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1.  平成21年6月期第1四半期の連結業績（平成20年7月1日～平成20年9月30日） 

 

(2) 連結財政状態 

  

(1) 連結経営成績（累計） （％表示は対前年同四半期増減率）

売上高 営業利益 経常利益 四半期純利益
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

21年6月期第1四半期 621 ― △271 ― △269 ― △422 ―
20年6月期第1四半期 1,148 160.4 △290 ― △267 ― △219 ―

1株当たり四半期純利益 潜在株式調整後1株当たり四半期純利
益

円 銭 円 銭
21年6月期第1四半期 △1.10 ―
20年6月期第1四半期 △0.96 ―

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

21年6月期第1四半期 4,969 2,263 44.8 4.28
20年6月期 5,143 1,718 33.4 5.04

（参考） 自己資本  21年6月期第1四半期  2,228百万円 20年6月期  1,717百万円

2.  配当の状況 

（注）配当予想の当四半期における修正の有無  無   

1株当たり配当金
（基準日） 第1四半期末 第2四半期末 第3四半期末 期末 年間

円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭
20年6月期 ― 0.00 ― 0.00 0.00
21年6月期 ― ――― ――― ――― ―――

21年6月期（予想） ――― 0.00 ― 0.00 0.00

3.  平成21年6月期の連結業績予想（平成20年7月1日～平成21年6月30日） 
（％表示は通期は対前期、第2四半期連結累計期間は対前年同四半期増減率）

（注）連結業績予想数値の当四半期における修正の有無  有   

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
第2四半期連結累計期間 1,100 ― △480 ― △480 ― △650 ― △1.25

通期 2,130 △39.4 △720 ― △720 ― △900 ― △1.73

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  

(2) 簡便な会計処理及び四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用  有  
[(注) 詳細は、４ページ【定性的情報・財務諸表等】 4. その他をご覧ください。]  

(3) 四半期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（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等の変更に記載されるもの） 

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

(4) 発行済株式数（普通株式） 

※ 業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項  

１．上記業績予想は本資料の発表時点において入手可能な情報に基づき、不確定な要素については仮定を置いたうえで、当社において作成したものであります。実際の
業績数値は、様々な要因により上記業績予想と異なることがあります。 
２．当連結会計年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」(企業会計基準第12号)及び「四半期財務諸表に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第
14号)を適用しております。また、「四半期連結財務諸表規則」に従い四半期連結財務諸表を作成しております。 

新規 ― 社 （社名 ） 除外 ― 社 （社名 ）

① 会計基準等の改正に伴う変更 有
② ①以外の変更 無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 21年6月期第1四半期 520,654,900株 20年6月期 340,654,900株
② 期末自己株式数 21年6月期第1四半期 3株 20年6月期 3株
③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 21年6月期第1四半期 385,009,736株 20年6月期第1四半期 226,654,897株



当第１四半期連結会計期間における我が国の経済は、昨年度から引き続くサブプライムローン問題に加
え、リーマンショックにより米国経済の減速懸念と、原油を始めとした原材料価格の高騰による企業収益
の圧迫懸念が強まり、景気の減速懸念を強めております。  
 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、ブームではなく
しっかりとライフスタイルに定着しつつあり、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、今後も市場の安定成長が大いに期待されます。  
 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
中を進め、「ホット・ヨガ事業」、「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、当第
１四半期連結会計期間を最終年度と定めた第２次中期３カ年計画「プロジェクト10Ｂ」に則り、企業とし
ての利益体質への変換を図るために、ホット・ヨガ店舗展開の見直しを図り、トータルリストラクチャリ
ングを行った結果、「ホット・ヨガ事業」は黒字に転換し、安定成長が見込まれるまでになりました。水
素水に関しましては、昨年頃より新聞や雑誌等で紹介され、かなり認知度もアップし、新たな販売チャネ
ルを獲得し売上向上に努めて参りました。  
 しかしながら、増資に関する各種コンサルタント料、上場関連費用、貸倒引当金の繰入等の本社経費の
増大により営業損失が増大いたしました。さらに、ホット・ヨガ店舗のトータルリストラクチャリングに
よる固定資産除却損、投資土地建物評価損、さらに個別貸倒金の特別損失を計上することとなりました。 
 その結果、当第１四半期連結会計期間の業績は、売上高621百万円、営業損失271百万円、経常損失269
百万円となり、特別利益630百万円、特別損失777百万円を計上しました結果、四半期純損失は422百万円
となりました。  
 なお、当第１四半期連結会計期間における各事業の種類別セグメントの概況は次のとおりであります。

  
（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。「ホットヨガ・サロン LUBIE（ラビエ）」、「ホットヨガ・スタ
ジオO（オー）」、「ホットヨガ・スタジオ ReU（リュウ）」の3ブランドで展開しておりますが、店舗展
開の見直しを図り、15店舗のトータルリストラクチャリングを行った結果、全国で合計31店舗となりまし
た。  
 その結果、当第１四半期連結会計期間の売上高は479百万円、売上構成比は77.1％、営業利益は  11
百万円となりました。 

  

（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。展示会や雑誌広告等で「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。 
 特に当第１四半期は「第7回ダイエット＆ビューティーフェア2009」に出展し、更なる知名度アップ
に取り組み、各種媒体にも毎月のように紹介されております。また、「水素水サーバー」の取り扱いも
開始しております。        
・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。当第１四半期については、取引はございませんでした。     
・アート・ライフ事業 
当事業は、絵画の在庫の処分をもって中止といたします。現状、在庫の処分を進めております。 
以上の結果、その他事業の当第１四半期連結会計期間の売上高は142百万円、売上構成比は22.9
％となりましたが、アクア事業の工場メンテナンスによる売上減少から営業損失は３百万円となりまし
た。 

  

当第１四半期連結会計期間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68百万円減少し、10百万円となりました。 
        
（営業活動によるキャッシュ・フロー） 
営業活動により当第１四半期連結会計期間に減少した資金は、330百万円となりました。  

・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

2. 連結財政状態に関する定性的情報
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 これは主に、税引前調整前第１四半期純損失416百万円、たな卸資産の減少115百万円等によるもの
であります。 
         
（投資活動によるキャッシュ・フロー） 
投資活動により当第１四半期連結会計期間に減少した資金は、714百万円となりました。  

 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37百万円、現物出資による有形固
定資産の取得による支出714百万円および貸付による支出28百万円等によるものであります。 
           
（財務活動によるキャッシュ・フロー） 
財務活動により当第１四半期連結会計期間に増加した資金は、977百万円となりました。  

 これは、株式の発行による収入930百万円、新株予約権発行による収入37百万円、短期借入による収
入130百万円および短期借入金返済による支出120百万円によるものであります。 

  

本日、平成20年11月14日に適時開示いたしました「特別利益及び特別損失の計上ならびに第２四半期累
計期間及び通期の業績予想の修正に関するお知らせ」をご参照願います。 

  

3. 連結業績予想に関する定性的情報
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該当事項はありません。 
  

(1) 棚卸資産の評価方法 
   当第１四半期連結会計期間末の棚卸高の算出に関しては、実地棚卸を省略し、前連結会計年度
末の実地棚卸高を基礎として合理的な方法により算定する方法によっております。 

(2) 固定資産の減価償却の算定方法 
   固定資産の年度中の取得、売却または除却等の見積りを考慮した予算に基づく年間償却予定額
を期間按分する方法によっております。 
 なお、定率法を採用している資産については、連結会計年度に係る減価償却費の額を按分して
算定する方法によっております。 

  

(1) 当連結会計年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第12号）及び「四半
期財務諸表に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第14号）を適用しておりま
す。また、「四半期連結財務諸表規則」に従い四半期連結財務諸表を作成しております。 

(2) 当第1四半期連結会計期間より「棚卸資産の評価に関する会計基準」（企業会計基準委員会 平
成18年７月５日 企業会計基準第９号）を適応し、評価基準については、原価法から原価法（収
益性の低下による薄価切下げの方法）に変更しております。 
 なお、この結果、従来の方法によった場合に比べて、特別損失、税金等調整前四半期純損失が
94百万円それぞれ増加しております。 

  

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)

(2) 簡便な会計処理及び四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用

(3) 四半期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
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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】
(単位：千円) 

当第１四半期連結会計期間末 
(平成20年９月30日) 

前連結会計年度末に係る 
要約連結貸借対照表 
(平成20年６月30日) 

資産の部 
流動資産 
現金及び預金 10,312 78,041 
売掛金 49,423 50,104 
商品 1,925,045 2,765,656 
貯蔵品 1,711 1,711 
短期貸付金 669,800 621,800 
その他 326,833 230,705 
貸倒引当金 △507,838 △492,735 
流動資産合計 2,475,287 3,255,283 

固定資産 
有形固定資産 
建物及び建物附属設備 1,970,994 1,328,650 
減価償却累計額 △366,361 △374,277 
建物及び建物附属設備（純額) 1,604,633 954,373 

その他 182,620 185,105 
減価償却累計額 △103,457 △99,889 
その他（純額） 79,162 85,215 

有形固定資産合計 1,683,796 1,039,588 
無形固定資産 
のれん 340,585 347,011 
その他 47,360 43,945 
無形固定資産合計 387,946 390,957 

投資その他の資産 
長期滞留債権等 2,261,770 2,253,714 
敷金及び保証金 419,847 454,545 
その他 2,638 2,638 
貸倒引当金 △2,261,770 △2,253,714 
投資その他の資産合計 422,485 457,183 

固定資産合計 2,494,227 1,887,729 
資産合計 4,969,515 5,143,013 

負債の部 
流動負債 
買掛金 4,625 3,671 
短期借入金 169,900 160,000 
未払金 313,050 344,608 
前受金 384,813 399,211 
未払法人税等 25,983 32,595 
事業整理損失引当金 1,666,674 2,296,674 
その他 110,966 187,713 

(単位：千円) 

当第１四半期連結会計期間末 
(平成20年９月30日) 

前連結会計年度末に係る 
要約連結貸借対照表 
(平成20年６月30日) 

流動負債合計 2,676,013 3,424,475 
固定負債 
長期預り保証金 30,000 － 
固定負債合計 30,000 － 

負債合計 2,706,013 3,424,475 
純資産の部 
株主資本 
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資本金 4,657,595 4,191,095 
資本剰余金 848,000 381,500 
利益剰余金 △3,277,584 △2,855,048 
自己株式 △0 △0 
株主資本合計 2,228,010 1,717,547 

評価・換算差額等 
為替換算調整勘定 △2,009 △2,009 
評価・換算差額等合計 △2,009 △2,009 

新株予約権 37,500 3,000 
純資産合計 2,263,501 1,718,537 

負債純資産合計 4,969,515 5,143,013 
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(2) 【四半期連結損益計算書】

【第１四半期連結累計期間】 
(単位：千円) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成20年７月１日 
至 平成20年９月30日) 

売上高 621,956 
売上原価 130,940 
売上総利益 491,015 
販売費及び一般管理費 762,325 
営業利益 △271,309 
営業外収益 
受取利息 24 
その他 5,094 
営業外収益合計 5,118 

営業外費用 
支払利息 1,716 
その他 1,339 
営業外費用合計 3,056 

経常利益 △269,247 
特別利益 
事業整理損失引当金戻入額 630,000 
特別利益合計 630,000 

特別損失 
固定資産除却損 26,447 
貸倒引当金繰入額 8,055 
商品土地評価損 94,736 
過年度損益修正損 630,000 
その他 18,209 
特別損失合計 777,448 

税金等調整前四半期純利益 △416,695 
法人税、住民税及び事業税 5,840 
四半期純利益 △422,536 
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(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：千円) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成20年７月１日 
至 平成20年９月30日) 

営業活動によるキャッシュ・フロー 
税金等調整前四半期純利益 △416,695 
減価償却費 47,565 
のれん償却額 6,426 
貸倒引当金の増減額（△は減少） 23,159 
受取利息及び受取配当金 △24 
支払利息 1,716 
商品土地評価損 94,736 
固定資産除却損 26,447 
前期損益修正損益（△は益） 630,000 
売上債権の増減額（△は増加） 680 
事業整理損失引当金の増減額（△は減少） △630,000 
仕入債務の増減額（△は減少） 953 
たな卸資産の増減額（△は増加） 115,875 
未収入金の増減額（△は増加） △11,898 
前渡金の増減額（△は増加） △2,181 
前受金の増減額（△は減少） △14,398 
その他の資産の増減額（△は増加） △90,845 
その他の負債の増減額（△は減少） △76,746 
その他 2,888 
未払金の増減額（△は減少） △31,558 
小計 △323,900 
利息及び配当金の受取額 24 
利息の支払額 △1,716 
法人税等の支払額又は還付額（△は支払） △4,598 
営業活動によるキャッシュ・フロー △330,191 

投資活動によるキャッシュ・フロー 
有形固定資産の取得による支出 △714,285 
無形固定資産の取得による支出 △7,350 
貸付けによる支出 △28,000 
敷金及び保証金の差入による支出 △2,441 
敷金及び保証金の回収による収入 37,139 
投資活動によるキャッシュ・フロー △714,937 

財務活動によるキャッシュ・フロー 
短期借入れによる収入 130,000 
短期借入金の返済による支出 △120,100 
株式の発行による収入 930,000 
新株予約権の発行による収入 37,500 
財務活動によるキャッシュ・フロー 977,400 

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △67,729 
現金及び現金同等物の期首残高 78,041 
現金及び現金同等物の四半期末残高 10,312 
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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） 

当第１四半期連結会計期間(自 平成20年７月１日 至 平成20年９月30日) 

当社グループは、当第１四半期連結会計期間に422,536千円と多額の四半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・ヨガ事業での固定資産除却損さらに商品・投資土地建物評価

損、さらに個別貸倒引当金の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」の最終年度に当たり、純利益黒字化

と同時に累損解消へ向けた努力してまいりました。具体的には、収益性向上のため「ホット・ヨガ事

業」におけるトータルリストラクチャリングにより、基盤事業は黒字化し、今後も安定成長が見込まれ

ております。 

 今後は、「ホット・ヨガ事業」と「アクア事業」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、株式会社ジェ

ネシスダイナミクスとの資本業務提携により積極的に進めております。 

 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20年８月に発表いたしました第

12回新株予約権の権利行使によって、当初予定より遅れておりますが11月に３億円、12月に２億円の調

達を予定していることから、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。

 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四半期連

結財務諸表には反映しておりません。 

(4) 継続企業の前提に関する注記
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（事業の種類別セグメント情報） 
 当第１四半期連結累計期間（自 平成20年７月１日 至 平成20年９月30日） 
  

 
(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) 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. 前連結会計年度までに事業区分に含まれていたセレブ・ファッション事業については、平成20年５月１日売
却に伴い、廃止しております。 

  

（所在地別セグメント情報） 

当第１四半期連結累計期間（自 平成20年７月１日 至 平成20年９月30日） 
本邦の売上高は、全セグメントの売上高に占める割合が90％超であるため、所在地別セグメント情
報の記載を省略しております。 

（海外売上高） 

当第１四半期連結累計期間（自 平成20年７月１日 至 平成20年９月30日） 
海外売上高が、連結売上高の10％未満のため海外売上高の記載を省略しております。 

(5) セグメント情報

ホット・ヨガ事業
(千円)

その他の事業
(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 479,529 142,426 621,956 ― 621,956

 (2) セグメント間の内部 
   売上高又は振替高 385 1,300 1,685 (1,685) ―

計 479,914 143,726 623,641 (1,685) 621,956

営業利益又は営業損失（△） 11,566 △3,783 7,782 (279,092) △271,309
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(6) 株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記

資本金
(千円)

資本余剰金
(千円)

利益余剰金
(千円)

自己株式 
(千円)

株主資本合計
(千円)

前期末残高 4,191,095 381,500 △2,855,048 △0 1,717,547

当第１四半期末までの変動額

 新株の発行 466,500 466,500 ― ― 933,000

 四半期純損失 ― ― △422,536 ― △422,536

当第１四半期末までの変動額合計 466,500 466,500 △422,536 ― 510,463

当第１四半期末残高 4,657,595 848,000 △3,277,584 △0 2,228,010
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前四半期に係る財務諸表等 

（1）（要約）四半期連結損益計算書 

 
  

「参考」

区分

前年同四半期
（平成20年６月期第１四半期）

金額(千円)

Ⅰ 売上高 1,148,387

Ⅱ 売上原価 470,956

   売上総利益 677,430

Ⅲ 販売費及び一般管理費 968,194

   営業損失 290,763

Ⅳ 営業外収益 30,170

Ⅴ 営業外費用 6,856

   経常損失 267,449

Ⅵ 特別利益 49,999

Ⅶ 特別損失 －

   税金等調整前四半期純損失 217,449

   法人税、住民税及び事業税 7,181

   少数株主損益 5,504

   四半期(当期)純損失 219,126
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（2）（要約）四半期連結キャッシュフロー計算書 

当第１四半期連結会計期間

区分 金額(千円)
Ⅰ 営業活動によるキャッシュ・フロー
 １ 税金等調整前第１四半期(当期)純損失 217,449
 ２ 減価償却費 84,234
 ３ 返品調整引当金の増加額 876
 ４ 事業整理損失引当金の増加額 －

 ５ 減損損失 －

 ６ 長期前払費用償却費 －

 ７ 保証金償却費 －

 ８ 貸倒引当金の増減額 (減少：△) －

 ９ 受取利息及び受取配当金 △54
 10 新株予約権戻入益 －

 11 支払利息 －

 12 株式交付費 －

 13 不動産賃料収入 －

 14 違約金 －

 15 持分法による投資損失 －

 16 契約解除損 －

 17 子会社株式売却益 49,999
 18 売上債権の増減額 (増加：△) △50,786
 19 たな卸資産の増減額 (増加：△) 56,229
 20 仕入債務の増減額 (減少：△) 328,134
 21 前渡金の増減額 (増加：△) △400
 22 その他の資産増減額 (増加：△) 26,492
 23 その他の負債増減額 (減少：△) △196,098
 24 その他 －

    小計 △18,820

 25 利息及び配当金の受取額 54
 26 不動産手付解除に伴う違約金による収入 －

 27 法人税等の支払額 △31,196

   営業活動によるキャッシュ・フロー △49,962

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 △70,773
 ２ 無形固定資産の取得による支出 △5,649
 ３ 投資土地建物の購入による支出 －

 ４ 不動産賃料収入 －

 ５ 貸付による支出 △42,011
 ６ 貸付金の回収による収入 1,120
 ７ 敷金・保証金の支出 △8,291
 ８ 敷金・保証金の回収による支出 321

   投資活動によるキャッシュ・フロー △125,284
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（3）継続企業の前提に関する注記 

当社グループは、当第１四半期連結会計期間において前連結会計年度より継続して営業損失290百万

円、第１四半期純損失211百万円を計上し、営業キャッシュ・フロー△49百万円になったことにより、

現金及び現金同等物の残高が大きく減少しております。これにより、当社グループは継続企業の前提に

関する重要な疑義が存在しております。  

当事業年度は、第２次中期３ヵ年計画「プロジェクト10Ｂ」の２年目に当たり、純利益黒字化と同時に

累積損失の解消の年度と考えております。具体的には、「ホット・ヨガ事業」において全国で３ブラン

ド46店舗となり、順調に会員数を伸ばしており、猛暑の影響を受けたものの安定した売上が見込めてお

ります。また、「セレブ・ファッション事業」も流通網の整備がほぼ整い、本格的な販売を開始いたし

ました。今後も、「ホット・ヨガ事業」と「セレブ・ファッション事業」を基盤事業として経営資源を

集中させてまいります。  

資金面では、ホット・ヨガ事業の売上が安定して推移している他、土地売却代金500百万円並びに、絵

画売却代金600百万円の回収予定等により、新規事業を含めた運転資金ならびに設備資金は十分確保さ

れております。  

 当連結財務諸表は継続企業を前提として作成されており、このような重要な疑義の影響を連結財務諸

表には反映しておりません。  

          

当第１四半期連結会計期間

区分 金額(千円)

Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー

 １ 短期借入れによる収入 150,000

 ２ 短期借入金の返済による支出 △243,918

 ３ 少数株主からの払込による収入 －

 ４ 株式の発行による収入 －

   財務活動によるキャッシュ・フロー △93,918

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 △269,165

Ⅵ 現金及び現金同等物の期首残高 378,390

Ⅶ 新連結子会社の取得に伴う現金同等物の増加額 －

Ⅷ 現金及び現金同等物の第１四半期末(期末)残高 109,224
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（4）セグメント情報 

 a.事業の種類別セグメント情報 

 
(注)  1. 事業の区分は、内部管理上採用している区分によっております。 

 2. 各事業区分の主な内容  
(1) ホット・ヨガ事業・・・・・・ホットヨガスタジオの運営  
(2) セレブ・ファッション事業・・アパレル製品の卸、販売、輸出入および新規アパレルブランドの企  
                                画・立案  
(3) その他事業・・・・・・・・・アート・ライフ事業、リアル・エステイト事業、アクア事業、システ 
                                ムエンジニアリング事業  

 3．営業費用のうち、消去又は全社の項目に含めた配賦不能営業費用（133,596千円）の主なものは、経営管理
に係る費用であります。 

       

 b.所在地別セグメント情報 

 
(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。 

       

ホット・ 
ヨガ事業

セレブ・フ
ァッション
事業

その他事業 計 消去又は 
全社 連結

Ⅰ 売上高及び営業損益

(1) 外部顧客に対する売上高 649,088 488,889 10,409 1,148,387 － 1,148,387

(2) セグメント間の内部売上 
   高又は振替高 － － 1,561 1,561 △1,561 －

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

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

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

日本 北米 計 消去又は全社 連結

(千円) (千円) (千円) (千円) (千円)

Ⅰ 売上高及び営業損失

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

(2) セグメント間の内部売上 
   高又は振替高 － 145,077 145,077 △145,077 －

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

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

 営業損失 △271,209 △19,554 △290,763 (－) △290,763
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 c.海外売上高 

 
(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。 

  

北米 計

(千円) (千円)

Ⅰ 海外売上高(千円) 269,563 269,563

Ⅱ 連結売上高(千円) － 1,148,387

Ⅲ 連結売上高に占める海外
  売上高の割合(％) 23.5 23.5
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