－204号

設立年月日　　　　　平成13年１月４日

主な事業内容　　　　美容室の運営

事業年度の末日　　　３月31日

従業員数　　　　　　78人

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

資本の額　　　　　　３百万円

発行済株式総数　　　60株

  なお、平成19年２月16日に株式会社として、組織変更しております。

３．株式の取得先

氏名　　　　　　　　奥島　章

住所　　　　　　　　神奈川県横浜市港北区

当社との関係　　　　100％子会社アッシュのＦＣハイパー代表取締役

４．取得株式数及び取得前後の所有株式の状況

異動前の所有株式数　 ― 株（所有割合 ― ％）

取得株式数　　　　　60株

取得価額　　　　　　36百万円

異動後の所有株式数　60株（所有割合 100.0％）

５．日程

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

平成19年３月１日　ハイパー株式取得（60株、所有割合100.0％）
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当連結会計年度（自平成19年１月１日　至平成19年12月31日）

決算後に生じた会社の状況に関する重要な事実

自社株式買取の実施について

　平成20年２月22日開催の取締役会において、会社法第165条第２項の規定に基づき、自己株式を買い付けることを

決議しております。

１．自己株式の取得を行う理由

　経済情勢の変化に対応した機動的な経営を行うため自己株式を取得するものです。

２．取得の内容

　以下のとおりです。

 （１）取得する株式の種類  　　当社普通株式

 （２）取得する株式の総数 　　 3,000株（上限とする）

 　　（発行済株式総数56,440株に対する割合5.3％）

 （３）株式の取得価額の総額  　60百万円（上限とする）

 （４）買付期間   　　　　　　平成20年２月25日から平成20年５月23日まで

 なお、平成20年２月22日時点における自己株式の保有はありません。
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５．個別財務諸表
(1）貸借対照表

第19期

（平成18年12月31日）

第20期

（平成19年12月31日）
比較増減

区分
注記

番号
金額（千円）

構成比

（％）
金額（千円）

構成比

（％）
金額（千円）

（資産の部）

Ⅰ　流動資産

１．現金及び預金 802,036 507,828 △294,208

２．売掛金 ※４ 188,010 216,306 28,296

３．貯蔵品 4,860 1,524 △3,336

４．前払費用 101,913 110,117 8,204

５．未収入金 15,405 54,683 39,278

６．短期貸付金 38,838 120,335 81,496

７．立替金 ※４ 54,863 12,800 △42,063

８．繰延税金資産 10,174 16,124 5,949

９．その他 29,383 3,255 △26,127

流動資産合計 1,245,487 24.3 1,042,975 19.3 △202,511

Ⅱ　固定資産

(1)有形固定資産

１．建物 ※１ 2,853,013 3,202,367  

減価償却累計額 1,031,264 1,821,749 1,330,153 1,872,214  50,464

２．車両運搬具 1,859 4,270  

減価償却累計額 1,157 701 445 3,825  3,123

３．器具備品 221,112 242,364  

減価償却累計額 160,048 61,064 180,177 62,187  1,122

４．土地 ※１ 134,192 134,192 －

５．建設仮勘定  － 24,150 24,150

有形固定資産合計 2,017,708 39.4 2,096,569 38.7 78,861

(2)無形固定資産

１．電話加入権 4,725 4,725 －

２．ソフトウェア 16,808 13,104 △3,704

３．その他 － 7,777 7,777

無形固定資産合計 21,534 0.4 25,608 0.5 4,073
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第19期

（平成18年12月31日）

第20期

（平成19年12月31日）
比較増減

区分
注記

番号
金額（千円）

構成比

（％）
金額（千円）

構成比

（％）
金額（千円）

(3）投資その他の資産

１．投資有価証券 14,500 113,977 99,477

２．関係会社株式 689,163 955,813 266,650

３．長期貸付金 23,839 55,520 31,680

４．関係会社長期貸付金 144,000 108,000 △36,000

５．長期前払費用 11,611 6,997 △4,613

６．敷金保証金 ※１ 858,694 922,756 64,062

７．保険積立金 70,036 75,375 5,338

８．繰延税金資産 15,714 4,468 △11,245

９．その他 6,710 6,715 5

投資その他の資産合計 1,834,269 35.9 2,249,624 41.5 415,355

固定資産合計 3,873,512 75.7 4,371,802 80.7 498,290

資産合計 5,118,999 100.0 5,414,778 100.0 295,779
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第19期

（平成18年12月31日）

第20期

（平成19年12月31日）
比較増減

区分
注記

番号
金額（千円）

構成比

（％）
金額（千円）

構成比

（％）
金額（千円）

（負債の部）

Ⅰ　流動負債

１．一年以内返済予定長期借

入金
※１ 698,516 829,810 131,294

２．一年以内償還予定社債 60,000 30,000 △30,000

３．未払金 176,530 113,903 △62,626

４．未払費用 4,078 5,106 1,028

５．未払法人税等 18,945 4,262 △14,683

６．前受金 390 1,436 1,046

７．預り金 1,419 3,935 2,516

８．その他 759 1,945 1,185

流動負債合計 960,640 18.8 990,400 18.3 29,760

Ⅱ　固定負債

１．社債 30,000 － △30,000

２．長期借入金 ※１,３ 2,372,650 2,682,830 310,180

３．退職給付引当金 1,292 2,417 1,124

４．長期未払金 29,978 2,507 △27,471

５. その他 － 8,700 8,700

固定負債合計 2,433,921 47.5 2,696,454 49.8 262,532

負債合計 3,394,562 66.3 3,686,855 68.1 292,293

（純資産の部）          

Ⅰ　株主資本          

(1）資本金   324,360 6.3  324,360 6.0  －

(2）資本剰余金          

１．資本準備金  860,292   860,292    

資本剰余金合計   860,292 16.8  860,292 15.9  －

(3）利益剰余金          

１．利益準備金  1,050   1,050    －

２．その他利益剰余金          

繰越利益剰余金  538,735   542,221     

利益剰余金合計   539,785 10.6  543,271 10.0  3,485

株主資本合計   1,724,437 33.7  1,727,923 31.9  3,485

純資産合計   1,724,437 33.7  1,727,923 31.9  3,485

負債純資産合計   5,118,999 100.0  5,414,778 100.0  295,779
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(2）損益計算書

第19期

（自　平成18年１月１日

至　平成18年12月31日）

第20期

（自　平成19年１月１日

至　平成19年12月31日）

 

比較増減

 

区分
注記

番号
金額（千円）

百分比

（％）
金額（千円）

百分比

（％）
金額（千円）

Ⅰ　売上高

１．直営事業売上高 975,353   

２．ＦＣ事業売上高 1,173,050   

３．資産管理等事業売上高 ※３ 996,205        

４．売上高  － 3,144,610 100.0 2,154,944 2,154,944 100.0  △989,665

Ⅱ　売上原価

１．直営事業売上原価 888,481   

２．ＦＣ事業売上原価 728,042   

３．資産管理等事業

売上原価
717,294        

４．売上原価 － 2,333,818 74.2 1,555,028 1,555,028 72.2  △778,789

売上総利益 810,791 25.8 599,915 27.8 △210,875

Ⅲ　販売費及び一般管理費 ※１ 580,658 18.5 514,620 23.9 △66,037

営業利益 230,133 7.3 85,295 4.0 △144,838

Ⅳ　営業外収益

１．受取利息 710 5,277  

２．受取配当金 25 88,225  

３．受取事務手数料 1,542 1,535  

４．受取家賃 1,951 －  

５．器具備品リベート収入 3,848 3,133  

６．その他 4,769 12,848 0.4 8,571 106,743 5.0  93,895

Ⅴ　営業外費用

１．支払利息 35,007 45,678  

２．社債利息 978 540  

３．その他 4,049 40,035 1.3 7,080 53,299 2.5  13,263

経常利益 202,946 6.4 138,739 6.4 △64,206
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第19期

（自　平成18年１月１日

至　平成18年12月31日）

第20期

（自　平成19年１月１日

至　平成19年12月31日）

 

比較増減

 

区分
注記

番号
金額（千円）

百分比

（％）
金額（千円）

百分比

（％）
金額（千円）

Ⅵ　特別利益

１．賃貸契約解約益 2,200 －  

２．固定資産売却益 － 176  

３．前期損益修正益 75 2,275 0.1 1,619 1,795 0.1  △479

Ⅶ　特別損失

１．固定資産除却損 ※２ 47,014 46,536  

２．原状回復費用 1,400 14,626  

３．リース契約解約損 1,056 280  

４．投資有価証券評価損 5,000 1,522  

５．前期損益修正損 550 9,481  

６．その他 5,698 60,719 1.9 8,218 80,667 3.7  19,947

税引前当期純利益 144,502 4.6 59,868 2.8 △84,633

法人税,住民税及び事

業税
64,729 290  

法人税等調整額 2,728 67,458 2.1 5,296 5,586 0.3  △61,871

当期純利益 77,043 2.5 54,281 2.5 △22,761

直営事業売上原価明細書

第19期

（自　平成18年１月１日

至　平成18年12月31日）

第20期

（自　平成19年１月１日

至　平成19年12月31日）

区分
注記

番号
金額（千円）

構成比

（％）
金額（千円）

構成比

（％）

１．期首棚卸高 18,867 2.1   

２．当期仕入高 64,738 7.3   

３．給料手当・賞与 396,444 44.6   

４．法定福利費 40,551 4.6   

５．リース料 15,599 1.8   

６．旅費交通費 15,810 1.8   

７．水道光熱費 30,731 3.5   

８．消耗品費 11,979 1.3   

９．地代家賃 127,359 14.3   

10．減価償却費 54,463 6.1   

11．その他 111,936 12.6   

直営売上原価　計 888,481 100.0 －  
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ＦＣ事業売上原価明細書

第19期

（自　平成18年１月１日

至　平成18年12月31日）

第20期

（自　平成19年１月１日

至　平成19年12月31日）

区分
注記

番号
金額（千円）

構成比

（％）
金額（千円）

構成比

（％）

１．当期仕入高 211,879 29.1   

２．広告宣伝費 77,322 10.6   

３．リース料 29,047 4.0   

４．消耗品費 24,988 3.4   

５．地代家賃 283,167 38.9   

６．減価償却費 87,600 12.1   

７．その他 14,036 1.9   

ＦＣ売上原価　計 728,042 100.0 －  

不動産賃貸事業売上原価明細書

第19期

（自　平成18年１月１日

至　平成18年12月31日）

第20期

（自　平成19年１月１日

至　平成19年12月31日）

区分
注記

番号
金額（千円）

構成比

（％）
金額（千円）

構成比

（％）

１．リース料 48,891 6.8   

２．地代家賃 459,024 64.0   

３．減価償却費 185,370 25.8   

４．その他 24,007 3.4   

不動産賃貸売上原価　計 717,294 100.0 －  

売上原価明細書

第19期

（自　平成18年１月１日

至　平成18年12月31日）

第20期

（自　平成19年１月１日

至　平成19年12月31日）

区分
注記

番号
金額（千円）

構成比

（％）
金額（千円）

構成比

（％）

１．リース料   106,925 6.9

２．地代家賃   1,006,573 64.7

３．減価償却費   385,882 24.8

４．その他   55,647 3.6

 　当期売上原価　計 －  1,555,028 100.0
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(3）株主資本等変動計算書

第19期（自平成18年１月１日　至平成18年12月31日）

株主資本

純資産合計
資本金

資本剰余金 利益剰余金

株主資本合計
資本準備金 利益準備金

その他利益
剰余金

繰越利益剰余金

平成17年12月31日　残高
（千円）

273,600 343,448 1,050 499,791 1,117,889 1,117,889

事業年度中の変動額

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

新株の発行 760 760   1,520 1,520

剰余金の配当    △38,100 △38,100 △38,100

当期純利益    77,043 77,043 77,043

事業年度中の変動額合計
（千円）

50,760 516,844  38,943 606,547 606,547

平成18年12月31日　残高
（千円）

324,360 860,292 1,050 538,735 1,724,437 1,724,437

第20期（自平成19年１月１日　至平成19年12月31日）

株主資本

純資産合計
資本金

資本剰余金 利益剰余金

株主資本合計
資本準備金 利益準備金

その他利益
剰余金

繰越利益剰余金

平成18年12月31日　残高
（千円）

324,360 860,292 1,050 538,735 1,724,437 1,724,437

事業年度中の変動額

剰余金の配当    △50,796 △50,796 △50,796

当期純利益    54,281 54,281 54,281

事業年度中の変動額合計
（千円）

   3,485 3,485 3,485

平成19年12月31日　残高
（千円）

324,360 860,292 1,050 542,221 1,727,923 1,727,923
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重要な会計方針

項目
第19期

（自　平成18年１月１日
至　平成18年12月31日）

第20期
（自　平成19年１月１日
至　平成19年12月31日）

１．有価証券の評価基準及び

評価方法

子会社株式

　移動平均法による原価法を採用してお

ります。

子会社株式

同左

その他有価証券

(イ）時価のあるもの

　決算日の市場価格等に基づく時価法

（評価差額は、全部純資産直入法により

処理し、売却原価は移動平均法により算

定）を採用しております。

その他有価証券

(イ）時価のあるもの

同左

(ロ）時価のないもの

　移動平均法による原価法を採用してお

ります。

(ロ）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

材料及び商品

    月次総平均法による原価法を採用して

おります。

材料及び商品

同左

３．固定資産の減価償却の方

法

有形固定資産

    定率法を採用しております。

  但し、平成10年４月１日以降取得した

建物（建物付属設備を除く）については、

定額法によっております。

　なお、主な耐用年数は以下のとおりで

あります。

建物　　　　６年～40年

器具備品　　３年～10年

有形固定資産

    定率法を採用しております。

  但し、平成10年４月１日以降取得した

建物（建物付属設備を除く）については、

定額法によっております。

　なお、主な耐用年数は以下のとおりで

あります。

建物　　　　３年～40年

器具備品　　３年～10年

（会計方針の変更）

　当事業年度から、法人税法の改正に伴い、平成

19年４月１日以降に取得した減価償却資産につい

ては、改正後の法人税法に規定する償却方法によ

り減価償却費を計上しております。

　これによる損益に与える影響は軽微であります。

無形固定資産

　定額法を採用しております。

　なお、自社利用のソフトウェアについ

ては、社内における利用可能期間（５

年）に基づいております。

無形固定資産

同左
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項目
第19期

（自　平成18年１月１日
至　平成18年12月31日）

第20期
（自　平成19年１月１日
至　平成19年12月31日）

４．引当金の計上基準 退職給付引当金

　従業員の退職給付に備えるため、当事業

年度末における退職給付債務の見込額に基

づき計上しております。なお、退職給付債

務の見込額は、簡便法（退職給付に係る期

末自己都合要支給額を退職給付債務とする

方法）により計算しております。

退職給付引当金

同左

５．外貨建ての資産及び負債

の本邦通貨への換算基準

　外貨建金銭債権債務は、期末日の直物為

替相場により円貨に換算し、換算差額は損

益として処理しております。

同左

６．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

７．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

　消費税等の会計処理は、税抜方式によっ

ております。

消費税等の会計処理

同左
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会計処理方法の変更

第19期

（自　平成18年１月１日  

   至　平成18年12月31日） 

第20期

（自　平成19年１月１日  

   至　平成19年12月31日） 

 （固定資産の減損に係る会計基準）

  当事業年度より「固定資産の減損に係る会計基準」（「固

定資産の減損に係る会計基準の設定に関する意見書」（企

業会計審議会　平成14年８月９日））及び「固定資産の減

損に係る会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第

６号　平成15年10月31日）を適用しております。これによ

る損益に与える影響はありません。    　　

―――――――――

 （貸借対照表「純資産の部」表示に関する会計基準）

  当事業年度より「貸借対照表の純資産の部の表示に関す

る会計基準」（企業会計基準第５号　平成17年12月９日）

及び「貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準等

の適用指針」（企業会計基準適用指針第８号　平成17年12

月９日）を適用しております。なお、従来の資本の部の合

計に相当する金額は1,724,437千円であります。

　また、財務諸表等規則の改正により、当事業年度におけ

る貸借対照表の純資産の部については、改正後の財務諸表

等規則により作成しております。   　　

―――――――――

 （企業結合に係る会計基準等）

  当事業年度より「企業結合に係る会計基準」（企業会計

審議会　平成15年10月31日）及び「事業分離等に関する会

計基準」（企業会計基準第７号　平成17年12月27日）並び

に「企業結合会計基準及び事業分離等会計基準に関する適

用指針」（企業会計基準適用指針第10号　平成17年12月27

日）を適用しております。

　なお、財務諸表等規則の改正により、当財務諸表は改正

後の財務諸表等規則により作成しております。   　　

―――――――――
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表示方法の変更

第19期

（自　平成18年１月１日 

　 至　平成18年12月31日）

第20期

（自　平成19年１月１日 

　 至　平成19年12月31日）

 (損益計算書）

 　前事業年度まで区分掲記しておりました「受取保険金」

 （当事業年度70千円）は、営業外収益の総額の100分の10

 以下となったため、営業外収益の「その他」に含めて表示

 しております。

 　また、前事業年度まで区分掲記しておりました「支払

 手数料」（当事業年度2,676千円）は、営業外費用の総額

 の100分の10以下となったため、営業外費用の「その他」

 に含めて表示しております。

―――――――――
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注記事項

（貸借対照表関係）

第19期
（平成18年12月31日）

第20期
（平成19年12月31日）

※１．担保資産

　担保に供している資産は次のとおりであります。

※１．担保資産

　担保に供している資産は次のとおりであります。

建物        259,377千円

土地        134,071千円

敷金保証金       39,030千円

計        432,479千円

建物 253,068千円

土地 134,071千円

敷金保証金 39,030千円

計 426,169千円

　担保付債務は次の通りであります。 　担保付債務は次の通りであります。

長期借入金(一年以内返済分含む) 1,284,380千円 長期借入金(一年以内返済分含む) 1,497,940千円

　なお、上記の建物及び土地については、根抵当権（極度額

300,000千円）が設定されています。

　なお、上記の建物及び土地については、根抵当権（極度額

300,000千円）が設定されています。

※２. 偶発債務

　債務保証

　次の子会社について、金融機関からの借入れに対し債務保証を

行っています。

保証先
金額

（千円）
内容

㈱ニューヨーク・

ニューヨーク
348,600 借入債務 

　債務保証

　次の子会社における支払家賃に対し債務保証を行っています。

保証先
月額

（千円）
内容

㈱ニューヨーク・

ニューヨーク
11,275 家賃債務 

※２. 偶発債務

　債務保証

　次の子会社について、金融機関からの借入れに対し債務保証を

行っています。

保証先
金額

（千円）
内容

㈱ニューヨーク・

ニューヨーク
249,000 借入債務 

　債務保証

　次の子会社における支払家賃に対し債務保証を行っています。

保証先
月額

（千円）
内容

㈱ニューヨーク・

ニューヨーク
12,660 家賃債務 

※３． 当社は、事業資金の円滑な調達手段として、取引銀行３行と

特定融資枠契約（シンジケーション方式によるコミットメント

期間付タームローン契約）を締結しております。

  この契約に基づく当事業年度末の借入実行残高は次のとおり

であり、コミットメント期間は平成18年３月31日を期限として

終了いたしました。 

貸出コミットメントの総額 1,000,000千円 

借入実行残高 1,000,000千円 

　差引額　 　　―   千円 

※３． 　　　　　――――――――――

※４． 関係会社に対する主な資産、負債

売掛金 185,096千円 

立替金 54,695千円 

※４． 関係会社に対する主な資産、負債

売掛金 214,915千円 

未収入金 1,247千円 

立替金 12,750千円 

未収収益 330千円 

短期貸付金 33,625千円 

一年以内回収長期貸付金 36,000千円 

長期貸付金 108,000千円 

未払金 971千円 

仮受金 1,134千円 
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（損益計算書関係）

第19期
（自　平成18年１月１日
至　平成18年12月31日）

第20期
（自　平成19年１月１日
至　平成19年12月31日）

※１．販売費に属する費用のおおよその割合は 1.2％

　一般管理費に属する費用のおおよその割合は98.8％

であります。

　主要な費目及び金額は次のとおりであります。

※１．販売費に属する費用のおおよその割合は 0.0％

　一般管理費に属する費用のおおよその割合は　　

100.0％であります。

　主要な費目及び金額は次のとおりであります。

役員報酬        147,389千円

給料手当・賞与        105,252千円

退職給付引当金繰入額          1,292千円

教育研修費       33,554千円

顧問報酬料         29,499千円

支払手数料         29,163千円

減価償却費         30,799千円

役員報酬 139,992千円

給料手当・賞与 110,975千円

退職給付引当金繰入額 1,124千円

教育研修費 14,101千円

顧問報酬料 38,315千円

支払手数料 14,680千円

減価償却費 30,210千円

※２．固定資産除却損は、建物38,974千円、器具備品8,039

千円であります。

※２．固定資産除却損は、建物43,818千円、器具備品　　

2,718千円であります。

※３．関係会社との取引高

資産管理等事業売上高 404,951千円 

※３．関係会社との取引高

資産管理等収入 939,246千円 

（株主資本等変動計算書関係）

第19期（自平成18年１月１日　至平成18年12月31日）

 　　　 自己株式に関する事項

 　　　 　該当事項はありません。

 

第20期（自平成19年１月１日　至平成19年12月31日）

 　　　 自己株式に関する事項

 　　　 　該当事項はありません。
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（リース取引関係）

第19期
（自　平成18年１月１日
至　平成18年12月31日）

第20期
（自　平成19年１月１日
至　平成19年12月31日）

リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの以

外のファイナンス・リース取引

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

リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの以

外のファイナンス・リース取引

１．リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当額、

減損損失累計額相当額及び期末残高相当額

取得価額相
当額
（千円）

減価償却累
計額相当額
（千円）

期末残高相
当額
（千円）

器具備品 541,156 214,144 327,011

ソフトウェア 40,551 19,014 21,537

合計 581,707 233,158 348,548

取得価額相
当額
（千円）

減価償却累
計額相当額
（千円）

期末残高相
当額
（千円）

器具備品 563,023 285,140 277,882

ソフトウェア 40,551 27,124 13,426

合計 603,574 312,264 291,309

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

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            107,616千円

１年超            247,047千円

合計            354,664千円

１年内 107,788千円

１年超 190,359千円

合計 298,147千円

３．支払リース料、リース資産減損勘定の取崩額、減価償

却費相当額、支払利息相当額及び減損損失

３．支払リース料、リース資産減損勘定の取崩額、減価償

却費相当額、支払利息相当額及び減損損失

支払リース料            103,631千円

減価償却費相当額             95,943千円

支払利息相当額             8,905千円

支払リース料 126,450千円

減価償却費相当額 117,696千円

支払利息相当額 9,218千円

４．減価償却費相当額の算定方法

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額

法によっております。

４．減価償却費相当額の算定方法

同左

５．利息相当額の算定方法

リース料総額とリース物件の取得価額相当額との差額

を利息相当額とし、各期への配分方法については、利

息法によっております。

５．利息相当額の算定方法

同左

（減損損失について）

  リース資産に配分された減損損失はありません。

（減損損失について）

同左
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（有価証券関係）

第19期（自平成18年１月１日　至平成18年12月31日）

 　　　 子会社株式で時価のあるものはありません。

 

第20期（自平成19年１月１日　至平成19年12月31日）

 　　　 子会社株式で時価のあるものはありません。

 

（税効果会計関係）

第19期
（自　平成18年１月１日

至　平成18年12月31日）

第20期
（自　平成19年１月１日
至　平成19年12月31日）

１．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の

内訳

１．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の

内訳

（千円）

(1）流動資産

未払事業税否認及び未払事業所税 2,212

貸倒損失否認額 7,961

繰延税金資産計 10,174

(2）固定資産

繰延資産超過額 13,197

有価証券評価損否認額 2,000

退職給付引当金繰入額否認 517

繰延税金資産計 15,714

（千円）

(1）流動資産

繰越欠損金 15,437

未払事業税否認及び未払事業所税 1,447

繰延税金資産計 16,884

(2）固定資産

繰延資産償却超過額 10,668

有価証券評価損否認額 2,609

退職給付引当金繰入額否認 966

評価性引当額 △9,536

繰延税金資産計 4,708

(3）流動負債

 未収還付事業税 △760

 繰延税金負債 △760

(4）固定負債

 預り保証金収入 △240

 繰延税金負債計 △240

 繰延税金資産（△は負債）純額 20,592

２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率

との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因と

なった主要な項目別の内訳

２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率

との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因と

なった主要な項目別の内訳

（％）

法定実効税率 40.0

（調整）

交際費等永久に損金に算入されない項目 4.7

住民税均等割 1.0

その他 1.0

税効果会計適用後の法人税等の負担率 46.7

（％）

法定実効税率 40.0

（調整）

受取配当金等永久に益金に　　　　　　

算入されない項目

 

△60.1

評価性引当額の増減 15.9

交際費等永久に損金に算入されない項目 12.0

住民税均等割 0.5

その他 1.0

税効果会計適用後の法人税等の負担率 9.3

（企業結合関係）

第19期（自平成18年１月１日　至平成18年12月31日）

連結財務諸表を作成しているため記載を省略しております。

第20期（自平成19年１月１日　至平成19年12月31日）

連結財務諸表を作成しているため記載を省略しております。
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（１株当たり情報）

第19期
（自　平成18年１月１日
至　平成18年12月31日）

第20期
（自　平成19年１月１日
至　平成19年12月31日）

１株当たり純資産額      61,106円92銭

１株当たり当期純利益金額        2,870円13銭

潜在株式調整後1株当たり

当期純利益金額
       2,805円24銭

１株当たり純資産額 30,615円22銭

１株当たり当期純利益金額 961円76銭

潜在株式調整後1株当たり

当期純利益金額
941円95銭

　当社は、平成19年１月１日付で株式１株につき２株の株

式分割を行っております。

　なお、当該株式分割が前期首に行われたと仮定した場合

の１株当たり情報については、以下のとおりとなります。

１株当たり純資産額 30,553円46銭

１株当たり当期純利益金額 1,435円07銭

潜在株式調整後1株当たり

当期純利益金額
1,402円62銭

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

ります。

第19期
（自　平成18年１月１日
至　平成18年12月31日）

第20期
（自　平成19年１月１日
至　平成19年12月31日）

１株当たり当期純利益金額   

　当期純利益（千円） 77,043 54,281

　普通株主に帰属しない金額（千円） － －

　普通株式に係る当期純利益（千円） 77,043 54,281

　期中平均株式数（株） 26,843 56,440

潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額   

　当期純利益調整額（千円） － －

　普通株式増加数（株） 621 1,187

　（うちストックオプションに係る潜在株式） (621) (1,187)

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後１株

当たり当期純利益の算定に含めなかった潜在株式

の概要

―――― ――――
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（重要な後発事象）

第19期（自平成18年１月１日　至平成18年12月31日）

決算後に生じた会社の状況に関する重要な事実

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

による持株会社の完全子会社とする株式譲渡契約を承認し、同日当社と株式会社サークルＫサンクスとの間で株式

譲渡契約書を締結しております。

１．株式取得の理由

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

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

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

ン展開するＳＤ社の子会社化により、対象顧客層の拡大、広域店舗展開等事業領域の拡大を実現します。

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

業におけるサービス提供の根幹である多数の人材を獲得することにもなります。

  この人材獲得は、当社の今後の事業展開に大きな可能性をもたらすものです。

２．異動する子会社の概要（平成18年12月31日現在）

商号　　　　　　　　株式会社スタイルデザイナー

代表者　　　　　　　代表取締役社長　豊嶋　豊雄

本社所在地　　　　　東京都江東区富岡二丁目11番18号

設立年月日　　　　　昭和61年４月23日

主な事業内容　　　　美容室フランチャイズチェーンの運営

事業年度の末日　　　12月31日

従業員数　　　　　　39人

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

資本の額　　　　　　10百万円

発行済株式総数　　　12,000株

３．株式の取得先

商号　　　　　　　　株式会社サークルＫサンクス（東証第一部：3337）

代表者　　　　　　　代表取締役社長　土方　清

本社所在地　　　　　東京都中央区晴海二丁目５番24号

主な事業内容　　　　コンビニエンスストアのチェーン経営

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

４．取得株式数及び取得前後の所有株式の状況

異動前の所有株式数　 ― 株（所有割合 ― ％）

取得株式数　　　　　8,000株

取得価額　　　　　　150百万円

取得資金の調達方法　自己資金及び借入金

異動後の所有株式数　8,000株（所有割合 66.7％）

その他特筆事項

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

当社の完全子会社とする予定であります。

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

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

５．日程

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

平成19年１月４日　ＳＤ社株式取得（8,000株、所有割合 66.7％）

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

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

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

１．平成19年１月１日付をもって普通株式１株につき２株に分割します。

(1）分割により増加する株式数

普通株式　　　　　28,220株

(2）分割方法

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

ます。

２．配当起算日

平成19年１月１日

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

定した場合の当期における１株当たり情報は、それぞれ以下のとおりとなります。

第18期
（自　平成17年１月１日
至　平成17年12月31日）

第19期
（自　平成18年１月１日
至　平成18年12月31日）

１株当たり純資産額 22,005円70銭

１株当たり当期純利益金額 2,950円03銭

潜在株式調整後1株当たり

当期純利益金額
2,801円26銭

１株当たり純資産額 30,553円46銭

１株当たり当期純利益金額 1,435円07銭

潜在株式調整後1株当たり

当期純利益金額
1,402円62銭
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株式会社ハイパーの株式取得（子会社化）について

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

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

同日アッシュとハイパーとの間で株式譲渡契約書を締結しております。

１．株式取得の理由

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

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

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

伴い、同社の平成19年３月28日開催の定時株主総会並びに同日開催の取締役会において、同社代表取締役に選任

されております。

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

２．異動する子会社の概要（平成18年12月31日現在）

商号　　　　　　　　有限会社ハイパー

代表者　　　　　　　代表取締役　奥島　章

本社所在地　　　　　神奈川県横浜市港北区篠原台町３番25－204号

設立年月日　　　　　平成13年１月４日

主な事業内容　　　　美容室の運営

事業年度の末日　　　３月31日

従業員数　　　　　　78人

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

資本の額　　　　　　３百万円

発行済株式総数　　　60株

  なお、平成19年２月16日に株式会社として、組織変更しております。

３．株式の取得先

氏名　　　　　　　　奥島　章

住所　　　　　　　　神奈川県横浜市港北区

当社との関係　　　　当社100％子会社アッシュのＦＣ契約先であるハイパー代表取締役

４．取得株式数及び取得前後の所有株式の状況

異動前の所有株式数　 ― 株（所有割合 ― ％）

取得株式数　　　　　60株

取得価額　　　　　　36百万円

異動後の所有株式数　60株（所有割合 100.0％）

５．日程

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

平成19年３月１日　ハイパー株式取得（60株、所有割合100.0％）

 

第20期（自平成19年１月１日　至平成19年12月31日）

決算後に生じた会社の状況に関する重要な事実

自社株式買取の実施について

　平成20年２月22日開催の取締役会において、会社法第165条第２項の規定に基づき、自己株式を買い付けることを

決議しております。

１．自己株式の取得を行う理由

　経済情勢の変化に対応した機動的な経営を行うため自己株式を取得するものです。

２．取得の内容

　以下のとおりです。

 （１）取得する株式の種類  　　当社普通株式

 （２）取得する株式の総数 　　 3,000株（上限とする）

 　　（発行済株式総数56,440株に対する割合5.3％）

 （３）株式の取得価額の総額  　60百万円（上限とする）

 （４）買付期間   　　　　　　平成20年２月25日から平成20年５月23日まで

 なお、平成20年２月22日時点における自己株式の保有はありません。
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６．その他
(1）役員の異動

  該当する事項はありません。

(2）その他

  該当する事項はありません。
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