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1. 平成22年3月期第2四半期の業績（平成21年4月1日～平成21年9月30日）

(2) 財政状態

(1) 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 ％

22年3月期第2四半期 1,390 ― △672 ― △678 ― △766 ―
21年3月期第2四半期 ― ― ― ― ― ― ― ―

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

22年3月期第2四半期 △2,033.04 ―
21年3月期第2四半期 ― ―

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

22年3月期第2四半期 2,831 1,024 35.5 2,558.13
21年3月期 3,170 1,066 33.1 4,031.68

（参考） 自己資本 22年3月期第2四半期 1,009百万円 21年3月期 1,048百万円

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
第1四半期末 第2四半期末 第3四半期末 期末 合計

円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭

21年3月期 ― 0.00 ― 0.00 0.00
22年3月期 ― 0.00
22年3月期
（予想）

― 0.00 0.00

3. 平成22年3月期の業績予想（平成21年4月1日～平成22年3月31日）
（％表示は対前期増減率）

（注）業績予想数値の当四半期における修正の有無 無

売上高 営業利益 経常利益 当期純利益
1株当たり当期

純利益
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 円 銭

通期 3,200 △10.6 △950 ― △970 ― △1,000 ― △2,596.66
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4. その他
(1) 簡便な会計処理及び四半期財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 無

［（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。］

(2) 四半期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。］

(3) 発行済株式数（普通株式）

① 会計基準等の改正に伴う変更 無
② ①以外の変更 無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 22年3月期第2四半期 491,781株 21年3月期 358,781株
② 期末自己株式数 22年3月期第2四半期 98,655株 21年3月期 98,655株
③ 期中平均株式数（四半期累計期間） 22年3月期第2四半期 377,137株 21年3月期第2四半期 205,876株

※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、現時点で入手可能な情報に基づき判断した見通しであり、多分に不確定な要素を含んでおります。実際の実績等は、業績
の変化等により、上記予想数値と異なる場合があります。業績予想の前提となる条件等については、4ページ「3.業績予想に関する定性的情報」をご覧くだ
さい。
2.当社は、前事業年度まで連結財務諸表を作成しているため、前第2四半期累計期間に係る記載はしておりません。
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【定性的情報・財務諸表等】

１．経営成績に関する定性的情報

当第２四半期累計期間のわが国経済は、製造業の持ち直しや、中国を中心としたアジア向けの輸出の持

ち直しから、景気はプラス成長となったものの、長引く欧米景気の低迷や、円高の進行により、欧米向け

輸出は引続き低迷し、これにより景気の成長も低い伸びとなるものと思われます。

個人消費につきましては、ボーナスを中心とした所得環境の悪化や、失業率の増加、また夏場の天候不

順による消費マインドの冷え込みから、消費者物価はマイナスとなり、デフレ傾向は長期化するものと思

われます。

このような状況の中、当社は現在、平成 21 年４月 23 日に実施した第三者割当増資を機に、出資先各社

をはじめ、当社も加盟する中小企業振興ネットワーク加盟企業とシナジー効果が最大限発揮できる各種戦

略を策定中であります。

また、営業政策においては、顧客第一主義のもと、前受金制度や不明瞭な料金体系の見直しを行い、会

員数の増加を第１優先順位とした営業を行っております。

これにより、契約受注残高は徐々に回復しておりますが、１回当たりの単価を下げたこともあり、会計

上の売上は、緩やかに回復してきております。

この結果、当第２四半期累計期間の業績は、売上高 1,390 百万円、営業損失 672 百万円、経常損失 678

百万円、四半期純損失766百万円となりました。

２．財政状態に関する定性的情報

（資産）

流動資産は、前事業年度末と比較して 14.9％減少し 862 百万円となりました。この主な要因は、前事業

年度末と比較して現金及び預金が 109 百万円増加し、売掛金が 73 百万円、営業未収入金が 11 百万円、商

品が37百万円、貯蔵品が14百万円、未収入金が103百万円減少したことによります。

固定資産は、前事業年度末と比較して8.7％減少し1,969百万円となりました。この主な要因は、前事業

年度末と比較して信販保証金が15百万円増加し、有形固定資産が49百万円、無形固定資産が10百万円、

差入保証金が151百万円減少したことによります。

この結果、総資産は、前事業年度末と比較して10.7％減少し2,831百万円となりました。

（負債）

流動負債は、前事業年度末と比較して 14.3％減少し 1,762 百万円となりました。この主な要因は、前事

業年度末と比較して前受金が72百万円増加し、短期借入金が157百万円、未払金が105百万円、未払費用

が62百万円、未払法人税等が36百万円、店舗閉鎖等引当金が42百万円減少したことによります。

固定負債は、前事業年度末と比較して4.6％減少し45百万円となりました。

この結果、負債合計は、前事業年度末と比較して14.1％減少し1,807百万円となりました。
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（純資産）

純資産合計は、前事業年度末と比較して4.0％減少し1,024百万円となりました。この主な要因は、前事

業年度末と比較して平成 21 年４月 23 日に実施した第三者割当増資により、資本金及び資本準備金がそれ

ぞれ 361 百万円増加し、また、四半期純損失により、マイナスの利益剰余金が 766 百万円増加したことに

よります。

１株当たり純資産額は、前事業年度末と比較して 1,473 円 55 銭減少し 2,558 円 13 銭となりました。ま

た、自己資本比率は、前事業年度末の33.1％から 35.5％となりました。

３．業績予想に関する定性的情報

今後の見通しにつきましては、当社は現在、平成 21 年４月 23 日に実施した第三者割当増資の出資先各

社をはじめ、当社も加盟する中小企業振興ネットワーク加盟企業とシナジー効果が最大限発揮できる各種

戦略を策定中であり、特に商品販売については、これらの効果が、第３四半期以降に表れるものと考えて

おります。

この結果、通期（平成22年３月期）の業績見通しにつきましては、売上高3,200百万円（前年同期比10.6%

減）、営業損失950百万円、経常損失970百万円、当期純損失1,000百万円となる見込であります。

上記業績予想については、前記計画等を前提としており、今後の不透明な経営環境のなか、何らかの変

化も予想されます。

４．その他

(1) 簡便な会計処理及び四半期財務諸表の作成に特有の会計処理の適用

該当事項はありません。

(2) 四半期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

該当事項はありません。

(3) 継続企業の前提に関する重要事象等

（継続企業の前提に関する重要な疑義を生じさせるような事象及びその内容）

当社は、前事業年度において、継続企業の前提に関する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。

当第２四半期累計期間においても、672,404千円の営業損失及び766,734千円の四半期純損失を計上し、

営業活動によるキャッシュ・フローも 537,314 千円のマイナス額が発生しており、引き続き、継続企業の

前提に関する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。
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当該状況を解消すべく、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、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。

当社は現在、上記出資先各社をはじめ、当社も加盟する中小企業振興ネットワーク加盟企業とシナジー

効果が最大限発揮できる各種戦略を策定中であり、特に商品販売については、これらの効果が、第３四半

期以降に表れるものと考えております。

しかしながら、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。

（当該事象等についての分析・検討内容並びに当該重要事象等を解消し、又は改善するための対応策）

当社は、平成20年３月期に受けた行政処分を機に信用力が急速に低下し、その後業績は低迷しておりま

した。

当社はこれを教訓に、現在、過量販売や次々販売の再発防止策の実施と、顧客からの信頼回復のため、

顧客第一主義のもと、コンプライアンスを重視した社員教育、前受金制度や不明瞭な料金体系の見直し、

顧客ニーズにあったメニューの提供、ストレスのない接客対応等により会員数の増加を図っております。

また、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、

業績の低迷から財務体質が弱体化し、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、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し、財務体質の改善を図りました。

当社は現在、上記第三者割当増資の出資先各社をはじめ、当社も加盟する中小企業振興ネットワーク加

盟企業とシナジー効果が最大限発揮できる各種戦略を策定中であり、特に商品販売については、これらの

効果が、第３四半期以降に表れるものと考えております。

これにより、第４四半期会計期間の黒字化を目指し、来年度での年度黒字化を図ってまいります。
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5.【四半期財務諸表】
(1)【四半期貸借対照表】

（単位：千円）

当第２四半期会計期間末
(平成21年９月30日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 216,064

売掛金 179,690

営業未収入金 328,895

商品 98,522

貯蔵品 32,764

その他 88,518

貸倒引当金 △81,927

流動資産合計 862,528

固定資産

有形固定資産

建物 1,403,680

減価償却累計額 △571,777

建物（純額） 831,902

構築物 4,739

減価償却累計額 △1,526

構築物（純額） 3,212

工具、器具及び備品 541,727

減価償却累計額 △444,295

工具、器具及び備品（純額） 97,431

土地 283,000

有形固定資産合計 1,215,547

無形固定資産 61,483

投資その他の資産

差入保証金 606,046

その他 115,346

貸倒引当金 △29,356

投資その他の資産合計 692,037

固定資産合計 1,969,068

資産合計 2,831,596
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（単位：千円）

当第２四半期会計期間末
(平成21年９月30日)

負債の部

流動負債

買掛金 70,292

短期借入金 400,000

未払金 163,071

未払法人税等 25,600

前受金 1,009,282

ポイント引当金 40,163

店舗閉鎖損失引当金 2,916

その他 51,038

流動負債合計 1,762,363

固定負債

退職給付引当金 41,973

その他 3,253

固定負債合計 45,226

負債合計 1,807,590

純資産の部

株主資本

資本金 3,226,311

資本剰余金 3,163,514

利益剰余金 △4,795,593

自己株式 △587,749

株主資本合計 1,006,482

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 △813

評価・換算差額等合計 △813

新株予約権 18,337

純資産合計 1,024,006

負債純資産合計 2,831,596
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(2)【四半期損益計算書】
【第２四半期累計期間】

(単位：千円)

当第２四半期累計期間
(自 平成21年４月１日
至 平成21年９月30日)

売上高 1,390,802

売上原価 1,278,684

売上総利益 112,118

販売費及び一般管理費

信販手数料 28,221

広告宣伝費 376,717

人件費 101,597

役員報酬 24,275

募集費 4,138

支払手数料 126,046

ポイント引当金繰入額 15,716

貸倒引当金繰入額 9,065

減価償却費 22,275

その他 76,469

販売費及び一般管理費合計 784,522

営業損失（△） △672,404

営業外収益

受取利息 182

受取手数料 6,273

受取賃貸料 3,160

その他 7,456

営業外収益合計 17,072

営業外費用

支払利息 12,355

減価償却費 2,417

その他 8,632

営業外費用合計 23,405

経常損失（△） △678,738

特別損失

店舗閉鎖損失 27,794

固定資産除却損 4,935

減損損失 11,411

商品評価損 33,525

特別損失合計 77,666

税引前四半期純損失（△） △756,405

法人税、住民税及び事業税 19,500

過年度法人税等戻入額 △9,170

法人税等合計 10,329

四半期純損失（△） △766,734
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【第２四半期会計期間】

(単位：千円)

当第２四半期会計期間
(自 平成21年７月１日
至 平成21年９月30日)

売上高 734,864

売上原価 639,920

売上総利益 94,943

販売費及び一般管理費

信販手数料 16,956

広告宣伝費 168,333

人件費 44,093

役員報酬 9,660

募集費 2,663

支払手数料 42,382

ポイント引当金繰入額 10,750

貸倒引当金繰入額 △5,600

減価償却費 11,033

その他 41,681

販売費及び一般管理費合計 341,952

営業損失（△） △247,009

営業外収益

受取利息 84

受取手数料 1,581

受取賃貸料 1,587

還付加算金 2,406

その他 3,768

営業外収益合計 9,427

営業外費用

支払利息 5,262

減価償却費 1,208

その他 4,096

営業外費用合計 10,567

経常損失（△） △248,149

特別損失

店舗閉鎖損失 19,564

減損損失 11,411

商品評価損 33,525

特別損失合計 64,500

税引前四半期純損失（△） △312,650

法人税、住民税及び事業税 9,600

過年度法人税等戻入額 1,336

法人税等合計 10,936

四半期純損失（△） △323,586
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(3)【四半期キャッシュ・フロー計算書】

(単位：千円)

当第２四半期累計期間
(自 平成21年４月１日
至 平成21年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前四半期純損失（△） △756,405

減価償却費 88,872

減損損失 11,411

貸倒引当金の増減額（△は減少） 9,065

退職給付引当金の増減額（△は減少） △2,156

店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） △42,509

ポイント引当金の増減額（△は減少） 15,716

株式報酬費用 1,020

受取利息及び受取配当金 182

支払利息 △12,355

固定資産除却損 4,935

売上債権の増減額（△は増加） 84,822

前受金の増減額（△は減少） 72,439

たな卸資産の増減額（△は増加） 52,676

仕入債務の増減額（△は減少） 29,282

その他 △60,343

小計 △503,346

利息及び配当金の受取額 △182

利息の支払額 12,355

法人税等の支払額 △46,142

営業活動によるキャッシュ・フロー △537,314

投資活動によるキャッシュ・フロー

貸付金の回収による収入 4,980

有形固定資産の取得による支出 △43,004

無形固定資産の取得による支出 △1,000

投資有価証券の取得による支出 △160

差入保証金の回収による収入 139,348

差入保証金の差入による支出 △26,708

その他 7,972

投資活動によるキャッシュ・フロー 81,427

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（△は減少） △157,333

株式の発行による収入 723,520

配当金の支払額 △479

財務活動によるキャッシュ・フロー 565,707

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） 109,820

現金及び現金同等物の期首残高 106,244

現金及び現金同等物の四半期末残高 216,064

-10-

株式会社ラ・パルレ（4357）　平成22年３月期　第2四半期決算短信



(4) 継続企業の前提に関する注記

当社は、前事業年度において、継続企業の前提に関する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。

当第２四半期累計期間においても、672,404 千円の営業損失及び 766,734 千円の四半期純損失を計上

し、営業活動によるキャッシュ・フローも537,314千円のマイナス額が発生しており、引き続き、継続

企業の前提に関する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、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、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。

当社は現在、上記出資先各社をはじめ、当社も加盟する中小企業振興ネットワーク加盟企業とシナジ

ー効果が最大限発揮できる各種戦略を策定中であり、特に商品販売については、これらの効果が、第３

四半期以降に表れるものと考えております。

これにより、第４四半期会計期間の黒字化を目指し、来年度での年度黒字化を図ってまいります。

しかしながら、しばらくは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、当第２四半期累計期間後も、継続企業の前提に関する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、四半期財務諸表は、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を

四半期財務諸表に反映しておりません。

(5) 株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記

当社は、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。

この結果、当第１四半期累計期間において、資本金及び資本準備金がそれぞれ361百万円増加し、第

1四半期累計期間末には、資本金が3,226百万円、資本剰余金が3,163百万円となっております。

-11-

株式会社ラ・パルレ（4357）　平成22年３月期　第2四半期決算短信



＜ご参考＞

【連結財務諸表等】
(1)【前連結会計年度末の連結貸借対照表】

(単位：千円)

前連結会計年度末に係る
連結貸借対照表

(平成21年３月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 106,244

受取手形及び売掛金 252,932

営業未収入金 340,474

商品及び製品 136,308

原材料及び貯蔵品 47,655

その他 203,948

貸倒引当金 △ 73,681

流動資産合計 1,013,883

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物 1,397,870

減価償却累計額 △ 542,324

建物及び構築物（純額） 855,546

工具、器具及び備品 562,333

減価償却累計額 △ 435,723

工具、器具及び備品（純額） 126,610

土地 283,000

有形固定資産合計 1,265,157

無形固定資産

その他 71,645

無形固定資産合計 71,645

投資その他の資産

投資有価証券 1,496

差入保証金 757,261

その他 89,374

貸倒引当金 △ 28,537

投資その他の資産合計 819,594

固定資産合計 2,156,396

資産合計 3,170,280
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(単位：千円)

前連結会計年度末に係る
連結貸借対照表

(平成21年３月31日)

負債の部

流動負債

買掛金 41,009

短期借入金 557,333

未払金 268,917

未払法人税等 62,000

前受金 936,843

ポイント引当金 24,447

店舗閉鎖損失引当金 45,425

リース資産減損勘定 4,271

その他 116,587

流動負債合計 2,056,834

固定負債

退職給付引当金 44,129

その他 3,253

固定負債合計 47,383

負債合計 2,104,217

純資産の部

株主資本

資本金 2,864,551

資本剰余金 2,801,754

利益剰余金 △ 4,028,858

自己株式 △ 587,749

株主資本合計 1,049,696

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 △ 951

評価・換算差額等合計 △ 951

新株予約権 17,317

少数株主持分 -

純資産合計 1,066,062

負債純資産合計 3,170,280
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(2)【前第２四半期連結損益計算書】
【前第２四半期連結累計期間】

（単位：千円）

前第２四半期連結累計期間
(自 平成20年４月１日
至 平成20年９月30日)

売上高 2,532,782

売上原価 2,148,903

売上総利益 383,878

販売費及び一般管理費 1,512,749

営業損失（△） △ 1,128,870

営業外収益

受取利息 392

受取手数料 34,273

その他 43,179

営業外収益合計 77,846

営業外費用

支払利息 52,022

減価償却費 1,901

その他 22,967

営業外費用合計 76,891

経常損失（△） △ 1,127,915

特別利益

投資有価証券売却益 38

関係会社株式売却益 150,094

特別利益合計 150,132

特別損失

店舗閉鎖損失 292,728

固定資産除却損 24,933

支払手数料 45,500

減損損失 14,342

特別損失合計 377,505

税金等調整前四半期純損失（△） △ 1,355,288

法人税、住民税及び事業税 37,609

法人税等調整額 △ 1,648

法人税等合計 35,961

少数株主利益 1,661

四半期純損失（△） △ 1,392,911
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【前第２四半期連結会計期間】
（単位：千円）

前第２四半期連結会計期間
(自 平成20年７月１日
至 平成20年９月30日)

売上高 916,820

売上原価 874,329

売上総利益 42,490

販売費及び一般管理費 752,936

営業損失（△） △ 710,445

営業外収益

受取利息 203

受取手数料 33,418

その他 23,064

営業外収益合計 56,686

営業外費用

支払利息 32,396

減価償却費 950

その他 9,921

営業外費用合計 43,268

経常損失（△） △ 697,027

特別利益

関係会社株式売却益 150,094

特別利益合計 150,094

特別損失

店舗閉鎖損失 274,746

固定資産除却損 3,558

減損損失 14,342

特別損失合計 292,647

税金等調整前四半期純損失（△） △ 839,579

法人税、住民税及び事業税 16,277

法人税等合計 16,277

四半期純損失（△） △ 855,857
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(3)【前第２四半期連結キャッシュ・フロー計算書】

（単位：千円）

前第２四半期連結累計期間
(自 平成20年４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損失（△） △ 1,355,288

減価償却費 178,291

減損損失 14,342

貸倒引当金の増減額（△は減少） 13,677

賞与引当金の増減額（△は減少） 6,523

退職給付引当金の増減額（△は減少） △ 16,836

店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） △ 107,830

ポイント引当金の増減額（△は減少） 727

受取利息及び受取配当金 △ 392

支払利息 52,022

固定資産除却損 148,351

子会社株式売却手数料 45,500

有価証券及び投資有価証券売却損益（△は益） △ 38

関係会社株式売却損益（△は益） △ 150,094

売上債権の増減額（△は増加） △ 352,757

前受金の増減額（△は減少） △ 597,506

たな卸資産の増減額（△は増加） 170,060

仕入債務の増減額（△は減少） △ 41,178

その他 △ 110,836

小計 △ 2,103,264

利息及び配当金の受取額 317

利息の支払額 △ 35,661

法人税等の支払額 △ 23,016

営業活動によるキャッシュ・フロー △ 2,161,626

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 △ 57,080

無形固定資産の取得による支出 △ 4,800

投資有価証券の売却及び償還による収入 62,540

定期預金の払戻による収入 200,000

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 1,758,642

その他 207,449

投資活動によるキャッシュ・フロー 2,166,752

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（△は減少） △ 2,100,000

株式の発行による収入 2,056,600

配当金の支払額 △ 1,310

その他 △ 601,737

財務活動によるキャッシュ・フロー △ 646,447

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） △ 641,322

現金及び現金同等物の期首残高 717,967

現金及び現金同等物の四半期末残高 76,645
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