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１．平成20年６月中間期の連結業績（平成20年１月１日～平成20年６月30日）

（注）当社は、平成18年12月期下半期より連結財務諸表を作成しているため、平成19年６月中間期の対前年中間期増減率

については記載しておりません。

(1）連結経営成績 （％表示は対前年中間期増減率）

売上高 営業利益 経常利益 中間（当期）純利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

20年６月中間期 3,816 1.8 140 △29.7 116 △37.1 △11 －

19年６月中間期 3,749 － 199 － 184 － 39 －

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

１株当たり中間
（当期）純利益

潜在株式調整後１株当たり

中間（当期）純利益

円 銭 円 銭

20年６月中間期 △199 21 － －

19年６月中間期 704 70 690 00

19年12月期 2,016 85 1,975 31

（参考）持分法投資損益 20年６月中間期 △9百万円 19年６月中間期 △2百万円 19年12月期 △10百万円

(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

20年６月中間期 7,978 1,890 22.8 32,979 08

19年６月中間期 8,030 1,889 22.9 32,570 21

19年12月期 8,635 1,979 22.1 33,874 03

（参考）自己資本 20年６月中間期 1,820百万円 19年６月中間期 1,838百万円 19年12月期 1,911百万円

(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

20年６月中間期 231 △288 △233 1,320

19年６月中間期 318 △415 △363 1,259

19年12月期 785 △809 △83 1,612

２．配当の状況

１株当たり配当金

（基準日） 中間期末 期末 年間

円 銭 円 銭 円 銭

19年12月期 － 900 00 900 00

20年12月期 － －

20年12月期（予想） － 900 00 900 00

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）              （％表示は対前期増減率）

売上高 営業利益 経常利益 当期純利益
１株当たり
当期純利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 円 銭

通期 7,700 △4.1 290 △40.9 250 △42.2 60 △47.3 1,079 98
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４．その他

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

新規 ― 社  除外 ― 社  

（注）詳細は、５ページ「企業集団の状況」をご覧ください。

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

る重要な事項に記載されるもの）

①　会計基準等の改正に伴う変更　無

②　①以外の変更　　　　　　　　有

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

(3）発行済株式数（普通株式）

①　期末発行済株式数（自己株式を含む） 20年６月中間期 56,440株 19年６月中間期 56,440株 19年12月期 56,440株

②　期末自己株式数 20年６月中間期 1,251株 19年６月中間期 －株 19年12月期 －株

（注）１株当たり中間（当期）純利益（連結）の算定の基礎となる株式数については、32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20年６月中間期の個別業績（平成20年１月１日～平成20年６月30日）

(1）個別経営成績 （％表示は対前年中間期増減率）

売上高 営業利益 経常利益 中間（当期）純利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

20年６月中間期 1,200 17.5 102 195.0 71 △35.0 △28 －

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

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

１株当たり中間
（当期）純利益

円 銭

20年６月中間期 △517 43

19年６月中間期 1,050 32

19年12月期 961 76

(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月中間期 5,285 1,615 30.6 29,268 85

19年６月中間期 4,985 1,732 34.8 30,703 77

19年12月期 5,414 1,727 31.9 30,615 22

（参考）自己資本 20年６月中間期 1,615百万円 19年６月中間期 1,732百万円 19年12月期 1,727百万円

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）              （％表示は対前期増減率）

売上高 営業利益 経常利益 当期純利益
１株当たり
当期純利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 円 銭

通期 2,450 13.7 210 146.2 160 15.3 10 △81.6 180 00

※　業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項

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

様々な不確定要因により予想数値と異なる場合があります。

２．平成19年12月期の連結業績予想及び個別業績予想につきましては、平成20年２月22日付「平成19年12月期 決算短

信」において当初公表し、平成20年８月15日公表の「持分法適用関連会社の異動（譲渡）に伴う特別損失の発生、

ならびに平成20年12月期中間期（連結・個別）および通期（連結・個別）の業績予想の修正に関するお知らせ」に

おいて修正しております。
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１．経営成績
(1）経営成績に関する分析

　当中間連結会計期間は、食料品やガソリン、プラスチック製品など身近な商品の価格上昇が顕著になり、消費者の

節約志向が強まりました。特に４月～６月にその傾向が強まり、内閣府による消費動向調査においても、サービス支

出ＤＩや消費者態度指数などの主要指標が急速に悪化しております。

  日々必要なものはより安価なものへ、不要不急の支出は避けるか頻度を少なく、といった消費行動は、当社グルー

プの店舗集客にも少なからず影響がありました。

　昨年来、顧客の来店周期の長期化が進んでおります。個人消費支出の二極化と選別消費、そして最近の節約志向が

進む中、当社では各店舗においてサービス改善による客単価の向上に取組み、相応の成果に結びつけてまいりました。

しかし、来店客数の減少は予想以上に進み、６月には、当社子会社の中核である株式会社アッシュ（以下、Ａｓｈ）

と株式会社ニューヨーク・ニューヨーク（以下、ＮＹＮＹ）両チェーン合計において、全店売上高が前年割れとなり

ました。これは、当社がＮＹＮＹと経営統合して以降初めてのことでありました。

　一方、店舗でのサービス向上には店舗スタッフの資質ならびにモチベーションの向上が欠かせないことから、Ａｓ

ｈおよびＮＹＮＹのチェーン店舗における職場環境の整備、改善を目的として店舗定休日の導入を進めてまいりまし

た。具体的には、Ａｓｈの店舗は平成19年９月より第２と第３火曜日を定休としておりましたが、平成20年４月より

毎週火曜日を定休日といたしました（祝日と12月は除く）。また、ＮＹＮＹの店舗では平成20年４月より毎月第２月

曜を定休日といたしました（一部店舗を除く）。

　これらの結果、当中間連結会計期間における売上高は3,816百万円（前期比1.8％増）となりました。

　また、店舗数増による償却負担の増加、内部統制対応のための管理人員増に伴う人件費の増加等により、売上原価、

販売費および一般管理費が増加し、その結果営業利益は140百万円（前期比29.7%減）、経常利益116百万円（前期比

37.1%減）となりました。

　一方、持分法適用関連会社のガブルス・ジャパン株式会社の当社保有の株式ならびに新株予約権付社債を譲渡する

こと決定したことから、当中間連結会計期間において関係会社株式等評価損111,969千円を特別損失として計上いた

しました。

　この結果、当中間連結会計期間においては、中間純損失11百万円を計上しました。

 

（通期の見通し）

　当期の業績予想につきましては、平成20年８月15日に公表いたしました「持分法適用関連会社の異動（譲渡）に伴

う特別損失の発生、ならびに平成20年12月期中間期（連結・個別）および通期（連結・個別）の業績予想の修正に関

するお知らせ」のとおりであり、その後に、特段の該当する事項はございません。

 

(2）財政状態に関する分析

（資産、負債、純資産の状況）

　当中間連結会計期間末の資産は、現金及び預金320百万円、売掛金214百万円ならびに投資有価証券121百万円の減

少等により、前連結会計年度末に比べ657百万円減少し、7,978百万円となりました。現金及び預金、売掛金の減少は、

事業年度の末日が最繁忙期である12月に重なっていることが、主たる要因です。投資有価証券の減少は、関係会社株

式等の111百万円の減少が主たる要因です。負債は、未払金310百万円、未払法人税等76百万円及び長期借入金63百万

円の減少等により、前連結会計年度末に比べ568百万円減少し、6,087百万円となりました。未払金の減少は、事業年

度の末日が最繁忙期である12月に重なっているために、中間期末では事業年度末に比較して、ＦＣに支払うべき精算

金が減少していることが、主たる要因です。純資産は、中間純損失11百万円の計上、自己株式の取得32百万円等があ

り、前連結会計年度末に比べ88百万円減少し1,890百万円となりました。この結果、自己資本比率は、22.8％となり

ました。
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（キャッシュ・フローの状況）

　当中間連結会計期間末における現金及び現金同等物（以下「資金」）は、前連結会計年度末に比べ291百万円減少し、

当中間連結会計期間末残高は1,320百万円となりました。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231百万円（前年同期比72.5％）となりました。

　これは主として、減価償却費313百万円、加盟店売掛金の減少額162百万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288百万円（前年同期比69.6％）となりました。

　これは主として、新規出店等による有形固定資産の取得による支出324百万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233百万円（前年同期比64.3％）となりました。

　これは主として、設備投資に伴う長期借入れによる収入500百万円はありましたが、長期借入金の返済による支出

506百万円、割賦債務の返済による支出112百万円、配当金の支払額50百万円によるものです。

　また、キャッシュ・フロー指標の推移については、以下のとおりであります。

平成19年12月期
期末

平成20年12月期
中間

自己資本比率（％） 22.1 22.8

時価ベースの自己資本比率（％） 28.8 18.0

キャッシュ・フロー対有利子負債比率 5.5 18.0

インタレスト・カバレッジ・レシオ 13.5 6.9

自己資本比率：自己資本／総資産

時価ベースの自己資本比率：株式時価総額／総資産

キャッシュ・フロー対有利子負債比率：有利子負債／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。

　※時価ベースの自己資本比率は、自己株式を除いた発行済株式数を用いて算出しております。

営業キャッシュ・フローは、連結キャッシュ・フロー計算書の営業活動によるキャッシュ・フローを使用しておりま

す。有利子負債は、貸借対照表に計上されている負債のうち利子を支払っている全ての負債を対象としております。

また、利払いについては、キャッシュ・フロー計算書の利息の支払額を使用しております。

(3）利益配分に関する基本方針及び当期の配当

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

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

おります。

  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円を予定しております。

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

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

(4）事業等のリスク

  最近の有価証券報告書（平成20年３月28日提出）により開示を行った内容から重要な変更がないため開示を省略い

たします。

  当該有価証券報告書は、次のＵＲＬからご覧いただくことができます。

  　（当社ホームページ）　　　　

  　　　　ＵＲＬ　http://www.arte-hd.com

  　（ジャスダック証券取引所ホームページ（「ＪＤＳ」検索ページ））　　

  　　　　ＵＲＬ　http://jds.jasdaq.co.jp/tekiji/
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２．企業集団の状況
　当社は美容事業者の持株会社として、子会社である株式会社アッシュ（Ａｓｈ）、株式会社ニューヨーク・ニューヨー

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

室のチェーン展開を行なっております。また、高級メンズサロン事業を行う持株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（Ｇ

Ｊ）があります。

  当社は、これら子会社等の経営指導、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おります。Ａｓｈは首都圏を営業エリアとし、

ＮＹＮＹは関西圏を営業エリアとしております。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ＰＦ

Ｃ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。ＰＦＣ店の一部については、業務委託の契約形態をとるものもあります。

　個店ベースでの継続的な成長を実現するためには、店長およ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おります。

  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ブランドの店舗を出店しておりま

す。

　ＳＤは、外部募集加盟方式によるＦＣ加盟者の募集および既存ＦＣ向け店舗の開発により、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都府県に出店しており

ます。具体的には、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おります。新規に独立開業を希望する美容師の申し込みが多く、Ａｓｈ、ＮＹＮＹとは違った形

で、美容師の独立開業を支援することを主たる事業目的としております。全店舗において統一的なブランドを展開し、

統一的なオペレーションを実施するＡｓｈおよび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、加盟者の意向により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おります（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

みとなっております。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おります。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おります。

　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す。ＥＪは、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おり、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

ＡＳＹＳ（クアシス）等を33店舗直営展開しております。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。しかし、前述

のように、当社はＧＪの持分を譲渡する予定です。

　なお、ＧＪが関係会社である間に開店しましたＡＭＧ有楽町マルイ店の運営、また今後の高級メンズサロンの出店お

よび運営は引き続きＧＪの支援を必要とすることから、当社が持分を譲渡した後も、ＧＪとの事業提携関係は維持する

予定です。

　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。現在、樟葉店と中目黒店の２店

がメンズ専門のコーナーを店舗内に開設することに対し、ブランドの貸与を行っています。

　株式会社ｅｔｒａは、当社が平成20年3月に株式会社シャトレーゼとの間でスイーツ店事業についてフランチャイズ契

約を締結し、その事業主体として設立した子会社です。店舗につきましては、現在、横浜市に第１号店を出店しており

ます。
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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86（直営店５、ＰＦＣ店81（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（全てＡｓｈのＰＦＣ店）

　・ 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25（全て直営店、ただしこのうち業務委託店10）

　・ 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118（全て外部募集加盟方式によるＦＣ店）

　・ 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（直営店）

　・ 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％

      （当社持分譲渡により、関連会社ではなくなる予定）

　　　　ライトエステサロン経営、店舗数33（全て直営店）

　・ 株式会社ＡＭＧ（ＡＭＧ）

　　　　連結子会社、出資比率：当社50.0％、ＧＪ50.0％

      （ＧＪ保有の持分50.0％を当社が取得し、当社出資比率100.0%の子会社となる予定）

　　　　高級メンズサロン経営、店舗数1（直営店）

・ 株式会社ｅｔｒａ

      　連結子会社、出資比率：当社100.0％

　　　　スイーツ店経営、店舗数１（直営店）
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   注）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。
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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おります。

　このために、まず当社グループが特に力を入れていることが、店舗スタッフを対象にした従業員教育です。教育は、

美容技術・接客等の美容師個々人の提供サービス水準の向上を図ること、美容室経営者を育成することおよび人間性

の向上を図ることを主たる目的として実施しております。このような教育の実践により育った人材は、暖簾分けシス

テムによるチェーン展開の推進力となっており、今後も同様の方針で従業員教育を続けてまいります。

　一方、一定の経験を持ち、当社グループに加盟することで独立開業ないし新規開店を目指す美容師のために、当社

グループは外部募集加盟方式のＦＣシステムを充実させております。上記のサロン展開の基本方針を加盟店型ＦＣ

チェーンでも実現していくために、今後は準備資金の規模、希望する店舗の規模や営業方針など、市場と開業希望者

のニーズに合った加盟店システムを提供できるよう、開業支援メニューを充実させてまいります。

  今後も、このような教育の実践により育成した人材と、グループ内の多様な店舗展開システム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10％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、今後と

も人材教育への積極的な取り組みと計画的な人材育成が重要な課題であると認識しております。

　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、高級メンズサロンがあります。各事業領域において、着実な利益成長を実現していくためには、持株会

社として、的確・迅速かつ透明性の高い経営戦略及び経営資源配分の決定・実施を継続していくことが重要であると

認識しております。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おります。

　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おります。

　また、ＳＤが運営する外部募集加盟方式の店舗展開により、営業地域及び対象顧客の拡大を実現し、収益基盤の拡

充・強化を図ります。

(4）その他、会社の経営上重要な事項

　該当事項はありません。
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４．中間連結財務諸表
(1) 中間連結貸借対照表

  
前中間連結会計期間末
（平成19年６月30日）

当中間連結会計期間末
（平成20年６月30日）

前連結会計年度の要約連結貸借対照表

（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
（％）

金額（千円）
構成比

（％）

（資産の部）           

Ⅰ　流動資産           

１．現金及び預金   1,304,993   1,336,723   1,657,197  

２．売掛金   405,895   367,841   582,047  

３．たな卸資産   57,282   56,962   57,500  

４．繰延税金資産   21,391   93,029   43,346  

５．その他   629,109   663,613   694,119  

      貸倒引当金   －   －   △4,016  

流動資産合計   2,418,672 30.1  2,518,170 31.6  3,030,195 35.1

Ⅱ　固定資産           

１．有形固定資産           

(1）建物 ※1 4,261,584   4,705,597   4,446,990   

　　減価償却累計額  1,760,254 2,501,330  2,208,747 2,496,849  2,000,324 2,446,666  

(2）車両運搬具  7,428   10,444   9,840   

　　減価償却累計額  3,410 4,017  4,742 5,701  3,249 6,590  

(3）器具備品  419,434   490,078   439,811   

　　減価償却累計額  265,188 154,246  325,928 164,150  298,898 140,912  

(4）土地 ※1  134,321   134,321   134,321  

(5) 建設仮勘定   35,010   －   24,150  

有形固定資産合計   2,828,926 35.2  2,801,023 35.1  2,752,641 31.9

２．無形固定資産           

(1）のれん   561,943   498,608   530,276  

(2）その他   39,883   41,599   34,055  

無形固定資産合計   601,826 7.5  540,208 6.8  564,331 6.5

３．投資その他の資産           

(1）投資有価証券   200,246   66,540   188,121  

(2）長期貸付金   129,305   225,277   260,676  

(3）敷金保証金 ※1  1,629,158   1,612,884   1,629,210  

(4）繰延税金資産   62,169   57,269   95,886  

(5）その他   208,480   189,121   153,113  

　　貸倒引当金   △48,084   △32,457   △39,025 26.5

投資その他の資産
合計

  2,181,275 27.2  2,118,636 26.5  2,287,982 26.5

固定資産合計   5,612,029 69.9  5,459,867 68.4  5,604,954 64.9

資産合計   8,030,701 100.0  7,978,038 100.0  8,635,150 100.0
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前中間連結会計期間末
（平成19年６月30日）

当中間連結会計期間末
（平成20年６月30日）

前連結会計年度の要約連結貸借対照表

（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
（％）

金額（千円）
構成比

（％）

（負債の部）           

Ⅰ　流動負債           

１．買掛金   107,802   127,309   154,187  

２．一年以内返済予定
　　長期借入金

※1  842,620   1,007,873   951,514  

３．一年以内償還予定
社債

  60,000   －   30,000  

４．未払金   1,457,014   1,235,867   1,546,377  

５．未払法人税等   83,244   46,051   122,311  

６．繰延税金負債   －   －   93  

７.  その他   147,411   134,008   157,164  

流動負債合計   2,698,092 33.6  2,551,109 32.0  2,961,648 34.3

Ⅱ　固定負債           

１．長期借入金 ※1  2,548,546   2,808,779   2,872,032  

２．退職給付引当金   5,969   10,062   6,867  

３. 預り敷金・保証
    金

  488,330   473,280   493,486  

４．その他   400,092   244,018   321,839  

固定負債合計   3,442,937 42.9  3,536,139 44.3  3,694,226 42.8

負債合計   6,141,029 76.5  6,087,248 76.3  6,655,874 77.1

           

（純資産の部）           

Ⅰ　株主資本           

１．資本金   324,360 4.0  324,360 4.0  324,360 3.8

２．資本剰余金   860,292 10.7  860,292 10.8  860,292 9.9

３．利益剰余金   653,409 8.2  668,336 8.4  727,467 8.4

４．自己株式   －   △32,867 △0.4  －  

株主資本合計   1,838,061 22.9  1,820,120 22.8  1,912,119 22.1

Ⅱ　評価・換算差額等           

１．その他有価証券評
価差額金

  201 0.0  △38 △0.0  △268 △0.0

評価・換算差額等合
計

  201 0.0  △38 △0.0  △268 △0.0

Ⅲ　少数株主持分   51,409 0.6  70,707 0.9  67,425 0.8

純資産合計   1,889,671 23.5  1,890,789 23.7  1,979,275 22.9

負債純資産合計   8,030,701 100.0  7,978,038 100.0  8,635,150 100.0
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(2) 中間連結損益計算書

  
前中間連結会計期間

（自　平成19年１月１日
至　平成19年６月30日）

当中間連結会計期間
（自　平成20年１月１日
至　平成20年６月30日）

前連結会計年度の要約連結損益計算書

（自　平成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）
百分比
（％）

金額（千円）
百分比
（％）

金額（千円）
百分比

（％）

Ⅰ　売上高   3,749,370 100.0  3,816,405 100.0  8,030,748 100.0

Ⅱ　売上原価   2,858,838 76.2  2,946,502 77.2  6,243,422 77.7

売上総利益   890,532 23.8  869,903 22.8  1,787,325 22.3

Ⅲ　販売費及び一般管理
費

※１
　

 690,713 18.5  729,520 19.1  1,296,841 16.2

営業利益   199,818 5.3  140,382 3.7  490,484 6.1

Ⅳ　営業外収益           

１．受取利息  3,050   6,223   7,598   

２．受取配当金  63   28   381   

３．受取保険金  3,230   204   9,105   

４．受取手数料  11,222   12,086   13,563   

５．その他  7,711 25,277 0.7 8,963 27,506 0.7 11,938 42,587 0.5

Ⅴ　営業外費用           

１．支払利息  34,872   33,040   73,943   

２．社債利息  323   105   540   

３. 持分法による投資
損失

 2,666   9,112   10,313   

４．貸倒引当金繰入額  －   －   6,448   

５．その他  2,773 40,637 1.1 9,573 51,831 1.4 9,287 100,532 1.2

経常利益   184,458 4.9  116,057 3.0  432,538 5.4
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前中間連結会計期間

（自　平成19年１月１日
至　平成19年６月30日）

当中間連結会計期間
（自　平成20年１月１日
至　平成20年６月30日）

前連結会計年度の要約連結損益計算書

（自　平成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）
百分比
（％）

金額（千円）
百分比
（％）

金額（千円）
百分比

（％）

Ⅵ　特別利益           

１．前期損益修正益  ※4 13,543   16,659   15,002   

２．固定資産売却益  ※2 3,417   626   3,593   

３．貸倒引当金戻入益  33,652   10,584   44,462   

４．その他  6,650 57,263 1.5 2,015 29,885 0.8 30,994 94,052 1.2

Ⅶ　特別損失           

１．前期損益修正損  ※5 81   1,334   12,101   

２. 固定資産除却損  ※3 43,089   471   46,536   

３．減損損失  ※6 33,463   －   45,392   

４．店舗閉鎖損失  －   10,758   34,260   

５．フランチャイズ 
    契約解約損

 16,380   －   16,380   

６．関係会社株式等
　　評価損

 －   111,969   －   

７．その他  29,459 122,474 3.2 2,387 126,920 3.3 102,472 257,143 3.2

税金等調整前中間
（当期）純利益

  119,247 3.2  19,022 0.5  269,447 3.4

法人税、住民税及
び事業税

 80,487   35,432   200,853   

法人税等調整額  △14,422 66,065 1.7 △8,549 26,882 0.7 △69,660 131,192 1.7

少数株主利益   13,408 0.4  3,282 0.1  24,424 0.3

中間（当期）純利
益又は中間純損失
（△）

  39,773 1.1  △11,142 △0.3  113,831 1.4
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(3) 中間連結株主資本等変動計算書

前中間連結会計期間（自　平成19年1月1日　至　平成19年6月30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

中間連結会計期間中の変動

額

中間純利益   39,773 39,773    39,773

剰余金の配当   △50,796 △50,796    △50,796

株主資本以外の項目の中
間連結会計期間中の変動
額（純額）

    99 99 51,409 51,508

中間連結会計期間中の変動
額合計（千円）

－ － △11,022 △11,022 99 99 51,409 40,485

平成19年6月30日残高
（千円）

324,360 860,292 653,409 1,838,061 201 201 51,409 1,889,671

当中間連結会計期間（自　平成20年1月1日　至　平成20年6月30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 自己株式
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

中間連結会計期間中の変動額

中間純損失   △11,142  △11,142    △11,142

剰余金の配当   △50,796  △50,796    △50,796

自己株式の取得    △32,867 △32,867    △32,867

連結除外による増加高   2,807  2,807    2,807

株主資本以外の項目の中間

連結会計期間中の変動額

（純額）

     230 230 3,282 3,512

中間連結会計期間中の変動額

合計（千円）
－ － △59,130 △32,867 △91,998 230 230 3,282 △88,486

平成20年6月30日残高　　　

（千円）
324,360 860,292 668,336 △32,867 1,820,120 △38 △38 70,707 1,890,789
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前連結会計年度の連結株主資本等変動計算書（自　平成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) 中間連結キャッシュ・フロー計算書

  

前中間連結会計期間

（自　平成19年１月１日

至　平成19年６月30日）

当中間連結会計期間

（自　平成20年１月１日

至　平成20年６月30日）

前連結会計年度の要約連結

キャッシュ・フロー計算書

（自　平成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） 金額（千円） 金額（千円）

Ⅰ　営業活動によるキャッシュ・フロー     

税金等調整前中間（当期）純利益  119,247 19,022 269,447

減価償却費  302,823 313,744 637,720

減損損失  33,463 － 45,392

保証金償却額  11,962 6,606 14,735

のれん償却額  31,151 31,667 62,819

加盟金償却額  5,521 7,486 24,227

販売権償却額  － 1,666 2,222

退職給付引当金の増加額  1,979 3,677 2,877

貸倒引当金の減少額  △35,102 △10,584 △33,998

受取利息及び受取配当金  △3,113 △8,158 △7,979

支払利息  35,196 33,146 74,483

為替差損（△差益）  △2,107 3,764 2,549

持分法による投資損失  2,666 9,112 10,313

有形固定資産売却益  △3,417 △626 △3,593

有形固定資産除却損  43,089 471 46,536

有形固定資産売却損  － － 1,513

店舗閉鎖損失  － 10,758 34,260

投資有価証券評価損  646 － 1,755

関係会社株式等評価損  － 111,969 －

投資有価証券売却益  － △1,160 －

売上債権の増減額（△増加額）  7,896 51,456 △14,057

加盟店売掛金の減少額  176,742 162,748 22,545

たな卸資産の増減額（△増加額）  △1,009 538 △1,227

加盟店立替金の増加額　  － △3,700 △305,551

仕入債務の増減額（△減少額）  △42,199 △26,878 4,186

加盟店未払金の減少額  △292,081 △264,455 △100,838

未払金の増減額（△減少額）  288,927 △88,497 227,858

未払消費税等の減少額  △9,008 △11,180 △3,473

その他資産の増減額（△増加額）  △211,304 23,467 35,104

その他負債の増減額（△減少額）  6,380 △5,992 19,244

小計  468,352 370,069 1,069,076

利息及び配当金の受取額  2,615 10,413 5,459

利息の支払額  △27,614 △33,313 △58,264

法人税等の支払額  △124,403 △115,956 △231,133

営業活動によるキャッシュ・フロー  318,949 231,212 785,138
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前中間連結会計期間

（自　平成19年１月１日

至　平成19年６月30日）

当中間連結会計期間

（自　平成20年１月１日

至　平成20年６月30日）

前連結会計年度の要約連結

キャッシュ・フロー計算書

（自　平成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） 金額（千円） 金額（千円）

Ⅱ　投資活動によるキャッシュ・フロー     

定期預金の預入による支出  △22 － △89

定期預金の払戻による収入  － 29,061 －

有形固定資産の取得による支出  △255,057 △324,762 △547,729

有形固定資産の売却による収入  68,810 14,496 69,325

無形固定資産の取得による支出  △13,985 △10,900 △14,785

投資有価証券の取得による支出  △184,024 △60 △2,324

投資有価証券の売却による収入　  － 1,685 4,421

子会社株式の売却による収入  － － 5,000

貸付けによる支出  △89,033 △51,460 △222,925

貸付金の回収による収入  19,226 29,988 45,476

保険積立金の積立による支出  △3,056 △3,276 △6,286

敷金・保証金の差入による支出  △79,456 △35,315 △111,702

敷金・保証金の返還による収入  30,170 32,552 65,582

加盟金等取得による支出  △2,444 △5,900 △7,944

預り保証金返還による支出  △8,770 △25,358 △34,089

預り保証金受入による収入  15,000 7,499 45,170

長期前払費用の減少額  720 49,857 －

新規連結子会社株式取得による支出  － － △94,257

連結範囲の変更を伴う子会社株式の取得によ

る収入
 89,492 － －

その他投資活動によるキャッシュ・フロー  △2,914 2,992 △2,584

投資活動によるキャッシュ・フロー  △415,345 △288,900 △809,743

Ⅲ　財務活動によるキャッシュ・フロー     

短期借入による収入  3,247 － －

短期借入金の返済による支出  △2,385 － －

長期借入れによる収入  300,000 500,000 1,200,000

長期借入金の返済による支出  △410,426 △506,894 △878,046

割賦債務の返済による支出  △207,900 △112,869 △294,460

株式の発行による収入  － － －

社債の償還による支出  △30,000 △30,000 △60,000

配当金の支払額  △51,204 △50,429 △50,519

自己株式の取得による支出　  － △32,867 －

その他財務活動によるキャッシュ・フロー  35,343 △471 －

財務活動によるキャッシュ・フロー  △363,326 △233,532 △83,025

Ⅳ　現金及び現金同等物に係る換算差額  △10 △0 34

Ⅴ　現金及び現金同等物の減少額  △459,732 △291,412 △107,595

Ⅵ　連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額  － △192 －

Ⅶ　現金及び現金同等物の期首残高  1,719,683 1,612,088 1,719,683

Ⅷ　現金及び現金同等物の中間期末（期末）残高 ※1  1,259,951 1,320,675 1,612,088
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中間連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項

項目

前中間連結会計期間 

（自　平成19年１月１日 

至　平成19年６月30日） 

当中間連結会計期間 

（自　平成20年１月１日 

至　平成20年６月30日） 

前連結会計年度

（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　７社

主要な連結子会社の名称

株式会社アッシュ

株式会社ニューヨーク・ニュー

ヨーク

株式会社スタイルデザイナー

　当中間連結会計期間に株式取

得により連結子会社となったた

め、連結範囲に含めております。

株式会社ハイパー

　当中間連結会計期間に株式取

得により連結子会社となったた

め、連結範囲に含めております。

株式会社エッセンシュアルズ

ジャパン

　当中間連結会計期間に新規設

立したため、連結範囲に含めて

おります。

株式会社ＡＭＧ

　当中間連結会計期間に新規設

立したため、連結範囲に含めて

おります。

（1）連結子会社の数　７社

主要な連結子会社の名称

株式会社アッシュ

株式会社ニューヨーク・ニュー

ヨーク

株式会社スタイルデザイナー

株式会社ハイパー

株式会社エッセンシュアルズ

ジャパン

株式会社ＡＭＧ

株式会社ｅｔｒａ

　当中間連結会計期間に新規設

立したため、連結範囲に含めて

おります。

　なお、有限会社ニューヨー

カーを清算結了により連結の範

囲から除外しております。

（1）連結子会社の数　７社

主要な連結子会社の名称

株式会社アッシュ

株式会社ニューヨーク・ニュー

ヨーク

株式会社スタイルデザイナー

　当連結会計年度に株式取得に

より連結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

より連結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）主要な非連結子会社の名称等

同左

（2）主要な非連結子会社の名称等

同左

２．持分法の適用に関する

事項

持分法適用関連会社の数　１社

主要な持分法適用関連会社の名称

ガブルス・ジャパン株式会社

　当中間連結会計期間に株式取得に

より関連会社となったため、持分法

適用会社としております。

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

　

 

 

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．連結子会社の中間決算

日（決算日）等に関す

る事項

  全ての連結子会社の中間決算日は、

中間連結決算日と一致しております。

  同左   全ての連結子会社の事業年度の末日

は、連結決算日と一致しております。

４．会計処理基準に関する

事項

　

 

　

 

　

 

(1）重要な資産の評価基

準及び評価方法

①　有価証券

その他有価証券

時価のあるもの

　中間決算日の市場価格等に基

づく時価法（評価差額は全部純

資産直入法により処理し、売却

原価は移動平均法により算定）

時価のないもの

移動平均法による原価法

①　有価証券

その他有価証券

時価のあるもの

同左

時価のないもの

同左

①　有価証券

その他有価証券

時価のあるもの

　決算日の市場価格等に基づく

時価法（評価差額は全部純資産

直入法により処理し、売却原価

は移動平均法により算定）

時価のないもの

同左

 ②　たな卸資産

材料及び商品

月次総平均法による原価法

②　たな卸資産

材料及び商品

同左

②　たな卸資産

材料及び商品

同左
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項目

前中間連結会計期間 

（自　平成19年１月１日 

至　平成19年６月30日） 

当中間連結会計期間 

（自　平成20年１月１日 

至　平成20年６月30日） 

前連結会計年度

（自　平成19年１月１日

至　平成19年12月31日）

(2）重要な減価償却資産

の減価償却の方法

①　有形固定資産

定率法を採用しております。

但し平成10年４月１日以降取得

した建物（建物付属設備を除

く）については、定額法によっ

ております。

なお、主な耐用年数は以下のと

おりであります。

建物　　　　６年～40年

器具備品　　３年～10年

（会計方針の変更）

　当中間連結会計期間から、法

人税法の改正に伴い、平成19年

４月１日以降に取得した減価償

却資産については、改正後の法

人税法に規定する償却方法によ

り減価償却費を計上しておりま

す。

　これによる損益に与える影響

は軽微であります。

①　有形固定資産

定率法を採用しております。

但し平成10年４月１日以降取得

した建物（建物付属設備を除

く）については、定額法によっ

ております。

なお、主な耐用年数は以下のと

おりであります。

建物　　　　３年～40年

器具備品　　２年～15年

（追加情報）

　法人税法改正に伴い、平成19

年３月31日以前に取得した減価

償却資産については、改正前の

法人税法に基づく減価償却の方

法の適用により取得価額の５％

に到達した連結会計年度の翌連

結会計年度より、取得価額の

５％相当額と備忘価額との差額

を５年間にわたり均等償却し、

減価償却費に含めて計上してお

ります。

　これによる損益に与える影響

は軽微であります。

①　有形固定資産

定率法を採用しております。

但し平成10年４月１日以降取得

した建物（建物付属設備を除

く）については、定額法によっ

ております。

なお、主な耐用年数は以下のと

おりであります。

建物　　　　３年～40年

器具備品　　２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

　

②　無形固定資産

同左

(3）重要な引当金の計上

基準

貸倒引当金 

　売上債権、貸付金等の貸倒損失に

備えるため、一般債権については貸

倒実績率により、貸倒懸念債権等特

定の債権については個別に回収可能

性を検討し、回収不能見込額を計上

しております。

退職給付引当金 

　従業員の退職給付に備えるため、当

連結会計年度末における退職給付債務

の見込額に基づき、当中間連結会計期

間末において発生していると認められ

る額を計上しております。なお、退職

給付債務の見込額は、簡便法（退職給

付に係る期末自己都合要支給額を退職

給付債務とする方法）により計算して

おります。

貸倒引当金 

同左

 

 

 

 

 

退職給付引当金 

同左

貸倒引当金 

同左

 

 

 

 

 

退職給付引当金 

　従業員の退職給付に備えるため、当

連結会計年度末における退職給付債務

の見込額に基づき計上しております。

なお、退職給付債務の見込額は、簡便

法（退職給付に係る期末自己都合要支

給額を退職給付債務とする方法）によ

り計算しております。

(4）重要な外貨建の資産

又は負債の本邦通貨

への換算の基準

　外貨建金銭債権債務は、中間決算日

の直物為替相場により円貨に換算し、

換算差額は損益として処理しておりま

す。

同左 　外貨建金銭債権債務は、期末日の直

物為替相場により円貨に換算し、換算

差額は損益として処理しております。

(5）重要なリース取引の

処理方法

　リース物件の所有権が借主に移転す

ると認められるもの以外のファイナン

ス・リース取引については、通常の賃

貸借取引に係る方法に準じた会計処理

によっております。

同左 同左

(6）その他中間連結財務

諸表（連結財務諸

表）作成のための重

要な事項

消費税等の会計処理 

　消費税等の会計処理は、税抜方式に

よっております。

消費税等の会計処理 

同左

消費税等の会計処理 

同左
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項目

前中間連結会計期間 

（自　平成19年１月１日 

至　平成19年６月30日） 

当中間連結会計期間 

（自　平成20年１月１日 

至　平成20年６月30日） 

前連結会計年度

（自　平成19年１月１日

至　平成19年12月31日）

５．中間連結キャッシュ・

フロー計算書（連結

キャッシュ・フロー計

算書）における資金の

範囲

　手許現金、随時引き出し可能な預金

及び容易に換金可能であり、かつ、価

値の変動について僅少なリスクしか負

わない取得日から３ヶ月以内に償還期

限の到来する短期投資からなっており

ます。

同左 同左

表示方法の変更

前中間連結会計期間
（自　平成19年１月１日
至　平成19年６月30日）

当中間連結会計期間
（自　平成20年１月１日
至　平成20年６月30日）

―――――― （貸借対照表）

 前中間連結会計期間においては、特別損失の「固定資産除却損」及び

「その他」に含めて表示しておりました店舗閉鎖に係る費用を「店舗

閉鎖損失」として、区分掲記しております。前中間連結会計期間にお

いて「固定資産除却損」及び「その他」に含まれていた「店舗閉鎖損

失」は、それぞれ2,432千円及び17,892千円であります。
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注記事項

（中間連結貸借対照表関係）

前中間連結会計期間末
（平成19年６月30日）

当中間連結会計期間末
（平成20年６月30日）

前連結会計年度
（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。

※１．担保資産

担保に供している資産は次のとおりであ

ります。

 建物 256,222千円

 土地 134,071千円

 敷金保証金 39,030千円

  計 429,324千円

担保付債務は次の通りであります。

長期借入金(一年以内返済分含む)

1,138,660千円

　なお、上記の建物及び土地については、

根抵当権（極度額300,000千円）が設定

されています。

 建物 　249,913千円

 土地 　134,071千円

 敷金保証金 　39,030千円

  計 　423,015千円

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)

　1,633,820千円

　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。

（中間連結損益計算書関係）

前中間連結会計期間
（自　平成19年１月１日
至　平成19年６月30日）

当中間連結会計期間
（自　平成20年１月１日
至　平成20年６月30日）

前連結会計年度
（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。

 役員報酬 130,306千円

 給与 206,532千円

 退職給付引当金繰入額 1,979千円

※１．販売費及び一般管理費のうち主要な費目

及び金額は次のとおりであります。

 役員報酬 121,499千円

 給与 205,123千円

 退職給付引当金繰入額 　3,884千円

※１．販売費及び一般管理費のうち主要な費目

及び金額は次のとおりであります。

 役員報酬 263,216千円

 給与 308,392千円

 貸倒引当金繰入額 4,016千円

 退職給付引当金繰入額 　2,877千円

※２．固定資産売却益は、建物2,775千円、器

具備品641千円であります。

※２．固定資産売却益は、建物613千円、器具

備品12千円であります。

※２．固定資産売却益は、建物2,775千円、器

具備品641千円、車両運搬具176千円であり

ます。

※３．固定資産除却損は、建物37,939千円、器

具備品5,150千円であります。

※３．固定資産除却損は、建物471千円であり

ます。

※３．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。

※４．前期損益修正益のうち、主要なものは過

年度受取手数料8,744千円であります。

※４．前期損益修正益のうち、主要なものは過

年度法定福利費12,025千円であります。

※４．前期損益修正益のうち、主要なものは過

年度法定福利費9,541千円であります。

 

※５．　　　　――――――

 

 

※５．　　　　――――――

 

 

※５．前期損益修正損のうち、主要なものは過

年度固定資産除却損8,373千円、過年度費用計

上等3,728千円であります。

※６．減損損失

　当中間連結会計期間において、当社グ

ループは以下の資産グループについて減損

損失を計上しました。

場所 用途 種類 その他

トアロード

店
内装設備

建物、リー

ス資産
―

ニューヨー

カー７店
内装設備

建物、器具

備品及び

リース資産

―

　当社グループは、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、回収可能価額をゼ

ロとみなして帳簿価額全額及びリース残債

額を減損損失として計上しました。

　その内訳は、建物30,293千円、器具備品

115千円、リース資産3,055千円でありま

す。

 

 

 

※６．　　　　――――――

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※６. 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
減損損失

（千円）

 トアロード

店

内装

設備

 建物、器具

備品及び

リース資産

20,814

 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

12,649

 草津ＳＰＡ

店

内装

設備

 建物、器具

備品及び

リース資産

11,929

 合計   45,392

　　　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
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前中間連結会計期間
（自　平成19年１月１日
至　平成19年６月30日）

当中間連結会計期間
（自　平成20年１月１日
至　平成20年６月30日）

前連結会計年度
（自　平成19年１月１日
至　平成19年12月31日）

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

　　　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。
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（中間連結株主資本等変動計算書関係）

　前中間連結会計期間（自　平成19年１月１日　至　平成19年６月30日）

１．発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項

前連結会計年度末株
式数（株）

当中間連結会計期間
増加株式数

（株）

当中間連結会計期間
減少株式数

（株）

当中間連結会計期間
末株式数（株）

発行済株式

普通株式 28,220 28,220 ― 56,440

合計 28,220 28,220 ― 56,440

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

による増加であります。

２．新株予約権及び自己新株予約権に関する事項

区分 新株予約権の内訳

新株予約権
の目的とな
る株式の種
類

新株予約権の目的となる株式の数（株） 当中間連結
会計期間末
残高
（千円）

前連結会計年
度末

当中間連結会
計期間増加

当中間連結会
計期間減少

当中間連結会
計期間末

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

合計 － 680 680 ― 1,360 ―

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

３．配当に関する事項

　（1）配当金支払額

決議 株式の種類
配当金の総額
（千円）

１株当たり配当
額（円）

基準日 効力発生日

平成19年３月29日

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

  （2）基準日が当中間連結会計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が中間期末後となるもの

 　　　該当事項はありません。
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　当中間連結会計期間（自　平成20年１月１日　至　平成20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
当中間連結会計期間
末

普通株式（株） 56,440 ― ― 56,440

 

２．自己株式に関する事項

株式の種類 前連結会計年度末 増加 減少
当中間連結会計期間
末

普通株式（株） ― 1,251 ― 1,251

　        （変動事由の概要）

            増加は、取締役会決議に基づく買取によるものであります。

３．新株予約権及び自己新株予約権に関する事項

区分 新株予約権の内訳

新株予約権
の目的とな
る株式の種
類

新株予約権の目的となる株式の数（株） 当中間連結
会計期間末
残高
（千円）

前連結会計年
度末

当中間連結会
計期間増加

当中間連結会
計期間減少

当中間連結会
計期間末

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

合計 － 1,360 － － 1,360 －

 

４．配当に関する事項

　（1）配当金支払額

決議 株式の種類
配当金の総額
（千円）

１株当たり配当
額（円）

基準日 効力発生日

平成19年３月29日

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

  （2）基準日が当中間連結会計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が中間期末後となるもの

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

前中間連結会計期間
（自　平成19年１月１日

至　平成19年6月30日）

当中間連結会計期間
（自　平成20年１月１日
至　平成20年６月30日）

前連結会計年度
（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中間期末残高と中

間連結貸借対照表に掲記されている科目の

金額との関係

※１．現金及び現金同等物の中間期末残高と中

間連結貸借対照表に掲記されている科目の

金額との関係

※１．現金及び現金同等物の期末残高と連結貸

借対照表に掲記されている科目の金額との

関係

（平成19年6月30日現在）

（千円）

現金及び預金勘定 1,304,993

預入期間が３ヶ月を超える定

期預金
△45,041

現金及び現金同等物 1,259,951

（平成20年6月30日現在）

（千円）

現金及び預金勘定 1,336,723

預入期間が３ヶ月を超える定

期預金
△16,048

現金及び現金同等物 1,320,675

　　　　　　　　　（平成19年12月31日現在）

（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

のための収入（純額）との関係は次のとおりであ

ります。

（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 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

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）

前中間連結会計期間
（自　平成19年１月１日
至　平成19年６月30日）

当中間連結会計期間
（自　平成20年１月１日
至　平成20年６月30日）

前連結会計年度
（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

リース物件の所有権が借主に移転すると認めら

れるもの以外のファイナンス・リース取引

リース物件の所有権が借主に移転すると認めら

れるもの以外のファイナンス・リース取引

(1）リース物件の取得価額相当額、減価償却累

計額相当額、減損損失累計額相当額及び中間

期末残高相当額

(1）リース物件の取得価額相当額、減価償却累

計額相当額、減損損失累計額相当額及び中間

期末残高相当額

(1）リース物件の取得価額相当額、減価償却累

計額相当額、減損損失累計額相当額及び期末

残高相当額

 

取得価

額相当

額

（千円）

減価償

却累計

額相当

額

（千円）

減損損

失累計

額相当

額

（千円）

中間期

末残高

相当額

（千円）

器具

備品
644,387 304,745 3,055 336,586

その

他
74,810 42,908 － 31,901

合計 719,197 347,653 3,055 368,488

 

取得価

額相当

額

（千円）

減価償

却累計

額相当

額

（千円）

減損損

失累計

額相当

額

（千円）

中間期

末残高

相当額

（千円）

器具

備品
658,163 344,187 4,145 309,830

その

他
73,551 56,260 － 17,291

合計 731,715 400,447 4,145 327,122

 

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
658,918 340,307 4,145 314,465

その

他
76,638 51,732 － 24,905

合計 735,556 392,039 4,145 339,371

(2）未経過リース料中間期末残高相当額等

未経過リース料中間期末残高相当額

(2）未経過リース料中間期末残高相当額等

未経過リース料中間期末残高相当額

(2）未経過リース料期末残高相当額等

未経過リース料期末残高相当額

１年内 134,634千円

１年超 245,677千円

合計 380,311千円

リース資産減損勘定の残高 3,055千円

１年内 128,494千円

１年超 207,465千円

合計 335,959千円

リース資産減損勘定の残高  2,326千円

１年内 131,755千円

１年超 216,663千円

合計 348,418千円

リース資産減損勘定の残高 1,046千円

(3）支払リース料、リース資産減損勘定の取崩

額、減価償却費相当額、支払利息相当額及び

減損損失

(3）支払リース料、リース資産減損勘定の取崩

額、減価償却費相当額、支払利息相当額及び

減損損失

(3）支払リース料、リース資産減損勘定の取崩

額、減価償却費相当額、支払利息相当額及び

減損損失

支払リース料 78,475千円

リース資産減損勘定の取崩額 －

減価償却費相当額 72,685千円

支払利息相当額  5,880千円

減損損失 3,055千円

支払リース料  78,369千円

リース資産減損勘定の取崩額 1,687千円

減価償却費相当額  72,654千円

支払利息相当額 5,291千円

減損損失 －

支払リース料 157,469千円

リース資産減損勘定の取崩額 3,099千円

減価償却費相当額 145,466千円

支払利息相当額 11,736千円

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

(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

(5）利息相当額の算定方法

同左
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（有価証券関係）

　前中間連結会計期間末（平成19年６月30日）

１．その他有価証券で時価のあるもの

 種類 取得原価（千円）
中間連結貸借対照表
計上額（千円）

差額（千円）

連結貸借対照表計
上額が取得原価を
超えるもの

(1）株式 － － －

(2）債券 － － －

①　国債・地方債等 － － －

②　社債 － － －

③　その他 － － －

(3）その他 3,721 4,495 774

小計 3,721 4,495 774

連結貸借対照表計
上額が取得原価を
超えないもの

(1）株式 101 92 △9

(2）債券 － － －

①　国債・地方債等 － － －

②　社債 － － －

③　その他 － － －

(3）その他 － － －

小計 101 92 △9

合計 3,823 4,588 765

２．時価評価されていない主な有価証券の内容

種類 中間連結貸借対照表計上額（千円）

その他有価証券  

（1）関連会社株式 81,083

（2）関連会社新株予約権付社債 100,000

（3）非上場株式 4,525

（4）投資事業有限責任組合出資金 10,000

（5）その他出資金 50

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

を行っております。なお、減損処理にあたっては、中間連結会計期間末における時価が取得原価に比べ50％以上

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

要と認められた額について減損処理を行っております。
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　当中間連結会計期間末（平成20年６月30日）

１．その他有価証券で時価のあるもの

 種類 取得原価（千円）
中間連結貸借対照表
計上額（千円）

差額（千円）

連結貸借対照表計
上額が取得原価を
超えるもの

(1）株式 － － －

(2）債券 － － －

①　国債・地方債等 － － －

②　社債 － － －

③　その他 － － －

(3）その他 － － －

小計 － － －

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 225 158 △66

(2）債券 － － －

①　国債・地方債等 － － －

②　社債 － － －

③　その他 － － －

(3）その他 － － －

小計 225 158 △66

合計 225 158 △66

２．時価評価されていない主な有価証券の内容

種類 中間連結貸借対照表計上額（千円）

その他有価証券  

（1）関連会社株式 18,516

（2）関連会社新株予約権付社債 33,838

（3）非上場株式 2,977

（4）非上場社債 1,000

（5）投資事業有限責任組合出資金 10,000

（6）その他出資金 50

（注）当中間連結会計期間において、関連会社株式について45,807千円、関連会社新株予約権付社債について66,162千

円減損処理を行っております。なお当社は、持分法適用関連会社であるガブルス・ジャパン株式会社の当社が保

有する同社株式及び新株予約権付社債の全てを譲渡することを決定しているため、減損処理にあたっては、譲渡

対価に基づき行っております。
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　前連結会計年度末（平成19年12月31日）

１．その他有価証券で時価のあるもの

 種類 取得原価（千円）
連結貸借対照表計上
額（千円）

差額（千円）

連結貸借対照表計
上額が取得原価を
超えるもの

(1）株式 － － －

(2）債券 － － －

①　国債・地方債等 － － －

②　社債 － － －

③　その他 － － －

(3）その他 － － －

小計 － － －

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 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 264 218 △45

合計 264 218 △45

２．時価評価されていない主な有価証券の内容

種類 連結貸借対照表計上額（千円）

その他有価証券  

（1）関連会社株式 73,436

（2）関連会社新株予約権付社債 100,000

（3）非上場株式 3,416

（4）非上場社債 1,000

（5）投資事業有限責任組合出資金 10,000

（6）その他出資金 50

（注）当連結会計年度において1,755千円（その他有価証券で時価のない株式1,755千円）減損処理を行っております。

なお、減損処理にあたっては、期末における時価が取得原価に比べ50％以上下落した場合には原則として全て減

損処理を行い、30～50％程度下落した場合には、回復可能性等を考慮して必要と認められた額について減損処理

を行っております。
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（デリバティブ取引関係）

前中間連結会計期間（自平成19年１月１日至平成19年６月30日）、当中間連結会計期間（自平成20年１月１日至平成

20年６月30日）及び前連結会計年度（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。

（ストック・オプション等関係）

  前中間連結会計期間（自平成19年１月１日至平成19年６月30日）、当中間連結会計期間（自平成20年１月１日至平

成20年６月30日）及び前連結会計年度（自平成19年１月１日至平成19年12月31日）

  前中間連結会計期間、当中間連結会計期間及び前連結会計年度において、新たに付与したストック・オプションは

ありません。

（企業結合関係）

前中間連結会計期間（自平成19年１月１日至平成19年６月30日）

（パーチェス法適用関係）

１．企業結合の概要

被取得企業の名称　　　　　　株式会社スタイルデザイナー

被取得企業の事業の内容　　　美容室の経営

企業結合を行った主な理由　　営業エリアの拡大、経営の効率化

企業結合日　　　　　　　　　平成19年１月４日

企業結合の法的形式　　　　　株式取得による子会社化

取得した議決権比率　　　　　66.7％

２．連結財務諸表に含まれている被取得企業の業績の期間

平成19年１月１日～平成19年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　　　　　　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。

当中間連結会計期間（自平成20年１月１日至平成20年６月30日）

該当事項はありません。

前連結会計年度（自平成19年１月１日至平成19年12月31日）

前中間連結会計期間（自平成19年１月１日至平成19年６月30日）に同じ。
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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

前中間連結会計期間（自平成19年１月１日至平成19年６月30日）

 
直営事業
（千円）

ＦＣ事業
（千円）

資産管理等
事業

（千円）

計
（千円）

消去又は全社
（千円）

連結
（千円）

売上高       

(1）外部顧客に対する売上高 2,197,270 975,484 576,615 3,749,370 － 3,749,370

(2）セグメント間の内部売上高

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

計 2,266,536 1,029,137 1,021,585 4,317,259 △567,888 3,749,370

営業費用 2,199,762 735,914 959,410 3,895,087 △345,535 3,549,552

営業利益 66,773 293,222 62,175 422,171 △222,353 199,818

　（注）１．事業区分の方法

　　　　　　事業区分は、内部管理上採用している区分によっております。

２．各事業に属する主要な事業の内容

 　（1）直営事業・・・・・・直営店舗の運営

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

 　（3）資産管理等事業・・・不動産賃貸等

３．営業費用のうち消去又は全社の項目に含めた配賦不能営業費用の金額は222,353千円であり、その主なものは

総務・経理部門等の管理部門に係る費用であります。

当中間連結会計期間（自平成20年１月１日至平成20年６月30日）

当社は平成19年連結会計年度より、事業の種類別セグメントによる経営管理及びその情報の開示は実施しておりま

せん。

前連結会計年度（自平成19年１月１日至平成19年12月31日）

当社グループでは、平成18年中間連結会計年度におきまして、店舗展開の形態が同種である事業子会社２社を連結

子会社としていたことから、直営店舗運営に係る直営事業、ＦＣ店舗運営に係るＦＣ事業、直営店舗及びＦＣ店舗へ

の店舗不動産や店舗設備の賃貸等業務を行う資産管理等事業の区分により内部管理を実施し、これをもって事業の種

類別セグメントを認識しました。

しかし平成19年連結会計年度に、従来からの事業子会社２社は、それぞれ店舗の運営形態について１社はＦＣ化（株

式会社アッシュにおいて、暖簾分けを進める手法をＦＣ店に集約した。）、もう１社は直営化（株式会社ニューヨー

ク・ニューヨークにおいて、暖簾分けを進める手法を業務委託店に集約した。）といった異なる展開で店舗拡大を図っ

ていることから、２社の行う事業を従来の事業区分によって管理することの有用性が薄れてきたこと、さらに、これ

ら２社とは異なる方式でＦＣ展開を行っている美容事業会社を連結子会社としたことから、管理すべき店舗数が著し

く増加しただけでなく、ＦＣの概念、直営店の概念が前期とは大きく変化し、従来の事業区分による管理が有効に機

能しないこととなりました。そのため、直営店舗、ＦＣ店舗の区別に関係なく、個別店舗単位での管理が重要である

との認識から内部管理の体制を個別店舗ごとの管理に変更いたしました。一方、個別店舗のほとんどが、ＦＣ、直営

に関わらず、サービスの種類、提供対象等に相違はなく、全ての店舗に対して美容室運営といった同一の側面からの

管理および店舗経営が実施されております。

従いまして、当社の事業は美容室のチェーン展開を行う単一事業であるとの認識に立ち、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。

 

ｂ．所在地別セグメント情報

前中間連結会計期間（自平成19年１月１日至平成19年６月30日）、当中間連結会計期間（自平成20年１月１日

至平成20年６月30日）及び前連結会計年度（自平成19年１月１日至平成19年12月31日）において、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。
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ｃ．海外売上高

前中間連結会計期間（自平成19年１月１日至平成19年６月30日）、当中間連結会計期間（自平成20年１月１日

至平成20年６月30日）及び前連結会計年度（自平成19年１月１日至平成19年12月31日）において、海外売上高が

ないため該当事項はありません。

 

（１株当たり情報）

前中間連結会計期間
（自　平成19年１月１日
至　平成19年６月30日）

当中間連結会計期間
（自　平成20年１月１日
至　平成20年６月30日）

前連結会計年度
（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 32,570円21銭

１株当たり中間純利益 704円70銭

潜在株式調整後１株当たり中

間純利益
690円00銭

１株当たり純資産額 　32,979円08銭

１株当たり中間純損失 　△199円21銭

１株当たり純資産額 　33,874円03銭

１株当たり当期純利益 　2,016円85銭

潜在株式調整後１株当たり当

期純利益
　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。

　なお、潜在株式調整後１株当たり中間純利益

金額については、潜在株式は存在するものの１

株当たり中間純損失であるため記載しておりま

せん。

　当社は、平成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 3,756円81銭

潜在株式調整後１株当たり当

期純利益
3,671円87銭

１株当たり純資産額 32,763円75銭

１株当たり当期純利益 3,756円81銭

潜在株式調整後１株当たり当

期純利益
3,671円87銭

（注）１株当たり中間（当期）純利益又は純損失（△）及び、潜在株式調整後１株当たり中間（当期）純利益の算定上の

基礎は、以下のとおりであります。

 
前中間連結会計期間

(自　平成19年１月１日
至　平成19年６月30日)

当中間連結会計期間
(自　平成20年１月１日
至　平成20年６月30日)

前連結会計年度
(自　平成19年１月１日
至　平成19年12月31日)

１株当たり中間（当期）純利益    

中間（当期）純利益又は純損失（△）

（千円）
39,773 △11,142 113,831

普通株主に帰属しない金額（千円） － － －

普通株式に係る中間（当期）純利益又

は純損失（△）（千円）
39,773 △11,142 113,831

期中平均株式数（株） 56,440 55,932 56,440

潜在株式調整後１株当たり中間（当

期）純利益
   

中間（当期）純利益調整額（千円） － － －

普通株式増加数（株） 1,203 860 1,187

（うち、ストックオプションに係る潜

在株式）
(1,203) (860) (1,187)

希薄化効果を有しないため、潜在株式

調整後１株当たり中間（当期）純利益

の算定に含めなかった潜在株式の概要

―――― ―――― ――――
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（重要な後発事象）

前中間会計期間（自　平成19年１月１日　至　平成19年６月30日）

  該当する事項はありません。

当中間会計期間（自　平成20年１月１日　至　平成20年６月30日）

  当社は、持分法適用関連会社であるガブルス・ジャパン株式会社の当社が保有する同社株式及び新株予約権付社

債の全てを譲渡することといたしました。

１．譲渡の理由

  当社は、グループ子会社の美容関連サービスへのライトエステサロンのノウハウの導入を図ることを目的に、平

成19年４月にガブルス・ジャパン株式会社と業務提携するとともに、同月の発行済株式の26.1％を取得し、持分法

適用関連会社としました。また、同社は、大手有力百貨店へ出店する強いコネクションと実績を持っており、当社

の事業展開における相乗効果を期待しておりました。

  しかしながら、当社子会社が展開する美容室チェーンとの顧客の相互紹介なども含め、あらゆる可能性を検討し

てまいりましたが、美容室チェーンとの業態面での相違などがあることから、当社は当社保有の同関連会社の株式

および新株予約権付社債の全てを譲渡することといたしました。

２．当該関連会社の概要

  ① 商号：ガブルス・ジャパン株式会社

  ② 代表者：代表取締役社長　竹内佳章

  ③ 本店所在地：神戸市中央区元町通一丁目８番14号

  ④ 設立年月日：平成6年8月29日

  ⑤ 事業の内容：ライトエステサロンの経営

  ⑥ 従業員数：263名（平成20年6月末、アルバイト及び準社員124名を含む）

  ⑦ 資本金の額：357百万円

  ⑧ 発行済株式数：6,256株

  ⑨ 大株主構成および所有割合： 

     当社26.1％、竹内佳章23.9％、その他個人22名27.1％、VC３社21.4％、法人３社1.5%

  ⑩ 決算期：12月31日

３．当該関連会社の最近の業績

　                        （単位：百万円）

決算期（注） 平成19年3月期 平成19年12月期

売上高              1,078            866 

売上総利益            143            102 

営業利益  （△損失）   17           △３

経常利益  （△損失）   15  　       △14 

当期純利益（△損失） △19  　     　△20 

総資産 　　           695  　        846

純資産                 70         　　49 

（注）平成19年3月期は平成18年4月1日～平成19年3月31日の12ヶ月決算、平成19年12月期は平成19年4月1日～平成

19年12月31日の9ヶ月決算となっております。

４．譲渡先

  譲渡先の情報につきましては、平成20年９月上旬に予定しております譲渡契約書の締結をもって公表する予定で

す。

５．異動前後の所有株式数および所有割合

　① 譲渡前の所有株式数 1,633株（当社所有割合　26.1％）

  ② 譲渡する株式数     1,633株

  ③ 譲渡後の所有株式数　  －株

６．譲渡する新株予約権付社債

　① 社債の名称    ガブルス・ジャパン株式会社 第2回無担保転換社債型新株予約権付社債

  ② 券面金額総額  １億円

  ③ 新株予約権    発行数：2,000個（新株予約権1個につき１株）

     新株予約権行使により発行する株式の発行価額：１個（１株）につき50,000円

    （なお、払込むべき発行価額は本社債より転換する）

７．譲渡金額　

  61百万円（株式および新株予約権付社債の合計）

８．日程

  平成20年８月15日 株式ならびに新株予約権付社債の譲渡基本合意書締結

  平成20年９月上旬 株式ならびに新株予約権付社債の譲渡契約書の締結、同受渡

  

  なお、株式ならびに新株予約権付社債の譲渡は、平成20年９月に予定しておりますが、譲渡すること及び金額面

の条件が決定しておりますことより、当中間連結会計期間において、これに係る特別損失として関係会社株式等評
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価損111百万円を計上しております。

９．その他

  ガブルス・ジャパン株式会社の取締役に就任しております当社常務取締役の小田俊也は、株式及び新株予約権付

社債の譲渡が完了した後、ガブルス・ジャパン株式会社の取締役を辞任する予定です。

  また、高級メンズサロンを展開する当社子会社の株式会社ＡＭＧは、ガブルス・ジャパン株式会社が50％の株式

を保有しておりますが、今回の措置に伴いガブルス・ジャパン株式会社が保有する全株を当社が取得いたします。

これにより、株式会社ＡＭＧは当社の100％子会社となります。ただし、ガブルス・ジャパン株式会社と当社間で結

んでいるトータルメンズサロンの展開に関する包括的業務提携は継続いたします。

 

前事業年度（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．中間個別財務諸表
(1) 中間貸借対照表

  
前中間会計期間末

（平成19年６月30日）
当中間会計期間末

（平成20年６月30日）
前事業年度の要約貸借対照表

（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
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

（資産の部）           

Ⅰ　流動資産           

１　現金及び預金  190,598   425,996   507,828   

２　売掛金  185,210   213,945   216,306   

３　たな卸資産  4,315   3,268   1,524   

４　繰延税金資産  13,966   50,840   16,124   

５　その他  244,126   216,065   301,192   

流動資産合計   638,217 12.8  910,116 17.2  1,042,975 19.3

Ⅱ　固定資産           

１　有形固定資産           

(1）建物 ※1,2 1,815,873   1,938,178   1,872,214   

(2) 車両運搬具 ※１ 589   3,028   3,825   

(3）器具備品 ※１ 57,048   81,570   62,187   

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

(5）建設仮勘定  34,504   －   24,150   

有形固定資産合計   2,042,208   2,156,969   2,096,569  

２　無形固定資産   30,129   28,389   25,608  

３　投資その他の資産           

(1）投資有価証券  13,853   13,977   13,977   

(2）関係会社株式  960,813   919,691   955,813   

(3）関係会社社債 ※５ 100,000   33,838   100,000   

(4）敷金保証金 ※２ 903,539   944,376   922,756   

(5）繰延税金資産  21,901   4,372   4,468   

(6）その他  274,400   274,120   252,609   

投資その他の資産合計   2,274,507   2,190,375   2,249,624  

固定資産合計   4,346,846 87.2  4,375,734 82.8  4,371,802 80.7

資産合計   4,985,063 100.0  5,285,850 100.0  5,414,778 100.0
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前中間会計期間末

（平成19年６月30日）
当中間会計期間末

（平成20年６月30日）
前事業年度の要約貸借対照表

（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
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

（負債の部）           

Ⅰ　流動負債           

１　一年以内返済予定長期借
入金

※２ 720,916   870,152   829,810   

２　一年以内償還予定社債  60,000   －   30,000   

３　未払金  148,905   143,566   113,903   

４　未払法人税等  1,743   18,886   4,262   

５　その他 ※４ 11,777   20,909   12,424   

流動負債合計   943,342 18.9  1,053,513 19.9  990,400 18.3

Ⅱ　固定負債           

１　長期借入金 ※２ 2,298,492   2,602,310   2,682,830   

２　退職給付引当金  2,114   6,158   2,417   

３　長期未払金  8,193   －   2,507   

４　その他  －   8,550   8,700   

固定負債合計   2,308,799 46.3  2,617,018 49.5  2,696,454 49.8

負債合計   3,252,142 65.2  3,670,532 69.4  3,686,855 68.1

           

 （純資産の部）           

Ⅰ　株主資本           

  １　資本金   324,360 6.5  324,360 6.1  324,360 6.0

  ２　資本剰余金           

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

    資本剰余金合計   860,292 17.3  860,292 16.3  860,292 15.9

  ３　利益剰余金           

  (1) 利益準備金  1,050   1,050   1,050   

  (2) その他利益剰余金           

 　　　繰越利益剰余金  547,219   462,483   542,221   

　　利益剰余金合計   548,269 11.0  463,533 8.8  543,271 10.0

  ４　自己株式   －   △32,867 △0.6  －  

 　 株主資本合計   1,732,921 34.8  1,615,318 30.6  1,727,923 31.9

 　純資産合計   1,732,921 34.8  1,615,318 30.6  1,727,923 31.9

 　負債純資産合計   4,985,063 100.0  5,285,850 100.0  5,414,778 100.0
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(2) 中間損益計算書

  

前中間会計期間

（自　平成19年１月１日

至　平成19年６月30日）

当中間会計期間

（自　平成20年１月１日

至　平成20年６月30日）

前事業年度の要約損益計算書

（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）

百分比

（％）
金額（千円）

百分比

（％）
金額（千円）

百分比

（％）

Ⅰ　売上高   1,021,585 100.0  1,200,339 100.0  2,154,944 100.0

Ⅱ　売上原価   747,431 73.2  823,766 68.6  1,555,028 72.2

売上総利益   274,154 26.8  376,572 31.4  599,915 27.8

Ⅲ　販売費及び一般管理費   239,515 23.4  274,389 22.9  514,620 23.9

営業利益   34,638 3.4  102,182 8.5  85,295 4.0

Ⅳ　営業外収益 ※１  97,668 9.6  7,559 0.6  106,743 5.0

Ⅴ　営業外費用 ※２  21,972 2.2  37,987 3.1  53,299 2.5

経常利益   110,334 10.8  71,753 6.0  138,739 6.4

Ⅵ　特別利益   1,619 0.2  2,225 0.2  1,795 0.1

Ⅶ　特別損失 ※３  63,079 6.2  122,415 10.2  80,667 3.7

税引前中間(当期)純利益
又は純損失（△）

  48,874 4.8  △48,435 △4.0  59,868 2.8

法人税、住民税及び事業税  72   17,890   290   

法人税等還付金  △499   △2,766   －   

法人税等調整額  △9,978 △10,405 △1.0 △34,619 △19,494 △1.6 5,296 5,586 0.3

中間(当期)純利益
又は純損失（△）

  59,279 5.8  △28,941 △2.4  54,281 2.5
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(3）中間株主資本等変動計算書

前中間会計期間（自平成19年１月１日　至平成19年６月30日）

株主資本

  純資産合計

資本金

資本剰余金 利益剰余金

株主資本合計
資本準備金 利益準備金

その他利益
剰余金 利益剰余金

合計繰越利益
剰余金

平成18年12月31日残高（千円） 324,360 860,292 1,050 538,735 539,785 1,724,437 1,724,437

中間会計期間中の変動額

剰余金の配当    △50,796 △50,796 △50,796 △50,796

中間純利益    59,279 59,279 59,279 59,279

中間会計期間中の変動額合計

（千円）
－ － － 8,483 8,483 8,483 8,483

平成19年６月30日残高（千円） 324,360 860,292 1,050 547,219 548,269 1,732,921 1,732,921

当中間会計期間（自平成20年１月１日　至平成20年６月30日）

株主資本

純資産合計

資本金

資本剰余金 利益剰余金

自己株式 株主資本合計
資本準備金 利益準備金

その他利益
剰余金 利益剰余金

合計繰越利益
剰余金

平成19年12月31日残高

（千円）
324,360 860,292 1,050 542,221 543,271 － 1,727,923 1,727,923

中間会計期間中の変動額

剰余金の配当    △50,796 △50,796  △50,796 △50,796

中間純損失    △28,941 △28,941  △28,941 △28,941

自己株式の取得      △32,867 △32,867 △32,867

中間会計期間中の変動額

合計（千円）
－ － － △79,737 △79,737 △32,867 △112,604 △112,604

平成20年６月30日残高

（千円）
324,360 860,292 1,050 462,483 463,533 △32,867 1,615,318 1,615,318

前事業年度の株主資本等変動計算書（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 利益剰余金

合計繰越利益
剰余金

平成18年12月31日残高（千円） 324,360 860,292 1,050 538,735 539,785 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 △50,796

当期純利益    54,281 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 3,485

平成19年12月31日残高（千円） 324,360 860,292 1,050 542,221 543,271 1,727,923 1,727,923

㈱アルテサロンホールディングス（2406）平成 20 年 12 月期中間決算短信

－ 38 －



６．その他
 該当事項はありません。
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