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1. 平成22年3月期第3四半期の業績（平成21年4月1日～平成21年12月31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3四半期 2,245 ― △930 ― △929 ― △1,027 ―
21年3月期第3四半期 ― ― ― ― ― ― ― ―

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3四半期 △2,685.39 ―
21年3月期第3四半期 ― ―

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3四半期 2,779 763 26.8 1,896.01
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3四半期 745百万円 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3四半期 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3四半期 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3四半期 382,486株 21年3月期第3四半期 224,025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.上記に予想した予想数値は、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3四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３四半期のわが国経済は、鉱工業生産の持ち直し傾向や、中国を中心としたアジアの内需拡大を背

景に、輸出全体も緩やかな回復基調が持続しております。

しかしながら、欧米景気の改善の遅れや、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っております。

個人消費につきましては、ボーナスを中心とした給与の減少や、雇用調整による正社員の減少、新卒採

用の抑制等による所得環境の悪化から消費は低迷し、デフレの定着懸念が強まっております。

このような状況の中、当社は、引き続き営業政策において、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による会員数の増加を最優先政策とした営業を行っております。

商品政策においては、10 月度に、お求め安い価格帯の化粧品の新シリーズと、お客様の体質を遺伝子レ

ベルで測定し、お客様それぞれに適した体質改善を目的とするサプリメントの販売を開始いたしました。

これにより、契約受注残高は徐々に回復し、また、会計上の売上は、１回当たりの単価を下げたことも

あり、緩やかな回復となっておりましたが、12 月度において、新たに投入した美容機器の販売が好調に推

移したこともあり、約２年ぶりの単月黒字となりました。

この結果、当第３四半期累計期間の業績は、売上高 2,245 百万円、営業損失 930 百万円、経常損失 929

百万円、四半期純損失1,027百万円となりました。

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 22.4％減少し 786 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 26百万円増加し、売掛金が 111 百万円、商品が32百万円、貯蔵品が 15

百万円、未収入金が91百万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7.6％減少し1,992百万円となりました。この主な要因は、前事業

年度末と比較して長期前払費用が16百万円、信販保証金が21百万円増加し、有形固定資産が37百万円、

差入保証金が167百万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12.3％減少し2,779百万円となりました。

（負債）

流動負債は、前事業年度末と比較して5.9％減少し1,935百万円となりました。この主な要因は、前事業

年度末と比較して買掛金が47百万円、短期借入金が42百万円、ポイント引当金が23百万円増加し、未払

金が 98 百万円、未払費用が 61 百万円、未払法人税等が 28 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68.3％増加し79百万円となりました。この主な要因は、前事業年

度末と比較して長期未払金が34百万円増加したことによります。

この結果、負債合計は、前事業年度末と比較して4.2％減少し2,015百万円となりました。
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（純資産）

純資産合計は、前事業年度末と比較して 28.4％減少し 763 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 1,027 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 2,135 円 67 銭減少し 1,896 円 01 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 26.8％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新商品の開発、プロモーション

戦略、販路拡大策等諸施策を策定しており、これらの効果を含め第４四半期以降の黒字化を図っておりま

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３四半期累計期間においても、930百万円の営業損失及び1,027百万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 787 百万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

っておりました。

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、今回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新商品

の開発、プロモーション戦略、販路拡大策等諸施策を策定しており、これらの効果を含め第４四半期会計

期間以降の黒字化を図っております。

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

りました。

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、今回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新商品

の開発、プロモーション戦略、販路拡大策等諸施策を策定しており、これらの効果を含め第４四半期会計

期間以降の黒字化を図っております。
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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３四半期会計期間末
(平成21年12月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 132,745

売掛金 141,163

営業未収入金 339,802

商品 103,794

貯蔵品 32,603

その他 100,389

貸倒引当金 △63,711

流動資産合計 786,787

固定資産

有形固定資産

建物 1,416,684

減価償却累計額 △597,793

建物（純額） 818,891

構築物 4,739

減価償却累計額 △1,628

構築物（純額） 3,110

工具、器具及び備品 582,703

減価償却累計額 △459,805

工具、器具及び備品（純額） 122,898

土地 283,000

有形固定資産合計 1,227,901

無形固定資産 79,368

投資その他の資産

差入保証金 589,556

その他 128,502

貸倒引当金 △32,864

投資その他の資産合計 685,194

固定資産合計 1,992,463

資産合計 2,779,251
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(単位：千円)

当第３四半期会計期間末
(平成21年12月31日)

負債の部

流動負債

買掛金 88,347

短期借入金 600,000

未払金 170,550

未払法人税等 34,000

前受金 937,843

ポイント引当金 48,438

店舗閉鎖損失引当金 2,916

その他 53,724

流動負債合計 1,935,820

固定負債

退職給付引当金 41,893

その他 37,828

固定負債合計 79,721

負債合計 2,015,541

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 △5,055,982

自己株式 △587,749

株主資本合計 746,093

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 △721

評価・換算差額等合計 △721

新株予約権 18,337

純資産合計 763,709

負債純資産合計 2,779,251
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(2)【四半期損益計算書】
【第３四半期累計期間】

(単位：千円)

当第３四半期累計期間
(自 平成21年４月１日
至 平成21年12月31日)

売上高 2,245,402

売上原価 1,966,758

売上総利益 278,644

販売費及び一般管理費

信販手数料 51,648

広告宣伝費 624,777

人件費 149,591

役員報酬 32,715

募集費 5,747

支払手数料 169,203

ポイント引当金繰入額 23,991

減価償却費 33,667

その他 118,023

販売費及び一般管理費合計 1,209,364

営業損失（△） △930,720

営業外収益

受取利息 248

受取手数料 8,403

受取賃貸料 4,957

貸倒引当金戻入額 6,461

その他 14,330

営業外収益合計 34,403

営業外費用

支払利息 18,919

減価償却費 3,650

その他 10,191

営業外費用合計 32,761

経常損失（△） △929,078

特別損失

店舗閉鎖損失 27,844

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 77,716

税引前四半期純損失（△） △1,006,795

法人税、住民税及び事業税 29,500

過年度法人税等戻入額 △9,172

法人税等合計 20,328

四半期純損失（△） △1,027,123
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【第３四半期会計期間】
(単位：千円)

当第３四半期会計期間
(自 平成21年10月１日
至 平成21年12月31日)

売上高 854,599

売上原価 688,074

売上総利益 166,525

販売費及び一般管理費

信販手数料 23,427

広告宣伝費 248,059

人件費 47,994

役員報酬 8,440

募集費 1,609

支払手数料 43,156

ポイント引当金繰入額 8,275

減価償却費 11,391

その他 41,554

販売費及び一般管理費合計 433,907

営業損失（△） △267,381

営業外収益

受取利息 66

受取配当金 2

受取手数料 2,130

受取賃貸料 1,797

受取保険金 5,000

貸倒引当金戻入額 14,708

その他 1,872

営業外収益合計 25,577

営業外費用

支払利息 6,564

減価償却費 1,232

その他 739

営業外費用合計 8,536

経常損失（△） △250,340

特別損失

店舗閉鎖損失 49

特別損失合計 49

税引前四半期純損失（△） △250,389

法人税、住民税及び事業税 10,000

過年度法人税等戻入額 △1

法人税等合計 9,998

四半期純損失（△） △260,388
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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３四半期累計期間
(自 平成21年４月１日
至 平成21年12月31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（△） △1,006,795

減価償却費 137,650

減損損失 11,411

貸倒引当金の増減額（△は減少） △5,642

退職給付引当金の増減額（△は減少） △2,236

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） 23,991

株式報酬費用 1,020

受取利息及び受取配当金 △250

支払利息 18,919

固定資産除却損 4,935

売上債権の増減額（△は増加） 112,441

前受金の増減額（△は減少） 1,000

たな卸資産の増減額（△は増加） 47,565

仕入債務の増減額（△は減少） 47,338

その他 △72,559

小計 △723,719

利息及び配当金の受取額 250

利息の支払額 △16,371

法人税等の支払額 △47,547

営業活動によるキャッシュ・フロー △787,388

投資活動によるキャッシュ・フロー

短期貸付金の回収による収入 7,470

有形固定資産の取得による支出 △55,271

無形固定資産の取得による支出 △24,629

投資有価証券の取得による支出 △160

差入保証金の返還による収入 150,042

差入保証金の差入による支出 △30,118

その他 951

投資活動によるキャッシュ・フロー 48,283

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） 42,667

株式の発行による収入 723,520

配当金の支払額 △581

財務活動によるキャッシュ・フロー 765,605

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） 26,500

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 132,745
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(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３四半期累計期間においても930百万円の営業損失及び1,027百万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787百万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

となっておりました。

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、今回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新商

品の開発、プロモーション戦略、販路拡大策等諸施策を策定しており、これらの効果を含め第４四半期

会計期間以降の黒字化を図っております。

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３四半期累計期間後も、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、第１四半期会計期間において、資本金及び資本準備金がそれぞれ361百万円増加し、当第

３四半期会計期間末において資本金が3,226百万円、資本剰余金が3,163百万円となっております。
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＜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

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)【四半期損益計算書】

【前第３四半期連結累計期間】

（単位：千円）

前第３四半期連結累計期間
(自 平成20年４月１日
至 平成20年12月31日)

売上高 3,309,999

売上原価 2,962,360

売上総利益 347,638

販売費及び一般管理費 2,056,370

営業損失（△） △ 1,708,731

営業外収益

受取利息 525

受取手数料 10,706

その他 51,101

営業外収益合計 62,333

営業外費用

支払利息 54,336

減価償却費 2,852

その他 27,208

営業外費用合計 84,397

経常損失（△） △ 1,730,795

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

店舗閉鎖損失引当金戻入額 10,053

特別利益合計 160,186

特別損失

店舗閉鎖損失 582,583

固定資産除却損 29,476

支払手数料 45,500

減損損失 112,968

特別損失合計 770,528

税金等調整前四半期純損失（△） △ 2,341,137

法人税、住民税及び事業税 51,161

法人税等調整額 △ 1,648

法人税等合計 49,512

少数株主利益 1,661

四半期純損失（△） △ 2,392,311
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【前第３四半期連結会計期間】

（単位：千円）

前第３四半期連結会計期間
(自 平成20年10月１日
至 平成20年12月31日)

売上高 777,216

売上原価 813,456

売上総利益 △ 36,239

販売費及び一般管理費 543,621

営業損失（△） △ 579,861

営業外収益

受取利息 133

受取手数料 5,755

その他 9,171

営業外収益合計 15,059

営業外費用

支払利息 2,313

減価償却費 950

その他 4,241

営業外費用合計 7,505

経常損失（△） △ 572,307

特別利益

店舗閉鎖損失引当金戻入額 10,053

特別利益合計 10,053

特別損失

店舗閉鎖損失 289,854

固定資産除却損 4,542

減損損失 98,625

その他 30,572

特別損失合計 423,595

税金等調整前四半期純損失（△） △ 985,849

法人税、住民税及び事業税 13,551

法人税等合計 13,551

四半期純損失（△） △ 999,400
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(3)【前第３四半期連結キャッシュ・フロー計算書】

（単位：千円）

前第３四半期連結累計期間
(自 平成20年４月１日
至 平成20年12月31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（△） △ 2,341,137

減価償却費 260,125

減損損失 112,968

貸倒引当金の増減額（△は減少） 34,512

賞与引当金の増減額（△は減少） △ 1,976

退職給付引当金の増減額（△は減少） △ 28,648

店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） 16,521

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 △ 525

支払利息 54,336

固定資産除却損 245,885

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） △ 305,231

前受金の増減額（△は減少） △ 479,705

たな卸資産の増減額（△は増加） 233,221

仕入債務の増減額（△は減少） △ 25,689

その他 △ 63,652

小計 △ 2,392,902

利息及び配当金の受取額 450

利息の支払額 △ 52,748

法人税等の支払額 △ 27,810

営業活動によるキャッシュ・フロー △ 2,473,011

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 △ 53,685

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 353,168

投資活動によるキャッシュ・フロー 2,315,866

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） △ 1,845,500

株式の発行による収入 2,056,600

配当金の支払額 △ 1,706

その他 △ 601,737

財務活動によるキャッシュ・フロー △ 392,343

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） △ 549,488

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 168,479
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