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1. 22年3月期の業績（平成21年4月1日～平成22年3月31日）

(2) 財政状態

(3) キャッシュ・フローの状況

(1) 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 ％

22年3月期 3,047 △14.9 △1,131 ― △1,149 ― △1,250 ―
21年3月期 3,578 △68.5 △2,168 ― △2,191 ― △2,990 ―

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 ％ ％ ％

22年3月期 △3,246.06 ― △159.1 △36.8 △37.1
21年3月期 △12,839.84 ― △197.2 △42.1 △60.6
（参考） 持分法投資損益 22年3月期 ―百万円 21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

22年3月期 3,070 540 17.0 1,328.43
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 522百万円 21年3月期 1,048百万円

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

22年3月期 △1,089 △322 1,500 195
21年3月期 ― ― ― ―

2. 配当の状況
1株当たり配当金 配当金総額

（合計）
配当性向

純資産配当
率第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 百万円 ％ ％

21年3月期 ― 0.00 ― 0.00 0.00 ― ― ―
22年3月期 ― 0.00 ― 0.00 0.00 ― ― ―
23年3月期
（予想）

― 0.00 ― 0.00 0.00 ―

3. 23年3月期の業績予想（平成22年4月1日～平成23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）

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

1,850 33.0 5 ― △20 ― △35 ― △89.03

通期 3,750 23.1 50 ― 5 ― △30 ― △76.31
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4. その他
(1) 重要な会計方針の変更

〔（注）詳細は、20ページ「会計方針の変更」を御覧ください。〕

(2) 発行済株式数（普通株式）

（注）１株当たり当期純利益の算定の基礎となる株式数については、28ページ「１株当たり情報」を御覧ください。

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 491,781株 21年3月期 358,781株
② 期末自己株式数 22年3月期 98,655株 21年3月期 98,655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．本資料に記載されている業績見通し等の将来に関する記述は、当社が現在入手している情報及び合理的であると判断する一定の前提に基づいてお
り、実際の業績等は様々な要因により大きく異なる可能性があります。
なお、業績予想の前提となる仮定及び業績予想のご利用にあたっての注意事項等については、3ページ「１．経営成績（1）経営成績に関する分析」を御覧く
ださい。
２．当社は、前年事業年度まで連結キャッシュ・フロー計算書を作成していたため、キャッシュ・フローの状況については、前事業年度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

(1) 経営成績に関する分析

① 当期の経営成績

当社は、前事業年度に子会社を売却し子会社がなくなったため、当事業年度は連結
財務諸表を作成しておりません。

当期のわが国経済は、製造業を中心とした持ち直しの傾向は持続しているものの、
回復力は弱く、設備投資も低迷しております。また、中国を始めとしたアジア向け輸
出は堅調なものの、輸出全体では、欧米向けや円高の影響により鈍化傾向となってお
ります。

個人消費につきましては、消費刺激策の効果はあるものの、ボーナスの大幅減少や、
雇用過剰感による新卒社員を含めた正社員雇用の削減等による所得環境の悪化が、購
入単価の下落へとシフトし、デフレ圧力が深刻なものとなり、消費マインドは弱含み
となっております。

このような状況の中、当社は、人件費の圧縮や販売管理費の見直し等コスト削減に
努めてまいりましたが、業績の低迷から財務体質が弱体化し、積極的な営業施策を行
えない状況が続いておりました。

これを受け当社は、平成 21 年４月 23 日に第三者割当増資を実施し、財務基盤の安
定化を図りました。

また、営業施策においては、顧客第一主義のもと、前受金制度の見直しや明瞭な料
金体系への変更による会員数の増加を最優先施策とした営業を行ってまいりました。

商品施策においては、お求め安い価格帯の化粧品の新シリーズとラジオ波を利用し
た美容機器の投入、また、お客様の体質を遺伝子レベルで検査し、それぞれに適した
体質改善を促すサプリメントの販売を開始いたしました。

この結果、当事業年度の業績は、売上高 3,047 百万円（前年度比 14.9％減)、営業損
失 1,131 百万円（前事業年度は営業損失 2,168 百万円）、経常損失 1,149 百万円（前事
業年度は経常損失 2,191 百万円）、当期純損失 1,250 百万円（前事業年度は当期純損失
2,990 百万円）となりました。

② 次期の見通し

次期の当社を取り巻く経営環境は、アジア向け輸出は今後も堅調に推移していくも
のの、輸出全体の回復にはいたらず、また、所得環境の悪化から、個人消費も低迷し、
デフレ状況が継続していく中、内外需要の回復は脆弱となり、景気の低迷は長引くも
のと思われます。

このような状況の中、当社は、今後もコスト削減に注力するものの、売上の拡大を
最優先課題とし、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始め、
当社が加盟するネットワーク加盟企業との提携を推進し、新商品の開発、プロモーシ
ョン戦略、販路拡大等諸施策を実施してまいります。

これにより、次期の業績につきましては、売上高 3,750 百万円（当事業年度比 23.1％
増）、営業利益 50 百万円（当事業年度は営業損失 1,131 百万円）、経常利益５百万円（当
事業年度は経常損失 1,149 百万円）、当期純損失 30 百万円（当事業年度は当期純損失
1,250 百万円）を見込んでおります。
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(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、前事業年度末と比較して 21.9％減少し 792 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 88 百万円増加し、売掛金が 136
百万円、営業未収入金が 90 百万円、商品が 60 百万円、貯蔵品が 14 百万円、未収入金が
107百万円、貸倒引当金が58百万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 5.7％増加し 2,278 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投資有価証券が 366 百万円、長期前払費用が
18 百万円、信販保証金が 16 百万円増加し、有形固定資産が 111 百万円、差入保証金
が 166 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 3.1％減少し 3,070 百万円となりま
した。

(ロ) 負債

流動負債は、前事業年度末と比較して 19.1％増加し 2,448 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 24 百万円、短期借入金が 777 百万円
増加し、未払金が 104 百万円、未払費用が 93 百万円、前受金が 171 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 71.5％増加し 81 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 37 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 20.2％増加し 2,530 百万円となり
ました。

(ハ) 純資産

純資産合計は、前事業年度末と比較して 49.3％減少し 540 百万円となりました。こ
の主な要因は、平成 21 年４月 23 日に実施した第三者割当増資により、前事業年度末
と比較して資本金及び資本準備金がそれぞれ 361 百万円増加し、また、当期純損失に
より、マイナスの利益剰余金が 1,250 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 2,703 円 25 銭減少し 1,328 円 43
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 17.0％となりま
した。

② キャッシュ・フローの状況

前事業年度まで連結キャッシュ･フロー計算書を作成していたため、前事業年度との
比較は行っておりません。

当事業年度における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、195 百万円と
なりました。

当事業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 1,089 百万円となりました。
これは主に、税引前当期純損失が 1,218 百万円、減価償却費が 187 百万円、売上債

権の減少額が 227 百万円、前受金の減少額が 171 百万円であります。

(ロ) 投資活動によるキャッシュ・フロー

投資活動の結果使用した資金は 322 百万円となりました。
これは主に、有形固定資産の取得が 62 百万円、無形固定資産の取得による支出が

28 百万円、投資有価証券の取得による支出が 366 百万円、差入保証金の返還による収
入が 169 百万円、差入保証金の差入による支出が 29 百万円であります。

(ハ) 財務活動によるキャッシュ・フロー

財務活動の結果得られた資金は 1,500 百万円となりました。
これは主に、短期借入金の純増額が 777 百万円、第三者割当増資による株式の発行

が 723 百万円であります。
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（参考）キャッシュ･フロー関連指標の推移

平成22年 3月期

自己資本比率（％） 17.0

時価ベースの自己資本比率（％） 84.1

キャッシュ・フロー対有利子負債比率（％） △126.9

インタレスト･カバレッジ･レシオ（倍） △37.2

・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

(注１) 前事業年度まで連結キャッシュ･フロー計算書を作成していたため、前事業年度以前に

係る記載はしておりません。

(注２) 各指標は、いずれも単体ベースの財務数値により計算しております。

(注３) 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。

(注４) 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。

(注５) 有利子負債は、貸借対照表に計上されている負債のうち利子を支払っている全ての負債

を対象としております。

(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、顧客第一主義に基づくコ
ンプライアンスを重視した営業方針への転換、また、平成 20 年７月 31 日及び平成 21
年４月 23 日に実施した第三者割当増資により、財務基盤も安定化してきていることか
ら、信用力も回復が図られております。

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、コンプライアンスの遵守が当社の重要な経営課題であります。

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。
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(ロ) 「消費者契約法」との関係

当社は、「消費者契約法」について、法施行以前よりマニュアル等を作成し、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
又は業務停止命令等の対象となることがあり、社会的信用の低下により経営成績に影
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。

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
績に影響を及ぼす可能性があります。

(ニ) 「個人情報の保護に関する法律」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行っております
が、万一、情報が流出し、また、不正使用された場合、当社の社会的信用が失墜し、
経営成績に影響を与える可能性があります。

③ 店舗施策について

(イ) 出店施策が奏功しないリスク

当社は全国規模での出店を行っております。出店計画では市場マーケティングを基
に検証し、長期的計画を以っ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
下を考慮し、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
に影響を与える可能性があります。

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。
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(ロ) 前受金について

当社を始めエステティック業界では、多くのお客様において契約代金を一括前払い
でお支払いいただいていることから、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、現在、人件費の圧縮や販売管理費の見直し等コスト削減に
努めております。

また、平成 21 年４月 23 日に実施した第三者割当増資の割当先各社を始め、当社が
加盟する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、販路拡大等諸
施策を策定しており、これらの効果を含め次期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。

(5) 継続企業の前提に関する重要事象等

① 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。

当事業年度においても、1,131 百万円の営業損失及び 1,250 百万円の当期純損失を計
上し、営業活動によるキャッシュ・フローも 1,089 百万円のマイナス額が発生してお
り、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、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。

② 当該重要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
受金制度の見直しや明瞭な料金体系への変更、顧客ニーズに合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。

これを受け当社は、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始め、当社も加盟する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、販路拡大等諸施策を策定しており、これらの効果
を含め次期以降の黒字化を図っております。
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２．企業集団の状況

当社が営んでいる主な事業内容は、美顔・痩身等のエステティック技術の提供及び化
粧品・美容機器・健康食品等の販売を行っております。

事業系統図は、次のとおりであります。

化
粧
品
・
美
容
機
器
等

製
造
メ
ー
カ
ー

製造依頼

仕入

当

社

エステティック
技術の提供

化粧品等の販売

お

客

様

３．経営方針

(1) 会社の経営の基本方針

当社は、「真の Beauty Clinic として、お客さまの人生を豊かにする献身的なパート
ナーであり続ける」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、「Clinic のように信頼され安心して通え、献身的に美を引き
出し、プロフェッショナルとして対価を超えるご満足を実感していただけるエステティ
ックサロン」を目指します。

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へ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、「業容の拡大と収益性の向上」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、業績は低迷し、
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。

この状況を解消すべく、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、業績の回復には至りませんでした。

これを受け当社は、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。

当社は現在、今回の出資先各社をはじめ、当社が加盟する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
を含め次期以降の黒字化を図っております。
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４．財務諸表等
(1)（貸借対照表）

(単位：千円)

前事業年度
(平成21年３月31日)

当事業年度
(平成22年３月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 106,244 195,015

売掛金 ※1 252,932 ※1 115,947

営業未収入金 ※1 340,474 ※1 250,150

商品 ※1 136,308 ※1 76,021

貯蔵品 47,655 32,724

前渡金 － 14,942

前払費用 86,635 94,372

未収入金 107,035 －

その他 10,277 27,768

貸倒引当金 △73,681 △14,911

流動資産合計 1,013,883 792,030

固定資産

有形固定資産

建物 ※1 1,391,977 1,386,873

減価償却累計額 △540,625 △624,161

建物（純額） 851,352 762,712

構築物 5,893 4,739

減価償却累計額 △1,699 △1,729

構築物（純額） 4,193 3,009

工具、器具及び備品 562,333 ※1 526,087

減価償却累計額 △435,723 △421,088

工具、器具及び備品（純額） 126,610 104,998

土地 ※1 283,000 283,000

有形固定資産合計 1,265,157 1,153,720

無形固定資産

ソフトウエア 59,347 44,599

ソフトウエア仮勘定 － 20,672

電話加入権 12,297 12,297

無形固定資産合計 71,645 77,569

投資その他の資産

投資有価証券 1,496 368,221

長期貸付金 6,740 －

破産更生債権等 28,537 30,640

長期前払費用 6,524 24,929

差入保証金 757,261 590,734

信販保証金 47,157 63,183

その他 414 203

貸倒引当金 △28,537 △30,640

投資その他の資産合計 819,594 1,047,272

固定資産合計 2,156,396 2,278,562

資産合計 3,170,280 3,070,592
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(単位：千円)

前事業年度
(平成21年３月31日)

当事業年度
(平成22年３月31日)

負債の部

流動負債

買掛金 41,009 65,010

短期借入金 ※1 557,333 ※1 1,335,000

未払金 268,917 164,564

未払費用 102,453 8,647

未払法人税等 62,000 51,000

前受金 936,843 765,300

預り金 7,897 4,891

リース資産減損勘定 4,271 －

ポイント引当金 24,447 38,314

店舗閉鎖損失引当金 45,425 2,916

その他 6,237 13,088

流動負債合計 2,056,834 2,448,732

固定負債

長期未払金 － 37,382

退職給付引当金 44,129 40,646

その他 3,253 3,253

固定負債合計 47,383 81,282

負債合計 2,104,217 2,530,014

純資産の部

株主資本

資本金 2,864,551 3,226,311

資本剰余金

資本準備金 2,600,571 2,962,331

その他資本剰余金 201,183 201,183

資本剰余金合計 2,801,754 3,163,514

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 △5,741,002 △6,991,092

利益剰余金合計 △4,028,858 △5,278,948

自己株式 △587,749 △587,749

株主資本合計 1,049,696 523,126

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 △951 △886

評価・換算差額等合計 △951 △886

新株予約権 17,317 18,337

純資産合計 1,066,062 540,577

負債純資産合計 3,170,280 3,070,592
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(2)（損益計算書）
(単位：千円)

前事業年度
(自 平成20年４月１日
至 平成21年３月31日)

当事業年度
(自 平成21年４月１日
至 平成22年３月31日)

売上高

サービス売上高 2,762,173 2,059,127

商品売上高 816,804 987,923

小計 3,578,977 3,047,051

その他の売上高 △203 －

売上高合計 3,578,774 3,047,051

売上原価

サービス売上原価 3,125,423 2,296,194

商品売上原価 285,882 362,517

売上原価合計 3,411,306 2,658,712

売上総利益 167,467 388,339

販売費及び一般管理費

信販手数料 36,706 70,695

広告宣伝費 1,190,375 779,255

人件費 353,787 197,291

役員報酬 51,231 39,900

退職給付費用 7,369 1,530

募集費 242 6,422

旅費交通費及び通信費 56,147 43,706

消耗品費 16,881 5,434

減価償却費 72,595 45,272

支払手数料 286,814 207,607

ポイント引当金繰入額 24,447 13,867

貸倒引当金繰入額 66,601 －

その他 173,057 108,882

販売費及び一般管理費合計 2,336,256 1,519,866

営業損失（△） △2,168,789 △1,131,527

営業外収益

受取利息 649 298

受取配当金 － 2

受取手数料 16,939 10,327

受取賃貸料 6,144 6,182

その他 58,847 21,950

営業外収益合計 82,582 38,760

営業外費用

支払利息 60,636 29,887

減価償却費 3,802 4,894

その他 41,169 22,137

営業外費用合計 105,608 56,918

経常損失（△） △2,191,815 △1,149,684
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(単位：千円)

前事業年度
(自 平成20年４月１日
至 平成21年３月31日)

当事業年度
(自 平成21年４月１日
至 平成22年３月31日)

特別利益

投資有価証券売却益 38 －

関係会社株式売却益 156,742 －

貸倒引当金戻入額 － 57,170

店舗閉鎖損失引当金戻入額 30,861 －

匿名組合投資利益 43,200 －

特別利益合計 230,843 57,170

特別損失

店舗閉鎖損失 ※1 731,728 ※1 27,878

固定資産除却損 ※2 43,457 ※2 5,414

支払手数料 45,500 －

減損損失 ※3 152,444 ※3 55,083

商品評価損 － 37,537

特別損失合計 973,129 125,913

税引前当期純損失（△） △2,934,101 △1,218,428

法人税、住民税及び事業税 56,637 40,580

過年度法人税等戻入額 － △8,918

法人税等合計 56,637 31,662

当期純損失（△） △2,990,739 △1,250,090
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（技術売上原価明細書）

前事業年度
(自 平成20年４月１日
至 平成21年３月31日)

当事業年度
(自 平成21年４月１日
至 平成22年３月31日)

区分 金額(千円)
構成比
(％)

金額(千円)
構成比
(％)

Ⅰ 材料費 39,076 1.2 9,777 0.4

Ⅱ 労務費 1,355,370 43.4 1,001,251 43.6

Ⅲ 経費

１ 旅費通信費 80,732 53,946

２ 消耗品費 128,363 133,092

３ 減価償却費 256,322 133,330

４ 地代家賃 1,064,676 807,018

５ その他 200,882 1,730,977 55.4 157,777 1,285,166 56.0

技術売上原価 3,125,423 100.0 2,296,194 100.0

（商品売上原価明細書）

前事業年度
(自 平成20年４月１日
至 平成21年３月31日)

当事業年度
(自 平成21年４月１日
至 平成22年３月31日)

区分 金額(千円) 金額(千円)

Ⅰ 期首商品たな卸高 356,270 136,308

Ⅱ 当期商品仕入高 65,920 422,191 302,230 438,539

Ⅲ 期末商品たな卸高 136,308 76,021

商品売上原価 285,882 362,517
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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20年４月１日
至 平成21年３月31日)

当事業年度
(自 平成21年４月１日
至 平成22年３月31日)

株主資本

資本金

前期末残高 1,836,251 2,864,551

当期変動額

新株の発行 1,028,300 361,760

当期変動額合計 1,028,300 361,760

当期末残高 2,864,551 3,226,311

資本剰余金

資本準備金

前期末残高 1,572,271 2,600,571

当期変動額

新株の発行 1,028,300 361,760

当期変動額合計 1,028,300 361,760

当期末残高 2,600,571 2,962,331

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 1,773,454 2,801,754

当期変動額

新株の発行 1,028,300 361,760

当期変動額合計 1,028,300 361,760

当期末残高 2,801,754 3,163,514

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 △2,750,263 △5,741,002

当期変動額

当期純利益 △2,990,739 △1,250,090

当期変動額合計 △2,990,739 △1,250,090

当期末残高 △5,741,002 △6,991,092

利益剰余金合計

前期末残高 △1,038,119 △4,028,858

当期変動額

当期純利益 △2,990,739 △1,250,090

当期変動額合計 △2,990,739 △1,250,090

当期末残高 △4,028,858 △5,278,948

自己株式

前期末残高 △587,749 △587,749

当期末残高 △587,749 △587,749
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(単位：千円)

前事業年度
(自 平成20年４月１日
至 平成21年３月31日)

当事業年度
(自 平成21年４月１日
至 平成22年３月31日)

株主資本合計

前期末残高 1,983,836 1,049,696

当期変動額

新株の発行 2,056,600 723,520

当期純利益 △2,990,739 △1,250,090

当期変動額合計 △934,139 △526,570

当期末残高 1,049,696 523,126

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金

前期末残高 104 △951

当期変動額

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △1,056 65

当期変動額合計 △1,056 65

当期末残高 △951 △886

評価・換算差額等合計

前期末残高 104 △951

当期変動額

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △1,056 65

当期変動額合計 △1,056 65

当期末残高 △951 △886

新株予約権

前期末残高 21,715 17,317

当期変動額

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △4,398 1,020

当期変動額合計 △4,398 1,020

当期末残高 17,317 18,337

純資産合計

前期末残高 2,005,656 1,066,062

当期変動額

新株の発行 2,056,600 723,520

当期純利益 △2,990,739 △1,250,090

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △5,455 1,085

当期変動額合計 △939,594 △525,484

当期末残高 1,066,062 540,577
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(4)（キャッシュ・フロー計算書）
(単位：千円)

当事業年度
(自 平成21年４月１日
至 平成22年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益 △1,218,428

減価償却費 187,891

減損損失 55,083

貸倒引当金の増減額（△は減少） △56,666

退職給付引当金の増減額（△は減少） △3,483

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） 13,867

株式報酬費用 1,020

受取利息及び受取配当金 △300

支払利息 29,887

固定資産除却損 5,414

売上債権の増減額（△は増加） 227,310

前受金の増減額（△は減少） △171,542

たな卸資産の増減額（△は増加） 75,218

仕入債務の増減額（△は減少） 24,000

その他 △134,679

小計 △1,007,916

利息及び配当金の受取額 300

利息の支払額 △29,293

法人税等の支払額 △52,683

営業活動によるキャッシュ・フロー △1,089,592

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 9,960

有形固定資産の取得による支出 △62,619

無形固定資産の取得による支出 △28,672

投資有価証券の取得による支出 △366,660

差入保証金の回収による収入 169,652

差入保証金の差入による支出 △29,681

その他 △14,162

投資活動によるキャッシュ・フロー △322,184

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） 777,667

株式の発行による収入 723,520

配当金の支払額 △639

財務活動によるキャッシュ・フロー 1,500,547

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） 88,770

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期末残高 ※1 195,015
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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

前事業年度
(自 平成20年４月１日
至 平成21年３月31日)

当事業年度
(自 平成21年４月１日
至 平成22年３月31日)

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。

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。

当事業年度においても、1,131,527千円の営業損失及び

1,250,090千円の当期純損失を計上し、営業活動によるキ

ャッシュ・フローも1,089,592千円のマイナス額が発生し

ており、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、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

制度の見直しや明瞭な料金体系への変更、顧客ニーズに合

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、人件費の圧縮や販売管理費の見直し等コスト削減

に努めてまいりましたが、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、業績の回復には至りま

せんでした。

当該状況を解消すべく当社は、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始め、当社が加盟する

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、販路拡大等諸施策を策定しており、これらの効果を含

め次期以降の黒字化を図っております。

しかし来期においても、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) 重要な会計方針

項目
前事業年度

(自 平成20年４月１日
至 平成21年３月31日)

当事業年度
(自 平成21年４月１日
至 平成22年３月31日)

１ 有価証券の評価基準及び

評価方法

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処理し、

売却原価は移動平均法により算定)

その他有価証券

時価のあるもの

同左

時価のないもの

―――――

時価のないもの

移動平均法による原価法

２ たな卸資産の評価基準及

び評価方法

(1) 商品

(販売目的で保有するたな卸資産)

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）

(1) 商品

同左

(2) 貯蔵品

月次総平均法による原価法

(2) 貯蔵品

同左

３ 固定資産の減価償却の方

法

(1) 有形固定資産(リース資産を除く)

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 7年～18年

工具、器具及び備品 5年～６年

(1) 有形固定資産(リース資産を除く)

同左

(2) 無形固定資産(リース資産を除く)

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

ついては、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

をゼロとする定額法によっております。

(3) リース資産

同左

(4) 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 繰延資産の処理方法 株式交付費

支出時に全額費用処理しております。

株式交付費

同左
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項目
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)

５ 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) ポイント引当金

当社は、当事業年度より、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、当事業年度末におい

て、将来使用されると見込まれる額を計

上しております。

(2) ポイント引当金

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、当事業年度末にお

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) 店舗閉鎖損失引当金

当事業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、当事業

年度末における見積額を計上しており

ます。

(3) 店舗閉鎖損失引当金

店舗の閉鎖に伴う費用の支出に備え

るため、当事業年度末における見積額を

計上しております。

(4) 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、当事業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。

(4) 退職給付引当金

平成21年５月31日をもって退職金制

度を廃止いたしましたが、当事業年度末

に在籍する従業員に対する同日までの

退職金の支給に備えるため、当事業年度

末における退職給付債務に基づき計上

しております。

(追加情報)

当社は、平成21年５月31日をもって退

職金制度を廃止いたしました。これに伴

い、平成21年６月１日以降退職給付費用

は発生しておりません。

６ 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。

７ その他財務諸表作成のた

めの基本となる重要な事項

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
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(7) 会計方針の変更

前事業年度
(自 平成20年４月１日
至 平成21年３月31日)

当事業年度
(自 平成21年４月１日
至 平成22年３月31日)

（棚卸資産の評価に関する会計基準）

当事業年度より、「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、経常損失及び税引前当期純損失に

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）

当事業年度より、「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(企業会計審議会第一部

会)、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。

当事業年度は、新規のリース取引がないため、営業損失、

経常損失、税引前当期純損失に与える影響はありません。

―――――
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(8) 注記事項
(貸借対照表関係)

前事業年度
(平成21年３月31日現在)

当事業年度
(平成22年３月31日現在)

※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 1,101,573千円

※１（担保資産）

短期借入金1,000,000千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 104,145千円

営業未収入金 250,150千円

商品 76,021千円

工具、器具及び備品 104,998千円(帳簿価額)

計 535,315千円

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、当事業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

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、当事業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 1,335,000千円

借入実行残高 1,335,000千円

差引額 － 千円
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(損益計算書関係)

前事業年度
(自 平成20年４月１日
至 平成21年３月31日)

当事業年度
(自 平成21年４月１日
至 平成22年３月31日)

※１ 店舗閉鎖損失

建物除却損 308,871千円

工具、器具及び備品除却損 10,193千円

原状回復費用等 412,663千円

計 731,728千円

※１ 店舗閉鎖損失

原状回復費用等 27,878千円

計 27,878千円

※２ 固定資産除却損

工具、器具及び備品 43,457千円

計 43,457千円

※２ 固定資産除却損

構築物 757千円

工具、器具及び備品 4,657千円

計 5,414千円

※３ 減損損失

当社は、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、器具及び備品

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。

※３ 減損損失

当社は、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

（14店舗）他

建 物

工具、器具及び備品

45,461千円

9,621千円

合計 55,083千円

当社は、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。

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0.8％（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。

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。

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0.7％（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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(株主資本等変動計算書関係)

前事業年度まで連結株主資本等変動計算書を作成していたため、前事業年度に係る「発
行済株式の種類及び総数に関する事項」、「新株予約権等に関する事項」、「配当に関する事
項」については記載しておりません。

前事業年度(自 平成20年４月１日 至 平成21年３月31日）

１ 自己株式の種類及び株式数に関する事項

株式の種類 前事業年度末(株） 増加(株） 減少(株） 当事業年度末(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

当事業年度(自 平成21年４月１日 至 平成22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 前事業年度末(株） 増加(株） 減少(株） 当事業年度末(株）

普通株式 358,781 133,000 ― 491,781

（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 133,000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 前事業年度末(株） 増加(株） 減少(株） 当事業年度末(株）

普通株式 98,655 ― ― 98,655

３ 新株予約権等に関する事項

目的となる株式の数(株）

内訳
目的となる
株式の種類

前事業年度末 増加 減少 当事業年度末

当事業年度末
残高

（千円）

平成19年ストックオプション
としての新株予約権

― ― ― ― ― 18,337

合計 ― ― ― ― 18,337

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) 基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの

該当事項はありません。
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(キャッシュ・フロー計算書関係)

前事業年度まで連結キャッシュ･フロー計算書を作成し、キャッシュ・フロー計算書を作
成していないため、前事業年度に係る記載はしておりません。

当事業年度
(自 平成21年4月 1日
至 平成22年3月31日)

※１ 現金及び現金同等物の期末残高と貸借対照表に掲

記されている科目の金額との関係

現金及び預金 195,015千円

現金及び現金同等物 195,015千円

(リース取引関係)
該当事項はありません。

(デリバティブ取引関係)

前事業年度まで連結財務諸表を作成していたため、前事業年度に係る記載はしておりませ
ん。

当事業年度(平成22年３月31日現在)

当社は、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。

(退職給付関係)

前事業年度まで連結財務諸表を作成していたため、前事業年度に係る記載はしておりませ
ん。

当社は、年齢分布及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。

なお、当社は、平成 21 年５月 31 日をもって退職金制度を廃止いたしましたが、当事業年
度末に在籍する従業員に対する同日までの退職金の支給に備えるため、当事業年度末におけ
る退職給付債務に基づき退職給付引当金を計上しております。これに伴い、平成 21 年６月
１日以降退職給付費用は発生しておりません。

当事業年度(平成22年３月31日現在)

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 40,646千円

３ 退職給付費用の内訳

退職給付費用

勤務費用 3,055千円

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)

前事業年度まで連結財務諸表を作成していたため、前事業年度に係る記載はしておりませ
ん。

当事業年度（自 平成21年４月１日 至 平成22年３月31日）

１ 当事業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 1,020千円

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

決議年月日 平成17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 ３名

当社従業員 165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 1,500株 普通株式 2,500株

付与日 平成18年３月16日 平成19年10月22日

権利確定条件

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 同左 同左

権利行使期間
平成19年７月１日

～
平成24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

決議年月日 平成17年６月29日 平成19年６月27日

権利確定前

期首 ― ―

付与 ― ―

失効 ― ―

権利確定 ― ―

未確定残 ― ―

権利確定後

期首 ―

権利確定 5,572株 891株

権利行使 16株 ―

失効 4,164株 105株

未行使残 1,408株 786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

決議年月日 平成17年６月29日 平成19年６月27日

権利行使価格 100,546円 84,505円

行使時平均株価 162,313円 ―

付与日における
公正な評価単価

― 20,581円

(注) １ 平成18年７月１日付の１：２の株式分割、また、平成19年１月１日付の１：２の株式分割により、そ

れぞれ発行価額を調整しております。

２ 平成20年７月31日付の第三者割当よる新株式発行により、それぞれ発行価額を調整しております。

３ 平成21年４月23日付の第三者割当による新株式発行により、それぞれ発行価額を調整しております。

３ 当事業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

将来の失効数の合理的な見積もりは困難であるため、実績の失効数のみ反映させる方法を採用して

おります。
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(税効果会計関係)

前事業年度
(自 平成20年４月１日
至 平成21年３月31日)

当事業年度
(自 平成21年４月１日
至 平成22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

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

店舗閉鎖損失引当金 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

（繰延税金資産）

① 流動資産

ポイント引当金 15,589千円

店舗閉鎖損失引当金 1,186千円

未払事業税 4,239千円

商品評価損 15,274千円

その他 958千円

計 37,249千円

② 固定資産

退職給付引当金 16,538千円

貸倒引当金 18,535千円

減損損失 310,712千円

その他 31,124千円

計 376,911千円

繰延税金資産小計 414,160千円

評価性引当額 △414,160千円

繰延税金資産合計 －千円

(繰延税金負債)

① 固定負債

繰延税金負債合計 －千円

繰延税金負債の純額 －千円

(繰延税金負債)

① 固定負債

繰延税金負債合計 －千円

繰延税金負債の純額 －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

税引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

(企業結合等関係)

前事業年度(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。

当事業年度(自 平成21年４月１日 至 平成22年３月31日）

該当事項はありません。

(賃貸等関係)

当事業年度(自 平成21年４月１日 至 平成22年３月31日）

当該事項はありません。
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(１株当たり情報)

前事業年度
(自 平成20年４月１日
至 平成21年３月31日)

当事業年度
(自 平成21年４月１日
至 平成22年３月31日)

１株当たり純資産額 4,031円68銭 １株当たり純資産額 1,328円43銭

１株当たり当期純損失 12,839円84銭 １株当たり当期純損失 3,246円06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
前事業年度

(平成21年３月31日)
当事業年度

(平成22年３月31日)

貸借対照表の純資産の部の合計額（千円） 1,066,062 540,577

普通株式に係る純資産額（千円） 1,048,745 522,240

差額の主な内訳（千円）

新株予約権 17,317 18,337

普通株式の発行済株式数（株） 358,781 491,781

普通株式の自己株式数（株） 98,655 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） 260,126 393,126

２ 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
前事業年度

(自 平成20年４月１日
至 平成21年３月31日)

当事業年度
(自 平成21年４月１日
至 平成22年３月31日)

損益計算書上の当期純損失(△)（千円） △2,990,739 △1,250,090

普通株式に係る当期純損失(△)（千円） △2,990,739 △1,250,090

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） 232,927 385,110

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）

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

平成17年ストックオプショ
ンとしての新株予約権

352個
平成19年ストックオプショ
ンとしての新株予約権

786個
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(重要な後発事象)

前事業年度(自 平成20年４月１日 至 平成21年３月31日）

当社は、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、割当先である各社より、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、事業面における協力の下、現在、早期の業績回復を図

っております。

(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 総 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 及 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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当事業年度(自 平成21年４月１日 至 平成22年３月31日）

該当事項はありません。

(開示の省略)
金融商品関係、有価証券関係及び関連当事者情報に関する注記事項については、開示の必要性が大き

くないと考えられるため、開示を省略しております。
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５．その他

(1) 役員の異動

内容が定まった時点で開示いたします。

(2) その他

該当事項はありません。
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（前連結会計年度の連結財務諸表）
(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
(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)【連結損益計算書】
（単位：千円）

前連結会計年度
(自 平成20年４月１日
至 平成21年３月31日)

売上高 3,954,328

売上原価 3,677,515

売上総利益 276,813

販売費及び一般管理費 2,428,066

営業損失（△） △2,151,252

営業外収益

受取利息 650

受取手数料 14,939

その他 65,110

営業外収益合計 80,700

営業外費用

支払利息 60,636

減価償却費 3,802

その他 41,169

営業外費用合計 105,608

経常損失（△） △2,176,160

特別利益

匿名組合投資利益 43,200

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 30,861

特別利益合計 224,195

特別損失

店舗閉鎖損失 731,728

固定資産除却損 43,457

支払手数料 45,500

減損損失 152,444

特別損失合計 973,129

税金等調整前当期純損失（△） △2,925,094

法人税、住民税及び事業税 65,630

法人税等調整額 △1,648

法人税等合計 63,982

少数株主利益 　1,661

当期純損失（△） △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 1,836,251

当期変動額

新株の発行 1,028,300

当期変動額合計 1,028,300

当期末残高 2,864,551

資本剰余金

前期末残高 1,773,454

当期変動額

新株の発行 1,028,300

当期変動額合計 1,028,300

当期末残高 2,801,754

利益剰余金

前期末残高 △1,027,134

当期変動額

当期純損失（△） △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 △3,001,724

当期末残高 △4,028,858

自己株式

前期末残高 △587,749

当期末残高 △587,749

株主資本合計

前期末残高 1,994,821

当期変動額

新株の発行 2,056,600

当期純損失（△） △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 △945,124

当期末残高 1,049,696
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（単位：千円）

前連結会計年度
(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 △11,455

当期変動額

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 10,504

当期変動額合計 10,504

当期末残高 △951

評価・換算差額等合計

前期末残高 △11,455

当期変動額

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 10,504

当期変動額合計 10,504

当期末残高 △951

新株予約権

前期末残高 21,715

当期変動額

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △4,398

当期変動額合計 △4,398

当期末残高 17,317

少数株主持分

前期末残高 56,613

当期変動額

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △56,613

当期変動額合計 △56,613

当期末残高 －

純資産合計

前期末残高 2,061,694

当期変動額

新株の発行 2,056,600

当期純損失（△） △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） △50,507

当期変動額合計 △995,631

当期末残高 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（△） △2,925,094

減価償却費 333,650

減損損失 152,444

貸倒引当金の増減額（△は減少） 66,601

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） △35,535

店舗閉鎖等引当金の増加額 △203,108

ポイント引当金の増減額（△は減少） 25,174

受取利息及び受取配当金 △525

支払利息 54,336

匿名組合投資損益（△は益） △43,200

固定資産除却損 362,521

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） △212,054

前受金の増減額（△は減少） △480,642

たな卸資産の増減額（△は増加） 272,189

仕入債務の増減額（△は減少） △11,469

その他 △209,033

小計 △3,005,856

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 △17,128

営業活動によるキャッシュ・フロー △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 △65,594

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 603,625

投資活動によるキャッシュ・フロー 2,554,414

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△ △1,542,667

株式の発行による収入 2,056,600

配当金の支払額 △3,048

その他 △601,737

財務活動によるキャッシュ・フロー △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） △611,722

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期末残高 106,244
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