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第一部 【企業情報】 

第１ 【企業の概況】 

１ 【主要な経営指標等の推移】 

(1) 連結経営指標等 

  

(注) １ 売上高には、消費税等は含んでおりません。 

２ 第15期連結会計年度より連結財務諸表を作成しておりますので、それ以前については記載しておりません。 

  

回次 第14期中 第15期中 第16期中 第14期 第15期 

会計期間 

自 平成15年 
  ４月１日 
至 平成15年 
  ９月30日 

自 平成16年
  ４月１日 
至 平成16年 
  ９月30日 

自 平成17年
  ４月１日 
至 平成17年 
  ９月30日 

自 平成15年 
  ４月１日 
至 平成16年 
  ３月31日 

自 平成16年
  ４月１日 
至 平成17年 
  ３月31日 

売上高 (千円) ― ― 4,871,568 ― 7,825,246

経常利益 (千円) ― ― 524,549 ― 464,960

中間(当期)純利益 (千円) ― ― 245,299 ― 235,677

純資産額 (千円) ― ― 3,354,688 ― 3,440,918

総資産額 (千円) ― ― 7,064,300 ― 7,086,934

１株当たり純資産額 (円) ― ― 67,850.99 ― 66,798.39

１株当たり中間 
(当期)純利益 

(円) ― ― 4,813.85 ― 4,591.96

潜在株式調整後 
１株当たり中間 
(当期)純利益 

(円) ― ― 4,774.78 ― 4,552.58

自己資本比率 (％) ― ― 47.5 ― 48.6

営業活動による 
キャッシュ・フロー 

(千円) ― ― 441,826 ― 1,216,251

投資活動による 
キャッシュ・フロー 

(千円) ― ― △239,100 ― △270,684

財務活動による 
キャッシュ・フロー 

(千円) ― ― △331,202 ― △530,575

現金及び現金同等物 
の中間期末(期末)残高 

(千円) ― ― 1,691,367 ― 1,819,843

従業員数 
(ほか平均臨時雇用者数) 

(名) ― ―
558
(128)

― 
483
(113)



(2) 提出会社の経営指標等 

  

(注) １ 売上高には、消費税等は含んでおりません。 

２ 第15期より連結財務諸表を作成しているため、それ以降の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・フロー及び現金及び現金同等物の中間期末(期末)残高は記載しておりません。

  

回次 第14期中 第15期中 第16期中 第14期 第15期 

会計期間 

自 平成15年 
  ４月１日 
至 平成15年 
  ９月30日 

自 平成16年
  ４月１日 
至 平成16年 
  ９月30日 

自 平成17年
  ４月１日 
至 平成17年 
  ９月30日 

自 平成15年 
  ４月１日 
至 平成16年 
  ３月31日 

自 平成16年
  ４月１日 
至 平成17年 
  ３月31日 

売上高 (千円) 3,716,630 3,856,906 4,232,872 6,956,415 7,504,239

経常利益 (千円) 270,768 364,414 521,192 228,658 481,252

中間(当期)純利益 (千円) 107,815 160,012 256,767 97,013 254,008

持分法を適用した場合の 
投資利益 

(千円) ― ― ― ― ―

資本金 (千円) 805,100 810,100 814,100 805,100 813,100

発行済株式総数 (株) 25,596 25,696 51,552 25,596 51,512

純資産額 (千円) 3,227,321 3,358,646 3,384,487 3,217,071 3,459,249

総資産額 (千円) 6,126,840 6,792,842 6,934,768 6,315,692 7,017,326

１株当たり純資産額 (円) 126,086.95 130,706.99 68,453.68 125,686.49 67,154.24

１株当たり中間 
(当期)純利益 

(円) 4,212.21 6,250.48 5,038.91 3,790.18 4,949.11

潜在株式調整後 
１株当たり中間 
(当期)純利益 

(円) 4,181.82 6,194.58 4,997.96 3,764.88 4,906.65

１株当たり中間 
(年間)配当額 

(円) ― ― ― 1,100 1,000

自己資本比率 (％) 52.7 49.4 48.8 50.9 49.3

営業活動による 
キャッシュ・フロー 

(千円) 204,148 808,231 ― 595,018 ―

投資活動による 
キャッシュ・フロー 

(千円) △515,843 △130,376 ― △599,923 ―

財務活動による 
キャッシュ・フロー 

(千円) 473,927 △163,475 ― 452,994 ―

現金及び現金同等物 
の中間期末(期末)残高 

(千円) 1,118,995 1,919,232 ― 1,404,852 ―

従業員数 
(ほか平均臨時雇用者数) 

(人) 
587 
(54)

507
( 64)

552
(128)

506 
( 58)

477
( 113)



２ 【事業の内容】 

当中間連結会計期間において、当社グループ（当社及び当社の関係会社）が営んでいる事業の内容に重要な変更は

ありません。 

  

３ 【関係会社の状況】 

当中間連結会計期間において、該当事項はありません。 

  

４ 【従業員の状況】 

(1) 連結会社の状況 

平成17年９月30日現在 

(注) １ 従業員数は就業人員であります。 

２ 従業員数欄の(外書)は、臨時従業員の当中間連結会計期間の平均雇用人員であります。 

    ３ 従業員数が当中間連結会計期間において前連結会計年度と比較して75名増加しているのは、主に、新入社員による増加で

あります。 

  

(2) 提出会社の状況 

平成17年９月30日現在 

(注) １ 従業員数は就業人員であります。 

２ 従業員数欄の(外書)は、臨時従業員の当中間会計期間の平均雇用人員であります。 

  

(3) 労働組合の状況 

当社及び当社の関係会社には現在、労働組合は結成されておりませんが、労使関係は良好であり、特に記載すべ

き事項はありません。 

  

事業の種類別セグメントの名称 従業員数(名)

エステ関連事業 552(128) 

ネット通販関連事業 6

合計 558(128) 

従業員数(名) 552(128) 



第２ 【事業の状況】 

１ 【業績等の概要】 

当中間連結会計期間より中間連結財務諸表を作成しているため、前中間連結会計期間との対比はしておりません。 

(1) 業績 

当中間連結会計期間におけるわが国経済は４月の日銀短観の上方修正により、確かな景気回復の足取りが示される

と、夏場にかけて海外投資家による日本市場の見直し機運が高まりました。 

また、政府の提唱した地球温暖化対策であるクールビズ政策により、新たな消費行動が生まれ、特に男性の意識改

革を促進いたしました。 

当社グループ(当社及び連結子会社)の業績につきましては、特に、エステ関連事業における男性部門の売上の伸び

による収益の拡大を受け、全体的に好調な推移となりました。 

この結果、当中間連結会計期間における業績は、売上高4,871百万円、経常利益524百万円、中間純利益245百万円と

なりました。 

事業の種類別セグメントの業績については、次のとおりであります。 

エステ関連事業におきましては、男性部門の売上が伸び、既存店の売上の向上に寄与いたしました。 

また、積極的な業務改善による組織の活性化に伴い、販売費及び一般管理費が計画を下回りコストダウンに貢献い

たしました。 

さらに売上代金の決済手段である信販会社からの取扱手数料収入が好調な売上を背景として増加し、計画を上回る

ことができました。 

当中間連結会計期間の出店につきましては、平成17年４月に松江店、５月に高松店、６月に奈良店、９月に富山店

の計４店舗を出店いたしました。 

また、移転リニューアルにつきましては、平成17年４月の静岡店を初めとして、京都店、仙台店、池袋店、立川店

の計５店舗を実施いたしました結果、当中間連結会計期間末の店舗数は88店舗となりました。 

この結果、エステ関連事業における業績は、売上高4,231百万円、営業利益307百万円となりました。 

ネット通販関連事業におきましては、依然業界のデフレ傾向が続く中、卸売部門の強化と新商品の開発投入によ

り、小売部門を含めた売上の拡大を図りました。 

この結果、ネット通販関連事業における業績は、売上高639百万円、営業利益3百万円となりました。 

 (2) キャッシュ・フローの状況 

当中間連結会計期間において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128百万

円減少し、中間末残高は1,691百万円となりました。 

当中間連結会計期間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。 

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

営業活動の結果得られた資金は441百万円となりました。 

これの主な内訳は、税金等調整前中間純利益526百万円、減価償却費121百万円、前受金の増加額328百万円及び法人

税等の支払額341百万円であります。 

（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239百万円となりました。 

これの主な内訳は、有形固定資産の取得が445百万円、定期預金の払戻による収入が250百万円であります。 

（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331百万円となりました。 

これの主な内訳は、自己株式の取得が282百万円、配当金の支払が51百万円であります。 



２ 【仕入及び販売の状況】 

(1) 仕入実績 

  

(注) １ セグメント間の取引については、相殺消去しております。 

２ 金額は、仕入価格によっております。 

       ３ 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

       ４ 当中間連結会計期間より中間連結財務諸表を作成しているため、前中間連結会計期間との対比はしておりません。 

  

(2) 販売実績 

  

(注) １ セグメント間の取引については、相殺消去しております。 

       ２ 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

       ３ 当中間連結会計期間より中間連結財務諸表を作成しているため、前中間連結会計期間との対比はしておりません。 

  

区分 
当中間連結会計期間 
(自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日) 

エステ関連事業   

    化粧品(千円) 71,282 

   美容機器(千円) 183,450 

  健康食品他(千円) 65,373 

小計(千円) 320,106 

ネット通販関連事業(千円) 481,075 

合計(千円) 801,181 

区分 
当中間連結会計期間 
(自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日) 

エステ関連事業   

 技術売上高(コース別) (千円)   

 (内訳) フェイシャル(千円) 1,956,541   

     ボディ(千円) 681,963   

     その他(千円) 59,053 2,697,557 

 商品売上高(千円) 1,511,877 

 その他売上高(千円) 22,475 

小計(千円) 4,231,910 

ネット通販関連事業(千円) 639,658 

合計(千円) 4,871,568 



３ 【対処すべき課題】 

当中間連結会計期間において、当社グループの事業上及び財務上の対処すべき課題に重要な変更及び新たに生じた

課題はありません。 

  

４ 【経営上の重要な契約等】 

当中間連結会計期間において、経営上の重要な契約等は行われておりません。 

  

５ 【研究開発活動】 

特記すべき事項はありません。 

  



第３ 【設備の状況】 

１ 【主要な設備の状況】 

当中間連結会計期間において、主要な設備の重要な異動は次のとおりであります。 

(1) 提出会社 

① 重要な設備の新設等 

(注) 上記金額には、消費税等は含まれておりません。 

  

② 重要な設備の除却等 

エステ関連事業 

閉店１店舗及び移転リニューアル５店舗により、店舗設備28,015千円を除却しております。 

なお、前連結会計年度末に計画していた移転リニューアルについては１店舗を中止いたしました。 

  

(2) 内国子会社 

ネット通販関連事業 

当社の内国子会社である株式会社日本インターシステムは、当中間連結会計期間において、主要な設備の重要な

異動はありません。 

  

２ 【設備の新設、除却等の計画】 

(1) 重要な設備計画の変更 

当中間連結会計期間において、前連結会計年度末に計画中であった重要な設備の新設、移転、除却及び改装につ

いての重要な変更並びに新たに確定した計画はありません。 

  

(2) 重要な設備計画の完了 

当中間連結会計期間において、前連結会計年度末に計画中であった重要な設備の新設、移転、除却及び改装につ

いて完了したものは、１［主要な設備の状況］に記載のとおりであります。 

種類 
事業所名 
(所在地) 

事業の種類別 
セグメント 
の名称 

設備の内容
投資金額(千円)

資金調達方法 完了年月 
金額 総額

店舗新設 
松江店 

(島根県松江市) 

エステ関連
事業 

サロンの内装及
び美容機器 

36,166
40,997 自己資金 平成17年4月

敷金 4,830

  
高松店 

(香川県高松市) 

エステ関連
事業 

サロンの内装及
び美容機器 

38,474 
44,516 同上 平成17年5月

敷金 6,042

  
奈良店 

(奈良県奈良市) 

エステ関連
事業 

サロンの内装及
び美容機器 

34,541 
42,389 同上 平成17年6月

敷金 7,848

  
富山店 

(富山県富山市) 

エステ関連
事業 

サロンの内装及
び美容機器 

39,648 
47,648 同上 平成17年9月

敷金 8,000

店舗移転 

リニューアル 
京都店 

(京都府京都市) 
他４店舗 

エステ関連
事業 

サロンの内装及
び美容機器 

206,896
271,407 同上 平成17年8月

敷金 64,511



第４ 【提出会社の状況】 

１ 【株式等の状況】 

(1) 【株式の総数等】 

① 【株式の総数】 

  

  

② 【発行済株式】 

  

(注) 「提出日現在発行数」欄には、平成17年12月１日から、この半期報告書提出日までの新株予約権の行使(旧商法に基づき発行

された転換社債の転換及び新株引受権付社債の権利行使を含む。)により発行された株式数は、含まれておりません。 

  

種類 会社が発行する株式の総数(株) 

普通株式 204,768

計 204,768

種類 
中間会計期間末現在発行数(株)

(平成17年９月30日) 
提出日現在発行数(株)
(平成17年12月19日) 

上場証券取引所名又
は登録証券業協会名 

内容 

普通株式 51,552 51,572
大阪証券取引所 
(ヘラクレス) 

― 

計 51,552 51,572 ― ― 



(2) 【新株予約権等の状況】 

当社は、旧商法第280条ノ19の規定に基づき新株引受権を発行しております。 

  

(注) １ 新株予約権発行後、当社が株式分割等により新規発行前の発行価額を下回る払込価額で新株を発行するときは、株式数は

次の算式により調整し、調整により生ずる１株未満の端数は切り捨てます。 
  

  
また、発行価額は次の算式により調整し、調整により生ずる１株未満の端数は切り上げます。 

  

  
２ 平成13年７月10日付の１：２の株式分割、平成14年２月15日付の１：２の株式分割、また、平成17年２月18日付の１：２

の株式分割により、発行価額を50,000円に調整しております。 
  
    ３ 12名退職により、新株予約権の目的となる株式数298株は、失権しております。 

   ４ 平成17年10月31日付で、新株予約権の目的となる株式数20株は、行使されております。 

  

(3) 【発行済株式総数、資本金等の状況】 

  

(注) 発行済株式総数の増加は、新株予約権の行使によるものであります。 

臨時株主総会の特別決議日(平成13年２月５日)

  
中間会計期間末現在
(平成17年９月30日) 

提出日の前月末現在 
(平成17年11月30日) 

新株予約権の数(個) ― ― 

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式 同左 

新株予約権の目的となる株式の数(株)（注）1,3   664 644 

新株予約権の行使時の払込金額(円) （注）1,2 １株当たり 50,000 同左 

新株予約権の行使期間 
平成15年２月６日から
平成23年１月31日まで 

同左 

新株予約権の行使により株式を発行する場合の 
株式の発行価格及び資本組入額(円) 

発行価格   50,000
資本組入額  25,000 

同左 

新株予約権の行使の条件 

 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。 

 その他の条件は当社と被付

与者との間で締結する契約に

定める。 

同左 

新株予約権の譲渡に関する事項 

 新株引受権の譲渡、担保設

定その他、一切の処分をする

ことができない。 

同左 

調整後株式数＝ 
調整前株式数×調整前発行価額

調整後発行価額 

調整後発行価額 ＝ 
既発行株式数×調整前発行価額＋新発行株式数×１株当り払込金額 

既発行株式数＋新発行株式数 

年月日 
発行済株式 
総数増減数 
(株) 

発行済株式
総数残高 
(株) 

資本金増減額
  

(千円) 

資本金残高
  

(千円) 

資本準備金 
増減額 
(千円) 

資本準備金
残高 
(千円) 

平成17年４月１日～ 
平成17年９月30日 

40 51,552 1,000 814,100 1,000 550,120



(4) 【大株主の状況】 

平成17年９月30日現在 

（注）１ 当社は、平成17年９月30日現在自己株式2,110株(発行済株式総数に対する所有株式数の割合4.1％) を保有しておりま

す。 

２ 三菱信託銀行株式会社は、平成17年10月１日付でUFJ信託銀行株式会社と合併し、三菱UFJ信託銀行株式会社となりまし

た。なお、UFJ信託銀行株式会社は、当社株式を保有しておりません。 

  

(5) 【議決権の状況】 

① 【発行済株式】 

平成17年９月30日現在 

(注) 「完全議決権株式(その他)」欄の普通株式には、証券保管振替機構名義の失念株53株(議決権53個)が含まれております。 

  

氏名又は名称 住所
所有株式数
(株) 

発行済株式総数に対する
所有株式数の割合(％) 

大 石 洋 子 東京都渋谷区南平台町13-14 25,299 49.1

大 石   舞 東京都渋谷区南平台町13-14 6,410 12.4

大阪証券金融株式会社 大阪府大阪市中央区北浜2-4-6 1,194 2.3

三菱信託銀行株式会社 
（信託口） 

東京都千代田区丸の内1-4-5 1,000 1.9

漆 畑 あゆみ 東京都武蔵野市境南町2-10-7-601 833 1.6

ラ・パルレ従業員持株会 東京都渋谷区南平台13-10 456 0.9

日本マスタートラスト信託銀行
株式会社（信託口） 

東京都港区浜松町2-11-3 402 0.8

石 田 路 子 静岡県御前崎市御前崎4461-1 400 0.8

木 村 栄 一 東京都国分寺市西町4-19-5 310 0.6

アコム株式会社 東京都千代田区丸の内2-1-1 256 0.5

計 ― 36,560 70.9

区分 株式数(株) 議決権の数(個) 内容 

無議決権株式 ― ― ― 

議決権制限株式(自己株式等) ― ― ― 

議決権制限株式(その他) ― ― ― 

完全議決権株式(自己株式等) 
(自己保有株式) 
普通株式   2,110 

― ― 

完全議決権株式(その他) 普通株式  49,442 49,442 ― 

端株 ― ― ― 

発行済株式総数 51,552 ― ― 

総株主の議決権 ― 49,442 ― 



② 【自己株式等】 

平成17年９月30日現在 

  

２ 【株価の推移】 

【当該中間会計期間における月別最高・最低株価】 

  

(注) 株価は、大阪証券取引所ヘラクレスにおけるものであります。 

  

３ 【役員の状況】 

前事業年度の有価証券報告書提出日後、当半期報告書提出日までに、役員の異動はありません。 

所有者の氏名 
又は名称 

所有者の住所 
自己名義
所有株式数 
(株) 

他人名義
所有株式数 
(株) 

所有株式数
の合計 
(株) 

発行済株式総数
に対する所有 
株式数の割合(％)

(自己保有株式) 
株式会社ラ・パルレ 

東京都渋谷区 
南平台町13-10 

2,110 ― 2,110 4.1 

計 ― 2,110 ― 2,110 4.1 

月別 平成17年４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 

最高(円) 146,000 147,000 139,000 130,000 175,000 150,000

最低(円) 125,000 120,000 122,000 124,000 114,000 125,000



第５ 【経理の状況】 

１ 中間連結財務諸表及び中間財務諸表の作成方法について 

(1) 当社の中間連結財務諸表は、「中間連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」(平成11年大蔵省令第

24号。以下「中間連結財務諸表規則」という。)に基づいて作成しております。 

  

(2) 当社の中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和52年大蔵省令第38号。

以下「中間財務諸表等規則」という。)に基づいて作成しております。 

  ただし、前中間会計期間(平成16年４月１日から平成16年９月30日まで)については、「財務諸表等の用語、様式

及び作成方法に関する規則等の一部を改正する内閣府令」(平成16年１月30日 内閣府令第５号)附則第３項ただし

書きにより、改正前の中間財務諸表等規則に基づいて作成しております。 

  

(3) 当中間連結会計期間(平成17年４月１日から平成17年９月30日まで)は、初めて中間連結財務諸表を作成している

ため、以下に掲げる中間連結貸借対照表、中間連結損益計算書、中間連結剰余金計算書及び中間連結キャッシュ・

フロー計算書については前中間連結会計期間との対比は行っておりません。 

  

２ 監査証明について 

当社は、証券取引法第193条の２の規定に基づき、当中間連結会計期間(平成17年４月１日から平成17年９月30日ま

で) の中間連結財務諸表並びに前中間会計期間(平成16年４月１日から平成16年９月30日まで)及び当中間会計期間(平

成17年４月１日から平成17年９月30日まで)の中間財務諸表について、新日本監査法人により中間監査を受けておりま

す。 

  



１ 【中間連結財務諸表等】 

(1) 【中間連結財務諸表】 

① 【中間連結貸借対照表】 

  

  

  
当中間連結会計期間末 

(平成17年９月30日) 

前連結会計年度の 
要約連結貸借対照表 
(平成17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
(％) 

(資産の部)     

Ⅰ 流動資産     

１ 現金及び預金  1,691,367 1,869,843  

２ 売掛金  182,959 133,003  

３ 営業未収入金  407,716 389,385  

４ たな卸資産  348,744 325,727  

５ 繰延税金資産  92,504 84,701  

６ その他  168,177 193,845  

７ 貸倒引当金  △17,175 △16,295  

流動資産合計  2,874,294 40.7 2,980,211 42.1

Ⅱ 固定資産     

１ 有形固定資産     

(1) 建物及び構築物 ※１ 2,392,781 2,169,775    

  減価償却累計額 559,626 1,833,154 528,122 1,641,652  

(2) 土地 ※１  595,951 595,951  

(3) その他 498,518 452,924    

  減価償却累計額 296,757 201,760 326,847 126,076  

有形固定資産合計  2,630,867 37.2 2,363,680 33.4

２ 無形固定資産 ※２  302,103 4.3 321,971 4.5

３ 投資その他の資産     

(1) 投資有価証券  209,763 208,972  

(2) 繰延税金資産  78,673 68,876  

(3) 差入保証金  721,116 695,220  

(4) その他  247,482 448,002  

投資その他の資産合計  1,257,035 17.8 1,421,070 20.0

固定資産合計  4,190,005 59.3 4,106,723 57.9

資産合計  7,064,300 100.0 7,086,934 100.0

      



  

  

  

  
当中間連結会計期間末 

(平成17年９月30日) 

前連結会計年度の 
要約連結貸借対照表 
(平成17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
(％) 

(負債の部)     

Ⅰ 流動負債     

１ 買掛金  145,780 232,562  

２ 未払金  302,311 567,050  

３ 未払法人税等  313,000 348,409  

４ 前受金  2,133,703 1,805,524  

５ 賞与引当金  125,943 99,270  

６ その他  326,057 222,547  

流動負債合計  3,346,795 47.4 3,275,364 46.2

Ⅱ 固定負債     

１ 退職給付引当金  52,399 42,830  

２ 役員退職慰労引当金  107,340 128,040  

３ その他  191,409 191,409  

固定負債合計  351,149 4.9 362,279 5.1

負債合計  3,697,945 52.3 3,637,644 51.3

      

(少数株主持分)     

少数株主持分  11,666 0.2 8,371 0.1

      

(資本の部)     

Ⅰ 資本金  814,100 11.5 813,100 11.5

Ⅱ 資本剰余金  550,120 7.8 549,120 7.8

Ⅲ 利益剰余金  2,271,556 32.2 2,077,769 29.3

Ⅳ その他有価証券評価差額金  1,736 0.0 929 0.0

Ⅴ 自己株式  △282,825 △4.0 ― ―

資本合計  3,354,688 47.5 3,440,918 48.6

負債、少数株主持分 
及び資本合計 

 7,064,300 100.0 7,086,934 100.0

      



② 【中間連結損益計算書】 

  

  

  
当中間連結会計期間 

(自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日) 

前連結会計年度の 
要約連結損益計算書 
(自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日) 

区分 
注記 
番号 

金額(千円)
百分比
(％) 

金額(千円) 
百分比
(％) 

Ⅰ 売上高  4,871,568 100.0 7,825,246 100.0

Ⅱ 売上原価  2,938,798 60.3 4,705,732 60.1

売上総利益  1,932,770 39.7 3,119,513 39.9

Ⅲ 販売費及び一般管理費 ※１  1,621,802 33.3 2,925,408 37.4

営業利益  310,968 6.4 194,104 2.5

Ⅳ 営業外収益     

１ 受取利息 205 160    

 ２ 受取配当金 37 252    

 ３ 受取手数料 200,229 250,959    

 ４ その他 14,864 215,337 4.4 24,985 276,359 3.5

Ⅴ 営業外費用     

 １ 支払手数料 1,131 ―    

２ その他 625 1,756 0.0 5,502 5,502 0.1

      経常利益  524,549 10.8 464,960 5.9

Ⅵ 特別利益     

１ 広告支援金収入 ※２ 100,000 ―    

２ 貸倒引当金戻入益 20 1,991    

３ 受取保険金 ― 248,787    

４ その他 ― 100,020 2.0 31,445 282,224 3.6

Ⅶ 特別損失     

１ 店舗閉鎖損失 ※３ 58,707 158,450    

２ 減損損失 ※４ 39,004 ―    

３ その他 ― 97,711 2.0 10,342 168,792 2.1

税金等調整前 
中間(当期)純利益 

 526,857 10.8 578,392 7.4

法人税、住民税 
及び事業税 

296,412 393,487    

法人税等調整額 △18,148 278,263 5.7 △51,798 341,689 4.4

少数株主利益  3,294 0.1 1,025 0.0

中間(当期)純利益  245,299 5.0 235,677 3.0

      



③ 【中間連結剰余金計算書】 

  

  

  

  
当中間連結会計期間
(自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日) 

前連結会計年度の 
連結剰余金計算書 

(自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日) 

区分 
注記 
番号 

金額(千円) 金額(千円) 

(資本剰余金の部)  

Ⅰ 資本剰余金期首残高 549,120 541,120

   

Ⅱ 資本剰余金増加高  

 １ 新株引受権の行使による
新株式の発行 

1,000 1,000 8,000 8,000

   

Ⅲ 資本剰余金中間期末 
  (期末)残高 

550,120 549,120

   

(利益剰余金の部)  

Ⅰ 利益剰余金期首残高 2,077,769 1,870,247

   

Ⅱ 利益剰余金増加高  

 １ 中間(当期)純利益 245,299 245,299 235,677 235,677

   

Ⅲ 利益剰余金減少高  

 １ 配当金 51,512 51,512 28,155 28,155

   

Ⅳ 利益剰余金中間期末 
  (期末)残高 

2,271,556 2,077,769



④ 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】 

  

  
  

   
当中間連結会計期間 

(自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日) 

前連結会計年度の 
要約連結キャッシュ・ 
フロー計算書 

(自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日) 

区分 
注記
番号

金額(千円) 金額(千円) 

Ⅰ 営業活動によるキャッシュ・フロー   

１ 税金等調整前中間(当期)純利益  526,857 578,392

２ 減価償却費  121,482 205,995

３ 減損損失  39,004 ―

４ 連結調整勘定償却額  24,646 22,430

５ 貸倒引当金の増加・減少額（減少は△）  879 △1,541

６ 賞与引当金の増加額  26,673 19,270

７ 退職給付引当金の増加額  9,569 2,549

８ 役員退職慰労引当金の増加・減少額 
（減少は△） 

 △20,700 12,130

９ 受取利息及び受取配当金  △243 △413

10 広告支援金収入  △100,000 ―

11 固定資産除却損  30,936 134,080

12  売上債権の増加・減少額（増加は△）  △68,286 129,314

13  前受金の増加額  328,083 165,819

14  たな卸資産の増加額  △23,017 △64,448

15  仕入債務の増加・減少額（減少は△）  △86,782 124,708

16  その他  △126,052 △206,350

小計  683,051 1,121,938

17 利息及び配当金の受取額  597 696

18 法人税等の支払額  △341,822 △163,200

19 広告宣伝支援による収入  100,000 ―

20  受取保険金  ― 256,817

営業活動によるキャッシュ・フロー  441,826 1,216,251



  

  

   
当中間連結会計期間 

(自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日) 

前連結会計年度の 
要約連結キャッシュ・ 
フロー計算書 

(自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日) 

区分 
注記
番号

金額(千円) 金額(千円) 

Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー   

１ 有形固定資産の取得による支出  △445,751 △160,738

２ 無形固定資産の取得による支出  △15,600 △10,360

３ 投資有価証券の取得による支出  △335 △205,610

４ 定期預金の払戻による収入  250,000 ―

５ 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の 
  取得による支出 

 ― △260,160

６ その他  △27,413 366,185

投資活動によるキャッシュ・フロー  △239,100 △270,684

Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー   

１ 短期借入金の返済による支出  ― △71,949

２ 長期借入金の返済による支出  ― △446,680

３ 株式の発行による収入  2,000 16,000

４ 自己株式取得による支出  △282,825 ―

５ 配当金の支払額  △50,377 △28,155

６ その他  ― 209

財務活動によるキャッシュ・フロー  △331,202 △530,575

Ⅳ 現金及び現金同等物に係る換算差額  ― ―

Ⅴ 現金及び現金同等物の増加・減少額 
（減少は△） 

 △128,476 414,991

Ⅵ 現金及び現金同等物の期首残高  1,819,843 1,404,852

Ⅶ 現金及び現金同等物の中間期末(期末)残高 ※ 1,691,367 1,819,843

    



中間連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項 

  

  

  

  

  

  

項目 
当中間連結会計期間
(自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日) 

前連結会計年度 
(自 平成16年４月１日 
至 平成17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  １社 

連結子会社の名称  

㈱日本インターシステム 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

すべての子会社を連結しております。 

連結子会社の数  １社 

連結子会社の名称  

㈱日本インターシステム 

 当社は平成16年10月28日、㈱日本イ

ンターシステム(平成16年10月28日を取

得日)及び㈱メディアネクステージ(平

成16年10月１日をみなし取得日)の2社

を株式の取得により子会社といたしま

した。 

なお、㈱日本インターシステムと㈱

メディアネクステージは平成17年2月1

日付で合併(存続会社は㈱メディアネク

ステージ、社名を㈱日本インターシス

テムに商号変更)いたしました。 

この結果、当連結会計年度末におけ

る子会社数は１社となっております。 

２ 持分法の適用に関する事項 該当事項はありません。 該当事項はありません。 

３ 連結子会社の中間決算日等

に関する事項 

連結子会社の中間決算日は、中間連

結決算日と一致しております。 

  

  

  

  

連結子会社の決算日は、株式取得時

において㈱日本インターシステムは12

月31日、㈱メディアネクステージは9

月30日でありましたが、平成17年2月1

日付の合併に合わせ、3月31日(連結決

算日)となっております。 

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 

満期保有目的の債券 

償却原価法(定額法) 

その他有価証券 

時価のあるもの 

中間連結会計期間末日の市場価

格等に基づく時価法 

(評価差額は全部資本直入法に

より処理し、売却原価は移動平

均法により算定)  

時価のないもの 

移動平均法による原価法 

①有価証券 

満期保有目的の債券 

同左 

その他有価証券 

時価のあるもの 

連結決算期末日の市場価格等に

基づく時価法 

(評価差額は全部資本直入法に

より処理し、売却原価は移動平

均法により算定)  

時価のないもの 

同左 

  ②たな卸資産 

主として月次総平均法による原価法 

②たな卸資産 

同左 



  

  

  

  

  

項目 
当中間連結会計期間
(自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日) 

前連結会計年度 
(自 平成16年４月１日 
至 平成17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  15年～18年 

①有形固定資産 

同左 

  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 

同左 

  ③長期前払費用 

 均等償却しております。 

③長期前払費用 

同左 

(3) 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、支給見込額のうち、当中間連結

会計期間に対応する負担額を計上して

おります。 

②賞与引当金 

  従業員に対する賞与の支給に備える

ため、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。 

  ③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、当中間連結会計期間末におけ

る退職給付債務に基づき計上しており

ます。 

③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。 

  ④役員退職慰労引当金 

役員の退職慰労金の支給に備えるた

め、役員退職慰労金規程に基づく当中

間連結会計期間末要支給額を計上して

おります。 

④役員退職慰労引当金 

役員の退職慰労金の支給に備えるた

め、役員退職慰労金規程に基づく当連

結会計年度末要支給額を計上しており

ます。 

(4) 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。 

同左 



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

項目 
当中間連結会計期間
(自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日) 

前連結会計年度 
(自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日) 

(5) 重要なヘッジ会計の方法 ――――― ①ヘッジ会計の方法 

特例処理の要件を満たしている金利

スワップ取引について、特例処理によ

っております。 

    ②ヘッジ手段とヘッジ対象 

  ヘッジ手段 

…金利スワップ 

  ヘッジ対象 

…借入金の利息 

    ③ヘッジ方針 

当社所定の社内承認手続きを行った

上で、借入金利息の金利変動リスクを

回避する目的により、金利スワップを

利用しております。 

    ④ヘッジ有効性評価の方法 

金利スワップについては、特例処理

によっているため、有効性の評価の判

定を省略しております。 

(6) その他中間連結財務諸表

(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 中間連結キャッシュ・フロ

ー計算書(連結キャッシ

ュ・フロー計算書)におけ

る資金の範囲 

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 



会計処理の変更 

  

  

追加情報 

  

  

当中間連結会計期間 
(自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日) 

前連結会計年度
(自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日) 

（たな卸資産の評価基準及び評価方法） 

従来、当社の貯蔵品の評価基準及び評価方法は、最終

仕入原価法による原価法よっておりましたが、当中間連

結会計期間から月次総平均法による原価法に変更いたし

ました。 

この変更は、在庫管理をより厳密に実施するために在

庫の区分見直しを実施した結果、業務で使用する商材の

区分を商品から貯蔵品に変更したことに伴い、貯蔵品の

重要性が高まったことによります。 

この区分見直しの結果、商品から貯蔵品の区分へ変更

となる対象品の金額は52,243千円であります。 

なお、当該会計処理変更が損益に与える影響額は軽微

であります。 

――――― 

（固定資産の減損に係る会計基準） 

 当中間連結会計期間から「固定資産の減損に係る会計

基準」(「固定資産の減損に係る会計基準の設定に関す

る意見書」(企業会計審議会 平成14年８月９日))及び

「固定資産の減損に係る会計基準の適用指針」(企業会

計基準委員会 平成15年10月31日 企業会計基準適用指

針第６号)を適用しております。 

 これにより税金等調整前中間純利益が39,004千円減少

しております。 

なお、減損損失累計額については、改正後の中間連結

財務諸表規則に基づき当該各資産の金額から直接控除し

ております。 

――――― 

当中間連結会計期間 
(自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日) 

前連結会計年度
(自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日) 

（売上の会計処理） 

従来、当社の宝飾品の売上については、売上高及び売

上原価に両建て計上しておりましたが、当中間連結会計

期間において契約内容を見直した結果、純額処理がより

取引の実態をあらわしていると判断されたため、当中間

連結会計期間より純額を売上高に計上する方法に変更い

たしました。 

これに伴い、従来の方法によった場合と比較し、売上

高及び売上原価はそれぞれ18,970千円減少しております

が、売上総利益、営業利益、経常利益及び税金等調整前

中間純利益には影響ありません。 

――――― 



注記事項 

(中間連結貸借対照表関係) 

  

  

当中間連結会計期間末 
(平成17年９月30日) 

前連結会計年度末
(平成17年３月31日) 

※１                ――――― ※１ 担保提供資産 

(イ)担保に供している資産 

建  物 168,504千円 

土  地 259,382千円 

計 431,870千円 

    
  (ロ)上記に対する債務 

  ――――― 
  
※２ 無形固定資産に含まれている連結調整勘定 ※２ 無形固定資産に含まれている連結調整勘定 

199,390千円 224,037千円 



(中間連結損益計算書関係) 

  

  

当中間連結会計期間 
(自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日) 

前連結会計年度
(自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日) 

※１ 販売費及び一般管理費の主なもの 

広告宣伝費 845,502千円 

人件費 279,174千円 

退職給付引当金繰入額 4,924千円 

役員退職慰労引当金繰入額 6,100千円 

減価償却費 18,061千円 

連結調整勘定償却額 24,646千円 

※１ 販売費及び一般管理費の主なもの 

広告宣伝費 1,562,882千円 

人件費 638,202千円 

退職給付引当金繰入額 10,441千円 

役員退職慰労引当金繰入額 12,130千円 

減価償却費 34,642千円 

連結調整勘定償却額 22,430千円 

※２ 広告支援金収入 

代表取締役社長大石洋子氏からの広告支援金収入で

あります。 

※２              ――――― 

  

※３ 店舗閉鎖損失内訳 

建物及び構築物除却損 27,504千円 

工具器具備品除却損 3,432千円 

原状回復費用等 27,770千円 

※３ 店舗閉鎖損失内訳 

建物及び構築物除却損 130,603千円 

工具器具備品除却損 3,476千円 

原状回復費用等 24,369千円 

  

※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。 

 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。 

用途 種類
減損損失
（千円） 

エステティックサロン 
（５店舗） 

建物 

工具器具備品 

35,564 

3,439 

合計 39,004 

※４       ――――― 

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

がマイナスのため、回収可能価額は無いものとして評

価しております。 

  



(中間連結キャッシュ・フロー計算書関係) 

  

  

当中間連結会計期間 
(自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日) 

前連結会計年度
(自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日) 

※  現金及び現金同等物の中間期末残高と中間連結貸

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 

(平成17年９月30日現在) (平成17年３月31日現在) 

現金及び預金 1,691,367千円 

預入期間が３ヶ月を超える定期預金 －千円 

現金及び現金同等物 1,691,367千円 

現金及び預金 1,869,843千円 

預入期間が３ヶ月を超える定期預金 △50,000千円 

現金及び現金同等物 1,819,843千円 



(リース取引関係) 

  

  

当中間連結会計期間 
(自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日) 

前連結会計年度
(自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日) 

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 

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中間期末残高相当額

① リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当

額及び期末残高相当額 

  
有形固定資産その他 

（工具器具備品） 

取得価額相当額 258,579千円 

減価償却累計額相当額 175,292千円 

中間期末残高相当額 83,286千円 

  
有形固定資産その他 

（工具器具備品） 

取得価額相当額 363,029千円 

減価償却累計額相当額 252,053千円 

期末残高相当額 110,975千円 

② 未経過リース料中間期末残高相当額等 

未経過リース料中間期末残高相当額 

② 未経過リース料期末残高相当額 

１年内 56,882千円 

１年超 30,082千円 

合計 86,964千円 

１年内 68,027千円 

１年超 47,327千円 

合計 115,355千円 

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 

③ 支払リース料、減価償却費相当額及び支払利息相当

額 

支払リース料 36,367千円 

減価償却費相当額 33,528千円 

支払利息相当額 2,136千円 

支払リース料 80,092千円 

減価償却費相当額 73,712千円 

支払利息相当額 6,472千円 

④ 減価償却費相当額の算定方法 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。 

同左 

⑤ 利息相当額の算定方法 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。 

同左 

(減損損失について) 

 リース資産に配分された減損損失はありません。 

  



(有価証券関係) 

当中間連結会計期間末(平成17年９月30日) 

  時価のある有価証券 

  

  

前連結会計年度末(平成17年３月31日) 

  時価のある有価証券 

  

  

  

区分 
中間連結貸借対照表計上額

(千円) 
時価(千円) 差額(千円) 

満期保有目的の債券       

(1) 国債・地方債 204,058 203,520 △538 

(2) 社債 ― ― ― 

(3) その他 ― ― ― 

計 204,058 203,520 △538 

区分 取得原価(千円) 
中間連結貸借対照表計上額

(千円) 
差額(千円) 

その他有価証券       

(1) 株式 2,786 5,705 2,919 

(2) 債券 ― ― ― 

(3) その他 ― ― ― 

計 2,786 5,705 2,919 

区分 
連結貸借対照表計上額 

(千円) 
時価(千円) 差額(千円) 

満期保有目的の債券       

(1) 国債・地方債 204,960 204,860 △100 

(2) 社債 ― ― ― 

(3) その他 ― ― ― 

計 204,960 204,860 △100 

区分 取得原価(千円) 
連結貸借対照表計上額 

(千円) 
差額(千円) 

その他有価証券       

(1) 株式 2,450 4,012 1,562 

(2) 債券 ― ― ― 

(3) その他 ― ― ― 

計 2,450 4,012 1,562 



(デリバティブ取引関係) 

当中間連結会計期間末(平成17年９月30日) 

当社グループは、デリバティブ取引を行っていないため該当事項はありません。 

  

前連結会計年度末(平成17年３月31日) 

期末残高がないので、該当事項はありません。 

  

  



(セグメント情報) 

【事業の種類別セグメント情報】 

当中間連結会計期間(自 平成17年４月１日 至 平成17年９月30日) 

(注) １ 事業の区分は、内部管理上採用している区分によっております。 

    ２ 各区分の主な商品 

(1) エステ関連事業・・・・・・・・・・美容・痩身等技術、化粧品、美容機器 

(2) ネット通販関連事業・・・・・・・・健康食品、雑貨 

  

前連結会計年度(自 平成16年４月１日 至 平成17年３月31日) 

全セグメントの売上高の合計、営業利益の合計額に占める「エステ関連事業」の割合が、いずれも90％を超えているた

め、記載を省略しております。 

  

  
エステ関連事業 
(千円) 

ネット通販関連事業

(千円) 
計

(千円) 
消去又は全社 
(千円) 

連結

(千円) 

売上高    

(1) 外部顧客に対する売上 4,231,910 639,658 4,871,568 ― 4,871,568

(2) セグメント間の内部売上高又は
振替高 

961 ― 961 (961) ―

計 4,232,872 639,658 4,872,530 (961) 4,871,568

営業費用 3,925,061 636,500 4,561,562 (961) 4,560,600

営業利益 307,810 3,157 310,968 ― 310,968



【所在地別セグメント情報】 

当中間連結会計期間(自 平成17年４月１日 至 平成17年９月30日)及び前連結会計年度(自 平成16年４月１日

至 平成17年３月31日) 

本邦以外の国または地域に所在する連結子会社及び在外支店はないため、該当事項はありません。 

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



【海外売上高】 

当中間連結会計期間(自 平成17年４月１日 至 平成17年９月30日)及び前連結会計年度(自 平成16年４月１日

至 平成17年３月31日) 

海外売上高がないため、該当事項はありません。 

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



(１株当たり情報) 

  

(注) １株当たり中間(当期)純利益及び潜在株式調整後１株当たり中間(当期)純利益の算定上の基礎となる事項は、次のとおりで

あります。 

  

  

項目 
当中間連結会計期間
(自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日) 

前連結会計年度 
(自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日) 

１株当たり純資産額 67,850円99銭 66,798円39銭 

１株当たり中間(当期)純利益 4,813円85銭 4,591円96銭 

潜在株式調整後 
１株当たり中間(当期)純利益 

4,774円78銭 4,552円58銭 

項目 
当中間連結会計期間
(自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日) 

前連結会計年度 
(自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日) 

１株当たり中間(当期)純利益金額     

中間連結損益計算書上の中間(当期)純利益(千円) 245,299 235,677 

普通株式に係る中間(当期)純利益(千円) 245,299 235,677 

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)     50,957 51,324 

潜在株式調整後１株当たり中間(当期)純利益金額     

 中間(当期)純利益調整額(千円) ― ― 

 普通株式増加数(株) 417 444 

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後１株当たり

中間(当期)純利益の算定に含まれなかった潜在株式の概

要 
― ― 



(重要な後発事象) 

当中間連結会計期間(自 平成17年４月１日 至 平成17年９月30日)及び前連結会計年度(自 平成16年４月１日

至 平成17年３月31日) 

該当事項はありません。 

  

 (2) 【その他】 

特記事項はありません。 

  



２ 【中間財務諸表等】 

(1) 【中間財務諸表】 

① 【中間貸借対照表】 

  

  

    
前中間会計期間末 

(平成16年９月30日) 

当中間会計期間末 

(平成17年９月30日) 

前事業年度の 
要約貸借対照表 
(平成17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
(％) 金額(千円) 構成比

(％) 

(資産の部)          

Ⅰ 流動資産          

１ 現金及び預金   2,019,232   1,673,014 1,835,849   

２ 売掛金   15,172   31,187 67,172   

３ 営業未収入金   397,835   407,716 389,385   

４ 商品   285,574   214,480 251,978   

５ 貯蔵品   15,746   73,422 14,792   

６ 繰延税金資産   71,592   91,034 84,701   

７ 未収入金   18,323   29,396 18,611   

８ その他   103,186   162,928 198,962   

９ 貸倒引当金   △16,570   △15,875 △15,895   

流動資産合計    2,910,091 42.8 2,667,304 38.5   2,845,558 40.6

Ⅱ 固定資産          

(1) 有形固定資産 ※１        

１ 建物 ※２ 1,558,458   1,830,909 1,639,222   

２ 構築物   2,654   2,245 2,430   

３ 車両運搬具   446   446 446   

４ 工具器具備品   96,450   199,434 123,276   

５ 土地 ※２ 595,951   595,951 595,951   

有形固定資産合計    2,253,961 33.2 2,628,988 37.9   2,361,327 33.6

(2) 無形固定資産    98,255 1.5 99,105 1.4   93,880 1.3

(3) 投資その他の資産          

１ 投資有価証券   2,672   209,763 208,972   

２ 関係会社株式   ―   275,853 275,853   

３ 出資金   200,000   200,000 200,000   

４ 繰延税金資産   67,203   78,673 68,876   

５ 長期定期預金   150,000   ― 200,000   

６ 差入保証金   635,140   717,642 691,746   

７ 信販保証金   450,026   35,363 35,361   

８ その他   25,490   22,073 35,749   

投資その他の資産 
合計    1,530,533 22.5 1,539,369 22.2   1,716,559 24.5

固定資産合計    3,882,750 57.2 4,267,463 61.5   4,171,767 59.4

資産合計    6,792,842 100.0 6,934,768 100.0   7,017,326 100.0

           



  

  

    
前中間会計期間末 

(平成16年９月30日) 

当中間会計期間末 

(平成17年９月30日) 

前事業年度の 
要約貸借対照表 
(平成17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
(％) 金額(千円) 構成比

(％) 

(負債の部)          

Ⅰ 流動負債          

１ 買掛金   80,149   35,659 165,630   

２ 1年内返済予定 
  長期借入金   186,640   ― ―   

３ 未払金   180,040   279,589 557,094   

４ 未払法人税等   242,734   300,000 347,000   

５ 前受金   1,870,554   2,133,608 1,805,524   

６ 賞与引当金   85,000   125,190 99,270   

７ その他   237,596   325,083 221,277   

流動負債合計    2,882,714 42.5 3,199,131 46.1   3,195,797 45.5

Ⅱ 固定負債          

１ 長期借入金   166,720   ― ―   

２ 長期未払金   222,287   190,842 190,842   

３ 退職給付引当金   40,424   52,399 42,830   

４ 役員退職慰労引当金   121,860   107,340 128,040   

５ 預り保証金   189   567 567   

固定負債合計    551,480 8.1 351,149 5.1   362,279 5.2

負債合計    3,434,195 50.6 3,550,280 51.2   3,558,077 50.7

(資本の部)          

Ⅰ 資本金    810,100 11.9 814,100 11.7   813,100 11.6

Ⅱ 資本剰余金          

１ 資本準備金   546,120   550,120 549,120   

資本剰余金合計    546,120 8.0 550,120 7.9   549,120 7.8

Ⅲ 利益剰余金          

１ 利益準備金   12,143   12,143 12,143   

２ 任意積立金   1,700,000   1,700,000 1,700,000   

３ 中間(当期)未処分 
  利益   289,959   589,211 383,955   

利益剰余金合計    2,002,103 29.5 2,301,355 33.2   2,096,099 29.9

Ⅳ その他有価証券 
  評価差額金    323 0.0 1,736 0.0   929 0.0

Ⅴ 自己株式    ― ― △282,825 △4.0   ― ―

資本合計    3,358,646 49.4 3,384,487 48.8   3,459,249 49.3

負債・資本合計    6,792,842 100.0 6,934,768 100.0   7,017,326 100.0

           



② 【中間損益計算書】 

  

  

  

    
前中間会計期間 

(自 平成16年４月１日 
至 平成16年９月30日) 

当中間会計期間 

(自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日) 

前事業年度の 
要約損益計算書 

(自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日) 

区分 注記 
番号 金額(千円) 百分比

(％) 金額(千円)
百分比
(％) 金額(千円) 百分比

(％) 

Ⅰ 売上高    3,856,906 100.0 4,232,872 100.0   7,504,239 100.0

Ⅱ 売上原価    2,211,623 57.4 2,423,008 57.2   4,461,825 59.5

売上総利益    1,645,283 42.6 1,809,864 42.8   3,042,413 40.5

Ⅲ 販売費及び一般管理費    1,420,461 36.8 1,502,053 35.5   2,831,511 37.7

営業利益    224,822 5.8 307,810 7.3   210,902 2.8

Ⅳ 営業外収益 ※１  142,010 3.7 215,138 5.0   275,853 3.7

Ⅴ 営業外費用 ※２  2,417 0.1 1,756 0.0   5,502 0.1

経常利益    364,414 9.4 521,192 12.3   481,252 6.4

Ⅵ 特別利益 ※３  466 0.0 100,020 2.4   281,374 3.7

Ⅶ 特別損失 ※４ 
※６  36,346 0.9 97,711 2.3   168,792 2.2

税引前中間(当期) 
純利益    328,534 8.5 523,501 12.4   593,834 7.9

法人税、住民税 
及び事業税   205,125   283,412 391,624   

法人税等調整額   △36,604 168,521 4.4 △16,679 266,733 6.3 △51,798 339,825 4.5

中間(当期)純利益    160,012 4.1 256,767 6.1   254,008 3.4

前期繰越利益    129,947 332,443   129,947 

中間(当期)未処分 
利益    289,959 589,211   383,955 

           



③ 【中間キャッシュ・フロー計算書】 

  

  

  
前中間会計期間

(自 平成16年４月１日 
至 平成16年９月30日) 

区分
注記
番号

金額(千円)

Ⅰ 営業活動によるキャッシュ・フロー   

税引前中間純利益 328,534 

減価償却費 94,156 

貸倒引当金の減少額 △466 

賞与引当金の増加額 5,000 

退職給付引当金の増加額 143 

役員退職慰労引当金の増加額 5,950 

受取利息及び受取配当金 △157 

支払利息 2,058 

有形固定資産除却損 17,443 

その他特別損失 3,829 

売上債権の減少額 145,934 

前受金の増加額 230,848 

たな卸資産の増加額 △63,542 

仕入債務の増加額 45,289 

未払消費税等の増加額 9,680 

その他の流動資産の増加額 6,527 

その他の流動負債の増加額 61,593 

その他の固定負債の増加額 47 

小計 892,872 

利息及び配当金の受取額 92 

利息の支払額 △1,948 

法人税等の支払額 △82,785 

営業活動によるキャッシュ・フロー 808,231 



  

  

  
前中間会計期間

(自 平成16年４月１日 
至 平成16年９月30日) 

区分
注記
番号

金額(千円)

Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー   

投資有価証券の取得による支出 △329 

有形固定資産の取得による支出 △133,984 

無形固定資産の取得による支出 △3,010 

投資等増減による支出及び収入 6,947 

投資活動によるキャッシュ・フロー △130,376 

Ⅲ 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：△) △52,000 

長期借入金の返済による支出 △93,320 

株式発行による収入 10,000 

配当金の支払額 △28,155 

財務活動によるキャッシュ・フロー △163,475 

Ⅳ 現金及び現金同等物に係る換算差額 ― 

Ⅴ 現金及び現金同等物の増加額 514,379 

Ⅵ 現金及び現金同等物の期首残高 1,404,852 

Ⅶ 現金及び現金同等物の中間期末残高 ※ 1,919,232 

    



中間財務諸表作成の基本となる重要な事項 

  

項目 
前中間会計期間 

(自 平成16年４月１日 
至 平成16年９月30日) 

当中間会計期間
(自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日) 

前事業年度 
(自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日) 

１ 資産の評価基準及

び評価方法 

      

 (1) 有価証券       

満期保有目的の

債券 

――――― 
償却原価法（定額法） 同左 

子会社株式及び

関連会社株式 

――――― 
移動平均法による原価法 同左 

   その他有価証券 時価のあるもの 

 中間決算末日の市場価格

等に基づく時価法(評価

差額は、全部資本直入法

処理。ただし、売却原価

は移動平均法により算

定)を採用しておりま

す。 

時価のあるもの 

同左 

時価のあるもの 

 決算日の市場価格等に基

づく時価法(評価差額

は、全部資本直入法処

理。ただし、売却原価は

移動平均法により算定)

を採用しております。 

  時価のないもの 

 移動平均法による原価法

を採用しております。 

時価のないもの 

同左 

時価のないもの 

同左 

 (2) たな卸資産       

  ① 商品 月次総平均法による原価法 同左 同左 

  ② 貯蔵品 最終仕入原価法 月次総平均法による原価法 最終仕入原価法 

２ 固定資産の減価償

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      15年～18年 

工具器具備品 ５年～６年 

同左 同左 

 ② 無形固定資産 定額法によっております。

ただし、ソフトウェア(自

社利用分)については、社

内における利用可能期間

(５年)に基づく定額法によ

っております。 

同左 同左 

 ③ 長期前払費用 均等償却しております。 同左 同左 

３ 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。 

同左 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、支給見積額

のうち当中間会計期間に対

応する負担額を計上してお

ります。 

同左 従業員に対する賞与の支給

に備えるため、支給見積額

のうち当事業年度に対応す

る負担額を計上しておりま

す。 



  

  

項目 
前中間会計期間 

(自 平成16年４月１日 
至 平成16年９月30日) 

当中間会計期間
(自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日) 

前事業年度 
(自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日) 

 ③ 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、当中間会

計期間末における退職給付

債務に基づき計上しており

ます。 

同左 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 役員退職慰労引

当金 

役員の退職慰労金の支給に

備えるため、役員退職慰労

金規程に基づく当中間会計

期間末要支給額を計上して

おります。 

同左 役員の退職慰労金の支給に

備えるため、役員退職慰労

金規程に基づく期末要支給

額を計上しております。 

４ 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。 

同左 同左 

５ ヘッジ会計の方法   ―――――   

 ① ヘッジ会計の方

法 

繰延ヘッジ処理によってお

ります。 

なお、特例処理の要件を満

たす金利スワップについて

は、特例処理を採用してお

ります。 

  繰延ヘッジ処理によってお

ります。 

なお、特例処理の要件を満

たす金利スワップについて

は、特例処理を採用してお

ります。 

 ② ヘッジ手段とヘ

ッジ対象 

ヘッジ手段…金利スワップ 

ヘッジ対象…借入金の利息 

  ヘッジ手段…金利スワップ 

ヘッジ対象…借入金の利息 

 ③ ヘッジ方針 ヘッジ取引に係る取引権限

及び取引限度額を定めた社

内ルールに従って、取引の

実行・管理を行っておりま

す。 

  ヘッジ取引に係る取引権限

及び取引限度額を定めた社

内ルールに従って、取引の

実行・管理を行っておりま

す。 

 ④ ヘッジ有効性の

評価の方法 

ヘッジ有効性評価は、ヘッ

ジ対象とヘッジ手段双方の

相場変動又はキャッシュ・

フロー変動の累計額を基礎

として行っております。 

ただし、特例処理によって

いる金利スワップについて

は、有効性の評価を省略し

ております。 

  ヘッジ有効性評価は、ヘッ

ジ対象とヘッジ手段双方の

相場変動又はキャッシュ・

フロー変動の累計額を基礎

として行っております。 

ただし、特例処理によって

いる金利スワップについて

は、有効性の評価を省略し

ております。 

６ 中間キャッシュ・

フロー計算書にお

ける資金の範囲 

手許現金及び随時引き出し

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。 

――――― ――――― 



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

項目 
前中間会計期間 

(自 平成16年４月１日 
至 平成16年９月30日) 

当中間会計期間
(自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日) 

前事業年度 
(自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日) 

７ その他中間財務諸

表(財務諸表)作成

のための基本とな

る重要な事項 

      

 ① 消費税等の会計

処理 

税抜方式によっておりま

す。 

なお、仮払消費税等及び仮

受消費税等は相殺のうえ、

金額的重要性が乏しいた

め、流動負債の「その他」

に含めて表示しておりま

す。 

同左 税抜方式によっておりま

す。 



会計処理の変更 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

前中間会計期間 
(自 平成16年４月１日 
至 平成16年９月30日) 

当中間会計期間
(自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日) 

前事業年度 
(自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日) 

――――― （たな卸資産の評価基準及び評価方

法） 

従来、貯蔵品の評価基準及び評価

方法は、最終仕入原価法による原価

法よっておりましたが、当中間会計

期間から月次総平均法による原価法

に変更いたしました。 

この変更は、在庫管理をより厳密

に実施するために在庫の区分見直し

を実施した結果、業務で使用する商

材の区分を商品から貯蔵品に変更し

たことに伴い、貯蔵品の重要性が高

まったことによります。 

この区分見直しの結果、商品から

貯蔵品の区分へ変更となる対象品の

金額は52,243千円であります。 

なお、当該会計処理変更が損益に

与える影響額は軽微であります。 

――――― 

――――― （固定資産の減損に係る会計基準） 

 当中間会計期間から「固定資産の

減損に係る会計基準」(「固定資産の

減損に係る会計基準の設定に関する

意見書」(企業会計審議会 平成14年

８月９日))及び「固定資産の減損に

係る会計基準の適用指針」(企業会計

基準委員会 平成15年10月31日 企

業会計基準適用指針第６号)を適用し

ております。 

 これにより税引前中間純利益が

39,004千円減少しております。 

なお、減損損失累計額については、

改正後の中間財務諸表等規則に基づ

き当該各資産の金額から直接控除し

ております。 

――――― 



追加情報 

  

前中間会計期間 
(自 平成16年４月１日 
至 平成16年９月30日) 

当中間会計期間
(自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日) 

前事業年度 
(自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日) 

――――― （売上の会計処理） 

従来、宝飾品の売上については、

売上高及び売上原価に両建て計上し

ておりましたが、当中間会計期間に

おいて契約内容を見直した結果、純

額処理がより取引の実態をあらわし

ていると判断されたため、当中間会

計期間より純額を売上高に計上する

方法に変更いたしました。 

これに伴い、従来の方法によった場

合と比較し、売上高及び売上原価は

それぞれ18,970千円減少しておりま

すが、売上総利益、営業利益、経常

利益及び税引前中間純利益には影響

ありません。 

――――― 

「地方税法の一部を改正する法律」

(平成15年法律第９号)が平成15年３

月31日に公布され、平成16年４月１

日以後に開始する事業年度より外形

標準課税制度が導入されたことに伴

い、当中間会計期間から「法人事業

税における外形標準課税部分の損益

計算書上の表示についての実務上の

取扱い」(平成16年２月13日 企業

会計基準委員会 実務対応報告第12

号)に従い法人事業税の付加価値割

及び資本割については、販売費及び

一般管理費に計上しております。 

この結果、販売費及び一般管理費が

10,374千円増加し、営業利益、経常

利益及び税引前中間純利益が10,374

千円減少しております。 

――――― 「地方税法の一部を改正する法律」

(平成15年法律第９号)が平成15年３

月31日に公布され、平成16年４月１

日以後に開始する事業年度より外形

標準課税制度が導入されたことに伴

い、当期から「法人事業税における

外形標準課税部分の損益計算書上の

表示についての実務上の取扱い」

(平成16年２月13日 企業会計基準

委員会 実務対応報告第12号)に従

い法人事業税の付加価値割及び資本

割については、販売費及び一般管理

費に計上しております。 

この結果、販売費及び一般管理費が

21,000千円増加し、営業利益、経常

利益及び税引前当期純利益が21,000

千円減少しております。 



注記事項 

(中間貸借対照表関係) 

  

  
  

前中間会計期間末 
(平成16年９月30日) 

当中間会計期間末
(平成17年９月30日) 

前事業年度末 
(平成17年３月31日) 

※１ 有形固定資産の減価償却累

計額 

875,347千円 

※１ 有形固定資産の減価償却累

計額 

852,710千円 

※１ 有形固定資産の減価償却累

計額 

851,770千円 

※２ 担保資産 

(イ)担保に供している資産 

建物 170,496千円

土地 259,382千円

 計 429,878千円

※２    ――――― ※２ 担保資産 

(イ)担保に供している資産 

建物 168,504千円

土地 259,382千円

計 427,887千円

(ロ)上記に対応する債務 

――――― 

  (ロ)上記に対応する債務 

――――― 

３ 保証債務 

下記の医院のリース契約について債

務保証を行っております。 

保証先 
金額 
(千円) 

内容 

城本クリニ
ック 

7,524 
リース債務
の債務保証 

力丸加乃ス
キンクリニ
ック 

1,183 
リース債務
の債務保証 

ヒロ美容ク
リニック 

2,707 
リース債務
の債務保証 

新宿美容ク
リニック 

2,804 
リース債務
の債務保証 

計 14,219   

３     ――――― ３     ――――― 



(中間損益計算書関係) 

  

  

  

  

  

前中間会計期間 
(自 平成16年４月１日 
至 平成16年９月30日) 

当中間会計期間
(自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日) 

前事業年度 
(自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日) 

※１ 営業外収益のうち重要なもの 

受取利息 126千円 

受取手数料 133,348千円 

受取賃貸料 2,970千円 

 ※１ 営業外収益のうち重要なもの

受取利息 333千円

受取手数料 200,229千円

受取賃貸料 3,116千円

 ※１ 営業外収益のうち重要なもの

受取利息 225千円

受取手数料 250,959千円

受取賃貸料 6,422千円

 ※２ 営業外費用のうち重要なもの 

支払利息 2,058千円 

  ※２ 営業外費用のうち重要なもの

支払手数料 1,131千円

※２ 営業外費用のうち重要なもの

支払利息 3,576千円

※３      ――――― 

  

※３ 特別利益のうち重要なもの 

代表取締役社長
大石洋子氏から
の広告支援金 

100,000千円

※３ 特別利益のうち重要なもの 

匿名組合投資利益 31,445千円

受取保険金 248,787千円
  

※４ 特別損失のうち重要なもの 

店舗閉鎖損失 26,004千円 

商品廃棄損 10,342千円 

※４ 特別損失のうち重要なもの 

店舗閉鎖損失 58,707千円

減損損失 39,004千円

※４ 特別損失のうち重要なもの 

店舗閉鎖損失 158,450千円

商品廃棄損 10,342千円

５ 減価償却実施額 

有形固定資産 80,866千円 

無形固定資産 9,484千円 

５ 減価償却実施額 

有形固定資産 108,150千円

無形固定資産 10,374千円

５ 減価償却実施額 

有形固定資産 179,766千円

無形固定資産 19,069千円

※６      ――――― ※６ 減損損失 ※６      ――――― 

  

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。 

 当社は、エステティックサロン

(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。 

用途 種類
減損損失

（千円） 

エステティックサ

ロン 
（５店舗） 

建物 

工具器具備

品 

35,564 

3,439 

合計 39,004 

  

  

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ため、回収可

能価額は無いものとして評価して

おります。 

  



 (中間キャッシュ・フロー計算書関係) 

  

  

項目 
前中間会計期間

(自 平成16年４月１日 
至 平成16年９月30日) 

※現金及び現金同等物の中間期末残高と中

間貸借対照表に掲記されている科目の金

額との関係 

  

  (平成16年９月30日現在) 

現金及び預金勘定 

預入期間が３ヶ月を超える定期預金 

現金及び現金同等物 

2,019,232千円

△100,000千円

1,919,232千円



(リース取引関係) 

  

  

前中間会計期間 
(自 平成16年４月１日 
至 平成16年９月30日) 

当中間会計期間
(自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日) 

前事業年度 
(自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日) 

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 

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 

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及び中間

期末残高相当額 

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中間期末残

高相当額 

① リース物件の取得価額相当額、

減価償却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 363,029千円 

減価償却累計額 
相当額 

219,004千円 

中間期末残高 
相当額 

144,024千円 

  工具器具備品

取得価額相当額 256,937千円
減価償却累計額
相当額 

175,182千円

中間期末残高
相当額 

81,754千円

工具器具備品 

取得価額相当額 363,029千円 

減価償却累計額
相当額 

252,053千円 

期末残高相当額 110,975千円 

② 未経過リース料中間期末残高相

当額 

  

  

１年内 66,769千円

１年超 81,604千円

 合計 148,373千円

② 未経過リース料中間期末残高相

当額等 

未経過リース料中間期末残高相

当額 

１年内 56,577千円

１年超 28,842千円

 合計 85,420千円

② 未経過リース料期末残高相当額 

  

  

  

１年内 68,027千円

１年超 47,327千円

合計 115,355千円

③ 支払リース料、減価償却費相当

額および支払利息相当額 

  

  

支払リース料 44,257千円 

減価償却費相当額 40,664千円 

支払利息相当額 3,656千円 

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 36,244千円

減価償却費相当額 33,419千円

支払利息相当額 2,112千円

③ 支払リース料、減価償却費相当

額および支払利息相当額 

  

  

支払リース料 80,092千円

減価償却費相当額 73,712千円

支払利息相当額 6,472千円

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 

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 

⑤ 利息相当額の算定方法 

同左 

  (減損損失について) 

リース資産に配分された減損損失は

ありません。 

  



(有価証券関係) 

前中間会計期間末(平成16年９月30日現在) 

その他有価証券で時価のあるもの 

  

  

当中間会計期間末(平成17年９月30日現在) 

   子会社株式及び関連会社株式で時価のあるものはありません。 

  

前事業年度末(平成17年３月31日現在) 

   子会社株式及び関連会社株式で時価のあるものはありません。 

  

種類 取得原価(千円)
中間貸借対照表計上額

(千円) 
差額(千円) 

(1) 株式 2,129 2,672 543

(2) 債券 ― ― ―

(3) その他 ― ― ―

合計 2,129 2,672 543



(デリバティブ取引関係) 

前中間会計期間末(平成16年９月30日) 

デリバティブ取引には、ヘッジ会計を適用しているため該当事項はありません。 

  

(持分法損益等) 

前中間会計期間(自 平成16年４月１日 至 平成16年９月30日) 

該当事項はありません。 

  

  



(１株当たり情報) 

  

(注) １ １株当たり中間(当期)純利益及び潜在株式調整後１株当たり中間(当期)純利益の算定上の基礎となる事項は、次のとおり

であります。 

２ 株式分割について 

 当中間会計期間(自 平成17年４月１日 至 平成17年９月30日) 

       当社は、平成17年２月18日付けで普通株式１株に対し普通株式２株の割合で株式分割を行いました。 

       前期首に当該株式分割が行われたと仮定した場合における(１株当たり情報)の各数値はそれぞれ以下のとおりでありま

す。 

  

  

  

  

  

  

  

項目 
前中間会計期間 

(自 平成16年４月１日 
至 平成16年９月30日) 

当中間会計期間
(自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日) 

前事業年度 
(自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日) 

１株当たり純資産額 130,706円99銭 68,453円68銭 67,154円24銭 

１株当たり中間(当期)純利益 6,250円48銭 5,038円91銭 4,949円11銭 

潜在株式調整後１株当たり 
中間(当期)純利益 

6,194円58銭 4,997円96銭 4,906円65銭 

項目 
前中間会計期間

(自 平成16年４月１日 
至 平成16年９月30日)

当中間会計期間
(自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日)

前事業年度 
(自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日)

１株当たり中間(当期)純利益  

 中間(当期)純利益(千円) 160,012 256,767 254,008

 普通株主に帰属しない金額(千円) ― ― ―

 普通株式に係る中間(当期)純利益(千円) 160,012 256,767 254,008

 普通株式の期中平均株式数(株) 25,600 50,957 51,324

潜在株式調整後１株当たり中間(当期)純利益  

 中間(当期)純利益調整額 ― ― ―

 普通株式増加数(株) 
 (うち新株予約権) 

231
(231)

417
(417)

444
(444)

 希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後
１株当たり中間(当期)純利益の算定に含めな
かった潜在株式の概要 

― ― ―

項目 
前中間会計期間

(自 平成16年４月１日 
至 平成16年９月30日) 

１株当たり純資産額 65,353円50銭 

１株当たり中間純利益 3,125円24銭 

潜在株式調整後１株当たり 
中間純利益 

3,097円29銭 



 (重要な後発事象) 

前中間会計期間 
(自 平成16年４月１日 
至 平成16年９月30日) 

当中間会計期間
(自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日) 

前事業年度 
(自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日) 

    
１ 当社は平成16年10月29日、インター

ネットコマース分野の事業領域拡大

と収益力の強化を目的に、株式会社

日本インターシステム及び株式会社

メディアネクステージの株式の80％

を取得する株式譲渡契約を締結し、

両社を子会社といたしました。 
(1) 株式譲渡契約の概要 
① 当社取締役会承認決議日 
 ・平成16年10月15日 
② 株式の取得先 
 ・竹 中 光 宏 
③ 譲受け株式数及び金額 
・株式会社日本インターシステム 
株式 
株式数    160株 
金 額  151,719千円 
・株式会社メディアネクステージ 
株式 
株式数    160株 
金 額  124,134千円 

(2) 両社の概要 
① 株式会社日本インターシステム 
 ・主な事業内容 
  インターネットによる化粧品、健

康食品等の通信販売 
 ・売上高及び当期純利益 
  (平成15年12月期) 
  売上高  411,343千円 
  当期純利益 2,218千円 
 ・資産、負債、資本の状況 
(平成15年12月現在) 

  資産合計  67,130千円 
  負債合計  51,473千円 
  資本合計  15,657千円 
② 株式会社メディアネクステージ 
 ・主な事業内容 
  インターネットによる化粧品、健

康食品等の卸及び通信販売 
 ・売上高及び当期純損失 
  (平成15年9月期) 
  売上高   24,763千円 
  当期純損失 1,320千円 
 ・資産、負債、資本の状況 
(平成15年9月現在) 

  資産合計  8,635千円 
  負債合計  6,955千円 
  資本合計  1,679千円 
(3) 子会社化後の連結業績見通し 

(単位：百万円) 

(注)( )内は子会社化による影響額であります。 

  平成17年3月期

連結売上高 7,740 (440)

連結営業利益 110 ( 10)

連結経常利益 410 ( 10)

連結当期純利益 180 (  3)

――――― ――――― 



  

  

(2) 【その他】 

特記事項はありません。 

前中間会計期間 
(自 平成16年４月１日 
至 平成16年９月30日) 

当中間会計期間
(自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日) 

前事業年度 
(自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日) 

２ 当社は平成16年11月17日開催の取締

役会において、株式の分割（無償交

付）を行うことを決議いたしまし

た。 

(1) 株式分割の目的 

投資単位の引下げ及び株式の流動

性を高めること。 

(2) 分割の方法 

平成16年12月31日（ただし、平成

16年12月31日は名義書換代理人休

業日につき、実質上は、平成16年

12月30日）最終の株主名簿及び実

質株主名簿に記載または記録され

た株主の所有株式数を、１株につ

き、２株の割合をもって分割す

る。 

(3) 分割により増加する株式 

普通株式とし、平成16年12月31日

（ただし、平成16年12月31日は名

義書換代理人休業日につき、実質

上は、平成16年12月30日）最終の

発行株式数に１を乗じた株式数と

する。 

(4) 効力発生日 

  平成17年２月18日 

(5) 配当起算日 

  平成16年10月１日 

(6) 新株引受権型ストックオプション

の新株引受権行使価格の調整 

  調整後行使価格  50,000円 

  調整前行使価格 100,000円 

前期首に当該株式分割が行われたと

仮定した場合における(１株当たり

情報)の各数値は以下のとおりであ

ります。 

前中間会計 
期間 

当中間会計 
期間 前事業年度

１株当たり 
純資産額 

１株当たり 
純資産額 

１株当たり
純資産額 

63,043.48円 65,353.50円 62,843.25円 

１株当たり 
中間純利益 
金額 

１株当たり 
中間純利益 
金額 

１株当たり
当期純利益 
金額 

2,106.11円 3,125.24円 1,895.09円 

潜在株式調 
整後１株当 
たり中間純 
利益金額 

潜在株式調 
整後１株当 
たり中間純 
利益金額 

潜在株式調
整後１株当 
たり当期純 
利益金額 

2,090.91円 3,097.29円 1,882.44円 

――――― ――――― 



第６ 【提出会社の参考情報】 

当中間会計期間の開始日から半期報告書提出日までの間に、次の書類を提出しております。 

  

  

  

(1) 
  

有価証券報告書 
及びその添付書類 

事業年度 
(第15期) 

自 平成16年４月１日
至 平成17年３月31日

  
平成17年６月29日 
関東財務局長に提出。 

(2) 自己株券買付状況報告書 報告期間 自 平成17年７月19日 
至 平成17年７月31日 

平成17年８月15日 
関東財務局長に提出。 

      自 平成17年８月１日 
至 平成17年８月31日 

平成17年９月16日 
関東財務局長に提出。 

      自 平成17年９月１日 
至 平成17年９月30日 

平成17年10月11日 
関東財務局長に提出。 



第二部 【提出会社の保証会社等の情報】

該当事項はありません。 



  
独立監査人の中間監査報告書 

  
平成17年12月16日

株式会社ラ・パルレ 

取締役会御中 

  
新日本監査法人 

 

当監査法人は、証券取引法第193条の2の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられている株式会

社ラ・パルレの平成17年４月１日から平成18年３月31日までの連結会計年度の中間連結会計期間（平成17年４月１日か

ら平成17年９月30日まで）に係る中間連結財務諸表、すなわち、中間連結貸借対照表、中間連結損益計算書、中間連結

剰余金計算書及び中間連結キャッシュ・フロー計算書について中間監査を行った。この中間連結財務諸表の作成責任は

経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から中間連結財務諸表に対する意見を表明することにある。 

当監査法人は、我が国における中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査の基準は、当監査法人に中間

連結財務諸表には全体として中間連結財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽の

表示がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めている。中間監査は分析的手続等を中心とした監査手続に必要に

応じて追加の監査手続を適用して行われている。当監査法人は、中間監査の結果として中間連結財務諸表に対する意見

表明のための合理的な基礎を得たと判断している。 

当監査法人は、上記の中間連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間連結財務諸表の作成基

準に準拠して、株式会社ラ・パルレ及び連結子会社の平成17年９月30日現在の財政状態並びに同日をもって終了する中

間連結会計期間（平成17年４月1日から平成17年９月30日まで）の経営成績及びキャッシュ・フローの状況に関する有用

な情報を表示しているものと認める。 

  

追記情報 

会計処理の変更に記載されているとおり、会社は、当中間連結会計期間から固定資産の減損に係る会計基準を適用し

ているため、当該会計基準により中間連結財務諸表を作成している。 

  

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。 

 

以  上

  

  
  

指 定 社員 
公認会計士 田代 清和 

業務執行社員 

      
指 定 社員 

公認会計士 吉野 保則 
業務執行社員 

  
(注) 上記は、中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しております。 



  
独立監査人の中間監査報告書 

  

平成16年12月20日

株式会社ラ・パルレ 

取締役会 御中 

  

  

  

当監査法人は、証券取引法第193条の２の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられている株式会

社ラ・パルレの平成16年４月１日から平成17年３月31日までの第15期事業年度の中間会計期間(平成16年４月１日から平

成16年９月30日まで)に係る中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益計算書及び中間キャッシュ・フロー計

算書について中間監査を行った。この中間財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から中

間財務諸表に対する意見を表明することにある。 

当監査法人は、我が国における中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査の基準は、当監査法人に中間

財務諸表には全体として中間財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽の表示がな

いかどうかの合理的な保証を得ることを求めている。中間監査は分析的手続等を中心とした監査手続に必要に応じて追

加の監査手続を適用して行われている。当監査法人は、中間監査の結果として中間財務諸表に対する意見表明のための

合理的な基礎を得たと判断している。 

当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠

して、株式会社ラ・パルレの平成16年９月30日現在の財政状態並びに同日をもって終了する中間会計期間(平成16年４月

１日から平成16年９月30日まで)の経営成績及びキャッシュ・フローの状況に関する有用な情報を表示しているものと認

める。 

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。 

  

  

以 上 

  

  
  

新日本監査法人 

指定社員 
業務執行社員 

  公認会計士  虷  澤     力  ㊞ 

指定社員 
業務執行社員 

  公認会計士  田  代  清  和  ㊞ 

  
(注) 上記は、中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しております。 



  
独立監査人の中間監査報告書 

平成17年12月16日

株式会社ラ・パルレ 
取締役会 御中 

新日本監査法人 

 

当監査法人は、証券取引法第193条の2の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられている株式会

社ラ・パルレの平成17年４月1日から平成18年３月31日までの第16期事業年度の中間会計期間（平成17年４月1日から平

成17年９月30日まで）に係る中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表及び中間損益計算書について中間監査を行っ

た。この中間財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から中間財務諸表に対する意見を表

明することにある。 
当監査法人は、我が国における中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査の基準は、当監査法人に中間

財務諸表には全体として中間財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽の表示がな

いかどうかの合理的な保証を得ることを求めている。中間監査は分析的手続等を中心とした監査手続に必要に応じて追

加の監査手続を適用して行われている。当監査法人は、中間監査の結果として中間財務諸表に対する意見表明のための

合理的な基礎を得たと判断している。 
当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠

して、株式会社ラ・パルレの平成17年９月30日現在の財政状態及び同日をもって終了する中間会計期間（平成17年４月1

日から平成17年９月30日まで）の経営成績に関する有用な情報を表示しているものと認める。 
  
追記情報 
会計処理の変更に記載されているとおり、会社は、当中間会計期間から固定資産の減損に係る会計基準を適用してい

るため、当該会計基準により中間財務諸表を作成している。 
  
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。 
  

以  上

  

  
  

指 定 社員 
公認会計士 田代 清和 

業務執行社員 
指 定 社員 

公認会計士 吉野 保則 
業務執行社員 

  
(注) 上記は、中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しております。 
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