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1. 21年3月期の連結業績（平成20年4月1日～平成21年3月31日）

(2) 連結財政状態

(3) 連結キャッシュ・フローの状況

(1) 連結経営成績 （％表示は対前期増減率）

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

21年3月期 3,954 △74.9 △2,151 ― △2,176 ― △2,990 ―
20年3月期 15,753 △8.0 △1,113 ― △777 ― △4,219 ―

1株当たり当期純利益
潜在株式調整後1株当たり

当期純利益
自己資本当期純利

益率
総資産経常利益率 売上高営業利益率

円 銭 円 銭 ％ ％ ％

21年3月期 △12,839.84 ― ― ― ―
20年3月期 △20,088.77 ― ― ― ―
（参考） 持分法投資損益 21年3月期 ―百万円 20年3月期 ―百万円

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3月期 3,170 1,066 33.1 4,031.68
20年3月期 7,421 2,061 26.7 9,443.43
（参考） 自己資本 21年3月期 1,048百万円 20年3月期 1,983百万円

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

21年3月期 △3,075 2,554 △90 106
20年3月期 △1,545 △1,514 1,877 717

2. 配当の状況
1株当たり配当金 配当金総額

（年間）
配当性向
（連結）

純資産配当
率（連結）（基準日） 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 百万円 ％ ％

20年3月期 ― 550.00 ― ― 550.00 115 ― 2.7
21年3月期 ― ― ― ― ― ― ― ―
22年3月期
（予想）

― ― ― ― ― ―

3. 22年3月期の連結業績予想（平成21年4月1日～平成22年3月31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）

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

― ― ― ― ― ― ― ― ―

通期 ― ― ― ― ― ― ― ― ―
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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

（注）詳細は、６ページ「企業集団の状況」をご覧ください。

(2) 連結財務諸表作成に係る会計処理の原則・手続、表示方法等の変更（連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変
更に記載されるもの）

（注）詳細は、19ページ「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更」をご覧ください。

(3) 発行済株式数（普通株式）

（注）１株当たり当期純利益（連結）の算定の基礎となる株式数については、38ページ「１株当たり情報」をご覧ください。

新規 ―社 （社名 ） 除外 1社 （社名 株式会社エイチエーシー ）

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3月期 358,781株 20年3月期 218,781株
② 期末自己株式数 21年3月期 98,655株 20年3月期 8,755株

（参考）個別業績の概要

1. 21年3月期の個別業績（平成20年4月1日～平成21年3月31日）

(2) 個別財政状態

(1) 個別経営成績 （％表示は対前期増減率）

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

21年3月期 3,578 △68.5 △2,168 ― △2,191 ― △2,990 ―
20年3月期 11,355 △19.3 △1,113 ― △772 ― △4,272 ―

1株当たり当期純利益
潜在株式調整後1株当たり当期純

利益
円 銭 円 銭

21年3月期 △12,839.84 ―
20年3月期 △20,342.44 ―

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3月期 3,170 1,066 33.1 4,031.68
20年3月期 7,235 2,005 27.4 9,446.17
（参考） 自己資本 21年3月期 1,048百万円 20年3月期 1,983百万円

2. 22年3月期の個別業績予想（平成21年4月1日～平成22年3月31日）
（％表示は通期は対前期、第2四半期累計期間は対前年同四半期増減率）

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項
・平成22年３月期の業績予想につきましては、平成21年４月23日に実施した第三者割当増資に伴い、早期業績回復に向けた事業面における協力等を踏ま
え、現在、事業計画を策定中であるため、業績予想の公表は控えさせていただきます。
・なお、事業計画が確定次第業績予想を公表いたします。
・また、平成21年３月期末において連結子会社がないため、今後の業績予想は、個別業績予想となります。

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
累計期間

― ― ― ― ― ― ― ― ―

通期 ― ― ― ― ― ― ― ― ―
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【定性的情報・財務諸表等】

１．経営成績

(1)経営成績に関する分析

当社グループは、経営資源をエステ関連事業に特化するため、平成20年４月17日に通販関
連部門の連結子会社であった株式会社エイチエーシー（特定子会社）の当社所有全株式を譲
渡いたしました。

さらに、平成20年５月９日に美容室関連部門の連結子会社であった株式会社Ｋ－twoエフ
ェクトの当社所有全株式を譲渡し、美容室関連事業から撤退いたしました。

この結果、上記２社は、前連結会計年度までの連結となっております。
また、平成20年７月29日に通販関連部門の連結子会社であった株式会社日本インターシス

テムの当社所有全株式を譲渡し、通販関連事業から撤退いたしました。
この結果、通販関連事業については、第１四半期連結会計期間までの連結となっておりま

す。
このため、第２四半期連結会計期間以降、連結子会社はありませんので以下については、

エステ関連事業である当社について記載しております。
当連結会計期間のわが国経済は、長期化する欧米の景気悪化により、輸出企業を中心に業

績の悪化が加速し、これに伴い、設備投資も大幅な減少となり、景気後退が急速に進んでお
ります。

また、個人消費につきましては、雇用環境の悪化や所得の減少、株価下落による逆資産効
果などを背景に、減少となる懸念があります。

このような状況のもと、当社は、平成20年７月31日に、財務基盤の建て直しと営業力の強
化を目的に、髙野友梨氏を割当先とした第三者割当増資を実施いたしました。

これにより信用力は急速に回復してまいりました。
しかしながら、早期の業績改善のため、不採算店の閉鎖や人件費の圧縮等コスト削減に努

め、経営体質の強化を図ってまいりましたが、財務体質の弱体化に伴い、積極的な営業施策
も行えず、売上の回復は緩やかなものとなっております。

店舗政策につきましては、店舗運営の更なる効率化を目的に、不採算店を中心とした23
店舗の閉鎖（うち２店舗は統合し移転）を実施し、当連結会計期間末の店舗数は52店舗とな
りました。

この結果、当連結会計期間のエステ関連事業の業績は、売上高3,578百万円、営業損失2,168
百万円となりました。

なお、通販関連事業が、第１四半期連結会計期間までの連結となっていることから、通販
関連事業を含めた、当連結会計期間の連結業績は、売上高3,954百万円、営業損失2,151百万
円、経常損失2,176百万円、四半期純損失2,990百万円となりました。

(2)財政状態に関する分析

①資産、負債及び純資産の状況

(イ) 資産
流動資産は、前連結会計年度と比較して57.1％減少し1,013百万円となりました。この主

な要因は、現金及び預金が811百万円、たな卸資産が387百万円減少したことによります。
固定資産は、前連結会計年度と比較して57.4％減少し2,156百万円となりました。この主

な要因は、有形固定資産が1,281百万円、のれんが571百万円減少したことによります。
この結果、総資産は、前連結会計年度と比較して57.3％減少し3,170百万円となりました。

(ロ) 負債

流動負債は、前連結会計年度と比較して60.7％減少し2,056百万円となりました。この主
な要因は、短期借入金が1,542百万円し、未払金が186百万円、前受金が753百万円、店舗閉
鎖等引当金が203百万円減少したことによります。

固定負債は、前連結会計年度と比較して64.0％減少し47百万円となりました。
この結果、負債合計は、前連結会計年度と比較して60.7％減少し2,104百万円となりまし

た。
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(ハ) 純資産

純資産合計は、前連結会計年度と比較して48.3％減少し1,066百万円となりました。この
主な要因は、第三者割当増資により、資本金及び資本剰余金がそれぞれ1,028百万円増加し、
大幅な当期純損失により、利益剰余金が△4,028百万円となったことによります。

１株当たり純資産額は、前連結会計年度と比較して5,411円75銭減少し4,031円68銭となり
ました。また、自己資本比率は、前連結会計年度末の26.7％から33.1％となりました。

②キャッシュ・フローの状況

当連結会計年度における連結ベースの現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、
前連結会計年度と比較して611百万円減少し、当連結会計年度末には106百万円となりました。

当連結会計年度における各キャッシュ･フローの状況とそれらの要因は次のとおりであり
ます。

(イ) 営業活動によるキャッシュ・フロー

営業活動の結果使用した資金は3,075百万円（前連結会計年度は1,545百万円の使用）とな
りました。

これの主な内訳は、税金等調整前当期純損失△2,925百万円、減価償却費333百万円、減損
損失152百万円、前受金の減少額△480百万円、売上債権の増加額△212百万円、たな卸資産
の減少額272百万円及び法人税等の支払額△17百万円であります。

(ロ) 投資活動によるキャッシュ･フロー

投資活動の結果獲得した資金は2,554百万円（前連結会計年は1,514百万円の使用）となり
ました。

これは主に子会社株式の売却による収入1,758百万円及び定期預金の払戻による収入200
百万円によるものであります。

(ハ) 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90百万円となりました。
これは主に、株式の発行による収入2,056百万円、短期借入金の純増減額及び預り金の返

済2,144百万円によるものであります。

（参考）キャッシュ･フロー関連指標の推移

平成 17 年

３月期

平成 18 年

３月期

平成 19 年

３月期

平成 20 年

３月期

平成 2１年

３月期

自己資本比率（％） 48.6 44.0 51.4 26.7 33.1

時価ベースの自己資本比率（％） 100.3 285.4 297.6 36.2 51.7

キャッシュ・フロー対

有利子負債比率（％）
－ － － △135.9 △18.1

インタレスト･カバレッジ

･レシオ（倍）
382.2 － 290.4 △74.7 △58.3

・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／キャッシュ･フロー

・インタレスト･カバレッジ･レシオ：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。

※ 株式時価総額は、自己株式を除く発行済株式数をベースにより計算しております。

※ キャッシュ・フローは、営業キャッシュ・フローを利用しております。

※ 有利子負債は、連結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。
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(3)利益配分に関する基本方針及び当期・次期の配当

当社の利益配分に関する基本的な考え方は、各事業年度の業績を勘案し、将来の事業展開
と経営体質の強化のために必要な内部留保を確保しつつ、配当性向20％を目標とし、株式分
割、自己株式の取得等により、積極的な株主還元を行うことを基本方針としております。

しかしながら、当期の配当につきましては、公表通りの業績であることから、期初予想通
り無配といたします。

次期の配当につきましても、事業再構築の途上であり、しばらくは経営体質の強化のため
に必要な内部留保を確保するため、業績予想の内容を勘案し無配といたします。

(4)事業等のリスク

①行政処分について

当社は、平成20年３月24日に、東京都より特定商取引に関する法律及び東京都生活消費条
令に基づき、東京都内17店舗に対し３ヶ月間の業務の一部を停止する命令並びに勧告を受け
ました。

これに伴い、当社に対する信用力は低下いたしましたが、コンプライアンスを重視した営
業方針への転換、平成20年７月31日に実施した髙野友梨氏に対する第三者割当増資により、
信用力も回復してまいりました。

また、平成21年４月23日に実施した第三者割当増資により、財務基盤も安定化することか
ら、早期の信用力回復が図られるものと判断しております。

しかしながら、再びこのような行政処分を受けた場合、回復した信用力も毀損し、新規顧
客の減少や既存顧客の中途解約の増加等により、経営成績及び財政状態に影響を及ぼす可能
性があります。

②法的規制について

(イ) 「特定商取引に関する法律」との関係

当社の販売するエステティックサービスや商品は、「特定商取引に関する法律」等の規制
を受けており、コンプライアンスが今後の当社の重要な経営課題でもあります。今後、これ
らの法令等の改正または新たな法令等が制定された場合は、経営成績に影響を及ぼす可能性
があります。

(ロ) 「消費者契約法」との関係

当社は、「消費者契約法」について、法施行以前より「解説書」や「Ｑ＆Ａ」等を作成し、
社員教育を行っております。

しかし、万一、同法に違反するような行為があった場合には、行政機関による指導又は業
務停止命令の対象となることがあり、経営成績及び社会的信用に影響を及ぼす可能性があり
ます。

(ハ) 「不当景品類及び不当表示防止法」との関係

当社は、反響の大きい有効な手段である広告について、不実の内容や誇大な表現を排除し、
不当景品類及び不当表示防止法に違反しないよう十分に留意して行っております。

また、定期的に東京都生活文化局消費生活部指導課景品表示係に、当社の広告について相
談を行い、不備の有無等十分な指導を仰いでおります。

しかし、仮に、当社の広告が不当表示と判断された場合、公正取引委員会による排除命令、
広告又は業務に対する停止命令等の処分が課せられる可能性があり、経営成績に影響を及ぼ
すことも考えられます。

(ニ) 「個人情報保護法」との関係

当社は、カウンセラーによる「お客様カルテ」の作成により、必要最小限の個人情報から
お客様管理をおこない、お客様に適した施術を継続的に実施しているため、個人情報取扱事
業者として一定の義務を負うこととなっております。

個人情報については、情報保護に関する基本方針を策定し、社内規定の整備、情報システ
ムのセキュリティー強化、全社員に対する教育等適切な管理をおこなっておりますが、万一、
情報が流出し、また、不正使用された場合、企業の社会的信用が失墜し、営業活動に支障を
きたし経営成績に影響を与える可能性があります。
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③店舗政策について

(イ) 出店政策が奏功しないリスク

当社は全国規模での出店を毎年行っております。出店計画では市場マーケティングを基に
あらゆる方向性から検証し、長期的展望を経て出店しておりますが、地域の特性、慣習、風
土など計画を超える要因などで出店効果を得られない事態が発生した場合、経営成績及び財
政状態に影響を与える可能性があります。

(ロ) 店舗差入保証金の回収について

期末日現在、当社は52店舗を出店しておりますが、出店の際に差入保証金を貸主に対し差
し入れております。

当該保証金は、解約時に返還される契約となっておりますが、将来の貸主の信用低下も考
慮し、定期的に貸主の経営状況をチェックする等不測の事態に備えております。

しかし、急な貸主の経営状況の悪化や破綻等により差入保証金の回収が不可能となった場
合、経営成績及び財政状態に影響を与える可能性があります。

④人材の確保について

当社は、全国各地を対象に、学校訪問、会社説明会、ネット掲載等を基本に、新卒、中途
採用等の募集を積極的におこない、人材の確保に努めております。

しかしながら、若年層の女性が中心であり、離職率も低くないという業界特有の要素もあ
ることから、今後、必要な人材の確保が出来ない事態が起きた場合、経営成績に影響を及ぼ
すことも考えられます。

⑤そ の 他

(イ) 信販会社との契約について

当社は、エステティックサービス契約時におけるお客様の代金決済手段として、現金の他
に、ショッピングクレジットやクレジットカードを用いておりますが、今後、エステティッ
ク業界及び当社の信用上、信販会社やカード会社と契約の締結が出来ない事態に陥った場合、
お客様との契約上支障をきたし、経営成績及び財政状態に影響を与える可能性があります。

(ロ) 前受金について

当社をはじめエステティック業界では、お客様の契約代金を一括前払いでお支払いいただ
くことから、会計処理上は「前受金」で計上し、その後、役務の提供に応じて売上に計上す
ることとしております。

当社では、前受金を預金の他、店舗拡大のための資金として活用しておりますが、今後、
法的規制等により顧客資産としての分別管理が規定された場合、財政状態及び資金計画に影
響を及ぼす可能性があります。

(ハ) 継続企業の前提に関する重要な疑義について

当社は、継続企業の前提に関する重要な疑義が生じております。
当該状況を解消すべく、現在、不採算店舗の閉鎖による店舗運営の効率化を推進し、固定

費の削減等経営効率の改善を図っております。
また、平成21年４月23日に実施した第三者割当増資により、財務基盤の安定化を図り、今

後派生する事業シナジーにより収益力を回復させる計画でおりますが、当該計画が予定通り
進捗できない場合、経営成績及び財政状態に影響を与え、事業継続に懸念がでる可能性があ
ります。

２．企業集団の状況

当社の企業集団は、前連結会計年度まで、当社と子会社3社で構成されておりました。
しかしながら、当社グループは、経営資源をエステ関連事業に特化するため、平成20年４

月17日に通販関連部門の連結子会社であった株式会社エイチエーシー（特定子会社）の当社
所有全株式を譲渡いたしました。

さらに、平成20年５月９日に美容室関連部門の連結子会社であった株式会社Ｋ－twoエフ
ェクトの当社所有全株式を譲渡し、美容室関連事業から撤退いたしました。

この結果、上記２社は、前連結会計年度までの連結となっております。
また、平成20年７月29日に通販関連部門の連結子会社であった株式会社日本インターシス

テムの当社所有全株式を譲渡し、通販関連事業から撤退いたしました。
この結果、通販関連事業については、第１四半期連結会計期間までの連結となっており、

第２四半期連結会計期間以降、連結子会社はありません。
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３．経営方針

(1)会社の経営の基本方針

当社は、「お客様とともに人生の輝きを創造する」ことを理念に、顧客第一主義を基本方
針としております。

この基本方針に基づき、美顔･痩身等高い技術の提供のみならず、複雑化したストレス社
会に生きるお客様の「悩み・不安を解消したい」という欲求に対し、化粧品・美容機器およ
び健康食品等についても積極的な提案を行い、付加価値としての快適性や癒しなどの総合的
なリラクゼーションを提供しております。

これにより、社会、お客様から信頼される企業として、今まで以上にコンプライアンスを
重視した経営に努めてまいります。

(2)目標とする経営指標

当社は、財務体質の強化を図るとともに、業容の拡大と収益性の向上を経営目標に、株主
資本当期純利益(ROE)を目標数値とし、株主価値の最大化を目的に、効率的な企業経営に取
組んでまいります。

(3)中長期的な会社の経営戦略

当社は、コーポレートガバナンス及びコンプライアンスを強化し、エステティック業界の
慣習である前受金制度や不明瞭な料金体系を見直し、お客様に安心してご来店いただけるエ
ステティックサロンの再生を最大の経営戦略とし、また、平成21年4月23日に実施した第三
者割当増資により派生した、事業上のシナジーが見込める外部との提携を推進し、早期の事
業再構築を図ってまいります。

(4)会社の対処すべき課題

当社は、「美と健康と癒しの総合企業」という経営目標のもと、経営基盤と収益力の強化
を図ってまいりました。

しかしながら、東京都から受けた行政処分による経営環境の悪化から、グループ戦略を見
直し、全子会社(３社)を売却いたしました。

これにより、経営資源を当社に集中し、不採算店の閉鎖や人件費の圧縮等コスト削減に努
め、経営体質の強化を図ってまいりましたが、財務体質の弱体化に伴い、積極的な営業施策
も行えず、業績の回復には至りませんでした。

この状況を打破するため、財務基盤の安定化を目的に、平成21年４月23日に第三者割当増
資を実施いたしました。

これに伴い、今後派生する事業シナジーにより収益力を回復させ、積極的な営業施策を実
施し、早期の業績の回復と信用力の回復を図ってまいります。
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4．【連結財務諸表】
(1)【連結貸借対照表】

（単位：千円）

前連結会計年度
(平成20年３月31日)

当連結会計年度
(平成21年３月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 ※1 917,967 106,244

受取手形及び売掛金 291,779 ※1 252,932

営業未収入金 285,393 ※1 340,474

たな卸資産 571,366 －

商品及び製品 － ※1 136,308

原材料及び貯蔵品 － 47,655

繰延税金資産 22,346 －

その他 274,926 203,948

貸倒引当金 △3,204 △73,681

流動資産合計 2,360,576 1,013,883

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物 2,641,124 ※1 1,397,870

減価償却累計額 △824,129 △542,324

建物及び構築物（純額） 1,816,994 855,546

工具、器具及び備品 1,102,144 562,333

減価償却累計額 △712,923 △435,723

工具、器具及び備品（純額） 389,220 126,610

土地 338,180 ※1 283,000

その他 5,886 －

減価償却累計額 △3,518 －

その他（純額） 2,367 －

有形固定資産合計 2,546,762 1,265,157

無形固定資産

のれん 571,761 －

その他 114,191 71,645

無形固定資産合計 685,952 71,645

投資その他の資産

投資有価証券 143,601 1,496

繰延税金資産 17,314 －

差入保証金 1,456,057 757,261

その他 245,801 89,374

貸倒引当金 △34,437 △28,537

投資その他の資産合計 1,828,337 819,594

固定資産合計 5,061,052 2,156,396

資産合計 7,421,629 3,170,280
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（単位：千円）

前連結会計年度
(平成20年３月31日)

当連結会計年度
(平成21年３月31日)

負債の部

流動負債

買掛金 158,115 41,009

短期借入金 ※1 2,100,000 ※1 557,333

未払金 455,302 268,917

未払法人税等 147,378 62,000

前受金 1,689,901 936,843

賞与引当金 14,690 －

ポイント引当金 36,534 24,447

店舗閉鎖損失引当金 248,534 45,425

リース減損勘定 3,905 4,271

その他 373,907 116,587

流動負債合計 5,228,270 2,056,834

固定負債

退職給付引当金 79,665 44,129

リース減損勘定 1,646 －

繰延税金負債 71 －

その他 50,281 3,253

固定負債合計 131,664 47,383

負債合計 5,359,934 2,104,217

純資産の部

株主資本

資本金 1,836,251 2,864,551

資本剰余金 1,773,454 2,801,754

利益剰余金 △1,027,134 △4,028,858

自己株式 △587,749 △587,749

株主資本合計 1,994,821 1,049,696

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 △11,455 △951

評価・換算差額等合計 △11,455 △951

新株予約権 21,715 17,317

少数株主持分 56,613 －

純資産合計 2,061,694 1,066,062

負債純資産合計 7,421,629 3,170,280
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(2)【連結損益計算書】
（単位：千円）

前連結会計年度
(自 平成19年４月１日
至 平成20年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成20年４月１日
至 平成21年３月31日)

売上高 15,753,743 3,954,328

売上原価 9,694,218 3,677,515

売上総利益 6,059,524 276,813

販売費及び一般管理費 ※1 7,173,490 ※1 2,428,066

営業利益 △1,113,965 △2,151,252

営業外収益

受取利息 8,583 650

受取配当金 4,231 －

受取手数料 250,004 14,939

その他 99,110 65,110

営業外収益合計 361,931 80,700

営業外費用

支払利息 19,297 60,636

減価償却費 4,189 3,802

その他 1,780 41,169

営業外費用合計 25,268 105,608

経常利益 △777,302 △2,176,160

特別利益

匿名組合投資利益 60,315 43,200

投資有価証券売却益 39,362 38

関係会社株式売却益 3,515 150,094

店舗閉鎖損失引当金戻入額 － 30,861

店舗立退補償金 92,252 －

役員退職慰労引当金戻入額 128,060 －

特別利益合計 323,506 224,195

特別損失

店舗閉鎖損失 ※2 1,313,388 ※2 731,728

固定資産除却損 ※3 39,166 ※3 43,457

支払手数料 － 45,500

投資有価証券償還損 35,371 －

投資有価証券評価損 39,565 －

商品評価損 104,845 －

リース解約損 18,553 －

減損損失 ※4 1,688,215 ※4 152,444

特別損失合計 3,239,105 973,129

税金等調整前当期純利益 △3,692,902 △2,925,094

法人税、住民税及び事業税 260,037 65,630

法人税等調整額 276,292 △1,648

法人税等合計 536,330 63,982

少数株主利益 △10,149 △1,661

当期純利益 △4,219,083 △2,990,739
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(3)【連結株主資本等変動計算書】
（単位：千円）

前連結会計年度
(自 平成19年４月１日
至 平成20年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成20年４月１日
至 平成21年３月31日)

株主資本

資本金

前期末残高 1,835,375 1,836,251

当期変動額

新株の発行 875 1,028,300

当期変動額合計 875 1,028,300

当期末残高 1,836,251 2,864,551

資本剰余金

前期末残高 1,772,578 1,773,454

当期変動額

新株の発行 875 1,028,300

当期変動額合計 875 1,028,300

当期末残高 1,773,454 2,801,754

利益剰余金

前期末残高 3,464,970 △1,027,134

当期変動額

剰余金の配当 △273,021 －

当期純損失（△） △4,219,083 △2,990,739

連結除外による利益剰余金の減少額 純額 － △10,985

当期変動額合計 △4,492,104 △3,001,724

当期末残高 △1,027,134 △4,028,858

自己株式

前期末残高 △587,749 △587,749

当期末残高 △587,749 △587,749

株主資本合計

前期末残高 6,485,174 1,994,821

当期変動額

新株の発行 1,751 2,056,600

剰余金の配当 △273,021 －

当期純損失（△） △4,219,083 △2,990,739

連結除外による利益剰余金の減少額 純額 － △10,985

当期変動額合計 △4,490,353 △945,124

当期末残高 1,994,821 1,049,696
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（単位：千円）

前連結会計年度
(自 平成19年４月１日
至 平成20年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成20年４月１日
至 平成21年３月31日)

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金

前期末残高 8,145 △11,455

当期変動額

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △19,601 10,504

当期変動額合計 △19,601 10,504

当期末残高 △11,455 △951

評価・換算差額等合計

前期末残高 8,145 △11,455

当期変動額

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △19,601 10,504

当期変動額合計 △19,601 10,504

当期末残高 △11,455 △951

新株予約権

前期末残高 2,118 21,715

当期変動額

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 19,597 △4,398

当期変動額合計 19,597 △4,398

当期末残高 21,715 17,317

少数株主持分

前期末残高 48,300 56,613

当期変動額

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 8,312 △56,613

当期変動額合計 8,312 △56,613

当期末残高 56,613 －

純資産合計

前期末残高 6,543,738 2,061,694

当期変動額

新株の発行 1,751 2,056,600

剰余金の配当 △273,021 －

当期純損失（△） △4,219,083 △2,990,739

連結除外による利益剰余金の減少額 純額 － △10,985

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 8,309 △50,507

当期変動額合計 △4,482,043 △995,631

当期末残高 2,061,694 1,066,062
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(4)【連結キャッシュ・フロー計算書】
（単位：千円）

前連結会計年度
(自 平成19年４月１日
至 平成20年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成20年４月１日
至 平成21年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純損失（△） △3,692,902 △2,925,094

減価償却費 752,483 333,650

減損損失 1,688,215 152,444

のれん償却額 397,239 －

貸倒引当金の増減額（△は減少） 9,805 66,601

賞与引当金の増減額（△は減少） △153,289 △1,976

退職給付引当金の増減額（△は減少） 2,580 △35,535

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △128,060 －

店舗閉鎖等引当金の増加額 248,534 △203,108

ポイント引当金の増減額（△は減少） 2,747 25,174

受取利息及び受取配当金 △12,815 △525

支払利息 19,297 54,336

匿名組合投資損益（△は益） △60,315 △43,200

固定資産除却損 890,279 362,521

投資有価証券売却損益（△は益） △39,362 △38

投資有価証券償還損益（△は益） 35,371 －

投資有価証券評価損益（△は益） 39,565 －

関係会社株式売却損益（△は益） △3,515 △150,094

売上債権の増減額（△は増加） 689,719 △212,054

前受金の増減額（△は減少） △1,323,641 △480,642

たな卸資産の増減額（△は増加） 373,529 272,189

仕入債務の増減額（△は減少） △95,886 △11,469

その他 △261,609 △209,033

小計 △622,028 △3,005,856

利息及び配当金の受取額 14,688 450

利息の支払額 △20,662 △52,748

法人税等の支払額 △917,029 △17,128

営業活動によるキャッシュ・フロー △1,545,032 △3,075,283

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 △1,506,562 △65,594

無形固定資産の取得による支出 △28,985 △4,800

投資有価証券の売却及び償還による収入 370,225 62,540

投資有価証券の取得による支出 △200,588 －

定期預金の払戻による収入 185,179 200,000

定期預金の預入による支出 △233,597 －

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による
収入

1,782 ※2 1,758,642

その他 △101,557 603,625

投資活動によるキャッシュ・フロー △1,514,103 2,554,414
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（単位：千円）

前連結会計年度
(自 平成19年４月１日
至 平成20年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成20年４月１日
至 平成21年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額 減少額△ 2,100,000 △1,542,667

株式の発行による収入 1,751 2,056,600

配当金の支払額 △266,979 △3,048

少数株主からの払込みによる収入 24,500 －

少数株主への配当金の支払額 △2,100 －

その他 － △601,737

財務活動によるキャッシュ・フロー 1,877,172 △90,853

現金及び現金同等物に係る換算差額 － －

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △1,181,963 △611,722

現金及び現金同等物の期首残高 1,899,931 717,967

現金及び現金同等物の期末残高 ※1 717,967 ※1 106,244
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⑤継続企業の前提に重要な疑義を抱かせる事象又は状況

前連結会計年度
(自 平成19年４月 1日
至 平成20年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成20年４月 1日
至 平成21年３月31日)

当社グループは、当連結会計年度において、1,113,965千

円の営業損失、4,219,083千円の当期純損失並びに1,545,032

千円のマイナスの営業活動によるキャッシュ・フローを計上

しております。

また、当連結会計年度末において、最終返済期日が５月末

までの金融機関借入金が2,000,000千円あり、その返済資金

の一部が十分確保されているとはいえない状況にあります。

これは特に、当第4四半期から信販会社の与信が一層厳格

化され、さらに東京都から受けた行政処分（東京都内17店舗

の一部業務停止）により、契約金額が減少したことによるも

のであります。

また、今後、売上の減少が予想されるため、不採算店を閉

鎖することとし、これに伴う店舗閉鎖関連費用及び、減損損

失の計上による特別損失が多額に発生したためであります。

当該状況により、当社グループは、継続企業の前提に関す

る重要な疑義が生じております。

当該状況を解消すべく、当社は、エステティック業界の慣

習である前受金制度を見直し、月額定額制による安定会員獲

得を目的とした新ビジネスモデルを開発し、従来モデルと合

わせ、新連結会計年度より全店導入することとしました。ま

た、必要最小限のコストでの事業運営のため、今まで以上に

コスト管理を厳格化いたします。

財務面におきましては、当社は、経営資源の集中を目的に

子会社2社の売却を５月９日までに実施し、子会社1社につき

ましても現在売却交渉を行っております。

また、事業並びに財務支援のため、第三者割当増資等を含

めた資本政策につき、現在特定の事業会社と交渉を開始して

おります。

取引金融機関に対しては、資本政策等の内容の進捗状況を

説明し、引き続き借入金の借り換え等を含めた協力を要請し

てまいります。

当社グループの事業継続には、上記事業運営上の施策、子

会社売却、交渉中の事業会社並びに金融機関の協力に依存し

ておりますが、連結財務諸表は、継続企業を前提として作成

しており、継続企業の前提となる重要な疑義については反映

しておりません。

当社グループは、前連結会計年度において、継続企業の前

提に重要な疑義を生じさせるような状況が存在しておりま

した。

当連結会計年度においても、2,151,252千円の営業損失及

び2,990,739千円の当期期純損失を計上し、営業活動による

キャッシュ・フローも3,075,283千円の大幅なマイナス額が

発生しており、引き続き、継続企業の前提に重要な疑義を生

じさせるような状況が存在しております。

当該状況を解消すべく、財務面で経営資源をエステ関連事

業に特化するため、全子会社３社の売却を実施し、この売却

代金の一部を金融機関借入金の返済に充当いたしました。

また当社は、財務基盤の建て直しと営業力の強化を目的

に、平成20年７月31日に髙野友梨氏に対する第三者割当増資

を実施し、この資金により残る金融機関借入金の返済に充当

いたしました。

この増資を機に、行政処分に伴う信販契約の停止も一部再

開し、信用力は急速に回復してまいりました。

しかしながら、早期の業績改善のため、不採算店の閉鎖や

人件費の圧縮等コスト削減に努め、経営体質の強化を図って

まいりましたが、財務体質の弱体化に伴い、積極的な営業施

策も行えず、売上の回復は緩やかなものとなっております。

当社はこれを受け、早期の事業再構築のためには、更なる

資本の充実を機動的に実施する必要があり、また、今後の事

業展開には事業上のシナジーが見込める外部との提携が不

可欠なものと判断いたしました。

このような当社の喫緊の課題に照らし、平成21年４月23日

に株式会社インデックス・コミュニケーションズ、株式会社

東京テレビランド及びＮＩＳグループ株式会社に対する第

三者割当増資を実施いたしました。

なお、割当先である株式会社インデックス・コミュニケー

ションズ、株式会社東京テレビランド及びＮＩＳグループ株

式会社の各社より、当社の取締役数の過半数を占める取締役

候補者の指名を受け、当社は当該取締役候補者を当社の取締

役として招聘し、早期の業績回復に向けた事業面における協

力を得る予定であります。

また、当社は現在、営業面において顧客第一主義のもと、

お客様のニーズにあった多様なメニューのご提供と、お客様

にストレスのない対応により会員数の増加を図り、前受金制

度や不明瞭な料金体系の見直しを行い、ブランドの回復に努

めております。

これらにより、平成22年３月期より子会社がなくなったた

め、単体での黒字化を目指しております。

ただし来期も、資金繰り面において厳しい状況が続くもの

と予想され、金融機関の協力が事業継続上不可欠なものとな

っております。

このため当社は、当連結会計年度後も、継続企業の前提に

重要な不確実性が存在するものと認識しております。

なお、連結財務諸表は、継続企業を前提として作成してお

り、このような重要な不確実性の影響については反映してお

りません。
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⑥連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項

項目
前連結会計年度

(自 平成19年４月 1日
至 平成20年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成20年４月 1日
至 平成21年３月31日)

１ 連結の範囲に関する事項 すべての子会社を連結しております。

連結子会社の数 ３社

連結子会社の名称 ㈱日本インターシス
テム

㈱エイチエーシー
㈱Ｋ-twoエフェクト

当連結会計年度末に連結子会社はありま
せん。

当社は平成19年８月20日に株式会社
ＶＡＤＩ(発行株式数の51.0%を出資)を
設立し、子会社といたしましたが、グル
ープ戦略の見直しにより、平成20年３月
15日に売却いたしました。

この結果、株式会社ＶＡＤＩについて

は、損益計算書のみを連結しておりま

す。

従来、連結子会社であった株式会社エ
イチエーシー及び株式会社Ｋ－twoエフ
ェクの当社所有全株式を、第１四半期連
結会計期間にそれぞれ譲渡した結果、２
社は前連結会計年度までの連結となっ
ております。

また、同じく連結子会社であった株式
会社日本インターシステムの当社所有
全株式を平成20年７月29日に譲渡した
結果、同社は第１四半期連結会計期間ま
での連結となっております。

２ 持分法の適用に関する事項 ――――― ―――――

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

(1) 重要な資産の評価基準及び評

価方法 ①有価証券

(ア)満期保有目的の債券

―――――

①有価証券

(ア) ―――――

(イ)その他有価証券

時価のあるもの

(イ)その他有価証券

時価のあるもの

決算期末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)

同左

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

②デリバティブ

時価法

②デリバティブ

―――――

③たな卸資産

主として月次総平均法による原価法

③たな卸資産

商品及び製品

月次総平均法による原価法（収益性

の低下による簿価切下げの方法）

原材料及び貯蔵品

月次総平均法による原価法
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項目
前連結会計年度

(自 平成19年４月 1日
至 平成20年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成20年４月 1日
至 平成21年３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

定率法によっております。

ただし、平成10年４月１日以降に取

得した建物(附属設備を除く)につい

ては、定額法を採用しております。

なお、主な耐用年数は次のとおりで

あります。

建物及び構築物 ７年～18年

工具器具備品 ５年～６年

①有形固定資産（リース資産を除く）

同左

（追加情報）

当社及び連結子会社は、法人税法の改

正に伴い、当連結会計年度から、平成19

年３月31日以前に取得した資産につい

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。

当該変更が損益に与える影響は軽微

であります。

―――――

②無形固定資産

定額法によっております。

なお、自社利用のソフトウェアにつ

きましては、社内における利用可能期

間(５年)に基づく定額法を採用してお

ります。

②無形固定資産（リース資産を除く）

同左

③リース資産

所有権移転外ファイナンス・リース取

引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価値

をゼロとする方法によっております。

③長期前払費用

均等償却しております。

④長期前払費用

同左

(4) 重要な繰延資産の処理方法 株式交付費

―――――

株式交付費

支出時に全額費用処理しております。

(5) 重要な引当金の計上基準 ①貸倒引当金

売上債権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勘案し回収不能見

込額を計上しております。

①貸倒引当金

同左

②賞与引当金

従業員に対する賞与の支給に備える

ため、将来の支給見込額のうち、当連結

会計年度に対応する負担額を計上して

おります。

②賞与引当金

―――――
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項目
前連結会計年度

(自 平成19年４月 1日
至 平成20年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成20年４月 1日
至 平成21年３月31日)

③ポイント引当金

連結子会社の販売事業において、販売

促進を目的として顧客に付与したポイ

ントの将来の使用に伴う費用発生に備

えるため、当連結会計期間末において、

将来使用されると見込まれる額を計上

しております。

③ポイント引当金

当社は、当連結会計年度より、販売促

進を目的として顧客に対し、利用金額に

応じたポイントを付与しております。

当該付与ポイントの将来の使用に伴

う費用発生に備えるため、当連結会計期

間末において、将来使用されると見込ま

れる額を計上しております。

④店舗閉鎖等引当金

当連結会計年度末に閉店した店舗の

閉鎖に伴う費用の支出に備えるため、当

連結会計年度末における見積額を計上

しております。

④店舗閉鎖等引当金

同左

⑤退職給付引当金

従業員に対する退職金の支給に備え

るため、当連結会計年度末における退職

給付債務に基づき計上しております。

⑤退職給付引当金

同左

(6) 重要なリース取引の処理方法 リース物件の所有権が借主に移転す

ると認められるもの以外のファイナン

ス・リース取引については、通常の賃貸

借取引に係る方法に準じた会計処理に

よっております。

―――――

(7) その他連結財務諸表作成のた

めの重要な事項

消費税等の会計処理

税抜方式によっております。

消費税等の会計処理

同左

５ 連結子会社の資産及び負債の

評価に関する事項

連結子会社の資産及び負債の評価方

法については、全面時価評価法によって

おります。

―――――

６ のれん及び負ののれんの償却

に関する事項

のれんの償却については、５年間で均

等償却しております。

―――――

７ 連結キャッシュ・フロー計算書

における資金の範囲

キャッシュ・フロー計算書における資

金(現金及び現金同等物)は、手許現金、

随時引き出し可能な預金及び容易に換

金可能でありかつ、価値の変動について

僅少なリスクしか負わない取得日から

３ヶ月以内に償還期限の到来する短期

投資からなっております。

同左
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⑦連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更

会計方針の変更

前連結会計年度
(自 平成19年４月 1日
至 平成20年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成20年４月 1日
至 平成21年３月31日)

――――― （棚卸資産の評価に関する会計基準）

当連結会計年度より、「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）を適用し、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簿価切下げの方法）に変更しておりま

す。

これによる営業損失、経常損失及び税金等調整前当期純損

失に与える影響額は軽微であります。

――――― （リース取引に関する会計基準）

当連結会計年度より、「リース取引に関する会計基準」(企

業会計基準第13号(平成５年６月17日(企業審議会第一部

回)、平成19年３月30日改正)）及び「リース取引に関する会

計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第16号(平成６年

１月18日(日本公認会計士協会 会計制度委員会)、平成19年

３月30日改正)）を適用しております。

なお、リース取引会計基準の改正適用初年度開始前の所有

権移転外ファイナンス・リース取引については、引き続き通

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。

当連結会計年度は、新規のリース取引がないため、営業損

失、経常損失、税金等調整前当期純損失及びセグメント情報

に与える影響はありません。

表示方法の変更

前連結会計年度
(自 平成19年４月 1日
至 平成20年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成20年４月 1日
至 平成21年３月31日)

（連結貸借対照表） （連結貸借対照表）

前連結会計年度において、有形固定資産の「その他」に含

めて表示しておりました「工具器具備品」は、その金額的重

要性が増したため、当連結会計年度より区分掲記しておりま

す。

なお、前連結会計年度において、有形固定資産の「その他」

に含めて表示しておりました「工具器具備品」は509,703千

円(取得価額1,148,282千円、減価償却累計額638,578千円)で

あります。

財務諸表等規則等の一部を改正する内閣府令（平成20年８

月７日内閣府令第50号）が適用となることに伴い、前連結会

計年度において、「たな卸資産」として掲記していたものを、

当連結会計年度から「商品及び製品」「原材料及び貯蔵品」

に区分掲記しております。

なお、前連結会計年度の「たな卸資産」に含まれる「商品

及び製品」「原材料及び貯蔵品」は、それぞれ461,114千円、

110,251千円であります。

（連結損益計算書）

前連結会計年度において営業外費用に区分掲記しており

ました｢株式交付費｣は、その金額的重要性が乏しくなったた

め、当連結会計年度より営業外費用の「その他」に含めて表

示しております。

なお、当連結会計年度において営業外費用の「その他」に

含めて表示しております｢株式交付費｣は70千円であります。

―――――
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⑧追加情報

前連結会計年度
(自 平成19年４月 1日
至 平成20年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成20年４月 1日
至 平成21年３月31日)

当社は、役員退職慰労金について、内規に基づく必要額を

役員退職慰労引当金として計上しておりましたが、当連結会

計年度の業績に対する経営責任を明確にするため、平成20年

２月１日の取締役会において、平成19年３月31日をもって役

員退職慰労金制度を廃止し、打ち切り支給することとしてお

りました。

しかし、その後の業績等を踏まえ、役員退職慰労引当金の

全額を取崩すことといたしました。

なお、当連結会計年度の中間連結財務諸表における会計処理

は、従来の方法によっており、当中間連結会計期間は変更後

の方法によった場合に比べ、営業損失、経常損失及び税金等

調整前中間純損失はそれぞれ7,740千円増加しております。

―――――

⑨連結財務諸表に関する注記事項

連結貸借対照表関係

前連結会計年度
(平成20年３月31日)

当連結会計年度
(平成21年３月31日)

※１（担保資産）

現金及び預金(定期預金)200,000千円を、短期借入金

1,000,000千円の担保に供しております。

なお、上記の他に連結上相殺消去されている関係会

社株式883,257千円を担保に供しております。

※１（担保資産）

短期借入金557,333千円の担保として供しているも

のは、以下のとおりであります。

売掛金 252,932千円

営業未収入金 340,474千円

商品 136,308千円

建物 88,857千円（帳簿価額）

土地 283,000千円（帳簿価額）

計 1,105,573千円

２ 当社は、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀

行３行と当座貸越契約を締結しております。

なお、当連結会計年度末における当座貸越契約に係

る借入金未実行残高等は次のとおりであります。

当座貸越極度額 3,000,000千円

借入実行残高 2,000,000千円

差引額 1,000,000千円

２ 当社は、運転資金の効率的な調達を行うため取引金

融機関と貸出コミットメント契約を締結しております。

なお、当連結会計年度末における貸出コミットメン

ト契約に係る借入金未実行残高等は次のとおりであり

ます。

貸出コミットメントの総額 350,000千円

借入実行残高 200,000千円

差引額 150,000千円
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連結損益計算書関係

前連結会計年度
(自 平成19年４月 1日
至 平成20年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成20年４月 1日
至 平成21年３月31日)

※１ 販売費及び一般管理費の主要な費目及び金額は

次のとおりであります。

広告宣伝費 4,016,611千円

役員報酬 245,492千円

労務費 973,034千円

退職給付費用 10,770千円

支払手数料 512,292千円

貸倒引当金繰入額 10,973千円

ポイント引当金繰入額 2,747千円

減価償却費 107,047千円

のれん償却額 397,239千円

※１ 販売費及び一般管理費の主要な費目及び金額は

次のとおりであります。

広告宣伝費 1,213,284千円

役員報酬 59,481千円

労務費 374,416千円

退職給付費用 7,369千円

支払手数料 301,256千円

貸倒引当金繰入額 66,601千円

ポイント引当金繰入額 25,174千円

減価償却費 73,525千円

消耗品費 18,384千円

※２ 店舗閉鎖損失 ※２ 店舗閉鎖損失

建物及び構築物除却損 838,933千円

工具器具備品除却損 12,179千円

原状回復費用等 462,275千円

計 1,313,388千円

建物及び構築物除却損 308,871千円

工具器具備品除却損 10,193千円

原状回復費用等 412,663千円

計 731,728千円

※３ 固定資産除却損 ※３ 固定資産除却損

建物及び構築物 30,745千円

工具器具備品 8,420千円

計 39,166千円

工具器具備品 43,457千円

計 43,457千円

21

株式会社ラ・パルレ（4357）平成21年３月期決算短信



前連結会計年度
(自 平成19年４月 1日
至 平成20年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成20年４月 1日
至 平成21年３月31日)

※４ 減損損失

当社グループは、以下の資産グループについて特別損失

として減損損失を計上いたしました。

用途 種類 減損損失

エステティックサロン
（31店舗）他

建 物

工具器具備品

電話加入権

リース資産

885,863千円

95,398千円

10,157千円

5,551千円

その他 のれん 691,245千円

合計 1,688,215千円

※４ 減損損失

当社グループは、以下の資産グループについて特別損失と

して減損損失を計上いたしました。

用途 種類 減損損失

エステティックサロン
（７店舗）他

建 物

工具器具備品

電話加入権

リース資産

123,602千円

25,227千円

3,335千円

279千円

合計 152,444千円

当社グループは、エステティック事業におけるサロン（店

舗）を独立したキャッシュ・フローを生み出す単位として

おります。

当社グループは、エステティック事業におけるサロン（店

舗）を独立したキャッシュ・フローを生み出す単位として

おります。

減損損失を計上いたしましたエステティックサロンは、

その立地から、周辺地域の経済環境の変化や競合の出店等

の影響により業績が低迷しており、今後、回復の見込みが

ないため減損を認識いたしました。また、のれんについて

は、関係会社株式の売却等により、株式取得時に想定して

いた収益が見込めなくなったことから減損を認識いたしま

した。

なお、当資産グループの回収可能価額は、使用価値により

測定しておりますが、将来キャッシュ・フローがマイナス

の場合は、回収可能価額は無いものとして評価しておりま

す。

また、将来キャッシュ・フローがプラスの場合は、キャ

ッシュ・フローを6.2％で割引いて算定しております。

減損損失を計上いたしましたエステティックサロンは、

その立地から、周辺地域の経済環境の変化や競合の出店等

の影響により業績が低迷しており、今後、回復の見込みが

ないため減損を認識いたしました。また、のれんについて

は、関係会社株式の売却等により、株式取得時に想定して

いた収益が見込めなくなったことから減損を認識いたしま

した。

なお、当資産グループの回収可能価額は、使用価値によ

り測定しておりますが、将来キャッシュ・フローがマイナ

スの場合は、回収可能価額は無いものとして評価しており

ます。

また、将来キャッシュ・フローがプラスの場合は、キャ

ッシュ・フローを0.76％（資産又は資産グループに係る将

来キャッシュ・フローが、その見積値から乖離するリスク

について将来キャッシュ・フローの見積に反映させた場合

は、使用価値の算定に際して用いる貨幣の時間価値だけを

反映した、無リスクの将来キャッシュ・フローが得られる

までの期間に対応した国債の利回り。）で割引いて算定して

おります。
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連結株主資本等変動計算書関係

前連結会計年度(自 平成 19 年４月１日 至 平成 20 年３月 31 日）

１ 発行済株式の種類及び総数に関する事項

株式の種類 前連結会計年度末(株) 増加(株) 減少(株) 当連結会計年度末(株)

普通株式 218,765 16 ― 218,781

（変動事由の概要）

増加数の主な内訳は、次のとおりであります。

ストックオプションの行使に伴う新株の発行による増加 16株

２ 自己株式の種類及び株式数に関する事項

株式の種類 前連結会計年度末(株) 増加(株) 減少(株) 当連結会計年度末(株)

普通株式 8,755 ― ― 8,755

３ 新株予約権等に関する事項

目的となる株式の数(株）

会社名 内訳
目的となる
株式の種類 前連結

会計年度末
増加 減少

当連結
会計年度末

当連結会計
年度末残高
（千円）

平成18年ストックオ
プションとしての新
株予約権

― ― ― ― ― 8,289

提出会社
平成19年ストックオ
プションとしての新
株予約権

― ― ― ― ― 13,426

合計 ― ― ― ― 21,715

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６月27日
定時株主総会

普通株式 157,507 750 平成19年３月31日 平成19年６月28日

平成19年11月15日
取締役会

普通株式 115,514 550 平成19年９月30日 平成19年12月９日

(2) 基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度となるもの

該当事項はありません。
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当連結会計年度(自 平成 20 年４月１日 至 平成 21 年３月 31 日）

１ 発行済株式の種類及び株式数に関する事項

株式の種類 前連結会計年度末(株) 増加(株) 減少(株) 当連結会計年度末(株)

普通株式 218,781 140,000 ― 358,781

（変動事由の概要）

増加数の主な内訳は、次のとおりであります。

第三者割当に伴う新株の発行による増加 140,000株

２ 自己株式の種類及び株式数に関する事項

株式の種類 前連結会計年度末(株) 増加(株) 減少(株) 当連結会計年度末(株)

普通株式 8,755 89,900 ― 98,655

（変動事由の概要）

増加数の主な内訳は、次のとおりであります。

無償譲受による増加 89,900株

３ 新株予約権等に関する事項

目的となる株式の数(株）

会社名 内訳
目的となる
株式の種類 前連結

会計年度末
増加 減少

当連結
会計年度末

当連結会計
年度末残高
（千円）

提出会社
平成19年ストックオ
プションとしての新
株予約権

― ― ― ― ― 17,317

合計 ― ― ― ― 17,317

４ 配当に関する事項

(1) 配当金支払額

該当事項はありません。

(2) 基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度となるもの

該当事項はありません。
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連結キャッシュ・フロー計算書関係

前連結会計年度
(自 平成19年４月 1日
至 平成20年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成20年４月 1日
至 平成21年３月31日)

※１ 現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表に

掲記されている科目の金額との関係

現金及び預金 917,967千円

預入期間が３ヶ月を超える定期預金 △200,000千円

現金及び現金同等物 717,967千円

※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

現金及び預金 106,244千円

現金及び現金同等物 106,244千円

※２ ――――― ※２ 株式の売却により連結子会社でなくなった会社の資

産及び負債の主な内訳

株式の売却により㈱エイチエーシー他２社が連結子会

社でなくなったことに伴う売却時の資産及び負債の内訳

並びに当該連結子会社の株式の売却価額と売却による収

入は次のとおりであります。

流動資産 1,421,536千円

固定資産 854,676千円

のれん 570,348千円

流動負債 △766,070千円

固定負債 △12,722千円

少数株主持分 △56,613千円

関係会社株式売却損益 150,094千円

関係会社株式の売却価額 2,161,250千円

売却会社の現金及び現金同等物 △402,607千円

差引：売却による収入 1,758,642千円
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セグメント情報

事業の種類別セグメント情報

前連結会計年度(自 平成 19 年４月１日 至 平成 20 年３月 31 日)

エステ関連事業

(千円)

通販関連事業

(千円)

美容室関連事業

(千円)
計

(千円)

消去又は全社

(千円)

連結

(千円)

Ⅰ 売上高及び営業損益

売上高

(1) 外部顧客に対する売上高 11,355,103 2,176,659 2,221,980 15,753,743 ― 15,753,743

(2) セグメント間の内部売上高又
は振替高

322 12,441 ― 12,764 (12,764) ―

計 11,355,426 2,189,100 2,221,980 15,766,507 (12,764) 15,753,743

営業費用 12,468,999 2,123,006 2,318,825 16,910,831 (43,123) 16,867,708

営業利益又は営業損失(△) △1,113,573 66,093 △96,845 △1,144,324 30,359 △1,113,965

Ⅱ 資産、減価償却費、減損損失
及び資本的支出

資産 5,230,531 1,543,176 1,280,401 8,054,109 (632,480) 7,421,629

減価償却費 697,537 8,583 46,362 752,483 ― 752,483

減損損失 1,688,215 ― ― 1,688,215 ― 1,688,215

資本的支出 1,198,278 8,689 179,584 1,386,553 ― 1,386,553

(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 各区分の主な商品

(1) エステ関連事業・・・・・・・・・美容・痩身等技術、化粧品、美容機器

(2) 通販関連事業・・・・・・・・・・健康食品、化粧品、雑貨

(3) 美容室関連事業・・・・・・・・・ヘアサロンの経営、美容スクールの経営

３ 美容室関連事業において、平成19年８月20日に株式会社ＶＡＤＩ(発行株式数の51.0%を出資)を設立し、子会社

といたしましたが、グループ戦略の見直しにより、平成20年３月15日に同社株式を譲渡いたしました。

この結果、損益計算書のみ連結しております。
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当連結会計年度(自 平成 20 年４月１日 至 平成 21 年３月 31 日)

エステ関連事業

(千円)

通販関連事業

(千円)

計

(千円)

消去又は全社

(千円)

連結

(千円)

Ⅰ 売上高及び営業損益

売上高

(1) 外部顧客に対する売上高 3,578,774 375,554 3,954,328 ― 3,954,328

(2) セグメント間の内部売上高
又は振替高

― ― ― ― ―

計 3,578,774 375,554 3,954,328 ― 3,954,328

営業費用 5,747,563 360,188 6,107,751 (2,169) 6,105,581

営業利益又は営業損失(△) △2,168,789 15,366 △2,153,423 2,169 △2,151,252

Ⅱ 資産、減価償却費、減損損失
及び資本的支出

資産 3,170,280 ― 3,170,280 ― 3,170,280

減価償却費 332,721 929 333,650 ― 333,650

減損損失 152,444 ― 152,444 ― 152,444

資本的支出 22,250 ― 22,250 ― 22,250

(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 各区分の主な商品

(1) エステ関連事業・・・・・・・・・美容・痩身等技術、化粧品、美容機器

(2) 通販関連事業・・・・・・・・・・健康食品、化粧品、雑貨

３ 平成20年５月9日に美容室関連事業の連結子会社であった株式会社Ｋ－twoエフェクトの株式全株を譲渡し、美容

室関連事業から撤退いたしました。

この結果、美容室関連事業は前連結会計年度までの連結となっております。

また、平成20年７月29日に通販関連事業の連結子会社であった株式会社日本インターシステムの株式全株を譲渡

し、通販関連事業から撤退いたしました。

この結果、通販関連事業は、第１四半期連結会計期間までの連結となり、当第２四半期連結会計期間以降、連結

子会社はありません。

所在地別セグメント情報

前連結会計年度（自 平成 19 年４月１日 至 平成 20 年３月 31 日）

該当事項はありません。

当連結会計年度（自 平成 20 年４月１日 至 平成 21 年３月 31 日）

該当事項はありません。

海外売上高

前連結会計年度（自 平成 19 年４月１日 至 平成 20 年３月 31 日）

該当事項はありません。

当連結会計年度（自 平成 20 年４月１日 至 平成 21 年３月 31 日）

該当事項はありません。
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リース取引関係

前連結会計年度
(自 平成19年４月１日
至 平成20年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成20年４月１日
至 平成21年３月31日)

１ リース物件の所有権が借主に移転すると認められるも

の以外のファイナンス・リース取引

① リース物件の取得価額相当額、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

工具器具備品

取得価額相当額 242,522千円

減価償却累計額相当額 167,307千円

減損損失累計額相当額 5,551千円

期末残高相当額 69,664千円

１ リース物件の所有権が借主に移転すると認められるも

の以外のファイナンス・リース取引

① リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当額、

減損損失累計額相当額及び期末残高相当額

工具器具備品

取得価額相当額 87,688千円

減価償却累計額相当額 79,437千円

減損損失累計額相当額 4,271千円

期末残高相当額 3,973千円

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 41,555千円

１年超 37,365千円

合計 78,920千円

② 未経過リース料期末残高相当額及びリース資産減損勘

定期末残高

未経過リース料期末残高相当額

１年内 8,482千円

１年超 － 千円

合計 8,482千円

リース資産減損勘定期末残高 5,551千円 リース資産減損勘定期末残高 4,271千円

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

支払リース料 41,583千円

減価償却費相当額 39,731千円

支払利息相当額 1,727千円

減損損失 5,551千円

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

支払リース料 21,319千円

リース資産減損勘定の取崩額 1,559千円

減価償却費相当額 20,608千円

支払利息相当額 362千円

減損損失 279千円

④ 減価償却費相当額の算定方法

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法

によっております。

④ 減価償却費相当額の算定方法

同左

⑤ 利息相当額の算定方法

リース料総額とリース物件の取得価額相当額との差額

を利息相当額とし、各期への配分方法については利息法

によっております。

⑤ 利息相当額の算定方法

同左

２ オペレーティング・リース取引 ２ オペレーティング・リース取引

未経過リース料

１年内 5,581千円

１年超 －千円

合計 5,581千円

―――――
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関連当事者との取引

前連結会計年度（自 平成 19 年４月１日 至 平成 20 年３月 31 日）

役員及び個人主要株主等

関係内容

属性
会社等

の名称
住所

資本金又は

出資金

(千円)

事業の内容

又は職業

議決権等

の所有

(被所有)割合

(％)

役員の

兼任等

事業上

の関係

取引の内容
取引金額

(千円)
科目

期末残高

(千円)

資金の借入

借入利息

100,000

35

短期借入金

未払費用

100,000

35個人主要

株主等
大石洋子 － －

当社

相談役

直接所有

48.1
－ －

報酬 2,087 未払費用 600

(注) １ 非課税取引のため取引金額及び期末残高には消費税等は含まれておりません。

２ 大石洋子氏は、平成20年２月12日付で当社取締役を退任するとともに相談役に就任しております。

なお、報酬については、相談役に就任した期間の金額を記載しております。

３ 取引条件及び取引条件の決定方針等

相談役の報酬については、業務内容を勘案のうえ、取締役会において決定しております。

短期借入金の利率については、市場金利を勘案して合理的に決定しております。

当連結会計年度（自 平成 20 年４月１日 至 平成 21 年３月 31 日）

役員及び個人主要株主等

関係内容

属性
会社等

の名称
住所

資本金又は

出資金

(千円)

事業の内容

又は職業

議決権等

の所有

(被所有)割合

(％)

役員の

兼任等

事業上

の関係

取引の内容
取引金額

(千円)
科目

期末残高

(千円)

資金の借入

借入利息

254,500

5,451
短期借入金 200,000

個人主要株

主 (髙野友

梨 )が議決

権の過半数

を所有して

いる会社

㈱不二ビ

ューティ

東京都

港区
95,000

エステテイ

ックサロン

の経営

－ － － 建物の賃借

保証金の差入

広告宣伝費他

8,717

20,118

11,421

前払費用

差入保証金

未払金

1,323

20,118

41,817

資金の借入

借入利息

250,000

9,589
－ －

個人主要

株主等
大石洋子 － － － － － －

報酬 2,400 － －

(注) １ 資金の借入、借入利息、保証金の差入及び報酬については、非課税取引のため取引金額及び期末残高には消費税

等は含まれておりません。

２ 大石洋子氏は、平成20年６月30日付で当社相談役を退職しております。

なお、報酬については、平成20年６月30日までの金額を記載しております。

また、平成20年６月18日付で同氏保有の当社株式全株を当社に無償譲渡したことにより、主要株主ではなくなり

ました。

３ 取引条件及び取引条件の決定方針等

相談役の報酬については、業務内容を勘案のうえ、取締役会において決定しております。

短期借入金の利率については、市場金利を勘案して合理的に決定しております。

地代家賃については、近隣相場を勘案して合理的に決定しております。

その他の経費等取引については、一般の取引先と同一の条件で決定しております。
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税効果会計関係

前連結会計年度
(平成20年３月31日)

当連結会計年度
(平成21年３月31日)

１ 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別内訳

(繰延税金資産)

① 流動資産

賞与引当金 4,244 千円

ポイント引当金 5,711 千円

店舗閉鎖等引当金 100,656 千円

未払事業税 12,609 千円

商品評価損 42,462 千円

その他 7,609 千円

計 173,293 千円

② 固定資産

退職給付引当金 32,264 千円

貸倒引当金 14,425 千円

減損損失 404,861 千円

関係会社株式評価損 378,693 千円

その他 64,369 千円

計 894,613 千円

繰延税金資産小計 1,067,907 千円

評価性引当額 △1,028,245千円

繰延税金資産合計 39,661千円

(繰延税金負債)

① 固定負債

その他有価証券評価差額金 71千円

繰延税金負債合計 71千円

繰延税金資産の純額 39,590千円

１ 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別内訳

(繰延税金資産)

① 流動資産

ポイント引当金 9,901 千円

店舗閉鎖等引当金 18,397 千円

未払事業税 2,232 千円

商品評価損 33,384 千円

その他 2,803 千円

計 66,718 千円

② 固定資産

退職給付引当金 17,872 千円

貸倒引当金 41,398 千円

減損損失 312,439 千円

その他 31,466 千円

計 403,176 千円

繰延税金資産小計 469,895 千円

評価性引当額 △469,895千円

繰延税金資産合計 －千円

(繰延税金負債)

繰延税金負債合計 －千円

繰延税金資産の純額 －千円

２ 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担

率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因と

なった主要な項目別の内訳

税金等調整前当期純損失のため記載しておりません。

２ 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担

率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因と

なった主要な項目別の内訳

同左
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有価証券関係

１ その他有価証券で時価のあるもの

前連結会計年度
(平成20年３月31日)

当連結会計年度
(平成21年３月31日)

区分
取得原価

(千円)

連結決算日にお

ける連結貸借対

照表計上額

(千円)

差額

(千円)

取得原価

(千円)

連結決算日にお

ける連結貸借対

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 2,447 2,624 176 － － －

(2) 債券 － － － － － －

(3) その他 26,520 30,160 3,640 － － －

小計 28,967 32,784 3,816 － － －

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 230 230 － 2,447 1,496 △951

(2) 債券 － － － － － －

(3) その他 133,657 110,587 △23,070 － － －

小計 133,887 110,817 △23,070 2,447 1,496 △951

合計 162,854 143,601 △19,253 2,447 1,496 △951

(注) １ 前連結会計年度の取得原価は、減損処理後の金額を記載しております。なお、減損処理金額は2,067千円であり

ます。

２ 前連結会計年度において、「その他」に含まれる複合金融商品(契約額100,000千円)の時価評価を行い、評価差額

37,498千円を損益に計上しております。当該複合金融商品の取得価額は、評価損益計上後の価額によっておりま

す。

２ 当連結会計年度中に売却したその他有価証券

区 分
前連結会計年度

(自 平成18年４月１日
至 平成19年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成19年４月１日
至 平成20年３月31日)

売却額(千円) 170,225 62,540

売却益の合計額(千円) 39,362 38

売却損の合計額(千円) ― ―

３ 満期保有目的の債券の連結決算日後における償還予定額

前連結会計年度（平成 20 年３月 31 日）

該当事項はありません。

当連結会計年度（平成 21 年３月 31 日）

該当事項はありません。
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デリバティブ取引関係

１．取引の状況に関する事項

前連結会計年度
(自 平成19年４月１日
至 平成20年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成20年４月１日
至 平成21年３月31日)

（1）取引の内容

当社の利用しているデリバティブ取引は、複合金融商品で

あります。

（1）取引の内容

―――――

（2）取引に対する取組方針

当社は、デリバティブ取引を積極的には行わない方針であ

りますが、リスク範囲が限定された取引についてのみ、資金

運用の効率性、潜在するリスクを十分検討した上行うことと

しております。

（2）取引に対する取組方針

―――――

（3）取引の利用目的

当社のデリバティブ取引は、限られたリスク範囲の中で、

収益性が高く、かつ、リスクに比べて運用効率が高いと判断

したものについてのみ利用しております。

（3）取引の利用目的

―――――

（4）取引に係るリスクの内容

当社の保有するデリバティブは、為替リスク、金利変動リ

スクを有しております。

なお、取引の相手先は、高格付を有する金融機関であり、

信用リスクについてはほとんどないものと認識しておりま

す。

（4）取引に係るリスクの内容

―――――

（5）取引に係るリスク管理体制

デリバティブ取引の執行・管理については、取引権限及び

取引限度額を定めた社内ルールに基づき、経理部が取締役会

の承認を得て行っております。

（5）取引に係るリスク管理体制

―――――

２．取引の時価等に関する事項

前連結会計年度（自 平成19年４月１日 至 平成20年３月31日）

複合金融商品の組込デリバティブについては、当該複合金融商品全体を時価評価しております。

なお、契約額及び評価損益は、有価証券関係に係る注記事項に記載しております。

その他のデリバティブ取引については、該当事項はありません。

当連結会計年度（自 平成20年４月１日 至 平成21年３月31日）

当社グループは、デリバティブ取引を利用していないため、該当事項はありません。
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退職給付関係

当社は、従業員の年齢分布および勤務期間に偏りが生じており、数理計算結果に一定の水準の信頼性が得られない

ため、退職給付会計に関する実務指針(中間報告)に従い、簡便法(自己都合要支給額)を適用しております。

前連結会計年度
(自 平成19年４月１日
至 平成20年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成20年４月１日
至 平成21年３月31日)

１ 採用している退職給付制度の概要

当社は、確定給付型の制度として退職一時金制度を採

用しております。

１ 採用している退職給付制度の概要

当社は、確定給付型の制度として退職一時金制度を採用

しております。

２ 退職給付債務及びその内訳

退職給付債務

退職給付引当金 79,665千円

２ 退職給付債務及びその内訳

退職給付債務

退職給付引当金 44,129千円

３ 退職給付費用の内訳

退職給付費用

勤務費用 26,376千円

３ 退職給付費用の内訳

退職給付費用

勤務費用 6,816千円

４ 退職給付債務の計算基礎

該当事項はありません。

４ 退職給付債務の計算基礎

該当事項はありません。
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ストック・オプション等関係

前連結会計年度(自 平成 19 年４月１日 至 平成 20 年３月 31 日）

１ 当連結会計年度における費用計上額及び科目名

販売費及び一般管理費の株式報酬費用 16,563千円

販売費及び一般管理費の支払手数料 3,034千円

２ ストック・オプション及び自社株式オプションの内容、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 提出会社 提出会社 提出会社 提出会社

決議年月日 平成13年２月５日 平成17年６月29日 平成18年６月29日 平成18年６月29日 平成19年６月27日

付与対象者の区分及

び人数

当社取締役 ２名

当社従業員 24名

当社取締役 ３名

当社従業員 165名

当社従業員 ２名

子会社取締役 １名
取引先取締役 ２名

当社取締役 7名

当社監査役 3名

当社従業員 661名

株式の種類及び

付与数
普通株式 226株 普通株式 1,500株 普通株式 46株 普通株式 44株 普通株式 2,500株

付与日 平成13年２月７日 平成18年３月16日 平成18年９月21日 平成19年２月１日 平成19年10月22日

権利確定条件

被付与者が取締役ま

たは従業員の地位を失

った場合には新株引受

権を喪失する。

被付与者が死亡した

場合には新株引受権を

喪失する。

新株予約権の割り当

てを受けた者（以下、

「新株予約権者」とい

う）は、権利行使時に

おいても、当社または

子会社の取締役、監査

役、及び従業員の地位

にあることを要する。

ただし、任期満了に

よる退任、定年退職（た

だし、権利行使期間内

に限る）の場合は、権

利行使できる。

新株予約権者が死亡

した場合は、新株予約

権の相続は認めない。

新株予約権の割当て

を受けた者（以下「新

株予約権者」という。）

は、権利行使時におい

ても、当社もしくは当

社子会社の取締役、監

査役もしくは従業員ま

たは取引先の取締役、

監査役もしくは従業員

の地位にあることを要

する。

ただし、任期満了に

よる退任、定年退職（た

だし、権利行使期間内

に限る。）の場合は、権

利行使できる。

新株予約権者が死亡

した場合は、新株予約

権の相続は認めない。

新株予約権の割当て

を受けた者（以下「新

株予約権者」という。）

は、権利行使時におい

ても、当社もしくは当

社子会社の取締役、監

査役もしくは従業員ま

たは取引先の取締役、

監査役もしくは従業員

の地位にあることを要

する。

ただし、任期満了に

よる退任、定年退職（た

だし、権利行使期間内

に限る。）の場合は、権

利行使できる。

新株予約権者が死亡

した場合は、新株予約

権の相続は認めない。

新株予約権の割当て

を受けた者（以下「新

株予約権者」という。）

は、権利行使時におい

ても、当社もしくは当

社子会社の取締役、監

査役もしくは従業員の

地位にあることを要す

る。

ただし、任期満了に

よる退任、定年退職（た

だし、権利行使期間内

に限る。）の場合は、権

利行使できる。

新株予約権者が死亡

した場合は、新株予約

権の相続は認めない。

対象勤務期間
対象勤務期間について

は定めておりません。
同左 同左 同左 同左

権利行使期間
平成15年２月６日

～
平成23年１月31日

平成19年７月１日
～

平成24年６月30日

平成20年７月１日
～

平成25年６月30日

平成20年７月１日
～

平成25年６月30日

平成21年７月１日
～

平成26年６月30日

(注) 平成 13 年７月 10 日付、平成 14 年２月 15 日付、平成 17 年２月 18 日付、平成 18 年７月１日付、また、平成 19 年

１月１日付でそれぞれ１：２の株式分割を行っております
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(2) ストック・オプション及び自社株式オプションの規模及びその変動状況

① ストック・オプション及び自社株式オプションの数

会社名 提出会社 提出会社 提出会社 提出会社 提出会社

決議年月日 平成13年２月５日 平成17年６月29日 平成18年６月29日 平成18年６月29日 平成19年６月27日

権利確定前

期首 ― 5,572株 92株 44株 ―

付与 ― ― ― ― 2,500株

失効 ― ― ― ― 288株

権利確定 ― 5,572株 ― ― ―

未確定残 ― ― 92株 44株 2,212株

権利確定後

期首 800株 ― ― ― ―

権利確定 ― 5,572株 ― ― ―

権利行使 ― 16株 ― ― ―

失効 ― 1,252株 ― ― ―

未行使残 800株 4,304株 ― ― ―

(注) 平成 13 年７月 10 日付、平成 14 年２月 15 日付、平成 17 年２月 18 日付、平成 18 年７月１日付、また、平成 19 年

１月１日付でそれぞれ１：２の株式分割を行っております。

② 単価情報

会社名 提出会社 提出会社 提出会社 提出会社 提出会社

決議年月日 平成13年２月５日 平成17年６月29日 平成18年６月29日 平成18年６月29日 平成19年６月27日

権利行使価格 12,500円 109,476円 177,930円 255,000円 92,010円

行使時平均株価 ― 129,000円 ― ― ―

付与日における
公正な評価単価

― ― 120,746円 97,049円 20,581円

３ 当連結会計年度に付与されたストック・オプションの公正な評価単価の見積方法

(1) 使用した算定技法

ブラック・ショールズ式

(2) 使用した主な基礎数値及びその見積方法

① 株価変動性

54.87％（平成 15 年８月から平成 19 年９月までの株価実績に基づき算定）

② 予想残存期間

４年２ヶ月

十分なデータの蓄積が無く、合理的な見積が困難であるため、権利行使期間の中間点において行使されるものと

推定して見積もっております。

③ 予想配当

975 円/株（平成 18 年９月期及び平成 19 年３月期の配当実績に基づき算定）

④ 無リスク利子率

1.03％

予想残存期間に対応する期間に対応する日本国債の利回りを採用しております。

４ ストック・オプションの権利確定数の見積方法

該当事項はありません。
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当連結会計年度(自 平成 20 年４月１日 至 平成 21 年３月 31 日）

１ 当連結会計年度における費用計上額及び科目名

販売費及び一般管理費の株式報酬費用 11.286千円

２ ストック・オプション及び自社株式オプションの内容、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 提出会社 提出会社 提出会社 提出会社

決議年月日 平成13年２月５日 平成17年６月29日 平成18年６月29日 平成18年６月29日 平成19年６月27日

付与対象者の区分及

び人数

当社取締役 ２名

当社従業員 24名

当社取締役 ３名

当社従業員 165名

当社従業員 ２名

子会社取締役 １名
取引先取締役 ２名

当社取締役 7名

当社監査役 3名

当社従業員 661名

株式の種類及び

付与数
普通株式 226株 普通株式 1,500株 普通株式 46株 普通株式 44株 普通株式 2,500株

付与日 平成13年２月７日 平成18年３月16日 平成18年９月21日 平成19年２月１日 平成19年10月22日

権利確定条件

被付与者が取締役ま

たは従業員の地位を失

った場合には新株引受

権を喪失する。

被付与者が死亡した

場合には新株引受権を

喪失する。

新株予約権の割り当

てを受けた者（以下、

「新株予約権者」とい

う）は、権利行使時に

おいても、当社または

子会社の取締役、監査

役、及び従業員の地位

にあることを要する。

ただし、任期満了に

よる退任、定年退職（た

だし、権利行使期間内

に限る）の場合は、権

利行使できる。

新株予約権者が死亡

した場合は、新株予約

権の相続は認めない。

新株予約権の割当て

を受けた者（以下「新

株予約権者」という。）

は、権利行使時におい

ても、当社もしくは当

社子会社の取締役、監

査役もしくは従業員ま

たは取引先の取締役、

監査役もしくは従業員

の地位にあることを要

する。

ただし、任期満了に

よる退任、定年退職（た

だし、権利行使期間内

に限る。）の場合は、権

利行使できる。

新株予約権者が死亡

した場合は、新株予約

権の相続は認めない。

新株予約権の割当て

を受けた者（以下「新

株予約権者」という。）

は、権利行使時におい

ても、当社もしくは当

社子会社の取締役、監

査役もしくは従業員ま

たは取引先の取締役、

監査役もしくは従業員

の地位にあることを要

する。

ただし、任期満了に

よる退任、定年退職（た

だし、権利行使期間内

に限る。）の場合は、権

利行使できる。

新株予約権者が死亡

した場合は、新株予約

権の相続は認めない。

新株予約権の割当て

を受けた者（以下「新

株予約権者」という。）

は、権利行使時におい

ても、当社もしくは当

社子会社の取締役、監

査役もしくは従業員の

地位にあることを要す

る。

ただし、任期満了に

よる退任、定年退職（た

だし、権利行使期間内

に限る。）の場合は、権

利行使できる。

新株予約権者が死亡

した場合は、新株予約

権の相続は認めない。

対象勤務期間
対象勤務期間について

は定めておりません。
同左 同左 同左 同左

権利行使期間
平成15年２月６日

～
平成23年１月31日

平成19年７月１日
～

平成24年６月30日

平成20年７月１日
～

平成25年６月30日

平成20年７月１日
～

平成25年６月30日

平成21年７月１日
～

平成26年６月30日

(注) 平成 13 年７月 10 日付、平成 14 年２月 15 日付、平成 17 年２月 18 日付、平成 18 年７月１日付、また、平成 19 年

１月１日付でそれぞれ１：２の株式分割を行っております
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(2) ストック・オプション及び自社株式オプションの規模及びその変動状況

① ストック・オプション及び自社株式オプションの数

会社名 提出会社 提出会社 提出会社 提出会社 提出会社

決議年月日 平成13年２月５日 平成17年６月29日 平成18年６月29日 平成18年６月29日 平成19年６月27日

権利確定前

期首 ― 5,572株 92株 44株 2,212株

付与 ― ― ― ― ―

失効 ― ― 92株 44株 1,225株

権利確定 ― 5,572株 ― ― ―

未確定残 ― ― ― ― 987株

権利確定後

期首 800株 ― ― ― ―

権利確定 ― 5,572株 ― ― ―

権利行使 ― 16株 ― ― ―

失効 800株 3,576株 ― ― ―

未行使残 ― 1,980株 ― ― ―

(注) 平成 13 年７月 10 日付、平成 14 年２月 15 日付、平成 17 年２月 18 日付、平成 18 年７月１日付、また、平成 19 年

１月１日付でそれぞれ１：２の株式分割を行っております。

② 単価情報

会社名 提出会社 提出会社 提出会社 提出会社 提出会社

決議年月日 平成13年２月５日 平成17年６月29日 平成18年６月29日 平成18年６月29日 平成19年６月27日

権利行使価格 12,500円 105,262円 171,080円 245,183円 88,468円

行使時平均株価 ― ― ― ― ―

付与日における
公正な評価単価

― ― 120,746円 97,049円 20,581円

(注) 平成 20 年７月 31 日の第三者割当による 140,000 株の新株式の発行により、権利行使価格を調整しております。

３ 当連結会計年度に付与されたストック・オプションの公正な評価単価の見積方法

該当事項はありません。

４ ストック・オプションの権利確定数の見積方法

該当事項はありません。

企業結合等関係

前連結会計年度(自 平成19年４月１日 至 平成20年３月31日)

該当事項はありません。

当連結会計年度(自 平成20年４月１日 至 平成21年３月31日)

該当事項はありません。
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１株当たり情報

前連結会計年度
(自 平成18年４月１日
至 平成19年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成19年４月１日
至 平成20年３月31日)

１株当たり純資産額 9,443円43銭 １株当たり純資産額 4,031円68銭

１株当たり当期純損失 20,088円77銭 １株当たり当期純損失 12,839円84銭

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である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であるため記載しておりません。

(注) 算定上の基礎

１ １株当たり純資産額

項目
前連結会計年度

(平成20年３月31日)
当連結会計年度

(平成21年３月31日)

連結貸借対照表の純資産の部の合計額（千円） 2,061,694 1,066,062

普通株式に係る純資産額（千円） 1,983,365 1,048,745

差額の主な内訳（千円）

新株予約権

少数株主持分

21,715

56,613

17,317

－

普通株式の発行済株式数（株） 218,781 358,781

普通株式の自己株式数（株） 8,755 98,655

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） 210,026 260,126

２ １株当たり当期純利益金額又は１株当たり当期純損失金額及び潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額

項目
前連結会計年度

(自 平成19年４月１日
至 平成20年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成20年４月１日
至 平成21年３月31日)

連結損益計算書上の当期純利益又は当期純損失(△)（千円） △4,219,083 △2,990,739

普通株式に係る当期純利益又は当期純損失(△)（千円） △4,219,083 △2,990,739

普通株主に帰属しない金額（千円） ― ―

普通株式の期中平均株式数（株） 210,022 232,927

潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額

当期純利益調整額（千円） ― ―

潜在株式調整後１株当たり当期純利益の算定に用いられた
普通株式増加数の主要な内訳（株）

新株予約権 ― ―

普通株式増加数（株） ― ―

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後１株当たり当期
純利益の算定に含まれなかった潜在株式の概要

平成13年ストックオプショ
ンとしての新株引受権

800株
平成17年ストックオプショ
ンとしての新株予約権

1,076個
平成18年ストックオプショ
ンとしての新株予約権

34個
平成19年ストックオプショ
ンとしての新株予約権

2,212個

平成17年ストックオプショ
ンとしての新株予約権

495個
平成19年ストックオプショ
ンとしての新株予約権

987個
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重要な後発事象

前連結会計年度（自 平成 19 年４月１日 至 平成 20 年３月 31 日）

1. 当社は平成20年４月17日開催の取締役会決議に基づき、平成20年４月17日に子会社株式会社エイチエーシー株式

の譲渡契約を締結し、同社株式を売却いたしました。

①株式売却の目的

当社グループ戦略の見直しにより、経営資源を当社に集中し、事業再構築のため、財務体質の強化を図り、早

期の業績回復と企業価値の向上を目指すことを目的としております。

②株式を譲渡する子会社の概要

商 号 株式会社エイチエーシー

代 表 者 代表取締役社長 浜口 貴志

所 在 地 北海道札幌市中央区南九条西五丁目 1番 1号

設 立 年 月 日 平成８年 12 月３日

主 な 事 業 の 内 容 ローヤルゼリー、健康食品及び化粧品の販売

決 算 期 ３月 31 日

従 業 員 数 13 名

主 な 事 業 所 北海道札幌市中央区南九条西五丁目 1番 1号

資 本 金 10,000 千円

発 行 済 株 式 数 200 株

株 主 構 成 株式会社ラ・パルレ 97.5% 浜口 貴志 2.5%

最近事業年度における業績の動向

平成 19 年３月期 平成 20 年３月期

売 上 高 368 百万円 702 百万円

営 業 利 益 130 百万円 177 百万円

経 常 利 益 136 百万円 195 百万円

当 期 純 利 益 85 百万円 146 百万円

総 資 産 1,009 百万円 1,028 百万円

純 資 産 850 百万円 921 百万円

（注）平成 19 年３月期の売上高、営業利益、経常利益は、決算期の変更により６ヶ月間

（平成 18 年 10 月１日から平成 19 年３月 31 日まで）の数値であります。

③株式譲渡の相手先

商 号 株式会社ユニマットライフ

代 表 者 代表取締役社長 芝岡 裕之

本 店 所 在 地 東京都港区南青山二丁目 12 番 14 号

主 な 事 業 の 内 容 オフィスコーヒーサービス、レンタル事業等

当 社 と の 関 係 該当事項はありません

④譲渡株式数、金額、譲渡前後の所有株式状況及び所有割合

譲渡前の所有株式数 195 株（所有割合 97.5%）

譲 渡 株 式 数 195 株（譲渡価額 1,121 百万円）

譲渡後の所有株式数 0株（所有割合 0%）

⑤当期業績及び次期業績への影響

株式譲渡に伴う当期業績への影響については、のれんの減損損失として177百万円を計上しております。

なお、次期業績への影響はありません。
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2. 当社は平成 20 年５月９日開催の取締役会決議に基づき、平成 20 年５月９日に子会社株式会社 K－two エフェクト
株式の譲渡契約を締結し、同社株式を売却いたしました。

①株式売却の目的

当社グループ戦略の見直しにより、経営資源を当社に集中し、事業再構築のため、財務体質の強化を図り、早

期の業績回復と企業価値の向上を目指すことを目的としております。

②株式を譲渡する子会社の概要

商 号 株式会社 K－two エフェクト

代 表 者 代表取締役社長 越智 岳也

所 在 地 大阪府大阪市中央区心斎橋二丁目 4番 2号

設 立 年 月 日 平成６年 12 月１日

主 な 事 業 の 内 容 美容室及び美容スクールの経営

決 算 期 ３月 31 日

従 業 員 数 232 名

主 な 事 業 所 大阪府、愛知県及び東京都

資 本 金 45,000 千円

発 行 済 株 式 数 1,000 株

株 主 構 成 株式会社ラ・パルレ 100.0%

最近事業年度における業績の動向

平成 19 年３月期 平成 20 年３月期

売 上 高 660 百万円 2,213 百万円

営 業 利 益 37 百万円 159 百万円

経 常 利 益 47 百万円 204 百万円

当 期 純 利 益 27 百万円 105 百万円

総 資 産 777 百万円 930 百万円

純 資 産 308 百万円 400 百万円

（注）平成19年３月期の売上高、営業利益、経常利益は、みなし取得日(平成18年12月)

からの数値であります。

③株式譲渡の相手先

商 号 株式会社ユニマット K-two エフェクト

代 表 者 代表取締役社長 高橋 洋平

本 店 所 在 地 東京都港区南青山二丁目 12 番 14 号

主 な 事 業 の 内 容 美容室及び美容スクールの経営

当 社 と の 関 係 該当事項はありません

株 主 構 成 株式会社ユニマットホールディング 50％

株式会社ユニマット不動産 50％

④譲渡株式数、金額、譲渡前後の所有株式状況及び所有割合

譲渡前の所有株式数 1,000 株（所有割合 100.0%）

譲 渡 株 式 数 1,000 株（譲渡価額 750 百万円）

譲渡後の所有株式数 0株（所有割合 0.0%）

⑤当期業績及び次期業績への影響

株式譲渡に伴う当期業績への影響については、のれんの減損損失として437百万円を計上しております。

なお、次期業績への影響はありません。
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当連結会計年度（自 平成 20 年４月１日 至 平成 21 年３月 31 日）

1. 当社は、平成21年４月７日開催の取締役会において、第三者割当による新株式の発行を決議し、平成21年４月

23日に払込手続きが完了いたしました。

(1) 第三者割当による新株式の発行の目的

当社は、平成20年７月31日に髙野友梨氏に対する第三者割当増資を実施し、その後同氏及びその関係会

社から業務並びに財務支援を受けております。しかしながら、業績の回復には時間がかかることから、財

務基盤が弱体化してきております。

当社はこれを受け、不採算店の閉鎖や人件費の圧縮等コスト削減に努め、経営体質の強化を図って参り

ましたが、早期の事業再構築のためには、更なる資本の充実を機動的に実施する必要があり、また、今後

の事業展開には事業上のシナジーが見込める外部との提携が不可欠なものとなっております。

このような当社の喫緊の課題に照らして、割当先３社は、提携先・割当先としてふさわしく、第三者割

当増資が最も有効な手段であると判断いたしました。

なお、第三者割当による新株式の発行が完了した場合、割当先である株式会社インデックス・コミュニ

ケーションズ、株式会社東京テレビランド及びＮＩＳグループ株式会社の各社より、当社の取締役数の過

半数を占める取締役候補者の指名を受け、当社は当該取締役候補者を当社の取締役として招聘し、早期の

業績回復に向けた事業面における協力を得る予定であります。

(2) 発行の概要

発 行 期 日 平成 21 年４月 23 日

調 達 資 金 の 額 723,520,000 円

発 行 価 格 １株につき 5,440 円

資 本 組 入 れ 額 の 総 額 361,760,000 円

資 本 組 入 れ 額 １株につき 2,720 円

申 込 期 間 平成 21 年４月 23 日（木）

払 込 期 日 平成 21 年４月 23 日（木）

発 行 株 式 の 種 類 普通株式

募 集 時 に お け る

発 行 済 株 式 数
358,781 株

当 該 増 資 に お け る

発 行 株 式 数
133,000 株

募 集 後 の

発 行 済 株 式 総 数
491,781 株

割 当 先 お よ び

株 式 数

株式会社インデックス・コミュニケーションズ 77,830 株

株式会社東京テレビランド 39,445 株

ＮＩＳグループ株式会社 15,725 株

(3) 本新株発行による発行済株式総数及び資本金の推移

本新株発行前の発行済み株式総数 358,781 株

（本新株発行前の資本金 2,864,551,144 円）

本新株発行による増加株式数 133,000 株

(本新株発行による増加資本金 361,760,000 円)

本新株発行後の発行済み株式総数 491,781 株

（本新株発行後の資本金 3,226,311,144 円）
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5．【財務諸表】
(1)【貸借対照表】

（単位：千円）

前事業年度
(平成20年３月31日)

当事業年度
(平成21年３月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 532,210 106,244

売掛金 97,391 252,932

営業未収入金 285,393 340,474

商品 356,270 136,308

貯蔵品 107,932 47,655

前払費用 120,352 86,635

未収入金 86,989 107,035

その他 11,315 10,277

貸倒引当金 △1,180 △73,681

流動資産合計 1,596,675 1,013,883

固定資産

有形固定資産

建物 2,006,081 1,391,977

減価償却累計額 △593,352 △540,625

建物（純額） 1,412,728 851,352

構築物 6,089 5,893

減価償却累計額 △1,114 △1,699

構築物（純額） 4,975 4,193

工具、器具及び備品 906,329 562,333

減価償却累計額 △546,922 △435,723

工具、器具及び備品（純額） 359,406 126,610

土地 283,000 283,000

建設仮勘定 409 －

有形固定資産合計 2,060,519 1,265,157

無形固定資産

ソフトウエア 84,042 59,347

電話加入権 15,632 12,297

無形固定資産合計 99,674 71,645

投資その他の資産

投資有価証券 65,126 1,496

関係会社株式 2,004,507 －

出資金 135,412 －

長期貸付金 16,700 6,740

破産更生債権等 28,537 28,537

長期前払費用 33,678 6,524

差入保証金 1,204,286 757,261

信販保証金 11,931 47,157

その他 12,425 414

貸倒引当金 △34,437 △28,537

投資その他の資産合計 3,478,169 819,594

固定資産合計 5,638,363 2,156,396

資産合計 7,235,039 3,170,280
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（単位：千円）

前事業年度
(平成20年３月31日)

当事業年度
(平成21年３月31日)

負債の部

流動負債

買掛金 64,527 41,009

短期借入金 2,000,000 557,333

未払金 364,300 268,917

未払費用 251,465 102,453

未払法人税等 36,000 62,000

前受金 1,417,536 936,843

預り金 13,147 7,897

関係会社預り金 601,737 －

リース減損勘定 3,905 4,271

ポイント引当金 － 24,447

店舗閉鎖損失引当金 248,534 45,425

その他 9,285 6,237

流動負債合計 5,110,440 2,056,834

固定負債

長期未払金 34,305 －

退職給付引当金 79,665 44,129

リース減損勘定 1,646 －

繰延税金負債 71 －

その他 3,253 3,253

固定負債合計 118,941 47,383

負債合計 5,229,382 2,104,217

純資産の部

株主資本

資本金 1,836,251 2,864,551

資本剰余金

資本準備金 1,572,271 2,600,571

その他資本剰余金 201,183 201,183

資本剰余金合計 1,773,454 2,801,754

利益剰余金

利益準備金 12,143 12,143

その他利益剰余金

別途積立金 1,700,000 1,700,000

繰越利益剰余金 △2,750,263 △5,741,002

利益剰余金合計 △1,038,119 △4,028,858

自己株式 △587,749 △587,749

株主資本合計 1,983,836 1,049,696

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 104 △951

評価・換算差額等合計 104 △951

新株予約権 21,715 17,317

純資産合計 2,005,656 1,066,062

負債純資産合計 7,235,039 3,170,280
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(2)【損益計算書】
（単位：千円）

前事業年度
(自 平成19年４月１日
至 平成20年３月31日)

当事業年度
(自 平成20年４月１日
至 平成21年３月31日)

売上高

エステティックサロン売上高

技術売上高 8,452,779 2,762,173

商品売上高 2,892,246 816,804

小計 11,345,026 3,578,977

その他の事業売上高 10,400 △203

売上高合計 11,355,426 3,578,774

売上原価

エステティックサロン売上原価

技術売上原価 5,926,868 3,125,423

商品売上原価 725,917 285,882

小計 6,652,786 3,411,306

その他の事業売上原価 5,195 －

売上原価合計 6,657,982 3,411,306

売上総利益 4,697,444 167,467

販売費及び一般管理費

信販手数料 142,252 36,706

広告宣伝費 3,755,527 1,190,375

人件費 594,998 353,787

役員報酬 143,902 51,231

退職給付費用 8,667 7,369

募集費 45,786 242

旅費及び通信費 135,792 56,147

消耗品費 30,288 16,881

減価償却費 95,088 72,595

支払手数料 545,122 286,814

ポイント引当金繰入額 － 24,447

貸倒引当金繰入額 11,742 66,601

その他 301,848 173,057

販売費及び一般管理費合計 5,811,017 2,336,256

営業利益 △1,113,573 △2,168,789

営業外収益

受取利息 7,670 649

受取配当金 38,934 －

受取手数料 273,377 16,939

受取賃貸料 6,144 6,144

その他 40,400 58,848

営業外収益合計 366,527 82,582
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（単位：千円）

前事業年度
(自 平成19年４月１日
至 平成20年３月31日)

当事業年度
(自 平成20年４月１日
至 平成21年３月31日)

営業外費用

支払利息 20,523 60,636

減価償却費 4,189 3,802

その他 707 41,169

営業外費用合計 25,420 105,608

経常利益 △772,465 △2,191,815

特別利益

投資有価証券売却益 19,319 38

関係会社株式売却益 － 156,742

店舗閉鎖損失引当金戻入額 － 30,861

役員退職慰労引当金戻入額 128,060 －

匿名組合投資利益 60,315 43,200

店舗立退補償金 92,252 －

特別利益合計 299,948 230,843

特別損失

店舗閉鎖損失 1,313,388 731,728

固定資産除却損 38,046 43,457

支払手数料 － 45,500

投資有価証券償還損 35,371 －

減損損失 996,970 152,444

商品評価損 104,845 －

関係会社株式売却損 17,885 －

投資有価証券評価損 37,498 －

関係会社株式評価損 935,046 －

特別損失合計 3,479,051 973,129

税引前当期純利益 △3,951,568 △2,934,101

法人税、住民税及び事業税 47,529 56,637

法人税等調整額 273,261 －

法人税等合計 320,791 56,637

当期純利益 △4,272,360 △2,990,739
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（技術売上原価明細書）

前事業年度
(自 平成19年４月１日
至 平成20年３月31日)

当事業年度
(自 平成20年４月１日
至 平成21年３月31日)

区分
注記
番号

金額(千円)
構成比
(％)

金額(千円)
構成比
(％)

Ⅰ 材料費 62,239 1.1 39,076 1.2

Ⅱ 労務費 2,714,844 45.8 1,355,370 43.4

Ⅲ 経費

１ 旅費通信費 149,549 80,732

２ 消耗品費 419,813 128,363

３ 減価償却費 598,259 256,322

４ 地代家賃 1,477,780 1,064,676

５ その他 504,382 3,149,785 53.1 200,882 1,730,977 55.4

技術売上原価 5,926,868 100.0 3,125,423 100.0

（商品売上原価明細書）

前事業年度
(自 平成19年４月１日
至 平成20年３月31日)

当事業年度
(自 平成20年４月１日
至 平成21年３月31日)

区分
注記
番号

金額(千円) 金額(千円)

Ⅰ 期首商品たな卸高 720,835 356,270

Ⅱ 当期商品仕入高 361,352 65,920

計 1,082,188 422,191

Ⅲ 期末商品たな卸高 △356,270 △136,308

商品売上原価 725,917 285,882
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(3)【株主資本等変動計算書】
（単位：千円）

前事業年度
(自 平成19年４月１日
至 平成20年３月31日)

当事業年度
(自 平成20年４月１日
至 平成21年３月31日)

株主資本

資本金

前期末残高 1,835,375 1,836,251

当期変動額

新株の発行 875 1,028,300

当期変動額合計 875 1,028,300

当期末残高 1,836,251 2,864,551

資本剰余金

資本準備金

前期末残高 1,571,395 1,572,271

当期変動額

新株の発行 875 1,028,300

当期変動額合計 875 1,028,300

当期末残高 1,572,271 2,600,571

その他資本剰余金

前期末残高 201,183 201,183

当期末残高 201,183 201,183

資本剰余金合計

前期末残高 1,772,578 1,773,454

当期変動額

新株の発行 875 1,028,300

当期変動額合計 875 1,028,300

当期末残高 1,773,454 2,801,754

利益剰余金

利益準備金

前期末残高 12,143 12,143

当期末残高 12,143 12,143

その他利益剰余金

別途積立金

前期末残高 1,700,000 1,700,000

当期末残高 1,700,000 1,700,000

繰越利益剰余金

前期末残高 1,795,118 △2,750,263

当期変動額

剰余金の配当 △273,021 －

当期純損失（△） △4,272,360 △2,990,739

当期変動額合計 △4,545,381 △2,990,739

当期末残高 △2,750,263 △5,741,002

利益剰余金合計

前期末残高 3,507,262 △1,038,119

当期変動額

剰余金の配当 △273,021 －

当期純損失（△） △4,272,360 △2,990,739

当期変動額合計 △4,545,381 △2,990,739

当期末残高 △1,038,119 △4,028,858
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（単位：千円）

前事業年度
(自 平成19年４月１日
至 平成20年３月31日)

当事業年度
(自 平成20年４月１日
至 平成21年３月31日)

自己株式

前期末残高 △587,749 △587,749

当期末残高 △587,749 △587,749

株主資本合計

前期末残高 6,527,466 1,983,836

当期変動額

新株の発行 1,751 2,056,600

剰余金の配当 △273,021 －

当期純損失（△） △4,272,360 △2,990,739

当期変動額合計 △4,543,630 △934,139

当期末残高 1,983,836 1,049,696

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金

前期末残高 △294 104

当期変動額

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 399 △1,056

当期変動額合計 399 △1,056

当期末残高 104 △951

評価・換算差額等合計

前期末残高 △294 104

当期変動額

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 399 △1,056

当期変動額合計 399 △1,056

当期末残高 104 △951

新株予約権

前期末残高 2,118 21,715

当期変動額

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 19,597 △4,398

当期変動額合計 19,597 △4,398

当期末残高 21,715 17,317

純資産合計

前期末残高 6,529,289 2,005,656

当期変動額

新株の発行 1,751 2,056,600

剰余金の配当 △273,021 －

当期純損失（△） △4,272,360 △2,990,739

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 19,997 △5,455

当期変動額合計 △4,523,632 △939,594

当期末残高 2,005,656 1,066,062

48

株式会社ラ・パルレ（4357）平成21年３月期決算短信



④継続企業の前提に重要な疑義を抱かせる事象又は状況

前事業年度
(自 平成19年４月１日
至 平成20年３月31日)

当事業年度
(自 平成20年４月１日
至 平成21年３月31日)

当社は、当事業年度において、1,113,573千円の営業損失

及び4,272,360千円の当期純損失を計上しております。

また、当事業年度末において、最終返済期日が平成20年５

月末までの金融機関借入金が2,000,000千円あり、その返済

資金の一部が十分確保されているとはいえない状況にあり

ます。

これは特に、当第4四半期から信販会社の与信が一層厳格

化され、さらに東京都から受けた行政処分（東京都内17店舗

の一部業務停止）により、契約金額が減少したことによるも

のであります。

また、今後、売上の減少が予想されるため、不採算店を閉

鎖することとし、これに伴う店舗閉鎖関連費用及び、減損損

失の計上による特別損失が多額に発生したためであります。

当該状況により、当社は、継続企業の前提に関する重要な

疑義が生じております。

当該状況を解消すべく、当社は、エステティック業界の慣

習である前受金制度を見直し、月額定額制による安定会員獲

得を目的とした新ビジネスモデルを開発し、従来モデルと合

わせ、新事業年度より全店導入することとしました。また、

必要最小限のコストでの事業運営のため、今まで以上にコス

ト管理を厳格化いたします。

財務面におきましては、経営資源の集中を目的に子会社2

社の売却を平成20年５月９日までに実施し、子会社1社につ

きましても現在売却交渉を行っております。

また、事業並びに財務支援のため、第三者割当増資等を含

めた資本政策につき、現在特定の事業会社と交渉を開始して

おります。

取引金融機関に対しては、資本政策等の内容の進捗状況を

説明し、引き続き借入金の借り換え等を含めた協力を要請し

てまいります。

当社の事業継続には、上記事業運営上の施策、子会社売却、

交渉中の事業会社並びに金融機関の協力に依存しておりま

すが、財務諸表は、継続企業を前提として作成しており、継

続企業の前提となる重要な疑義については反映しておりま

せん。

当社は、前事業年度において、継続企業の前提に重要な疑

義を生じさせるような状況が存在しておりました。

当事業年度においても、2,168,789千円の営業損失及び

2,990,739千円の当期期純損失を計上しており、引き続き、

継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような状況が存

在しております。

当該状況を解消すべく、財務面で経営資源をエステ関連事

業に特化するため、全子会社３社の売却を実施し、この売却

代金の一部を金融機関借入金の返済に充当いたしました。

また当社は、財務基盤の建て直しと営業力の強化を目的

に、平成20年７月31日に髙野友梨氏に対する第三者割当増資

を実施し、この資金により残る金融機関借入金の返済に充当

いたしました。

この増資を機に、行政処分に伴う信販契約の停止も一部再

開し、信用力は急速に回復してまいりました。

しかしながら、早期の業績改善のため、不採算店の閉鎖や

人件費の圧縮等コスト削減に努め、経営体質の強化を図って

まいりましたが、財務体質の弱体化に伴い、積極的な営業施

策も行えず、売上の回復は緩やかなものとなっております。

当社はこれを受け、早期の事業再構築のためには、更なる

資本の充実を機動的に実施する必要があり、また、今後の事

業展開には事業上のシナジーが見込める外部との提携が不

可欠なものと判断いたしました。

このような当社の喫緊の課題に照らし、平成21年４月23日

に株式会社インデックス・コミュニケーションズ、株式会社

東京テレビランド及びＮＩＳグループ株式会社に対する第

三者割当増資を実施いたしました。

なお、割当先である株式会社インデックス・コミュニケー

ションズ、株式会社東京テレビランド及びＮＩＳグループ株

式会社の各社より、当社の取締役数の過半数を占める取締役

候補者の指名を受け、当社は当該取締役候補者を当社の取締

役として招聘し、早期の業績回復に向けた事業面における協

力を得る予定であります

また、当社は現在、営業面において顧客第一主義のもと、

お客様のニーズにあった多様なメニューのご提供と、お客様

にストレスのない対応により会員数の増加を図り、前受金制

度や不明瞭な料金体系の見直しを行い、ブランドの回復に努

めております。

これらにより、平成22年３月期よりの黒字化を目指してお

ります。

ただし来期も、資金繰り面において厳しい状況が続くもの

と予想され、金融機関の協力が事業継続上不可欠なものとな

っております。

このため当社は、当事業年度後も継続企業の前提に重要な

不確実性が存在するものと認識しております。

なお、財務諸表は、継続企業を前提として作成しており、

このような重要な不確実性の影響については反映しており

ません。
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６．その他

(1) 役員の異動（平成21年６月26日付予定）

①代表者の異動

該当事項はありません。

②その他の役員の異動

1．新任取締役候補

取締役 原 澤 昭 久 （現 中小企業信販機構株式会社代表取締役）

取締役 神 木 進 二 （現 株式会社ビズモプラッツ取締役）

取締役 本 橋 優 一 （現 NIS グループ株式会社投資銀行部ゼネラルマネージャー）

取締役 高 場 正 能 （現 株式会社インデックス･ホールディングス社長室長）

取締役 新 田 明 子 （現 中小企業人材機構株式会社）

取締役 石 田 路 子 （現 当社監査役）

2．新任監査役候補

監査役 小 堀 勇 （現 中小企業人材機構株式会社総合監査部）

監査役 福 井 信 行 （現 NIS リース株式会社監査役）

3．補欠監査役候補

補欠監査役 尾 股 拓 彦 （現 当社総務経理部長兼情報システム部長）

4．退任予定取締役

取締役 羽 田 雅 弘

5．退任予定監査役

監査役 石 田 路 子

監査役 宮 川 和 大 （現 社外監査役）

(注) １．新任取締役候補者 原澤昭久氏、神木進二氏、本橋優一氏、高場正能氏、新田明子氏は、会社法第 2

条第 15 号に規定する社外取締役であります。

２．新任監査役候補者 小堀勇氏、福井信行氏は、会社法第 2条第 16 号に規定する社外監査役であります。

(1) その他

該当事項はありません。

以 上
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