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1. 平成20年６月期第３四半期の連結業績（平成19年７月１日～平成20年３月31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３四半期 2,981 △3.9 △1,077 － △1,084 － △1,300 － 

19年６月期第３四半期 3,101 60.5 △1,004 － △1,296 － △1,524 － 

19年６月期 4,345 － △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３四半期 △5 66 － － 

19年６月期第３四半期 △8 17 － － 

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３四半期 7,478 2,928 39.1 10 21 

19年６月期第３四半期 9,729 7,287 74.4 38 78 

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３四半期 △727 △142 505 13 

19年６月期第３四半期 1,157 △1,457 259 32 

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、対前期増減率)
 

 売上高 営業利益 経常利益 当期純利益 
１株当たり 
当期純利益 

 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 円 銭

通 期 4,682 7.8 △192 － △222 － △545 － △1 90 

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、３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。 

 

5. 個別業績の概要（平成19年７月１日～平成20年３月31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３四半期 1,794 10.1 △1,027 － △1,052 － △1,309 － 

19年６月期第３四半期 1,630 △15.6 △712 － △693 － △1,566 － 

19年６月期 2,943 － △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３四半期 △5 69 

19年６月期第３四半期 △8 39 

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３四半期 7,058 2,927 41.4 10 21 

19年６月期第３四半期 9,339 7,433 79.6 39 83 

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

通 期 3,784 28.6 △249 － △279 － △602 － △2 10 

 ※ (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３四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一部企業が引き続き改善基調を維持している一方

で、建設基準法の改正により住宅卓投資が大幅に落ち込んでいるほか、原油価格の高騰などで企業の景況感は急速に悪化いた

しました。また、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金融市場の動揺も続き、我が国経済において

も先行きの不透明感が増しております。 

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・ヨガ店舗展開の見直しを図り、当第３四半期連結会計期間末までに12店舗のリストラクチャリングを行いました。

また、水素水に関しましては認知・売上向上に努めて参りました。しかしながら、店舗のリストラクチャリングによるホッ

ト・ヨガ事業の特別損失の計上等により、当初目標よりも利益が減少いたしました。 

その結果、当第３四半期連結会計期間の業績は、売上高2,981百万円（前年同期比3.9％減）、営業損失1,077百万円（前

第３四半期連結会計期間は営業損失1,004百万円）、経常損失1,084百万円（前第３四半期連結会計期間は経常損失1,296百

万円）となり、第３四半期純損失は1,300百万円（前第３四半期連結会計期間は第３四半期純損失1,524百万円）となりま

した。 

なお、当第３四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３四半期 

平成20年６月期 
第３四半期 

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 1,503 48.5 1,731 58.1 15.2 2,047 47.1

セレブ・ファッション事業 1,455 46.9 1,160 38.9 △20.3 1,378 31.7

その他事業 143 4.6 89 3.0 △37.3 919 21.2

合    計 3,101 100.0 2,981 100.0 △3.9 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。 

平成19年12月に「ホットヨガ・サロン O（オー）」本町店、平成20年1月に「ホットヨガ・サロン LUBIE（ラビエ）」六

本木店、横浜店、「ホットヨガ・サロン O（オー）」熊本店、「ホットヨガ・スタジオ ReU（リュウ）」青山店、平成 20 年 2

月に「ホットヨガ・サロン LUBIE（ラビエ）」吉祥寺店、「ホットヨガ・サロン O（オー）」福岡天神店、名古屋栄店、新宿

南口店、「ホットヨガ・スタジオ ReU（リュウ）」渋谷東口店、横浜馬車道店、平成20年3月に「ホットヨガ・サロン LUBIE

（ラビエ）」柏店の合計12店舗を閉鎖したため、全国で合計34店舗となりました。 
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（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参りましたが、平成20年5月1日発表の如

く売却いたしました。 

 

（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３四半期連結会計期間末の総資産は、7,478百万円となり、前連結会計年度末対比1,226百万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365百万円、商品販売によりたな卸資産191百万円、ホット・ヨガ店舗閉鎖及び

減価償却費等により固定資産641百万円減少したことによるものであります。 

一方負債は4,549百万円となり、前連結会計年度末対比296百万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240百万円の増加、未払金462百万円の減少によるものであります。 

また、当第３四半期連結純損失1,300百万円の計上により、当第３四半期連結会計期間の純資産が2,928百万円となり、前連

結会計年度末対比930百万円減少いたしました。 

 

（キャッシュ・フローの状況） 

当第３四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365百万円減少

し、13百万円となりました。 

 

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

営業活動により当第３四半期連結会計期間に減少した資金は、727百万円となりました。 

これは主に、経費、利息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３四半期連結会計期間に減少した資金は、142百万円となりました。 

これは、ホット・ヨガ店舗閉鎖による敷金保証金の回収による収入 88 百万円、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89百万円および貸付による支出148百万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３四半期連結会計期間に増加した資金は、505百万円となりました。 

これは、新株予約権行使に伴う株式の発行による収入420百万円、短期借入による収入522百万円および短期借入金返済によ

る支出444百万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20年5月30日に業績修正にて公表いたしました数値といたします。理由等につきま

しては、適時開示に記載のとおりであります。 

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「アクア事業」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３四半期連結会計期間末 当第３四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19年３月31日) (平成20年３月31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   32,634 13,284   378,448

 ２ 受取手形   77,010 －   －

 ３ 売掛金   971,840 495,019   499,955

 ４ たな卸資産 ※2  3,842,532 3,845,960   4,037,735

 ５ 前渡金   910,442 －   14,227

 ６ 短期貸付金   － 612,631   434,400

 ７ その他 ※4  684,406 315,598   567,021

   貸倒引当金   △592,883 △773,840   △837,702

   流動資産合計   5,925,982 60.9 4,508,653 60.3  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   1,679,280   1,091,750   1,515,360

  (2) その他   145,815 97,910   180,621

   有形固定資産合計   1,825,096 1,189,661   1,695,983

 ２ 無形固定資産     

  (1) のれん   399,691 359,863   372,715

  (2) その他   60,845 52,810   63,829

   無形固定資産合計   460,537 412,674   436,545

 ３ 投資その他の資産     

  (1) 長期滞留債権等   628,509 1,632,148   1,340,061

  (2) 敷金保証金   690,739 603,128   693,586

  (3) 投資土地 ※2  703,672 703,672   703,672

 (4) その他 ※2  123,234 338,323   359,202

    貸倒引当金   △628,509 △1,910,023   △1,617,937

   投資その他の資産合計   1,517,646 1,367,249   1,478,585

   固定資産合計   3,803,280 39.1 2,969,584 39.7  3,611,114 41.5

   資産合計   9,729,262 100.0 7,478,238 100.0  8,705,198 100.0

    



 

ニューディール株式会社 7

 
  前第３四半期連結会計期間末 当第３四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19年３月31日) (平成20年３月31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   187,364 256,184   15,559

 ２ 短期借入金 ※2  － 954,682   876,513

 ３ 未払金   998,557 327,919   790,732

 ４ 前受金   792,381 462,773   439,224

 ５ 事業整理損失引当金   － 2,273,708   2,409,063

 ６ 返品調整引当金   － 2,269   489

 ７ その他 ※4  463,953 272,297   315,197

   流動負債合計   2,442,256 25.1 4,549,834 60.8  4,846,781 55.7

   負債合計   2,442,256 25.1 4,549,834 60.8  4,846,781 55.7

(純資産の部)     

Ⅰ 株主資本     

 １ 資本金   9,455,650 97.2 4,022,595 53.8  9,675,650 111.2

 ２ 資本剰余金   － 213,000 2.9  220,000 2.5

 ３ 利益剰余金   △2,216,929 △22.8 △1,306,182 △17.5  △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   7,238,720 74.4 2,929,413 39.2  3,785,131 43.5

Ⅱ 評価・換算差額等     

 １ 為替換算調整勘定   △798 △0.0 △2,009 △0.0  △2,009 △0.0

   評価・換算差額等合計   △798 △0.0   △2,009 △0.0

Ⅲ 新株予約権   － － 1,000 0.0  5,000 0.1

Ⅳ 少数株主持分   49,085 0.5 － 0.0  70,295 0.8

   純資産合計   7,287,006 74.9 2,928,403 39.2  3,858,417 44.3

   負債純資産合計   9,729,262 100.0 7,478,238 100.0  8,705,198 100.0
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(2) 四半期連結損益計算書 

  前第３四半期連結会計期間末 当第３四半期連結会計期間末 
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19年３月30日) 

(自 平成19年７月１日 

 至 平成20年３月31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   3,101,316 100.0 2,981,492 100.0  4,345,667 100.0

Ⅱ 売上原価   1,691,757 54.6 1,208,744 40.5  2,345,299 54.0

   売上総利益   1,409,559 45.4 1,772,748 59.5  2,000,367 46.0

Ⅲ 販売費及び一般管理費 ※1  2,414,471 77.9 2,850,195 95.6  3,987,364 91.8

   営業損失   1,004,911 △32.4 1,077,447 △36.1  1,986,996 △45.7

Ⅳ 営業外収益     

 １ 受取利息  2,552 77  2,574 

 ２ 為替差益  5,486 13,084  3,735 

 ３ 不動産賃料収入  36,000 34,285  46,857 

 ４ その他  6,644 50,683 1.6 29,872 77,320 2.6 7,749 60,916 1.4

Ⅴ 営業外費用     

 １ 支払利息  － 55,607  15,845 

 ２ 保証金償却費  23,113 7,694  23,113 

 ３ 貸倒引当金繰入額  286,644 －  689,313 

 ４ 原価償却費  19,258 19,258  25,677 

 ５ 持分法による投資損失  7,073 －  950 

 ６ その他  5,746 341,836 11.0 1,952 84,513 2.8 33,707 788,608 18.2

   経常損失   1,296,065 △41.8 1,084,639 △36.4  2,714,688 △62.5

Ⅵ 特別利益     

 １ 子会社株式売却益  － 49,999   －

 ２ 違約金  80,000 －  80,000 

 ３ 貸倒引当金戻入益  3,158 －  19,919 

 ４ 新株予約権戻入益  9,800 5,000  9,800 

 ５ 事業整理損失引当金 

戻入益 
 － 92,958 3.0 135,355 190,355 6.4 － 109,719 2.5

Ⅶ 特別損失 
※3 

※4 
   

 １ 棚卸資産評価損  430,580 －  27,673 

 ２ 固定資産除却費  － 273,799  － 

 ３ 減損損失  － －  184,956 

 ４ 貸倒引当金繰入額  － 134,522  286,848 

 ５ 投資有価証券評価損  － －  13,208 

 ６ 事業整理損失引当金 

   繰入額 
 － －  2,409,063 

 ７ 契約解除損     － －  5,000 

 ６ その他  13,208 443,789 14.3 18,473 426,795 14.3 － 2,926,750 67.3

   税金等調整前 

   四半期(当期)純損失 
  1,646,895 △53.1 1,321,079 △44.3  5,531,719 △127.3

   法人税、住民税 

   及び事業税 
  16,809 0.5 21,395 7.2  22,028 0.5

   少数株主損益   139,140 4.5 42,284 1.4  135,594 △3.1

   四半期(当期)純損失   1,524,564 △49.2 1,300,190  △43.6  5,418,153 △124.7
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(3) 前第３四半期連結会計期間末 

前第３四半期連結会計期間末(自 平成18年７月１日 至 平成１９年３月31日) 

 
                                                    〈単位：千円〉 

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 9,455,650 3,053,700 △3,746,065 △0 8,763,284

第３四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 － － △1,524,564 － △1,524,564

 株主資本以外の項目の 
 第３四半期連結会計期間中の 
 変動額(純額) 

－ － － － －

第３四半期連結会計期間中の 

変動額合計 
－ △3,053,700 1,529,135 － △1,524,564

平成19年３月31日残高 9,455,650 － △2,216,929 △0 7,238,720

 
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３四半期連結会計期間中の 
変動額  

 欠損填補 － － － － 

 四半期純損失 － － － △1,524,564 

 株主資本以外の項目の 
 第３四半期連結会計期間中の 
 変動額(純額) 

△798 △4,800 49,085 43,486 

第３四半期連結会計年度中の 
変動額合計 △798 － 49,085 △1,481,078 

平成19年３月31日残高 △798 △4,800 49,085 7,287,006 
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当第３四半期連結会計期間末(自 平成19年７月１日 至 平成20年３月31日) 

株主資本 
 

資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計 

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

第３四半期連結会計期間中の変動額  

 欠損填補のための減資 △5,866,054 ― 5,866,054 ― ―

 欠損填補のための資本準備金取崩 ― △220,000 220,000 ― ―

 新株の発行 213,000 213,000 ― ― 426,000

 四半期純損失 ― ― △1,300,190 ― △1,300,190

 連結除外に伴う利益剰余金の増加 ― ― 18,472 ― 18,472

 株主資本以外の項目の 
 第３四半期連結会計期間中の 
 変動額(純額) 

― ― ― ― ―

第３四半期連結会計期間中の変動額 
合計(千円) △5,653,054 △7,000 4,804,336 ― △855,718

平成20年３月31日残高（千円） 4,022,595 213,000 △1,306,182 △0 2,929,413

 

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３四半期連結会計期間中の変動額   

 欠損填補のための減資 ― ― ― ― 

 欠損填補のための資本準備金取崩 ― ― ― ― 

 新株の発行 ― ― ― 426,000 

 四半期純損失 ― ― ― △1,300,190 

 連結除外に伴う利益剰余金の増加 ― ― ― 18,472 

 株主資本以外の項目の 
 第３四半期連結会計期間中の 
 変動額(純額) 

― △4,000 △70,295 △74,295 

第３四半期連結会計期間中の 
変動額合計(千円) ― △4,000 △70,295 △930,013 

平成20年３月31日残高（千円） △2,009 1,000 ― 2,928,403 
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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

連結会計期間中の変動額  

 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 
     連結会計期間中の変動額(純額) － － － － －

連結会計期間中の変動額合計(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 

連結会計期間中の変動額   

 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 
 連結会計期間中の変動額(純額) △2,009 200 70,295 68,486 

連結会計期間中の変動額合計(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３四半期連結会計期間 当第３四半期連結会計期間末 

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19年７月１日

  至 平成19年3月31日)

(自 平成19年７月１日 

 至 平成20年３月31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３四半期(当期)純損失  △1,646,895 △1,321,079 △5,531,719

 ２ 減価償却費  210,571 248,486 332,998

 ３ 返品調整引当金の増加額  － 1,779 489

 ４ 事業整理損失引当金の増加額（減少：△）  － △135,355 2,409,063

 ５ 減損損失  － － 184,956

 ６ 長期前払費用償却費  12,499 － 12,499

 ７ 保証金償却費  23,113 7,694 23,113

 ８ 貸倒引当金の増減額 (減少：△)  300,283 134,522 1,534,530

 ９ 受取利息及び受取配当金  △2,552 △77 △2,574

 10 新株予約権戻入益  － △5,000 △9,800

 11 支払利息  － 55,607 15,845

 12 株式交付費  － － 2,736

 13 固定資産除却損  － 273,799 －

 14 不動産賃料収入  △36,000 △22,857 △46,857

 15 違約金  △80,000 － △80,000

 16 持分法による投資損失  7,073 － 950

 17 契約解除損  － － 5,000

 18 子会社株式売却益  － △49,999 －

 19 売上債権の増減額 (増加：△)  2,650,391 4,935 2,766,257

 20 たな卸資産の増減額 (増加：△)  226,824 191,774 31,621

 21 仕入債務の増減額 (減少：△)  △563,825 240,625 △735,630

 22 前渡金の増減額 (増加：△)  △781,734 △10,649 △736,377

 23 その他の資産増減額 (増加：△)  △20,760 193,595 △39,684

 24 その他の負債増減額 (減少：△)  763,593 △417,407 539,557

 25 その他  48,408 － 56,418

    小計  1,110,992 △609,604 733,396

 26 利息及び配当金の受取額  2,158 77 2,175

 27 利息の支払  － △55,607 －

 28 不動産手付解除に伴う 

   違約金による収入 
 80,000 － 80,000

 29 法人税等の支払額  △35,242 △62,375 △35,242

   営業活動によるキャッシュ・フロー  1,157,908 △727,509 780,329

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  △920,731 △89,185 △1,271,119

 ３ 無形固定資産の取得による支出  △57,859 △6,966 △64,565

 ４ 投資土地建物の購入による支出  － － △6,812

 ５ 不動産賃料収入  24,000 22,857 34,857

 ６ 貸付けによる支出  △23,666 △148,481 △23,666

 ７ 貸付金の回収による収入  360 3,120 480

 ８ 敷金・保証金の支出  △479,550 △12,260 △482,676

 ９ 敷金・保証金の回収による支出  － － 280

 10 敷金・保証金の回収による収入  － 88,093 －

   投資活動によるキャッシュ・フロー  △1,457,448 △142,822 △1,813,223
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  前第３四半期連結会計期間 当第３四半期連結会計期間末 

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19年３月31日)

(自 平成19年７月１日 

 至 平成20年３月31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  239,609 522,416 876,513

 ２ 短期借入金の返済による支出  － △444,247 －

３ 新株予約権の発行による収入  5,000 7,000 －

 ４ 少数株主からの払込による収入  14,700 － 14,700

 ５ 株式の発行による収入  － 420,000 447,263

   財務活動によるキャッシュ・フロー  259,309 505,168 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  △40,230 △365,163 305,583

Ⅵ 現金及び現金同等物の期首残高  58,554 378,448 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 － 141,310

Ⅷ 現金及び現金同等物の 

  第３四半期末(期末)残高 
 32,634 13,284 378,448
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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３四半期連結会計期間 当第３四半期連結会計期間末 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19年３月31日 至  平成20年３月31日 至  平成19年６月30日 

当社グループは、当第３四半期連結会計期間に

おいても継続して営業損失1,004,911千円を計上
しております。また、当第３四半期連結会計期間

において 1,524,564 千円と多額の第３四半期純
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。 
 当第３四半期連結会計期間は、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45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。「リアル・エステイト事業」

や「アート・ライフ事業」においても、手持物件

や絵画の早期売却により売上および営業利益の

拡大を見込んでおります。 
 また、「セレブ・ファッション事業」も流通網

の整備がほぼ整ったこと、「アミューズメント事

業」も財団法人全国防犯協会連合会の許可を取得

し製造を開始したことにより、売上および営業利

益への貢献が見込まれております。 
 資金面では、ホット・ヨガ事業の売上が順調に

推移しているほか、第４四半期には土地売却代金

の残金２億４千万円の回収に加えて、絵画売却代

金６億５千万円の回収が見込めることから、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。 
 第３四半期連結務諸表は、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

を第３四半期連結財務諸表には反映しておりま

せん。 

当社グループは、第３四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

1,077,447 千円、純損失1,300,190 千円を計上

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、ホットヨガ店舗

のリストラクチャリングによる特別損失の計上

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２年目に当たり、来期以降

の復配に向けての最終準備段階の年度と考えて

おります。そのため、基盤事業であるホット・

ヨガ事業での収益性の向上を図るために、店舗

のリストラクチャリングを行いました。今後も

利益の確保を最大の目標に定め、事業を推進し

てまいります。 

 資金面では、ホット・ヨガ事業の売上は店舗

のリストラクチャリングにより減少しておりま

すが、キャッシュ・フローは順調に推移してい

る他、ずれ込んでいる案件を早期に売却するな

ど、資金の確保のため方策を推し進めておりま

す。また、第10回新株予約権の払込及び権利行

使によって497 百万円を調達しております。さ

らに、詳細は確定しだい開示いたしますが、約

600 百万円のファイナンスを予定しております

ので、運転資金ならびに設備資金は十分確保さ

れております。 

 第３四半期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

影響を第３四半期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３四半期連結財務諸表作成の基本となる重要な事項 

前第３四半期連結会計期間 当第３四半期連結会計期間 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19年３月31日 至  平成20年３月31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。    

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

19年９月28日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、第３四

半期決算日が第３四半期連結決算日

と異なる会社については、第３四半期

連結決算日現在で実施した仮決算に

基づく第３四半期財務諸表を使用し

ております。 

  

同左 

 

 

 

 

 

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。   

第３四半期連結財務諸表の作成に当たっ

ては、第３四半期連結決算日現在で実施した

仮決算に基づく第３四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  時価のないもの・・同左 時価のないもの・・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３四半期連結会計期間 当第３四半期連結会計期間 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19年３月31日 至  平成20年３月31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・・・・・・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 

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 

 
 ５年間で均等償却を行っております。   0.7～15 年間で均等償却を行っておりま

す。 

５年間で均等償却を行っております。 

 (ﾆ)コンテンツ使用許諾料  (ﾆ)コンテンツ使用許諾料 (ﾆ)コンテンツ使用許諾料 

 
―― 

 
 

―― 

 

契約期間（20 年間）に基づく定額法によ

っております 

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。 

同左 同左 

(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

決議に伴い当第３四半期連結会計期間末に

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。 

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 
在外子会社等の資産及び負債は、第３四半

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、通常賃貸借取引に係る方法

に準じた会計処理によっておあります。 

 

 

同左 同左 
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前第３四半期連結会計期間 当第３四半期連結会計期間 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19年３月31日 至  平成20年３月31日 至  平成19年６月30日 

(7) その他第３四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３四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３四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．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３四半期連結会計期間末 当第３四半期連結会計期間末 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19年３月31日 至  平成20年３月31日 至  平成19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３四半期連結会計期間は、「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7,237,921千円であります。 

 なお、中間連結財務諸表規則の改正により、

当第３四半期連結会計期間における第３四半

期連結貸借対照表の「純資産の部」について

は、中間連結財務諸表規則の改正に伴い、改

正後の中間連結財務諸表規則により作成して

おります。 

―― ―― 

（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３四半期連結会計期間は、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、中間連結財務諸表規則の改正に伴う第

３四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。 

 

 

 

 

 

 

―― ―― 
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前第３四半期連結会計期間末 当第３四半期連結会計期間末 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19年３月31日 至  平成20年３月31日 至  平成19年６月30日 

 前第３四半期連結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

しておりました「自己株式」は、当第３四半期

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。 

 

表示方法の変更 

前第３四半期連結会計期間末 当第３四半期連結会計期間末 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19年３月31日 至  平成20年３月31日 至  平成19年６月30日 

(第３四半期連結貸借対照表関係） 

１ 前第３四半期連結会計期間において独立科  

目で掲記していた未収入金(当第３四半期連

結会計期間末306,930 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３四半期連結会計期間において有形固 

定資産として一括掲記しておりました「建物及び

構築物」(前第３四半期連結会計期間末 608,312

千円)については、資産総額の100 分の５を超え

たため、当第３四半期連結会計期間より区分掲記

しております。 

 

 

 

 

 

３ 前第３四半期連結会計期間において投資そ

の他の資産の「その他」に含めて表示してお

りました「敷金保証金」（前第３四半期連結

会計期間末260,834千円）については、資産

総額の100分の５を超えたため、当第３四半

期連結会計期間より区分掲記しております。 

 

 

４ 前第３四半期連結会計期間において流動負

債の「その他」に含めて表示しておりました「未

払金」（前第３四半期連結会計期間末134,564 千

円）及び「前受金」（前第３四半期連結会計期間

末13,642 千円）については、負債及び純資産合

計の100分の５を超えたため、当第３四半期連結

会計期間より区分掲記しております。 

  

(第３四半期連結貸借対照表関係） 

１ 前第３四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３四半期連

結会計期間末24,876千円)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。 

 

 

（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。  
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追加情報 

前第３四半期連結会計期間末 当第３四半期連結会計期間末 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19年３月31日 至  平成20年３月31日 至  平成19年６月30日 

(訴訟の経過について) 

１．経過報告 

 当社は、下記２．以下の通り又来 渉氏から、

平成17年３月15日付（当社への訴状到達は平成

17 年４月１日）で金１億円及びこれに対する平

成14年11月１日から支払済みまで年６分の割合

による遅延損害金を求める株式代金返還請求事

件を提起されました。当社には、原告との間で下

記２．記載の株式取引を行った事実及び上記代金

を受け取った事実はなく、事実関係を含め、審理

されておりました。その後、平成19年２月28日

に、東京地方裁判所から原告の請求を棄却すると

の判決が言い渡され当社全面勝訴となりました

が、平成19年３月14日付で東京高等裁判所に対

し、控訴提起されたことが確認されました。 

２．訴訟の原因及び提起に至った 

  経緯 

 原告（又来 渉氏）は、平成13年９月12日に、

当社の旧商号である株式会社リキッド・オーディ

オジャパンが同年９月 27 日に発行した第２回

2006 年満期ユーロ円建転換社債（以下「本件社

債」という。）の株式購入代金（2,000 株分）と

して金１億円を訴外株式会社スーパー・ステージ

に振込送金する方法で被告（当社）に支払ったが、

本件社債が株式に転換されたにもかかわらず、株

式2,000株を引き渡さず、株式代金も返還しない

ので、当社にその支払いを求めたものでありま

す。 

３．訴訟を提起した者（原告） 

（１）氏名 又来 渉氏 

（２）住所 東京都港区六本木４ 

      丁目１番16－307号 

４．訴訟の内容及び請求額 

（１）訴訟の内容  

   株式代金返還請求事件 

（２）請求金額   

   金100,000,000円及びこれに 

   対する平成14年11月１日か 

   ら支払済みまで年６分の割 

   合による遅延損害金。 

５．今後の見通し 
 本件については、原告又来 渉氏の控訴を受

け、高等裁判所において審理されます。当社は、

原告の請求を棄却した第一審判決の判断が相当

であると主張して争います。 
 

（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） 

 

※ 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日をもって撤退しておりま

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

してまいります。 

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

 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

（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 

 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
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前第３四半期連結会計期間末 当第３四半期連結会計期間末 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19年３月31日 至  平成20年３月31日 至  平成19年６月30日 

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 

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％) 

   

（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

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３四半期連結会計期間末 当第３四半期連結会計期間末 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19年３月31日 至  平成20年３月31日 至  平成19年６月30日 

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

なっております。 

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 

 した。 

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 

    

(第三者割当により発行される新株予約権) 

 平成19年12月10日開催の当社取締役会にお

いて、第三者割当により発行される新株予約

権の発行を決議いたしました。 

  

新株予約権の内容 

１ 新株予約権の発行要項 

 新株予約権の名称 

 ニューディール株式会社 第10 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

 普通株式    70,000,000 株 

(新株予約権1個につき1,000,000株) 

３ 新株予約権の発行金額 

 新株予約権1個につき100,000円 

       (1株につき0.1 円) 

４ 割当日及び払込期日 

        平成19 年12 月25 日 

５ 新株予約権の行使の際の払込み金額 

 1 個につき7,000,000円 

       (1株につき 7 円) 

 

 

６ 新株予約権の行使により発行する株式の

資本組入額 

  1 株につき3.55 円 

７ 募集の方法及び割当先 



 

ニューディール株式会社 22

前第３四半期連結会計期間末 当第３四半期連結会計期間末 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19年３月31日 至  平成20年３月31日 至  平成19年６月30日 

 第三者割当の方法により、全てをＳ.Ｆ.Ｊ

第2 号投資事業組合に割り当てる。 

８ 行使請求期間 

     平成19年12月26日 から 

     平成21年12月25日 

９ 調達する資金の額   497,000,000円 

 調達する資金の具体的な使途当社の基盤事

業である「ホット・ヨガ事業」の店舗のリニ

ューアルを含めたスクラップ＆ビルド等に充

当。 

10 本新株予約権の譲渡制限 

 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

ないものとする。 

11 本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 

 当社は、本新株予約権の諸条件、最近の当

社普通株式の株価、当社普通株式の価格変動

性（ボラティリティ）等を前提に、割当先で

あるＳ.Ｆ.Ｊ第2号投資事業組合との資本提

携等により当社が享受する企業価値の増大を

考慮し、一般的な価格算定モデルであるモン

テカルロ・シュミレーションまたはブラック

ショールズ・オプション・プライシング・モ

デル等によらず、金100,000 円を本新株予約

権の1 個あたりの払込金額とした。また、本

新株予約権の行使に際して出資される財産の

価額は、490,000,000 円とした。 

 

注記事項 

（第３四半期連結貸借対照表関係） 

前第３四半期連結会計期間 当第３四半期連結会計期間末 前連結会計年度末 

（平成19年３月31日現在） （平成20年３月31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  

272,717千円 

※1.有形固定資産の減価償却累計額    

425,739千円 

※1.有形固定資産の減価償却累計額 

          355,984千円 

※2. 担保に供している資産 ※2. 担保に供している資産 ※2. 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 57,775千円  投資建物 77,033千円

       投資土地 703,672千円  投資土地 703,672千円

        1,332,875千円   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  

     

3. 手形割引高及び裏書譲渡高 3. 手形割引高及び裏書譲渡高 3. 手形割引高及び裏書譲渡高 

 受取手形割引高 35,970千円   ――  受取手形割引高 25,410千円  

 受取手形裏書譲渡高 26,400千円     受取手形裏書譲渡高 19,800千円  

           

※4. 消費税等の取扱い ※4. 消費税等の取扱い ※4. 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。 

  仮払消費税等及び仮受消費税等は相殺の上、

流動負債の「その他」に表示しております。 

  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。 
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(第３四半期連結損益計算書関係) 

前第３四半期連結会計期間末 当第３四半期連結会計期間末 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19年３月31日 至  平成20年３月31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 

地 代 家 賃 562,850千円   地 代 家 賃 758,832千円  地 代 家 賃 870,254千円

給 料 及 び 手 当 484,388千円   給 料 及 び 手 当 777,818千円  給 料 及 び 手 当 761,008千円

      貸倒引当金繰入額 569,900千円

       

※6. 減価償却実施額  ※2. 減価償却実施額 ※2. 減価償却実施額 

159,130千円   198,390千円  有 形 固 定 資 産 242,150千円 有 形 固 定 資 産 

無 形 固 定 資 産 34,481千円   

有 形 固 定 資 産

無 形 固 定 資 産 30,837千円  無 形 固 定 資 産 77,670千円

 投 資 建 物 19,258千円   投 資 建 物 19,258千円  投 資 土 地 25,677千円

        

―― ―― ※3. 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。

――  ※4. 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。 
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前第３四半期連結会計期間末 当第３四半期連結会計期間末 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19年３月31日 至  平成20年３月31日 至  平成19年６月30日 

   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。 

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３四半期連結株主資本等変動計算書関係) 

前第３四半期連結会計期間（自平成18年７月１日 至平成19年３月31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３四半期 

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３四半期 

連結会計期間末 

  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３四半期連結

会計期間増加

当第３四半期連結

会計期間減少 

当第３四半期連結

会計期間末 

当第３四半期連結

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 － －

第７回新株 

予約権 
普通株式 30,000,000 － 30,000,000 － －

第８回新株 

提出会社 

予約権 
普通株式 － 50,000,000 50,000,000 － －

合計  49,396,000 50,000,000 98,000,000 1,396,000 －

(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。 

 

当第３四半期連結会計期間末（自平成19年７月１日 至平成20年３月31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３四半期 

連結会計期間末 

普通株式(株) 226,654,900 60,000,000 ― 286,654,900

（注） 増加数の内訳は、第10回新株予約権行使による増加60,000,000株であります。 

２．自己株式に関する事項 

 
前連結会計 

年度末 
増加 減少 

当第３四半期 

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３四半期

連結会計期間

増加 

当第３四半期連結

会計期間減少 

当第３四半期 

連結会計期間末 

当第３四半期連結

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 － －

 第10回新株 

予約権 
普通株式 －   70,000,000 60,000,000 10,000,000 1,000

合計  51,396,000 70,000,000 110,000,000 11,396,000 1,000

(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9回新株予約権の当第3四半期連結会計期間減少は、新株予約権の無償償却によるものであります。 

  3．第10回新株予約権の当第3四半期連結会計期間増加は、新株予約権の発行によるものであります。 

 4．第10回新株予約権の当第3四半期連結会計期間減少は、新株予約権の行使によるものであります。 
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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） 

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

  

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。 
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(第３四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係) 

前第３四半期連結会計期間 当第３四半期連結会計期間 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19年３月31日 至  平成20年３月31日 至  平成19年６月30日 

※1. 現金及び現金同等物の第３四半期末残高

と第３四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３月31日現在） 

※1. 現金及び現金同等物の第３四半期残高と第

３四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20年３月31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 32,634千円   現金及び預金勘定 13,284千円 現金及び預金勘定 378,448千円

 現金及び現金同等物 32,634千円   現金及び現金同等物 13,284千円 現金及び現金同等物   378,448千円

       

 
(リース取引関係) 

前第３四半期連結会計期間 当第３四半期連結会計期間 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19年３月31日 至  平成20年３月31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 9,244千円 

１年超 －千円 

合計 9,244千円  

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 7,082千円

１年超 26,973千円

合計 34,055千円 

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  

 

(有価証券関係) 

前第３四半期連結会計期間末（平成19年３月31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３四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

 

当第３四半期連結会計期間末（平成20年３月31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３四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 25,628

合 計   25,628

 

(デリバティブ取引関係) 

前第３四半期連結会計期間末（自 平成18年７月１日  至 平成19年３月31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３四半期連結会計期間末（自 平成19年７月１日  至 平成20年３月31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３四半期連結会計期間末(自 平成18年７月１日 至 平成19年３月31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

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 

 売上高            

(1)外部顧客に

対する売上高 
1,503,007 38,742 69,047 ― 1,455,062 35,456 3,101,316 ― 3,101,316

(2)セグメント

間の内部売上高

又は振替高 

― ― ― ― 72 1,685 1,758 (1,758) ―

計 1,503,007 38,742 69,047 ― 1,455,135 37,142 3,103,074 (1,758) 3,101,316

 営業費用 1,624,356 250,069 67,798 53,919 1,605,298 108,526 3,709,969 396,258 4,106,228

 営業利益又は 

 営業損失(△) 
△ 121,349 △ 211,327 1,248 △ 53,919 △ 150,163 △ 71,384 △ 606,895 (398,016) △1,004,911

(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) 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 

(6) 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、映像ＤＶＤ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(414,070千円)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) 当第３四半期連結会計期間に新たに子会社を設立したことに伴い、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、当第３四半期連結会計期間よ

りその他事業に含めて記載しております。 

 
 

当第３四半期連結会計期間末(自 平成19年７月１日 至 平成20年３月31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 
1,731,347 1,160,369 89,775 2,981,492 ― 2,981,492

(2)セグメント間の内部 

  売上高又は振替高 
― ― 4,305 4,305 (4,305) ―

計 1,731,347 1,160,369 94,081 2,985,798 (4,305) 2,981,492

営業費用 2,138,169 1,208,338 246,211 3,592,719 466,220 4,058,939

営業損失 (406,822) (47,969) (152,129) (606,921) (470,525) (1,077,447)

(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（480,715千円）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ＤＶ

Ｄ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３四半期連結会計期間末（自 平成18年７月１日 至 平成19年３月31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) 

売上高  

 (1) 外部顧客に対する 

       売上高 
2,177,699 917,940 5,676 3,101,316 ― 3,101,316

 (2) セグメント間の 

       内部売上高又は振替高 
― 678,303 ― 678,303 (678,303) ―

計 2,177,699 1,596,243 5,676 3,779,619 (678,303) 3,101,316

営業費用 2,989,946 1,725,514 69,071 4,784,531 (678,303) 4,106,228

営業損失 812,246 129,270 63,395 1,004,911 ― 1,004,911

(注) １ 国又は地域の区分は、地理的近接度によっております。 

２ 本国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 
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  当第３四半期連結会計期間末（自 平成19年７月１日 至 平成20年３月31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 2,507,821 473,671 2,981,492 ― 2,981,492 

 (2) セグメント間の 

   内部売上高又は振替高 
― 456,513 456,513 (456,513) ― 

計 2,507,821 930,185 3,438,006 (456,513) 2,981,492 

営業費用 3,522,668 992,785 4,515,453 (456,513) 4,058,939 

営業損失 (1,014,846) (62,600) (1,077,447) ― (1,077,447) 

（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。 

 

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３四半期連結会計期間末（自 平成18年７月１日 至平成19年３月31日） 

 北米 アジア 計 

Ⅰ 海外売上高(千円) 917,940 5,676 923,616 

Ⅱ 連結売上高(千円) ― ― 3,101,316 

Ⅲ 連結売上高に占める 

  海外売上高の割合(％) 
29.6 0.2 29.8 

(注)  １ 国又は地域の区分は、地理的近接度によっております。 

２ 本国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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当第３四半期連結会計期間末（自 平成19年７月１日  至 平成20年３月31日） 

 北米 計 

Ⅰ 海外売上高(千円) 473,671 473,671

Ⅱ 連結売上高(千円) － 2,981,492

Ⅲ 連結売上高に占める 

  海外売上高の割合(％) 
15.9 15.9

（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３四半期連結会計期間末（自平成18年７月１日 至平成19年３月31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３四半期連結会計期間末（自平成19年７月１日 至平成20年３月31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 

当社の取締役名 

当社の監査役名 付与対象者の区分及び人数 

当社の従業員名 

株式の種類及び付与数 普通株式 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３四半期連結会計期間末 当第３四半期連結会計期間末 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19年３月31日 至  平成20年３月31日 至  平成19年６月30日 

   

１株当たり純資産額 38円78銭 １株当たり純資産額 10円21銭 １株当たり純資産額 16円70銭

１株当たり第３四半期純損失 8円17銭 １株当たり第３四半期純損失 5円66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３四半期純損失の

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３四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３四半期(当期)純損失及び潜在株式調整後１株当たりの第３四半期(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３四半期連結会計期間末 当第３四半期連結会計期間末 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19年３月31日 至  平成20年３月31日 至  平成19年６月30日 

１株当たり第３四半期（当期）純損失  

第３四半期（当期）純損失（千円） 1,524,564 1,300,190 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３四半期（当期）純損失（千

円） 
1,524,564 1,300,190 5,418,153 

期中平均株式数（株） 186,654,897 229,912,965 187,210,453 

潜在株式調整後１株当たり第３四半期（当期） 

純利益 

 

第３四半期（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３四半期連結会計期間末 当第３四半期連結会計期間末 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19年３月31日 至  平成20年３月31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） 7,287,006 2,928,403 3,858,417 

普通株式に係る純資産額（千円） 7,237,921 2,927,403 3,783,121 

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 － 1,000 5,000 

   少数株主持分 49,085 － 70,295 

普通株式の発行済株式数（株） 186,654,900 286,654,900 226,654,900

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） 
186,654,897 286,654,897 226,654,897
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（重要な後発事象） 

前第３四半期連結会計期間末 当第３四半期連結会計期間末 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19年３月31日 至  平成20年３月31日 至  平成19年６月30日 

― 
 

（新株予約権の行使について） 

当社は、平成20年4月１日以降、下記

のとおり、第10回新株予約権の行使があ

りました。 

・平成20年4月22日 

  新株予約権の数     10個 

発行する株式の種類及び数 

 普通株式   10,000,000株 

 １株当たり払込金額   ７円 

 合計払込金額 70,000,000円 

新株予約権の発行価額 

           1,000,000円 

    増加した資本金 35,500,000円 

    増加した資本準備金35,500,000円

 

（子会社の異動について） 

当社は、平成20年5月1日開催の取締役会

において、当社の連結子会社である株式会社

ジャメリック・ジャパンの全株式を譲渡する

ことを決議いたしました。 

1. 当該特定子会社の名称、住所、代表者の
氏名、資本金および事業の内容 

(1) 商号  株式会社ジャメリック・ジャパン
(2) 本店所在地    東京都渋谷区神宮前３ 

-39-５ 

(3) 代表者名   代表取締役社長 柴田敏一
(4) 資本金         30,000,000円 
(5) 主な事業内容   アパレル製品の卸、販
売、輸出入、その他 

2. 当該異動の前後における当社の所有に
係る当該特定子会社の議決権の数およ

び当該特定子会社の総株主の議決権に

対する割合 

(1) 当社の所有に係る当該特定子会社の議 
決権の数 

異動前     1,530個 

異動後       0個 

(2) 当該特定子会社の総株主の議決権に対 
する割合 

異動前       51％ 

異動後       0％ 

3. 当該異動の理由およびその年月日 
(1) 当該異動の理由 
当社が「美しさを創造する」をコンセプ

トに事業展開する中で、当社の連結子会社

である株式会社ジャメリック・ジャパンは、

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

てまいりました。 

しかし、株式会社ジャメリック・ジャパ

ンは、今期中間期においても、赤字の状態

が続いており債務超過が解消されておりま

せん。また、当初予定しておりました流通

網の確立が完全ではなく、更にTRUE 

RELIGION社への支払サイト変更による追加

資金が必要な状況となりました。 

そこで、「選択と集中」を目指す当社の

方針に基づき、同社への継続支援を検討し

た結果、当社にとってこれ以上のリスクの

増大は、経営上回避すべきであると判断し、

当社が保有する同社の全株式を有限会社IR

インベストメントに売却することで、友好

（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３四半期連結会計期間末 当第３四半期連結会計期間末 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19年３月31日 至  平成20年３月31日 至  平成19年６月30日 

的な合意に至りました。 

(2)異動年月日  平成20年５月１日 

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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６．第３四半期財務諸表等 

(1) 第３四半期貸借対照表 

  前第３四半期会計期間末 当第３四半期会計期間末 
前事業年度 

要約貸借対照表 

  (平成19年３月31日) (平成20年３月31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   30,721 7,551  355,310

 ２ 売掛金   775,513 353,069  414,523

 ３ たな卸資産 ※2  3,103,055 3,306,172  3,461,151

 ４ 前渡金   516,999 －  14,227

 ５ 短期貸付金   1,331,580 997,431  842,400

 ６ その他 ※4  628,127 298,041  452,006

   貸倒引当金   △880,879   △773,822  △773,822

   流動資産合計   5,505,120 58.9 4,188,443 59.3  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   1,654,686 1,066,452  1,497,135

  (2) その他   54,424 42,062  111,457

    有形固定資産 

合計 
  1,709,111 1,108,515  1,608,592

 ２ 無形固定資産   459,080 401,201    428,459

 ３ 投資その他の資産    

  (1) 長期滞留債権等   － 1,725,756  1,591,234

  (2) 敷金保証金   673,800 581,003  673,520

  (3) 投資土地 ※2  703,672 703,672  703,672

(4) その他 ※2  687,135 353,623  372,132

    貸倒引当金   △398,363 △2,003,632  △1,869,109

   投資その他の資産 

   合計 
  1,666,243 1,360,423  1,471,448

   固定資産合計   3,834,435 41.1 2,870,140 40.7  3,508,500 42.4

   資産合計   9,339,555 100.0 7,058,584 100  8,274,297 100.0
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  前第３四半期会計期間末 当第３四半期会計期間末 
前事業年度 

要約貸借対照表 

  (平成19年３月31日) (平成20年３月31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   6,767 3,561   6,515

 ２ 短期借入金 ※2  － 885,000   600,000

 ３ 未払金   979,532 290,007   762,543

 ４ 前受金   791,858 462,417   438,467

 ５ 事業整理損失引当金   － 2,273,708   2,409,063

 ６ その他 ※4  127,771 216,433   243,111

   流動負債合計   1,905,929 20.4  4,131,128 58.5  4,459,702 53.9

   負債合計   1,905,929 20.4 4,131,128 58.5  4,459,702 53.9
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  前第３四半期会計期間末 当第３四半期会計期間末 
前事業年度 

要約貸借対照表 

  (平成19年３月31日) (平成20年３月31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   9,455,650 101.2 4,022,595 57.0  9,675,650 116.9

 ２ 資本余剰金    

   資本準備金  － 213,000 220,000 

   資本余剰金合計   － － 213,000 3.0  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  △2,022,024 △1,309,139 △6,086,054 

   利益余剰金合計   △2,022,024 △21.6 △1,309,139 △18.5  △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   7,433,625 79.6 2,926,456 41.5  3,809,595 46.0

Ⅱ 新株予約権   － － 1,000 0.0  5,000 0.1

   純資産合計   7,433,625 79.6 2,927,456 41.5  3,814,595 46.1

   負債純資産合計   9,339,555 100.0 7,058,584 100.0  8,274,297 100.0
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(2) 第３四半期損益計算書 

  前第３四半期会計期間 当第３四半期会計期間 
前事業年度 

要約損益計算書 

  
(自 平成18年７月１日 

 至 平成19年３月31日) 

(自 平成19年７月１日 

 至 平成20年３月31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   1,630,619 100.0   1,794,542 100.0  2,943,050 100.0

Ⅱ 売上原価   335,377 20.6 311,989 17.4  1,096,665 37.3

   売上総利益   1,295,241 79.4 1,482,552 82.6  1,846,385 62.7

Ⅲ 販売費及び一般管理費   2,007,657 123.1 2,510,513 139.9  3,459,078 117.5

   営業損失   712,415 △43.6 1,027,960 △57.3  1,612,692 54.8

Ⅳ 営業外収益 ※1  65,788 4.0 59,123 3.3  78,613 2.7

Ⅴ 営業外費用 ※2  46,959 2.8 83,591 4.7  88,793 3.0

   経常損失   693,586 △42.5 1,052,429 △58.7  1,622,873 △55.1

Ⅵ 特別利益 ※3  92,958 5.7 190,355 10.6  109,679 3.7

Ⅶ 特別損失 
※4 

※6 
 949,345 58.2 426,074 23.7  4,095,726 139.2

   税引前第３四半期 

（当期）純損失 
  1,549,974 △95.0 1,288,148 △71.8  5,608,920 △190.6

 法人税、住民税 

   及び事業税 
  16,434 1.0 20,991 1.2  21,518 0.7

   第３四半期（当期） 

純損失 
  1,566,408 △96.0 1,309,139 △73.0  5,630,439 △191.3
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(3) 前第３四半期株主資本等変動計算書 

前第３半期会計期間(自 平成18年７月1日 至 平成19年３月31日) 

株主資本 

資本剰余金  
資本金 

資本準備金 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19年３月31日残高(千円) 9,455,650 － －

 
株主資本 

利益剰余金 

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 △1,566,408 △1,566,408 － △1,566,408

 株主資本以外の項目の 

 事業年度中の変動額(純額) 
－ － － －

事業年度中の変動額合計(千円) 1,487,291 1,487,291 － △1,566,408

平成19年３月31日残高(千円) △2,022,024 △2,022,024 △0 7,433,625

  

 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 － △1,566,408

 株主資本以外の項目の 

 事業年度中の変動額(純額) 
△4,800 △4,800

事業年度中の変動額合計(千円) △4,800 △1,571,208

平成19年３月31日残高(千円) － 7,433,625
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当第３四半期会計期間(自 平成19年７月１日 至 平成20年３月31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

第３四半期会計期間中の変動額 

 欠損填補のための減資 △5,866,054 ― ―

 欠損填補のための資本準備金取崩 ― △220,000 △220,000

 新株の発行 213,000 213,000 213,000

 四半期純損失 ― ― ―

 株主資本以外の項目の第３四半期会

計期間中の変動額(純額) 
― ― ―

第３四半期会計期間中の変動額合計

(千円) 
△5,653,054 △7,000 △7,000

平成20年３月31日残高(千円) 4,022,595 213,000 213,000

 

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

第３四半期会計期間中の変動額  

 欠損填補のための減資 5,866,054 5,866,054 ― ―

 欠損填補のための資本準備金取崩 220,000 220,000 ― ―

 新株の発行  426,000

 四半期純損失 △1,309,139 △1,309,139 ― △1,309,139

 株主資本以外の項目の第３四半期会

計期間中の変動額(純額) 
― ― ― ―

第３四半期会計期間中の変動額合計

(千円) 
4,776,915 4,776,915 ― △883,139

平成20年３月31日残高(千円) △1,309,139 △1,309,139 △0 2,926,456

 

 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

第３四半期会計期間中の変動額 

 欠損填補のための減資 ― ―

 欠損填補のための資本準備金取崩 ― ―

 新株の発行 ― 426,000

 四半期純損失 ― △1,309,139

 株主資本以外の項目の第３四半期会

計期間中の変動額(純額) 
△4,000 △4,000

第３四半期会計期間中の変動額合計

(千円) 
△4,000 △887,139

平成20年３月31日残高(千円) 1,000 2,927,456



 

ニューディール株式会社 44

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 

利益剰余金 

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３四半期会計期間 当第３四半期会計期間 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19年３月31日 至  平成20年３月31日 至  平成19年６月30日 

 当社は、当第３四半期会計期間において継続し

て営業損失712,415千円が発生しております。ま

た、当第３四半期会計期間において1,566,408千

円と多額の第３四半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おります。具

体的には、基幹事業である「ホット・ヨガ事業」

において、全国で３ブランド45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。「リアル・エステイト事業」や「ア

ート・ライフ事業」においても、手持物件や絵画

の早期売却により売上および営業利益の拡大を

見込んでおります。また、「セレブ・ファッショ

ン事業」も流通網の整備がほぼ整ったこと、「ア

ミューズメント事業」も財団法人全国防犯協会連

合会の許可を取得し製造を開始したことにより、

売上および営業利益への貢献が見込まれており

ます。 

資金面では、ホット・ヨガ事業の売上が順調に

推移しているほか、第４四半期には土地売却代金

の残金２億４千万円の回収に加えて、絵画売却代

金６億５千万円の回収が見込めることから、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。 

第３四半期財務諸表は、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

第３四半期財務諸表には反映しておりません。 

 

 当社は、第３四半期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1,027,960 千円、

純損失1,309,139 千円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・ヨガ店

舗のリストラクチャリングによる特別損失の計

上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２年目に当たり、来期以降の

復配に向けての最終準備段階の年度と考えてお

ります。そのため、基盤事業であるホット・ヨ

ガ事業での収益性の向上を図るために、店舗の

リストラクチャリングを行いました。今後も利

益の確保を最大の目標に定め、事業を推進して

まいります。 

 資金面では、ホット・ヨガ事業の売上は店舗

のリストラクチャリングにより減少しておりま

すが、キャッシュ・フローは順調に推移してい

る他、ずれ込んでいる案件を早期に売却するな

ど、資金の確保のため方策を推し進めておりま

す。また、第10回新株予約権の払込及び権利行

使によって497 百万円を調達しております。さ

らに、詳細は確定しだい開示いたしますが、約

600 百万円のファイナンスを予定しております

ので、運転資金ならびに設備資金は十分確保さ

れております。 

第3四半期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

を第 3 四半期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３四半期財務諸表作成の基本となる重要な事項 

前第３四半期会計期間 当第３四半期会計期間 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19年３月31日 至  平成20年３月31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  建物及び構築物 ･･･････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  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で

あります。 
 同左  同左 

3. 引当金の計上基準 3. 引当金の計上基準 3. 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わる取締役会

決議に伴い当第３四半期会計期間末において

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。 

 絵画事業からの事業撤退に係わる取

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。 

4. その他第３四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。 

4. その他第３四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 

4. 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 
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会計処理の変更 

前第３四半期会計期間 当第３四半期会計期間 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19年３月31日 至  平成20年３月31日 至  平成19年６月30日 

―― 

 

 

 

 

 

 

 

 

―― 

 
(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。 

 

表示方法の変更 

前第３四半期会計期間 当第３四半期会計期間 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19年３月31日 至  平成20年３月31日 至  平成19年６月30日 

(第３四半期貸借対照表関係) 

１  前第３四半期会計期間において独立科

目で掲記していた「未収入金」（当第３四

半期会計期間 306,930 千円）、「未収消費

税等」（当第３四半期会計期間 78,627 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３四半期会計期間において有形固定

資産として一括表示しておりました「建物

及び構築物」（前第３四半期会計期間

608,267千円）については、資産総額の100

分の５を超えたため、当第 3 四半期会計期

間より区分掲記しております。 

 

３  前第３四半期会計期間において独立科目

で掲記していた「投資有価証券」（当第３四

半期会計期間０千円）、「関係係会社株式」

（当第３四半期会計期間172,720千円）、に

ついては、資産総額の 100 分の５以下とな

ったため、投資その他の資産の「その他」

に含めて表示しております。 

 

４  前第３四半期会計期間において独立科目

で掲記していた「未払費用」（当第３四半期

会計期間 37,773 千円)、「預り金」（当第３

四半期会計期間14,825千円）、「未払法人税

等」（当第３四半期会計期間 60,192 千円）

については、資産総額の 100 分の５以下と

なったため、流動負債の「その他」に含め

て表示しております。 

(第３四半期貸借対照表関係) 

１  前第３四半期会計期間において独立科

目で掲記しておりました「前渡金」（当第

３四半期会計期間21,419千円）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３四半期会計期間において投資その

他の資産の「その他」に表示しておりまし

た。「長期滞留債権等」（前第３四半期会計

期間 398,363 千円）については、資産総額

の 100 分の５を超えたため、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。
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追加情報 

前第３四半期会計期間 当第３四半期会計期間 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19年３月31日 至  平成20年３月31日 至  平成19年６月30日 

(訴訟の経過について) 
１．経過報告 
 当社は、下記２．以下の通り又来 渉氏か

ら、平成17年３月15日付（当社への訴状到
達は平成17年４月１日）で金１億円及びこ
れに対する平成14年11月１日から支払済み
まで年６分の割合による遅延損害金を求め

る株式代金返還請求事件を提起されました。

当社には、原告との間で下記２．記載の株式

取引を行った事実及び上記代金を受け取っ

た事実はなく、事実関係を含め、審理されて

おりました。その後平成19年２月28日に、
東京地方裁判所から原告の請求を棄却する

との判決が言い渡され当社全面勝訴となり

ましたが、平成19年３月14日付で東京高等
裁判所に対し、控訴提起されたことが確認さ

れました。 
      
２．訴訟の原因及び提起に至った 
  経緯 
 原告（又来 渉氏）は、平成13年９月12
日に、当社の旧商号である株式会社リキッ

ド・オーディオジャパンが同年９月27日に
発行した第２回2006年満期ユーロ円建転換
社債（以下「本件社債」という。）の株式購

入代金（2,000株分）として金１億円を訴外
株式会社スーパー・ステージに振込送金する

方法で被告（当社）に支払ったが、本件社債

が株式に転換されたにもかかわらず、株式

2,000株を引き渡さず、株式代金も返還しな
いので、当社にその支払いを求めたものであ

ります。 
 
３．訴訟を提起した者（原告） 
（１）氏名 又来 渉氏 
（２）住所 東京都港区六本木４ 
      丁目１番16－307号 
 
４．訴訟の内容及び請求額 
（１）訴訟の内容  
  株式代金返還請求事件 
（２）請求金額   
  金100,000,000円及びこれに 
  対する平成14年11月１日か 
  ら支払済みまで年６分の割 
  合による遅延損害金。 
 
５．今後の見通し 
 本件については、原告又来 渉氏の控訴を

受け、高等裁判所において審理されます。当

社は原告の請求を棄却した第一審判決の判

断が相当であると主張して争います。 

（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） 

 

※ 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日をもって撤退しておりま

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

継続してまいります。 

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

 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

（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 

 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
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前第３四半期会計期間 当第３四半期会計期間 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19年３月31日 至  平成20年３月31日 至  平成19年６月30日 

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 

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％) 

   

（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

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３四半期会計期間 当第３四半期会計期間 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19年３月31日 至  平成20年３月31日 至  平成19年６月30日 

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円となっ

ております。 

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 

 した。 

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 

    

(第三者割当により発行される新株予約権) 

 平成19年12月10日開催の当社取締役会におい

て、第三者割当により発行される新株予約権の

発行を決議いたしました。 

  

新株予約権の内容 

１ 新株予約権の発行要項 

 新株予約権の名称 

 ニューディール株式会社 第10 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 

 普通株式    70,000,000 株 

(新株予約権1個につき1,000,000株) 

３ 新株予約権の発行金額 

 新株予約権1個につき100,000円 

       (1株につき0.1 円) 

４ 割当日及び払込期日 

        平成19 年12 月25 日 

５ 新株予約権の行使の際の払込み金額 

 1 個につき7,000,000円 

       (1株につき 7 円) 

６ 新株予約権の行使により発行する株式の資

本組入額 

  1 株につき3.55 円 

７ 募集の方法及び割当先 

 第三者割当の方法により、全てをＳ.Ｆ.Ｊ 

第2 号投資事業組合に割り当てる。 

８ 行使請求期間 
     平成19年12月26日 から 
     平成21年12月25日 
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前第３四半期会計期間 当第３四半期会計期間 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19年３月31日 至  平成20年３月31日 至  平成19年６月30日 

９ 調達する資金の額 
         497,000,000円 
 調達する資金の具体的な使途当社の基盤事業

である「ホット・ヨガ事業」の店舗のリニュー

アルを含めたスクラップ＆ビルド等に充 
当。 
10 本新株予約権の譲渡制限 
 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

ものとする。 
11 本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 
 当社は、本新株予約権の諸条件、最近の当社

普通株式の株価、当社普通株式の価格変動性（ボ

ラティリティ）等を前提に、割当先であるＳ.Ｆ.
Ｊ第2号投資事業組合との資本提携等により当
社が享受する企業価値の増大を考慮し、一般的

な価格算定モデルであるモンテカルロ・シュミ

レーションまたはブラックショールズ・オプシ

ョン・プライシング・モデル等によらず、金

100,000 円を本新株予約権の 1 個あたりの払
込金額とした。また、本新株予約権の行使に際

して出資される財産の価額は、490,000,000 円
とした。 

 

 

 

注記事項 

（第３四半期貸借対照表関係） 

前第３四半期会計期間末 当第３四半期会計期間末 前事業年度末 

（平成19年３月31日現在） （平成20年３月31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  

241,875千円 

※1.有形固定資産の減価償却累計額    

378,432千円 

※1.有形固定資産の減価償却累計額 

         284,166千円 

―― ※2. 担保に供している資産 ※2. 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 57,775千円  投資建物 77,033千円

   投資土地 703,672千円  投資土地 703,672千円

    1,332,875千円   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 60,000千円  短期借入金 600,000千円  

    

3. 手形割引高及び裏書譲渡高 3. 手形割引高及び裏書譲渡高 3. 手形割引高及び裏書譲渡高 

 受取手形割引高 35,970千円   ――  受取手形割引高 25,410千円  

 受取手形裏書譲渡高 26,400千円     受取手形裏書譲渡高 19,800千円  

          

※4. 消費税等の取扱い ※4. 消費税等の取扱い ※4. 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。 

仮払消費税等及び仮受消費税等は相殺の上、流

動負債の｢その他｣に表示しております 

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。 
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(第３四半期損益計算書関係) 

前第３四半期会計期間 当第３四半期会計期間 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19年３月31日 至  平成20年３月31日 至  平成19年６月30日 

※1. 営業外収益の主要項目  ※1. 営業外収益の主要項目 ※1. 営業外収益の主要項目  

   受 取 利 息 10,843千円    受 取 利 息 6,028千円   受 取 利 息 6,919千円  

   不動産賃貸収入 36,000千円    不動産賃料収入 34,285千円   不動産賃料収入 46,857千円  

      雑     収     入 18,809千円   業 務 受 託 収 入 20,502千円  

        雑     収     入 4,334千円  

         

※2. 営業外費用の主要項目  ※2. 営業外費用の主要項目 ※2. 営業外費用の主要項目  

 保 証 金 償 却 費 23,113千円   支 払 利 息 55,158千円  支 払 利 息 7,457千円  

 減 価 償 却 費  19,258千円   保 証 金 償 却 費 7,694千円  保 証 金 償 却 費 23,113千円  

     減 価 償 却 費 19,258千円  減 価 償 却 費 25,677千円  

     雑 損 失 1,479千円  消費税相殺差損 12,422千円  

       雑 損 失  15,280千円  

          

※3. 特別利益の主要項目  ※3. 特別利益の主要項目 ※3. 特別利益の主要項目  

 違 約 金 80,000千円    新株予約権戻入益 5,000千円   新株予約権戻入益 9,800千円  

 新株予約権戻入益 9,800千円   子会社株式売却益 49,999千円   違 約 金 80,000千円  

 貸倒引当金戻入益 3,158千円   事 業 整 理 損 失 引 当 金 戻 入 益 135,355千円    

※4. 特別損失の主要項目  ※4. 特別損失の主要項目 ※4. 特別損失の主要項目  

 棚卸資産評価損 430,580千円   固 定 資 産 除 却 損 273,799千円  貸倒引当金繰入額 1,324,476千円  

 貸倒引当金繰入額 505,556千円   貸倒引当金繰入額 134,522千円  事業整理損失引当金繰入額 2,409,063千円  

     店 舗 閉 鎖 損 17,752千円    

         

         

5. 減価償却実施額  5. 減価償却実施額 5. 減価償却実施額  

   有 形 固 定 資 産 141,356千円    有 形 固 定 資 産 183,927千円   有 形 固 定 資 産 217,700千円  

   無 形 固 定 資 産 34,481千円    無 形 固 定 資 産 30,733千円   無 形 固 定 資 産 65,040千円  

 投 資 建 物 19,258千円   投 資 建 物 19,258千円  投 資 建 物 25,677千円  

―― ―― ※6. 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３四半期会計期間 当第３四半期会計期間 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19年３月31日 至  平成20年３月31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３四半期株主資本等変動計算書関係） 

 前第３四半期会計期間（自 平成18年７月１日 至 平成19年３月31日） 

 １ 自己株式に関する事項 

 前事業年度末 増加 減少 前第３四半期会計期間末

普通株式（株） ３ ― ― ３

 

当第３四半期会計期間（自 平成19年７月１日 至 平成20年３月31日） 

 １ 自己株式に関する事項 

 前事業年度末 増加 減少 当第３四半期会計期間末

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
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（１株当たり情報） 

前第３四半期会計期間 当第３四半期会計期間 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19年３月31日 至  平成20年３月31日 至  平成19年６月30日 

   

１株当たり純資産額 39円83銭  １株当たり純資産額 10円21銭 １株当たり純資産額 16円81銭

     

１株当たり第３四半期純損失 8円39銭  １株当たり第３四半期純損失  5円69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３四半期

純利益については、１株当たり第３四半期純損

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３四半期純

利益については、１株当たり第３四半期純損失の

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。 

 

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３四半期会計期間 当第３四半期会計期間 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19年３月31日 至  平成20年３月31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） 7,433,625 2,927,456 3,814,595

普通株式に係る純資産額（千円） 7,433,625 2,926,456 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 － 1,000 5,000

普通株式の発行済株式数（株） 186,654,900 286,654,900 226,654,900

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） 
186,654,897 286,654,897 226,654,897

 

(注)１．１株当たりの第３四半期(当期)純損失及び潜在株式調整後１株当たりの第３四半期(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３四半期会計期間 当第３四半期会計期間 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19年３月31日 至  平成20年３月31日 至  平成19年６月30日 

１株当たり第３四半期（当期）純損失  

第３四半期（当期）純損失（千円） 1,566,408 1,309,139 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３四半期（当期）純損失（千円） 1,566,408 1,309,139 5,630,439

期中平均株式数（株） 186,654,897 229,912,965 187,210,453

潜在株式調整後１株当たり第３四半期（当期） 

純利益 

 

第３四半期（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） (－)                (－) (－)
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（重要な後発事象） 

前第３四半期会計期間 当第３四半期会計期間 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19年３月31日 至  平成20年３月31日 至  平成19年６月30日 

―― （新株予約権の行使について） 

当社は、平成20年4月１日以降、下記のとお

り、第10回新株予約権の行使がありました。 

・平成20年4月22日 

新株予約権の数     10個 

発行する株式の種類及び数 

普通株式   10,000,000株 

１株当たり払込金額   ７円 

合計払込金額 70,000,000円 

新株予約権の発行価額 

           1,000,000円 

    増加した資本金 35,500,000円 

    増加した資本準備金35,500,000円 

 

（子会社の異動について） 

当社は、平成20年5月1日開催の取締役会におい

て、当社の連結子会社である株式会社ジャメリッ

ク・ジャパンの全株式を譲渡することを決議いたし

ました。 

4. 当該特定子会社の名称、住所、代表者の氏名、
資本金および事業の内容 

(1) 商号  株式会社ジャメリック・ジャパン 
(2) 本店所在地    東京都渋谷区神宮前３-39-５
(3) 代表者名   代表取締役社長 柴田敏一 
(4) 資本金         30,000,000円 
(5) 主な事業内容   アパレル製品の卸、販売、輸
出入、その他 

5. 当該異動の前後における当社の所有に係る当
該特定子会社の議決権の数および当該特定子

会社の総株主の議決権に対する割合 

(3) 当社の所有に係る当該特定子会社の議 
決権の数 

異動前     1,530個 

異動後       0個 

(4) 当該特定子会社の総株主の議決権に対 
する割合 

異動前       51％ 

異動後       0％ 

6. 当該異動の理由およびその年月日 
(2) 当該異動の理由 
当社が「美しさを創造する」をコンセプトに

事業展開する中で、当社の連結子会社である株式

会社ジャメリック・ジャパンは、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

として展開してまいりました。 

しかし、株式会社ジャメリック・ジャパンは、

今期中間期においても、赤字の状態が続いており

債務超過が解消されておりません。また、当初予

定しておりました流通網の確立が完全ではなく、

更にTRUE RELIGION社への支払サイト変更による

追加資金が必要な状況となりました。 

そこで、「選択と集中」を目指す当社の方針に

基づき、同社への継続支援を検討した結果、当社

にとってこれ以上のリスクの増大は、経営上回避

すべきであると判断し、当社が保有する同社の全

株式を有限会社 IR インベストメントに売却する

ことで、友好的な合意に至りました。 

(2)異動年月日  平成20年５月１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３四半期会計期間 当第３四半期会計期間 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19年３月31日 至  平成20年３月31日 至  平成19年６月30日 

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％)

 

 

 

 

 

 
 


