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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、消費税等は含まれておりません。 

２ 第15期より連結財務諸表を作成しているため、それ以前については記載しておりません。 

  

回次 第12期 第13期 第14期 第15期 第16期 

決算年月 

自 平成13年 
  ４月１日 
至 平成14年 
  ３月31日 

自 平成14年
  ４月１日 
至 平成15年 
  ３月31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 

自 平成17年
  ４月１日 
至 平成18年 
  ３月31日 

売上高 (千円) ― ― ― 7,825,246 10,342,813

経常利益 (千円) ― ― ― 464,960 975,968

当期純利益 (千円) ― ― ― 235,677 412,969

純資産額 (千円) ― ― ― 3,440,918 3,514,053

総資産額 (千円) ― ― ― 7,086,934 7,983,936

１株当たり純資産額 (円) ― ― ― 66,798.39 71,061.32

１株当たり当期純利益 (円) ― ― ― 4,591.96 8,225.01

潜在株式調整後 
１株当たり当期純利益 

(円) ― ― ― 4,552.58 8,144.07

自己資本比率 (％) ― ― ― 48.6 44.0

自己資本利益率 (％) ― ― ― 7.1 11.9

株価収益率 (倍) ― ― ― 30.1 53.1

営業活動による 
キャッシュ・フロー 

(千円) ― ― ― 1,216,251 1,676,951

投資活動による 
キャッシュ・フロー 

(千円) ― ― ― △270,684 △863,479

財務活動による 
キャッシュ・フロー 

(千円) ― ― ― △530,575 △340,416

現金及び現金同等物の 
期末残高 

(千円) ― ― ― 1,819,843 2,292,897

従業員数 
(外、平均臨時雇用者数) 

(人) 
― 
(―)

―
(―)

―
(―)

483 
(113)

613
(63)



(2) 提出会社の状況 

  

(注) １ 売上高には、消費税等は含まれておりません。 

２ 第12期の潜在株式調整後１株当たり当期純利益については新株引受権残高を有しておりますが、当社株式は非上場であり

かつ店頭登録もしていないため、期中平均株価が把握できませんので記載しておりません。 

３ 株価収益率については、第12期まで当社株式は非上場かつ非登録でありますので記載しておりません。 

４ 当社は平成13年７月10日付で１株を２株に分割し、さらに、平成14年２月15日付で１株を２株に分割しております。 

  なお、１株当たり当期純利益については、株式分割が当該期首に行われたものとして計算しております。 

５ 第13期の１株当たり配当額には、上場記念配当300円を、また、第15期の１株当たり配当額には、設立15周年記念配当200

円を含んでおります。 

６ 第15期より連結財務諸表を作成しているため、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期末残高は記載しておりません。 

  

回次 第12期 第13期 第14期 第15期 第16期 

決算年月 

自 平成13年 
  ４月１日 
至 平成14年 
  ３月31日 

自 平成14年
  ４月１日 
至 平成15年 
  ３月31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 

自 平成17年
  ４月１日 
至 平成18年 
  ３月31日 

売上高 (千円) 6,799,071 7,473,583 6,956,415 7,504,239 9,103,648

経常利益 (千円) 1,037,466 923,772 228,658 481,252 984,818

当期純利益 (千円) 413,543 436,981 97,013 254,008 443,007

持分法を適用した場合 
の投資利益 

(千円) ― ― ― ― ―

資本金 (千円) 417,500 805,100 805,100 813,100 815,200

発行済株式総数 (株) 21,796 25,596 25,596 51,512 51,596

純資産額 (千円) 1,832,418 3,165,613 3,217,071 3,459,249 3,562,421

総資産額 (千円) 5,066,291 5,508,345 6,315,692 7,017,326 7,899,355

１株当たり純資産額 (円) 84,071.30 123,676.12 125,686.49 67,154.24 72,039.42

１株当たり配当額(うち 
１株当たり中間配当額) 

(円) 
1,500 
(―)

1,800
(―)

1,100
(―)

1,000 
(―)

1,500
(―)

１株当たり当期純利益 (円) 18,973.35 17,282.94 3,790.18 4,949.11 8,823.27

潜在株式調整後 
１株当たり当期純利益 

(円) ― 17,119.09 3,764.88 4,906.65 8,736.44

自己資本比率 (％) 36.2 57.5 50.9 49.3 45.1

自己資本利益率 (％) 25.2 17.5 3.0 7.6 12.6

株価収益率 (倍) ― 7.29 36.94 27.9 49.5

配当性向 (％) 7.9 10.5 29.0 20.3 16.7

営業活動による 
キャッシュ・フロー 

(千円) 489,237 △277,123 595,018 ― ―

投資活動による 
キャッシュ・フロー 

(千円) 
△325,528 △492,433 △599,923 ― ―

財務活動による 
キャッシュ・フロー 

(千円) △127,245 896,026 452,994 ― ―

現金及び現金同等物の 
期末残高 

(千円) 830,294 956,763 1,404,852 ― ―

従業員数 
(外、平均臨時雇用者数) 

(人) 
504 
(60)

528
(54)

506
(58)

477 
(113)

600
(63)



２ 【沿革】 

  

  

年月 事項

昭和53年４月 総合美容パルコとして、エステティックサロン１号店(静岡店)をオープン

昭和63年３月 クリエイティブヨーコ株式会社を設立(資本金1,000万円)

平成２年９月 株式会社アクティブを設立(資本金1,000万円)

平成７年４月 10号店(吉祥寺店)をオープン 

    10月 店名を「ラ・パルレ」に改称 

    11月 クリエイティブヨーコ株式会社を株式会社アクティブに合併(資本金2,000万円) 

平成８年２月 20号店(赤羽店)をオープン 

    ８月 30号店(川崎店)をオープン 

平成９年５月 40号店(春日部店)をオープン 

    ８月 メンズエステティックを全店で開始

平成10年11月 50号店(横須賀店)をオープン 

平成11年４月 60号店(神戸元町店)をオープン 

    ５月 70号店(所沢店)をオープン 

    ６月 商号を「株式会社ラ・パルレ」に変更

    ７月 本社を東京都渋谷区(ラ・パルレビル)に移転

平成13年４月 80号店(豊橋店)をオープン 

平成14年５月 大阪証券取引所ナスダック・ジャパン(現、ヘラクレス)に株式を上場

平成16年10月 
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をそれぞれ80％取得し
連結子会社化 

平成17年２月 
株式会社日本インターシステムと株式会社メディアネクステージ（存続会社 株式会社日本イン
ターシステムに商号変更 現連結子会社）が合併 



３ 【事業の内容】 

当グループは、当社と連結子会社1社で構成されており、以下の事業を営んでおります。 

当社は、美顔・痩身等のエステティック技術の提供及び化粧品・ホームケア機器等の商品販売等をレディー

ス・メンズ双方のお客様に対し行なっております。 

連結子会社である㈱日本インターシステムは、モバイル上の自社サイト及びインターネット上の楽天市場のお

客様に対しOEM健康食品・化粧品等を販売しております。また、同様にサイトを利用したネット小売事業者に対

して、OEM健康食品・化粧品等の卸売をしております。 

当社のサービス及び商品等の内容は以下の通りであります。 

(1）美容技術 

①フェイシャル 

一般的に美顔の対象となるのは、シミ、シワ、ニキビ、フェイスラインのたるみ等のお悩みの緩和及び顔痩せ、美白

の促進等を希望されている多数のお客様であります。 

当社では、特にシミ、ニキビ等のケアを中心とし、専用の美容機器及び化粧品を使用することで独自の技術を実施し

ております。例えば、微弱電流を使用した洗浄によるくすみ軽減、また、専用美容液をイオン分解することによるお肌

への浸透促進などを行い、シミ及びニキビの軽減をお客様に実施しております。 

また、フェイスラインのたるみに関しましては、低周波または超音波を発生させる美容機器を用いてお肌の活性化を

促進し、お客様の要望にお応えできるよう努めております。 

②ボディ 

体重やボディラインを気になさっている方に対して、美容機器及び化粧品類を使用して、お客様が望まれる理想の体

重や体型に近づけるようお手伝いしております。 

使用している化粧品に関しましては、植物エキスや天然由来成分から得られる原料等を用いたオリジナル化粧品を使

用しております。その化粧品に含まれるスリミング成分とエステティシャンによるマッサージの相乗効果によりお客様

の要望にお応えするとともにリラクゼーション効果をあたえます。また、ボディスキンのトラブルや「癒し」を目的と

したお客様に対して行うコースもあります。 

③脱毛 

当社では化粧品であるローションを用いた脱毛方法を行っております。また、レーザー脱毛を希望されるお客様には

提携先のクリニックをご紹介しております。 

  

(2）商品販売 

エステティックのお手入れの効果をより一層高めるため、また維持するためにホームケアは必要不可欠となります。

当社では自社ブランドの化粧品（商品名：ＬＥＰ）をはじめ、健康食品、ホームケア機器等のプライベートブランドを

揃え、「美しさ」のサポートを内側からと外側から行っていただくため、サロンでの販売と当社ホームページ等での通

信販売を行っております。 

  



事業の系統図は、次のとおりです。 

  

 

  

４ 【関係会社の状況】 

 (注) 主要な事業の内容欄には、事業の種類別セグメントの名称を記載しております。 

  

５ 【従業員の状況】 

(1) 連結会社の状況 

平成18年３月31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、臨時従業員の年間平均雇用人員であります。 

３ 従業員数が当連結会計年度末において前連結会計年度末に比較して130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。 

  

名称 住所 
資本金又は
出資金 
(百万円) 

主要な事業
の内容 

議決権の所有
割合(％) 

関係内容 

(連結子会社)           

㈱日本インターシステム 東京都豊島区 20
ネット通販
関連事業 

80.0 
当社から化粧品の仕入及
び資金援助 

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 
600 
( 63) 

ネット通販関連事業 13 

合計 
613 
( 63) 



(2) 提出会社の状況 

平成18年３月31日現在 

(注) １ 従業員数は就業人員であり、臨時雇用者数は、当期中の平均人員を( )外数で記載しております。 

２ 平均年間給与は、賞与及び基準外賃金を含んでおります。 

３ 従業員数が当事業年度末において前事業年度末に比較して123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。 

  

(3) 労働組合の状況 

労働組合は結成されておりませんが、労使関係は円満に推移しております。 

  

従業員数(名) 平均年齢(歳) 平均勤続年数(年) 平均年間給与(円) 

600( 63) 25.9 2.3 4,275,375



第２ 【事業の状況】 

１ 【業績等の概要】 

(1) 業績 

当連結会計年度におけるわが国経済は、企業収益の改善を受け、製造業、非製造業ともに設備投資増加の動きが見

られ、また、雇用環境においても、雇用者数の増加や賃金の回復により所得環境が改善され、個人消費も緩やかに増

加してまいりました。その一方、原油価格の高騰や、定率減税の縮減等による景気押下げ要因はあり、全体として

は、緩やかな景気回復にとどまりました。 

また、当社グループのコア事業であるエステ関連事業が置かれているエステティック業界におきましては、近年の

健康志向や美しさ、癒しへの要望等がさらに広がり、市場規模は鮮明に拡大傾向となっており、男性のエステ需要に

ついても一時的なものではなく、この分野での競争も激しさを増してまいりました。 

このような経営環境のなか、当社グループは、新技術、新商品の開発と投入等を積極的に行い、顧客ニーズを的確

にとらえることに注力し、また、新規事業分野への進出にも積極的に取組んでまいりました。 

この結果、当連結会計年度の業績は、売上高10,342百万円（前年同期比32.2%増）、経常利益975百万円（前年同期

比109.9%増）、当期純利益412百万円（前年同期比75.2%増）となりました。 

なお、前連結会計年度途中より連結適用となったため、前連結会計年度との比較については、単純比較して記載し

ております。 

事業の種類別セグメントの業績を示すと、次のとおりであります。 

① エステ関連事業 

当事業部門におきましては、「結果が出なければエステではない」を基本方針として、既存店の活性化を目的に、

今まで以上に男性部門へ経営資源を投入し、さらに新技術、新商品の積極的な投入等により店舗の充実を図ってまい

りました。 

また、第４四半期においては、次年度の布石とするため、新キャラクターによるブランドイメージ戦略としてのテ

レビコマーシャルを始め、各種広告宣伝を重点的に行い、合わせて人材育成施設の拡充や移転リニューアル等による

店舗イメージの刷新にも注力いたしました。 

出店につきましては、出店基準である収益性の重視から、松江店、高松店、奈良店、富山店の４店舗を出店し、仙

台中央店と仙台店の統廃合ならびに熊本店、旭川店およびネイルサロンを閉店いたしました結果、当連結会計年度末

の店舗数は85店舗となりました。 

この結果、当連結会計年度の業績は、売上高9,101百万円（前年同期比21.3%増）、営業利益548百万円（前年同期比

160.1%増）となりました。 

② ネット通販関連事業 

当事業部門におきましては、売上は、新商品の効果等による卸売部門の好調さを背景に順調に推移いたしました

が、利益は、業界全体を取巻くデフレの影響および連結調整勘定の償却負担で損失となりました。 

この結果、当連結会計年度の業績は、売上高1,241百万円（前年同期比286.5%増）、営業損失９百万円（前年同期比

44.6%減）となりました。 

なお、前連結会計年度途中より連結適用となったため、前連結会計年度との比較については、単純比較して記載し

ております。 



(2) キャッシュ・フロー 

当連結会計年度における現金及び現金同等物は2,292百万円と前年同期と比較して473百万円（26.0％）の増加とな

りました。 

営業活動によるキャッシュ・フローは、主に、エステ関連事業の好調な業績により、税金等調整前利益が893百万円

と前年同期と比較して315百万円（54.5%）の増益となり、また、前受金残高が374百万円と前年同期と比較して208百

万円（125.7%）増加したことにより、1,676百万円の獲得と前年同期と比較して獲得額は460百万円（37.9%）の増加と

なりました。 

投資活動によるキャッシュ・フローは、主に、有形固定資産の取得による支出が前年同期と比較して816百万円

（507.7%）増加したことにより、863百万円の支出と前年同期と比較して支出額は592百万円（219.0%）の増加となり

ました。 

財務活動によるキャッシュ・フローは、主に、自己株式の取得による支出が293百万円あったものの、前連結会計年

度において長期借入金の返済が446百万円あったため、340百万円の支出と前年同期と比較して支出額は190百万円

（35.8%）の減少となりました。 

  



２ 【生産、受注及び販売の状況】 

(1) 生産実績 

商品の仕入実績 

  

(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 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

３ 前連結会計年度中に子会社を取得し、子会社の仕入実績区分を「その他」としておりましたが、当連結会計年度より

「ネット通販関連事業」として区分しております。 

  

(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 前連結会計年度中に子会社を取得し、子会社の販売実績区分を「その他」としておりましたが、当連結会計年度より

「ネット通販関連事業」として区分しております。 

  

区分 
当連結会計年度

(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日) 

前年同期比（％） 

エステ関連事業   

化粧品(千円) 163,517 100.3 

美容機器(千円) 330,090 88.7 

健康食品(千円) 129,986 102.1 

その他(千円) 105,539 86.5 

小計 (千円) 729,134 92.9 

ネット通販関連事業(千円) 943,569 437.8 

合計 (千円) 1,672,703 167.3 

区分 
当連結会計年度

(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日) 

前年同期比（％） 

エステ関連事業   

技術売上高(コース別) (千円)   

(内訳) 美顔 (千円) 4,489,388   

    痩身 (千円) 1,311,405   

   その他 (千円) 56,965 5,857,759 122.9 

商品売上高 (千円) 2,978,719 120.8 

その他売上高 (千円) 265,184 97.8 

小計 (千円) 9,101,663 121.3 

ネット通販関連事業(千円) 1,241,149 386.5 

合計 (千円) 10,342,813 132.2 



３ 【対処すべき課題】 

今後のわが国経済は、原油価格の高騰による国内需要の減少、長期金利の上昇による企業収益の圧迫等不安要因を

内包しているものの、海外投資家からの日本市場への資金流入も増加し、確実に回復基調にあるものと思われます。 

当社グループのコア事業であるエステ関連事業が置かれているエステティック業界におきましては、男性市場を筆

頭に、市場規模は年々増加傾向にあるとはいえ、企業間競争は激しさを増し、顧客ニーズに迅速な対応が求められ、

遅れた企業は徐々に淘汰されていくものと思われます。 

このような経営環境のなか、今後も当社グループは、株式取得を含め、コア事業の拡充や新規事業への進出に積極

的に取組み、パルレグループとして株式価値の最大化を目指してまいります。 

エステ関連事業におきましては、エステティック業界で唯一の上場企業であるとの社会的認知度と信頼性を生かし

ながら、広告宣伝をさらに拡充し、「男も女もエステ ラ・パルレ」という新たなキャッチフレーズで、男性部門の需

要拡大と新メニュー等の導入によるレディース部門の充実に注力し、徹底した社員教育のもと既存店の拡充を図って

まいります。 

次期の出店につきましては、上期中に５店舗を予定しております。また、既存店舗の活性化を目的に移転リニュー

アルや改装も随時行い、変化する顧客ニーズに迅速に対応してまいります。 

ネット通販事業におきましては、今まで以上に経営資源を投入し、新規商品の開発ならびに高価格商品分野の開拓

に全力で取組み、利益率の改善に努めてまいります。 

  



４ 【事業等のリスク】 

当社グループの事業その他に関するリスクについて、投資者の判断に重要な影響を及ぼす可能性があると考えられ

る主な事項を記載しております。また、必ずしもそのようなリスク要因に該当しない事項についても、投資者の投資

判断上、重要であると考えられる事項については、投資者に対する積極的な情報開示の観点から以下に開示しており

ます。なお、以下の記載については、当社グループへの影響度を勘案し、主に、エステ関連事業（提出会社）につい

て記載しております。 

本項において将来に関する事項は、有価証券報告書提出日（平成18年６月29日）現在において、判断したものであ

ります。 

 (1) 法的規制について 

  ①カウンセリングと「特定商取引に関する法律（旧訪問販売等に関する法律）」との関係 

店舗に来客したお客様に対するカウンセリングにおきましては、お客様のお悩みやご希望を十分にヒアリングした

後、「特定商取引に関する法律」の規制に則り、商品又は役務の提供の種類を明示し、申込時及び契約時にはその内

容を明らかにする書面として事前説明書を交付し、その上で契約書を説明し十分納得いただいた上で契約を行ってお

ります。契約の勧奨におきましては、事実を誤認させるような行為や威迫により困惑させるような行為は社内規定に

おきまして一切厳禁とするように徹底しております。 

また、当社では、熟練した指導者による社員教育を定期的に行い、全てのスタッフに共通のマニュアルを使用させ

ることにより、その徹底を図っております。 

しかし、万一、同法に違反するような行為があった場合には、行政機関による指導又は業務停止命令の対象となる

ことがあり、経営成績及び社会的信用に影響を及ぼす可能性があります。 

  ②カウンセリングと「消費者契約法」との関係 

平成13年４月１日に施行されました「消費者契約法」は、民法の契約者双方が対等という原則から一歩踏み込

み、契約内容においてより多くの情報を持ち交渉力に優る事業者から一般消費者を守るための法律であります。 

当社は、前述の「特定商取引に関する法律」の法的規制を受ける事業者として、定期的な社員教育により同法の

遵守徹底を図っております。「消費者契約法」につきましては、法施行以前より「解説書」や「Ｑ＆Ａ」等を作成

し、社員教育を行っております。 

しかし、万一、同法に違反するような行為があった場合には、行政機関による指導又は業務停止命令の対象とな

ることがあり、経営成績及び社会的信用に影響を及ぼす可能性があります。 

 ③クーリングオフ・中途解約と「特定商取引に関する法律」との関係 

当社では、契約されたお客様が契約書交付日から８日以内にクーリングオフの申し出をされてきた場合には、同

法に則り無条件でクーリングオフに応じております。 

また、契約の中途解約におきましても、お客様のご希望にそって解約書類（キャンセル計算書等）の迅速な作成

及び前受金の返還等の対応をしております。 

しかしながら、お客様からクーリングオフや中途解約の申し出があったにもかかわらず、万一、担当スタッフが

すぐに応じることなく不当に遅延させ、お客様からクレームが発生することがあった場合、行政機関による指導又

は業務停止命令の対象となることがあり、当社の社会的信用の失墜とともに今後の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。 



  ④広告宣伝と「不当景品類及び不当表示防止法」との関係 

エステティックサービスの販売促進行為の一環として、「広告」による宣伝は反響の大きい有効な手段でありま

す。広告は、消費者に対し、当社に関する情報を提供するとともに、当社とエステティックサービスの契約をして

いただく契機となることから、広告が伝える情報の内容は正確かつ消費者にとって理解しやすいものでなければな

りません。 

そのため、当社の広告は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

分に留意しております。 

当社では宣伝部門におきまして、定期的に東京都生活文化局消費生活部指導課景品表示係に、当社の広告宣伝媒

体について相談を行い、不備の有無等について十分な指導を仰いでおります。しかし、仮に、当社の広告が不当表

示と判断された場合、公正取引委員会による排除命令の対象となることがあり、その際には、広告又は業務に対す

る停止命令等の処分が課せられる可能性があり、経営成績に影響を及ぼすことも考えられます。 

 ⑤お客様カルテと「個人情報保護法」との関係 

当社は、平成17年４月１日施行の「個人情報の保護に関する法律」により、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。 

当社は、お客様が新規にご来店した場合、カウンセラーにより「どの様なサービスを希望されるのか」、「現

在、どのような症状があるのか」など詳しく内容を確認し、「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おります。 

個人情報については、「お客様カルテ」を始め、その他の情報についても外部へ洩れることの無いよう、情報保

護に関する基本方針の策定、社内規定の整備、情報システムのセキュリティー強化、全社員に対する教育等適切な

管理をおこなっておりますが、万一、情報が外部に流出し、また、不正使用された場合、お客様はもちろんのこと

企業の社会的信用が失墜し、営業活動に支障をきたし経営成績に影響を与える可能性があります。 

 (2) 経営政策について 

 今後の事業展開やビジネス戦略が奏功しないリスク 

当社の経営方針として、コア事業であるエステティック事業の質・量の拡大を図り太い柱に成長させることを前

提とし、周辺事業への投資やM＆A等を積極的に取り組んでおります。 

これらビジネス戦略においては充分な検討を加えながらも積極的に推進してまいりますが、時代の変化や顧客嗜

好の変化により戦略が奏功しない場合、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。 

 (3) 技術・商品について 

 ①新商品・新技術の開発について 

当社は、美容技術を主軸としたエステティックサービスを行っており、またエステティックのお手入れの効果を

より一層高め、維持するための各種ホームケア商品の販売を行っております。当社サロンへの訴求力の強化及び顧

客満足度を向上させ、時代のニーズを即座に反映させていくためには、それら関連する市場において市場内の動向

を的確に把握しつつ、最先端の美容技術及び新商品の開発を推し進め、これらを顧客に提供し続ける必要がありま

す。 



当社では、商品技術開発担当部署が最先端技術の情報収集、技術・商品評価、検証、企画・開発を計画的に実行

しております。 

当社の商品につきましては、自社での製造は行っておらず、OEM製造元に製造を委託しており、品質管理及び安定

供給の維持等につきましては当社規格内の製品検査及び覚書等にて万全の体制をとっておりますが、OEM製造元の対

応に支障が生じた場合には、商品の開発・供給が遅れることで当社販売計画に狂いが生じ、経営成績に影響が及ぶ

可能性があります。又、美容技術につきましても、商品との連動性が高まっており、計画通りに技術開発が実行出

来なくなることで、技術開発の遅れから経営成績に影響を与える可能性があります。 

 ②エステティック用品製造元との契約について 

エステティック用品には、エステティックサロン内でトリートメント等に使用する用材やお客様のホームケアに

使用する化粧品等があります。当社は安定した仕入を行えるよう製造元と「基本契約書」を締結しており、安定し

た供給を受けておりますが今後の経済情勢の変化で製造元が経営上問題を生じ供給を受けられない場合、経営成績

に影響を与える可能性があります。 

 (4) 店舗政策について 

  ①出店政策が奏功しないリスク 

当社は全国規模での出店を毎年行っております。出店計画では市場マーケティングを基にあらゆる方向性から検

証し、長期的展望を経て出店しておりますが、地域の特性、慣習、風土など計画を超える要因などで出店効果を得

られない事態が発生した場合、経営成績及び財政状態に影響を与える可能性があります。 

  ②店舗差入保証金の回収について 

期末日現在、当社は85店舗を出店しておりますが、店舗出店の際には店舗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は返却される契約となっており、定期的に貸主の経営状況のチェックをおこない、

信用に関して疑義が発生した場合には即時に状況のチェックをおこなっておりまが、不測の事態により、貸主の経

営状況の悪化や破綻等により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。 

 (5) 人材・組織について 

 ①人材の確保について 

当社の求人対策は、学校訪問、全国各地での会社説明会、求人雑誌への広告掲載等を基本に全国各地を対象に人

材の募集を行っております。又、状況に応じた中途採用も積極的に実施し人材の確保に努めております。しかしな

がら、若年層の女性が中心であり、離職率も低くないという業界特有の要素もあることから、今後、必要な人材の

確保が出来ない事態が起きた場合、経営成績に影響を及ぼすことも考えられます。 

  ②経営者への依存について 

当社の事業の推進者は、代表取締役社長である大石洋子であります。同氏は当社の創立者で創立以来の最高経営

責任者であり、経営方針や戦略の決定をはじめ、営業、技術及び財務の各方面の事業推進において重要な役割を果

たしております。 

このため、現時点では想定されておりませんが、何らかの事由で同氏が当社の業務を継続することが困難になっ

た場合、当社の事業戦略の推進及び経営成績に重大な影響を与える可能性があります。 



 (6) そ の 他 

 ①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、「ショッピングクレジット契

約」を信販会社と結んでおります。代金決済手段としては他に、現金、クレジットカード等がありますが、現在、

約7割のお客様が信販契約を利用していることから、今後、エステティック業界及び当社の信用上、信販会社と契約

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。 

 ②前受金について 

当社をはじめエステティック業界では、エステティックサロンに来店したお客様に対して、お悩みやご希望を十

分にヒアリングした後、それらの解消に最も相応しい商品及び施術コースのご紹介をおこない、お客様に納得して

選んでいただいた上で商品及び施術コースを決定し契約となりますが、その契約代金は一括前払いでお支払いいた

だくことから、会計処理上は「前受金」で計上し、その後、役務の提供に応じて売上に計上することとしておりま

す。  

 当社では、前受金を預金の他、店舗拡大のための資金として活用しておりますが、お客様保護の観点から前受金

の分別管理が必要であると判断し、国債等安全な金融商品で自主分別管理しております。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。 

  



５ 【経営上の重要な契約等】 

該当事項はありません。 

  

６ 【研究開発活動】 

特記すべき事項はありません。 

  

７ 【財政状態及び経営成績の分析】 

将来に関する事項は、当連結会計年度（平成18年３月31日）現在において、当社グループが判断したものであり

ます。 

(1) 重要な会計方針及び見積もり 

当社グループの連結財務諸表は、わが国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して作成さ

れております。この連結財務諸表の作成に当たりましては、経営者による会計方針の選択・適用、財政状態及び経

営成績の開示に影響を与える見積りを必要とします。経営者は、これらの見積りについて、過去の実績等を勘案し

合理的に判断しておりますが、実際の結果は見積り特有の不確実性があるため、これらの見積りと異なる場合があ

ります。 

当社グループの連結財務諸表で採用する重要な会計方針は、「第５ 経理の状況 １ 連結財務諸表等」の「連

結財務諸表作成のための基本となる重要な事項」に記載しております。 

(2) 財政状態の分析 

①流動資産 

当連結会計年度末における流動資産の残高は3,607百万円で、前連結会計年度末と比較して627百万円（21.1%）の

増加となりました。これは主に、エステ関連事業の好調な業績により前連結会計年度末と比較して現金及び預金が

423百万円（22.6%）、営業未収入金が166百万円（42.7%）増加したことによります。 

②固定資産 

当連結会計年度末における固定資産の残高は4,376百万円で、前連結会計年度末と比較して269百万円（6.6%）の

増加となりました。これは主に、エステ関連事業における新規出店ならびに移転リニューアルにより有形固定資産

が前連結会計年度末と比較して366百万円（15.5%）増加したことによります。 

③流動負債 

当連結会計年度末における流動負債の残高は4,135百万円で、前連結会計年度末と比較して859百万円（26.3%）の

増加となりました。これは主に、エステ関連事業の好調な売上により前受金が前連結会計年度末と比較して374百万

円（20.7%）増加し、また、第４四半期に行った、各種広告宣伝、人材育成施設の拡充や移転リニューアル等次年度

の布石とするための行為により未払金が前連結会計年度末と比較して342百万円（60.4%）増加したことによりま

す。 

④固定負債 

当連結会計年度末における固定負債の残高は321百万円で、前連結会計年度末と比較して40百万円（△11.2%）の

減少となりました。これは主に、匿名組合投資利益の計上により長期未払金が前連結会計年度末と比較して43百万

円（△22.7%）減少したことによります。 



⑤資本 

当連結会計年度末における資本の残高は3,514百万円で、前連結会計年度末と比較して73百万円（2.1%）の増加と

なりました。これは主に、エステ関連事業の好調な業績により利益剰余金が前連結会計年度末と比較して361百万円

（17.4%）増加し、また、自己株式を293百万円取得したことによるものであります。 

(3) 経営成績の分析 

①売上高 

当連結会計年度における売上高は10,342百万円で、前連結会計年度と比較して2,517百万円（32.2%）の増加とな

りました。これは主に、エステ関連事業において、既存店の活性化を目的に今まで以上に男性部門へ経営資源を投

入したことにより、男性部門の売上が大幅に増加したこと、また、ネット通販関連事業において、新商品の効果等

による新規顧客の獲得により卸売部門の売上が同じく大幅に増加したことによります。なお、前連結会計年度は下

期に子会社を取得しておりますが、数字については、前連結会計年度との単純比較を行っております。 

②売上総利益 

当連結会計年度における売上総利益は4,322百万円で、前連結会計年度と比較して1,203百万円（38.6%）の増加と

なりました。これは主に、エステ関連事業において、売上の増加により技術売上原価率が低減したことおよびコス

トダウン努力により商品原価率が低減したことによります。 

③販売費及び一般管理費 

当連結会計年度における販売費及び一般管理費は3,783百万円で、前連結会計年度と比較して857百万円（29.3%）

の増加となりました。これは主に、積極的な営業方針に伴う広告宣伝費が,前連結会計年度と比較して585百万円

（37.5%）増加したことによります。 

④営業利益 

当連結会計年度における営業利益は539百万円で、前連結会計年度と比較して345百万円（177.9%）の増加となり

ました。これは主に、前述した売上の増加に伴う売上総利益の増加によるものであります。 

⑤経常利益 

当連結会計年度における経常利益は975百万円で、前連結会計年度と比較して511百万円（109.9%）の増加となり

ました。これは主に、前述した営業利益の増加に加え、営業外収益における受取信販手数料がエステ関連事業の売

上の増加に伴い404百万円と前連結会計年度と比較して153百万円（61.1%）増加したことによります。 

⑥特別損益 

当連結会計年度における特別利益は162百万円で、前連結会計年度と比較して119百万円（△42.3%）の減少となり

ました。これは主に、当連結会計年度において広告支援金収入が100百万円あるものの、前連結会計年度に受取保険

金が248百万円あったことによります。また、当連結会計年度における特別損失は245百万円で、前連結会計年度と

比較して76百万円（45.2%）の増加となりました。これは主に、当連結会計年度より適用された減損会計による減損

損失112百万円によります。 



⑦当期純利益 

当連結会計年度における当期純利益は412百万円で、前連結会計年度と比較して177百万円（75.2%）の増加となり

ました。これは主に、税金等調整前当期純利益が893百万円と前連結会計年度と比較して315百万円（54.5%）の増加

となり、また、税効果適用後の法人税等負担額が475百万円と前連結会計年度と比較して134百万円（39.3%）の増加

となったことによります。 

(4) 経営成績に重要な影響を与える要因について 

当社グループのコア事業であるエステ関連事業が置かれているエステティック業界におきましては、企業間競争

は激しさを増し、顧客ニーズに迅速な対応が求められ、遅れた企業は徐々に淘汰されていくものと思われます。 

ネット通販関連事業におきましては、業界全体を取巻くデフレ環境が続いており、価格競争も激しさを増してき

ております。 

当社グループといたしましては、これらの経営環境を踏まえ、経営資源の適正な配分により、新規商品の開発な

らびに新規事業分野の開拓に全力で取組み、グループ力の強化に努めてまいります。 

(5) 戦略的現状と見通し 

エステ関連事業におきましては、エステティック業界で唯一の上場企業であるとの社会的認知度と信頼性を生か

しながら、今まで以上の広告宣伝戦略により、市場拡大が見込まれる男性部門への経営資源の投入と新技術および

新商品等の導入により既存店の拡充を図ってまいります。 

ネット通販関連事業におきましては、新規商品の開発ならびに高価格商品へシフトした販売戦略で、利益率の改

善に努めてまいります。 

(6) 資本の財源及び資金の流動性についての分析 

①キャッシュ・フロー 

「第２ 事業の状況 １ 業績等の概要 (2) キャッシュ・フロー」に記載したとおりであります。 

②資金需要 

当社グループの資金状況は、エステ関連事業における前受金制度により、現在は、資金状況に余裕があり、事業

活動に必要な資金については、自己資金によっております。 

 現在、新規事業分野開拓に向け、積極的にＭ＆Ａ等の検討を行っており、今後、資金需要が高まった場合には、

機動的に対応してまいります。 

(7) 経営者の問題認識と今後の方針について 

当社グループの経営陣は、現在の経営環境および入手可能な情報に基づき、最善の経営方針を立案、実行してお

りますが、当社グループを取巻く経営環境は、依然厳しい状況が続くものと思われます。 

このような状況のなか、当社グループの経営陣は、ブランド力を背景に、コア事業の拡大、Ｍ＆Ａや業務提携等

による新規事業分野への進出、また、内部統制システムによるコンプライアンスおよびコーポレート・ガバナンス

の整備を図り、グループとしての経営基盤の強化に取組んでまいります。 

  

  



第３ 【設備の状況】 

１ 【設備投資等の概要】 

  

当連結会計年度の設備投資については、前連結会計年度に実施した内部充実としての経営体質の強化も実を結び

始めたこともあり、エステ関連事業において新規出店を再開いたしました。 

当連結会計年度中に実施いたしました設備投資の総額は802百万円であり、その主な内訳は店舗の新設（４店舗）

に149百万円、移転リニューアル（８店舗）に302百万円、営業用機器の購入に230百万円であります。 

なお、これらに伴う資金は全て自己資金により充当しております。 

また、エステ関連事業においては、出店基準である収益性の重視から２店舗及びネイルサロンを閉店し、94百万

円の店舗閉鎖損失を計上いたしました。 

  

  

  

２ 【主要な設備の状況】 

(1) 提出会社 

  

  

事業所名 所在地 設備の内容

帳簿価額(千円) 従業
員数 
(人) 建物及び

構築物 
車両
運搬具

土地
(面積㎡) 

工具器具
備品 合計 

管理本部等 

本社 東京都渋谷区 本社土地・建物 214,886 -
312,951

46,738 574,577 91
（4）(300.00)

東京オペレーション 
センター 東京都渋谷区 

テレホン
アポイント 
センター 

73 - - 632 706 2
(22)

その他   

教育部 
（東京・大阪）
流通課 
京橋OC 

563 - - 4,010 4,573 12
（14）

管理本部等合計 215,524 -
312,951

51,381 579,857 105
(40)

(300.00)

店舗／エス 
テティック 
サロン等 

札幌店 

北海道・ 
東北地区 

北海道札幌市 
中央区 

サロン内装及び
美容機器等 23,797 - - 3,142 26,939 

11
（1）

青森店 青森県青森市 同上 9,953 - - 885 10,838 
4

（1）

仙台店 宮城県 
仙台市青葉区 同上 36,619 - - 4,529 41,148 8

山形店 山形県山形市 同上 23,349 - - 1,032 24,382 4

郡山店 福島県郡山市 同上 - - - - - 5

いわき店 福島県 
いわき市 同上 31,733 - - 849 32,582 5

盛岡店 岩手県盛岡市 同上 12,088 - - 967 13,056 6

北海道・東北地区合計 137,541 - - 11,406 148,948 
43

（2）



  

事業所名 所在地 設備の内容

帳簿価額(千円) 従業
員数 
(人) 建物及び

構築物 
車両
運搬具 

土地
(面積㎡)

工具器具
備品 合計 

店舗／エス 
テティック 
サロン等 

吉祥寺店 

関東地区 

東京都 
武蔵野市 

サロン内装及び
美容機器等 12,696 - - 2,388 15,084 6

（2）

自由が丘店 東京都目黒区 同上 14,305 - - 1,304 15,609 6

池袋店 東京都豊島区 同上 44,519 - - 5,541 50,060 7 
（1）

渋谷店／ 
メンズ 東京都渋谷区 同上 

※メンズのみ 15,577 - - 420 15,998 6

立川店 東京都立川市 同上 47,575 - - 2,438 50,014 8
（2）

赤羽店 東京都北区 同上 31,018 - - 3,466 34,484 7
（1）

町田店 東京都町田市 同上 19,849 - - 880 20,730 5
（1）

八王子店 東京都 
八王子市 同上 9,402 - - 1,738 11,141 3

（1）

錦糸町店 東京都墨田区 同上 36,540 - - 3,578 40,119 9

つつじヶ丘
店 東京都調布市 同上 9,497 - - 829 10,327 6

新宿東口店 東京都新宿区 同上 31,278 - - 3,122 34,400 12

カレッジ 東京都新宿区 同上 8,773 - - 1,971 10,745 4

銀座店 東京都 
千代田区 同上 67,854 - - 2,039 69,893 8

北千住店 東京都足立区 同上 13,085 - - 981 14,066 7

池袋西口店 東京都豊島区 
同上 
※レディース 
のみ 

1,891 - - 547 2,438 4

蒲田店 東京都 
大田区 同上 30,793 - - 1,122 31,916 7

(東京都 合計) 394,660 - - 32,372 427,032 105
（8）

高崎店 

関東地区 

群馬県高崎市 サロン内装及び
美容機器等 32,395 - - 1,414 33,810 6

宇都宮店 栃木県 
宇都宮市 同上 10,123 - - 1,440 11,563 4

小山店 栃木県小山市 同上 11,275 - - 1,035 12,311 3

大宮店 
埼玉県 
さいたま市 
大宮区 

同上 12,741 - - 2,104 14,845 6

本川越店 埼玉県川越市 同上 7,653 - - 1,458 9,112 4

南越谷店 埼玉県越谷市 
同上 
※レディース 
のみ 

5,189 - - 862 6,052 6
（1）

春日部店 埼玉県 
春日部市 同上 8,338 - - 1,979 10,318 8

所沢店 埼玉県所沢市 同上 8,478 - - 931 9,409 6

熊谷店 埼玉県熊谷市 同上 2,384 - - 1,023 3,407 4

水戸店 茨城県水戸市 同上 7,383 - - 943 8,327 4

土浦店 茨城県土浦市 同上 18,861 - - 821 19,682 6
（1）



  

  
  
次へ 

事業所名 所在地 設備の内容

帳簿価額(千円) 従業
員数 
(人) 建物及び

構築物 
車両
運搬具

土地
(面積㎡)

工具器具
備品 合計 

店舗／エス
テティック
サロン等 

船橋店 

関東地区 

千葉県船橋市 サロン内装及び
美容機器等 8,756 - - 1,394 10,151 6

千葉店 千葉県千葉
市中央区 同上 8,755 - - 2,387 11,142 6

松戸店 千葉県松戸市 同上 8,899 - - 898 9,798 6

柏店 千葉県柏市 同上 9,396 - - 965 10,362 5

津田沼店 千葉県船橋市 同上 23,797 - - 987 24,784 6

横浜西口店 神奈川県 
横浜市西区 同上 33,396 - - 3,244 36,640 8

（1）

藤沢店 神奈川県 
藤沢市 同上 - - - - - 6

（1）

本厚木店 神奈川県 
厚木市 同上 39,384 - - 827 40,212 6

川崎店 神奈川県 
川崎市川崎区 同上 12,083 - - 921 13,004 5

横須賀店 神奈川県 
横須賀市 同上 - - - - - 6

溝の口店 神奈川県 
川崎市高津区 同上 12,448 - - 1,033 13,482 5

上大岡店 神奈川県 
横浜市港南区 同上 26,587 - - 1,609 28,197 5

(その他関東地区合計) 308,332 - - 28,286 336,618 127
（4）

関東地区合計 702,992 - - 60,659 763,651 232
(12)

甲府店 

甲信越 
地区 

山梨県甲府市 サロン内装及び
美容機器等 8,850 - - 862 9,712 4

(1）

新潟店 新潟県新潟市 同上 7,117 - - 1,150 8,268 6

長野店 長野県長野市 同上 16,929 - - 1,438 18,367 6

松本店 長野県松本市 同上 6,248 - - 880 7,128 6

 富山店  富山県富山市  同上 38,694 - - 4,715 43,410 7
（1）

甲信越地区合計 77,839 - - 9,047 86,887 29
（2）

静岡店 
東海地区 

静岡県静岡市
葵区 

サロン内装及び
美容機器等 11,143 - - 1,885 13,028 3

（2）

沼津店 静岡県沼津市 同上 12,215 - - 1,040 13,256 4



  

  

  

  

次へ 

事業所名 所在地 設備の内容

帳簿価額(千円) 従業
員数 
(人) 建物及び

構築物 
車両
運搬具

土地
(面積㎡)

工具器具
備品 合計 

店舗／エス 
テティック 
サロン等 

浜松店 

東海地区 

静岡県浜松市 サロン内装及び
美容機器等 11,993 - - 1,932 13,925 6

藤枝店 静岡県藤枝市 同上 13,727 - - 1,163 14,891 5

掛川店 静岡県掛川市 同上 2,705 - - 818 3,523 5

名古屋駅前店 
愛知県 
名古屋市 
中村区 

同上 36,507 - - 1,119 37,627 4

名古屋栄店 
愛知県 
名古屋市中
区 

同上 - - - - - 3

金山店 
愛知県 
名古屋市中
区 

同上 6,353 - - 1,028 7,381 6

岐阜店 岐阜県岐阜市 同上 44,251 - - 1,164 45,415 3
（1）

豊橋店 愛知県豊橋市 同上 13,961 - - 872 14,833 5

一宮店 愛知県一宮市 同上 10,520 - - 844 11,365 6

豊田店 愛知県豊田市 同上 34,349 - - 850 35,200 7
（1）

四日市店 三重県 
四日市市 同上 9,526 - - 942 10,468 6

東海地区合計 207,256 - - 13,662 220,919 63
（4）

梅田店 

関西地区 

大阪府大阪市
北区 

サロン内装及び
美容機器等 56,445 - - 3,024 59,470 13

天王寺店 大阪府大阪市
阿倍野区 同上 11,746 - - 2,012 13,758 8

京橋店 大阪府大阪市
都島区 同上 12,412 - - 1,796 14,208 6

京都店 京都府京都市
下京区 同上 37,815 -  -  3,039 40,855 6

枚方店 大阪府枚方市 同上 39,549 -  -  885 40,434 5

神戸三宮店 兵庫県神戸市
中央区 同上 39,017 -  -  687 39,704 8

尼崎店 兵庫県尼崎市 同上 - -  -  - - 4

姫路店 兵庫県姫路市 同上 19,345 -  -  779 20,125 4

奈良店 奈良県奈良市 同上 27,328 - - 2,483 29,811 6

関西地区合計 243,661 - - 14,707 258,369 60
(-)

岡山店 
中国・ 
四国地区 

岡山県岡山市 サロン内装及び
美容機器等 18,849 - - 1,443 20,292 3

倉敷店 岡山県倉敷市 同上 1,057 - - 547 1,604 5



(注) １ 現在休止中の主要な設備はありません。 

２ 上記の金額には消費税等は含まれておりません。 

３ 従業員数は就業人員であり、臨時雇用者数は当期中の平均人員を( )外数で記載しております。 

４ 上記の他、土地（静岡県静岡市 283,000千円 115.37㎡）については、建物を建設中であり、一部は賃借予定でありま

す。また、主要な設備のうち連結会社以外から賃借している設備の内容は、次のとおりであります。 

  

(2) 国内子会社 
  

(注) １ 現在休止中の主要な設備はありません。 

２ 上記の金額には消費税等は含まれておりません。 

３ 従業員数は就業人員であります。 
  

前へ     

事業所名 所在地 設備の内容

帳簿価額(千円) 従業 
員数 
(人) 建物及び

構築物 
車両
運搬具 

土地
(面積㎡) 

工具器具
備品 合計 

店舗／エス 
テティック 
サロン等 

広島店 

中国・ 
四国地区 

広島県 
広島市中区 

サロン内装及び
美容機器等 38,028 - - 890 38,918 7

福山店 広島県福山市 同上 37,697 - - 849 38,546 
4

（1）

 松山店  愛媛県松山市  同上 23,645 - - 1,234 24,879     5

 松江店  島根県松江市  同上 28,164 - - 2,510 30,674     5

 高松店  香川県高松市 同上 31,372 - - 1,982 33,355 5

中国・四国地区合計 178,813 - - 9,458 188,272 
34

（1）

天神店 

九州・ 
沖縄地区 

福岡県 
福岡市中央区 

サロン内装及び
美容機器等 46,667 - - 2,049 48,717 7

（1）

小倉店 
福岡県 
北九州市 
小倉北区 

同上 - - - - - 5

大分店 大分県大分市 同上 5,523 - - 2,207 7,731 5

長崎店 長崎県長崎市 同上 - - - 914 914 4

鹿児島店 鹿児島県 
鹿児島市 同上 7,172 - - 1,648 8,821 7

那覇店 沖縄県那覇市 同上 9,229 - - 629 9,858 6
（1）

九州・沖縄地区合計 68,594 - - 7,449 76,043 34
（2）

その他   美容機器等 -  -        - 79,290 79,290 -

店舗(エステティックサロン等)合計 85店舗 1,616,700 -        - 205,680 1,822,381 495
(23)

全社合計 1,832,224 -
312,951

257,061 2,402,238 600
(63)(300.00) 

名称 数量 リース期間
年間リース料 
(千円) 

リース契約残高
(千円) 

ＰＯＳシステム 一式 ５年 26,752 35,189

業務用機器 同上 ３年 42,861 8,547

会社名 所在地 設備の内容

帳簿価額(千円) 従業
員数 
(人) 建物及び

構築物 
車両
運搬具 

土地
(面積㎡) 

工具器具
備品 合計 

㈱日本インターシステム 東京都豊島区 事務所備品等 - 1,266 - 235 1,502 13



３ 【設備の新設、除却等の計画】 

(1) 重要な設備の新設等 

① 新規出店によるもの 

(注) １．上記の金額には消費税等は含まれておりません。 

    ２．投資予定金額には差入保証金を含んでおります。 

  

② 移転リニューアルによるもの 

  

(注) 上記の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 

上記移転リニューアルに伴い、静岡店他４店舗の設備78,533千円を除却処分する予定であります。 

  

(3) 重要な設備の改修 

① 大規模改装店 

該当事項はありません。 

  

② その他 

全店舗を対象に年間84,000千円程度の改修費用を予定しております。 

事業所名 

設備の内容 

投資予定金額
資金調達
方法 

着手及び完了予定年月 売上高
（月額） 
(千円) (所在地) 

金額 
(千円) 

総額
(千円) 

既支払額
(千円) 

着手 完了 

志木店 
(埼玉県新座市) 

サロンの内装及
び美容機器 

41,350 
47,850 7,800 自己資金 平成18.4月 平成18.4月 6,000

敷金・保証金 6,500 

茨木店 
(大阪府茨木市) 

サロンの内装及
び美容機器 

61,650 
68,607 6,957 同上 平成18.4月 平成18.4月 6,000

敷金・保証金 6,957 

新宿メンズ店 
(東京都新宿区) 

サロンの内装及
び美容機器 

71,020 
96,833 25,813 同上 平成18.4月 平成18.4月 6,000

敷金・保証金 25,813 

金沢店 
(石川県金沢市) 

サロンの内装及
び美容機器 

30,634 
45,634 15,000 同上 平成18.4月 平成18.5月 6,000

敷金・保証金 15,000 

天王寺メンズ店 
(大阪府大阪市) 

サロンの内装及
び美容機器 

47,400 
55,558 - 同上 平成18.6月 平成18.7月 6,000

敷金・保証金 8,158 

八尾店 
(大阪府) 

サロンの内装及
び美容機器 

45,500 
65,500 - 同上 平成18.10月 平成18.11月 6,000

敷金・保証金 20,000 

事業所名 

設備の内容 

投資予定金額
資金調達
方法 

着手及び完了予定年月 

 
(所在地) 

総額 
(千円) 

既支払額
(千円) 

着手 完了 

静岡店 
( 静 岡 県 静岡
市)他４店舗 

サロン内装及
び 美 容 機 器
等、敷 金・保
証金 

301,277 43,000 自己資金 平成17.10月 平成18.7月 



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】 

  

(注) 「株式の消却が行われた場合には、これに相当する株式数を減ずる」旨定款に定めております。 

なお、平成18年６月29日開催の定時株主総会において定款の一部変更が行われ、当該定めは削除されました。 

  

② 【発行済株式】 

  

(注) 提出日現在の発行数には、平成18年６月１日からこの有価証券報告書提出日までの新株予約権の行使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 
事業年度末現在 
発行数(株) 

(平成18年３月31日) 

提出日現在
発行数(株) 

(平成18年６月29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 51,596 51,676
大阪証券取引所
(ヘラクレス) 

権利内容に何ら限定のない当
社における標準となる株式 

計 51,596 51,676 ― ― 



(2) 【新株予約権等の状況】 

 当社は、平成13年改正前旧商法第280条ノ19第１項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、新株予約権の数298個と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18年４月30日付で、新株予約権の目的となる株式数80株は、行使されております。 

  

臨時株主総会の特別決議日（平成13年２月５日）

  
事業年度末現在
(平成18年３月31日) 

提出日の前月末現在 
(平成18年５月31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）1,3 620 540 

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 



 また、平成13年改正旧商法第280条ノ20及び第280条ノ21の規定に基づき発行した新株予約権は、次のとおりでありま

す。 

  

(注) 新株予約権発行後、当社が株式分割または株式併合を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる１

株未満の端数は切り上げます。 
  

  
また、時価を下回る価額で新株の発行または自己株式を処分する場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整により

生ずる１株未満の端数は切り上げます。 
  

  

定時株主総会の特別決議日（平成17年６月29日）

  
事業年度末現在
(平成18年３月31日) 

提出日の前月末現在 
(平成18年５月31日) 

新株予約権の数(個) 1,500 1,500 

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） 1,500 1,500 

新株予約権の行使時の払込金額(円) （注） １株当たり 437,903 同左 

新株予約権の行使期間 
平成19年７月１日から
平成24年６月30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   437,903
資本組入額  218,952 

同左 

新株予約権の行使の条件 

 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。 
 その他の条件については、
取締役会決議に基づく、当社
と新株予約権者との間で締結
する「新株予約権割当契約」
による。 

同左 

新株予約権の譲渡に関する事項 
 新株予約権を譲渡するに
は、取締役会の承認を要す
る。 

同左 

  
調整後行使価額＝調整前行使価額× 

１

  分割・併合の比率

    
既発行株式数＋

新発行株式数×１株当り払込金額 

  
調整後行使価額＝調整前行使価額× 

新規発行前の株価

  既発行株式数＋新規発行株式数



(3) 【発行済株式総数、資本金等の推移】 

  

  

  

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13年７月10日 
(注)１ 

5,449 10,898 ― 417,500 ― ―

平成14年２月15日 
(注)２ 

10,898 21,796 ― 417,500 ― ―

平成14年５月１日 
(注)３ 

3,800 25,596 387,600 805,100 541,120 541,120

平成16年４月１日～ 
平成17年２月17日 
(注)４ 

120 25,716 6,000 811,100 6,000 547,120

平成17年２月18日 
(注)５ 

25,716 51,432 ― 811,100 ― 547,120

平成17年２月19日～ 
平成17年３月31日 
(注)６ 

80 51,512 2,000 813,100 2,000 549,120

平成17年４月１日～ 
平成18年３月31日 
(注)７ 

84 51,596 2,100 815,200 2,100 551,220

(注) １ 額面株式を無額面株式に変更すると同時に、株式１株を株式２株に分割 

２ 株式１株を株式２株に分割 

３ 有償・一般募集(ブックビルディング方式による募集) 3,800株

  発行価格 244,400円

  資本組入額 102,000円

  払込金総額 928,720千円   

４ 新株引受権の権利行使 

５ 株式１株を株式２株に分割 

６ 新株引受権の権利行使 

７ 新株引受権の権利行使 

８ 平成18年４月１日から平成18年５月31日までの間に、新株予約権の行使により、発行済株式総数が80

株、資本金が2,000千円、資本準備金が2,000千円増加 



(4) 【所有者別状況】 

平成18年３月31日現在 

(注) １ 自己株式2,145株は、「個人その他」の欄に含まれております。 

 ２ 「その他の法人」欄の所有株式数には、証券保管振替機構名義の失念株式が50株含まれております。 

  

(5) 【大株主の状況】 

平成18年３月31日現在 

  

区分 

株式の状況

端株の状況
(株) 政府及び 

地方公共 
団体 

金融機関 証券会社 
その他の
法人 

外国法人等
個人
その他 

計 

個人以外 個人

株主数 
(人) 

－ 9 8 48 10 6 3,372 3,453 － 

所有株式数 
(株) 

－ 5,487 251 1,309 2,039 6 42,504 51,596 － 

所有株式数 
の割合(％) 

－ 10.63 0.49 2.54 3.95 0.01 82.38 100.00 － 

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 23,799 46.13

大石 舞 東京都渋谷区 6,410 12.42

株式会社ラ・パルレ 東京都渋谷区南平台町13－10 2,145 4.16

資産管理サービス信託銀行 
株式会社(証券投資信託口) 

東京都中央区晴海１－８－12 1,455 2.82

大阪証券金融株式会社 大阪府大阪市中央区北浜２－４－６ 1,122 2.17

三菱UFJ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 1.94

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２－11－３ 832 1.61

ステートストリートバンクアン
ドトラストカンパニー505019 
(常任代理人 株式会社みずほコーポレート銀行) 

AIB インターナショナル センター P.O. BOX 
518  
IFSC ダブリン、アイルランド 
(東京都中央区日本橋兜町６－７) 

824 1.60

日本トラスティ・サービス 
信託銀行株式会社(信託口) 

東京都中央区晴海１－８－11 773 1.50

漆畑 あゆみ 東京都武蔵野市 633 1.23

計 ― 38,993 75.57



(6) 【議決権の状況】 

① 【発行済株式】 

平成18年３月31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式が50株含まれております。 

なお、「議決権の数(個)」欄には、当該株式に係る議決権50個は含まれておりません。 

  

② 【自己株式等】 

平成18年３月31日現在 

  

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 2,145

完全議決権株式(その他) 普通株式 49,451 49,401 ― 

端株 ― ― ― 

発行済株式総数 51,596 ― ― 

総株主の議決権 ― 49,401 ― 

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 

2,145 ― 2,145 4.16 

計 ― 2,145 ― 2,145 4.16 



(7) 【ストックオプション制度の内容】 

当社はストックオプション制度を採用しております。 

当該制度は、平成13年改正前旧商法第280条ノ19第１項の規定に基づき新株引受権方式により、平成13年２月５日

開催の臨時株主総会終結の時に在任する当社取締役及び当社従業員の一部の者に対して付与することを、平成13年

２月５日開催の臨時株主総会において特別決議したものであります。当該制度の内容は次のとおりであります。 

  

(注) 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。 

  

  

決議年月日 平成13年２月５日

付与対象者の区分及び人数 
取締役     2名
従業員の一部  24名 

新株予約権の目的となる株式の種類 「（2）新株予約権等の状況」に記載しております。

株式の数 同上 

新株予約権の行使時の払込金額 同上 

新株予約権の行使期間 同上 

新株予約権の行使の条件 同上 

新株予約権の譲渡に関する事項 同上 

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＋新規発行株式数×１株当り払込金額 

既発行株式数＋新規発行株式数 



また、平成13年改正旧商法第280条ノ20及び第280条ノ21の規定に基づき、平成17年６月29日開催の第15期定時株主総

会において、当社の取締役及び従業員に対し、株主以外の者に対し特に有利な条件をもって新株予約権を発行すること

が特別決議されました。当該制度の内容は次のとおりであります。 

  

(注) 新株予約権発行後、当社が株式分割または株式併合を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる１

株未満の端数は切り上げます。 
  

  
また、時価を下回る価額で新株の発行または自己株式を処分する場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整により

生ずる１株未満の端数は切り上げます。 
  

  

決議年月日 平成17年６月29日

付与対象者の区分及び人数 
取締役       3名 

従業員の一部  165名 

新株予約権の目的となる株式の種類 「（2）新株予約権等の状況」に記載しております。

株式の数 同上 

新株予約権の行使時の払込金額 同上 

新株予約権の行使期間 同上 

新株予約権の行使の条件 同上 

新株予約権の譲渡に関する事項 同上 

調整後行使価額＝調整前行使価額× 
１

分割・併合の比率

  
既発行株式数＋

新規発行株式数×１株当り払込金額 

調整後行使価額＝調整前行使価額× 
新規発行前の株価

既発行株式数＋新規発行株式数



また、会社法第236条、第238条および第239条の規定に基づき、平成18年６月29日開催の第16期定時株主総会におい

て、当社の従業員、当社の子会社の取締役および従業員ならびに当社の取引先の取締役および従業員に対し、株主以外

の者に対し特に有利な条件をもって新株予約権を発行することが特別決議されました。当該制度の内容は次のとおりで

あります。 
  

(注) 新株予約権の割当日後、当社が株式分割または株式併合を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ず

る１株未満の端数は切り上げます。 
  

  
また、当社が時価を下回る価額で普通株式を発行または自己株式を処分する場合は、次の算式により行使価額を調整し、

調整により生ずる１株未満の端数は切り上げます。 
  

  

決議年月日 平成18年６月29日 

付与対象者の区分及び人数 

当社の従業員 

子会社の取締役および従業員 

取引先の取締役および従業員 

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式 

株式の数 300株 

新株予約権の行使に際して出資される
財産の価額 

 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、新株予約権を行

使することにより交付を受けることができる株式１株当たりの払込金額

（以下「行使価額」という。）に付与株式数を乗じた金額とする。 

 行使価額は、新株予約権を割り当てる日（以下「割当日」という。）

の属する月の各日（取引が成立しない日を除く。）における大阪証券取

引所における当社普通株式の終値の平均値に1.05を乗じた金額とし、調

整により生ずる１円未満の端数は、これを切り上げる。 

 ただし、当該金額が新株割当日の終値（当日に終値がない場合はそれ

に先立直近日の終値）を下回る場合は、割当日の終値とする。 

新株予約権の行使期間 平成20年７月１日から平成25年６月30日まで 

新株予約権の行使の条件 

 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、当社もしくは子会社の取締役、監査役もし

くは従業員または取引先の取締役、監査役もしくは従業員の地位にある

ことを要する。 

 ただし、任期満了による退任、定年退職（ただし、権利行使期間内に

限る。）の場合は、権利行使できる。 

 新株予約権者が死亡した場合は、新株予約権の相続は認めない。 

 その他の条件については、取締役会決議に基づき、別途当社と新株予

約権者との間で締結する「新株予約権割当契約」による。 

新株予約権の譲渡に関する事項 新株予約権を譲渡するには、取締役会の承認を要する。 

  
調整後行使価額＝調整前行使価額× 

１

  分割・併合の比率

    
既発行株式数＋

新規発行株式数×１株当り払込金額 

  
調整後行使価額＝調整前行使価額× 

新規発行前の株価

  既発行株式数＋新規発行株式数



２ 【自己株式の取得等の状況】 

(1) 【定時総会決議又は取締役会決議による自己株式の買受け等の状況】 

① 【前決議期間における自己株式の取得等の状況】 

 【株式の種類】  普通株式 

イ 【定時株主総会決議による買受けの状況】 

該当事項はありません。 

ロ 【子会社からの買受けの状況】 

該当事項はありません。 

ハ 【取締役会決議による買受けの状況】 

平成18年６月29日現在 

  

平成18年６月29日現在 

(注) 未行使割合が５割以上である理由 

資本政策に機動的に対応しうる手段として、平成18年２月20日の取締役会で自己株式の取得枠を設定いたしましたが、経済

情勢や市場動向の経営環境を総合的に勘案して自己株式の取得を行っているため、未行使割合が高くなっております。 
  
ニ 【取得自己株式の処理状況】 

該当事項はありません。 

ホ 【自己株式の保有状況】 

平成18年６月29日現在 

  

② 【当定時株主総会における自己株式取得に係る決議状況】 

該当事項はありません。 

  

区分 株式数(株) 価額の総額(千円) 

取締役会での決議状況 

(平成17年７月19日決議) 
3,500 450,000 

前決議期間における取得自己株式 2,110 282,825 

残存決議株式数及び価額の総額 1,390 167,175 

未行使割合(％) 39.7 37.2 

区分 株式数(株) 価額の総額(千円) 

取締役会での決議状況 

(平成18年２月20日決議) 
1,000 300,000 

前決議期間における取得自己株式   35  11,135 

残存決議株式数及び価額の総額  965 288,865 

未行使割合(％) 96.5 96.3 

区分 株式数(株) 

保有自己株式数 2,145 



(2) 【資本減少、定款の定めによる利益による消却又は償還株式の消却に係る自己株式の買受け等の状況】 

① 【前決議期間における自己株式の買受け等の状況】 

該当事項はありません。 

② 【当定時株主総会における自己株式取得に係る決議状況等】 

該当事項はありません。 

  

３ 【配当政策】 

当社の利益配分に対する基本的な考え方は、業容拡大のための財務体質の強化を主軸に、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。 

これに基づき当期は、期末の株式配当金として1株1,500円（前期比500円の増配、配当性向16.7％）を予定してお

ります。 

なお、内部留保金につきましては、今後の新規事業への進出等事業規模拡大のため、経営基盤の強化へ向け有効

に使用してまいります。 

今後の利益配分につきましても、業績を踏まえ検討してまいりますが、配当性向については20.0％を目途に行っ

てまいります。 

  



４ 【株価の推移】 

(1) 【最近５年間の事業年度別最高・最低株価】 

  

(注) １ 最高・最低株価は、平成14年12月15日までは大阪証券取引所ナスダック・ジャパン市場におけるものであり、平成14年12

月16日からは大阪証券取引所ニッポン・ニュー・マーケット「へラクレス」市場におけるものであります。 

なお、平成14年５月１日付をもって同取引所に株式を上場いたしましたので、それ以前の株価については、該当事項はあ

りません。 

    ２ ＊印は、株式分割による権利落後の株価であります。 

  

(2) 【最近６月間の月別最高・最低株価】 

  

(注) 最高・最低株価は、大阪証券取引所ニッポン・ニュー・マーケット「へラクレス」市場におけるものであります。 

  

回次 第12期 第13期 第14期 第15期 第16期 

決算年月 平成14年３月 平成15年３月 平成16年３月 平成17年３月 平成18年３月 

最高(円) ― 310,000 177,000
255,000
＊153,000 

499,000

最低(円) ― 115,000 113,000
137,000
＊ 98,500 

114,000

月別 平成17年10月 11月 12月 平成18年１月 ２月 ３月 

最高(円) 202,000 192,000 288,000 437,000 499,000 485,000

最低(円) 135,000 165,000 182,000 225,000 281,000 355,000



５ 【役員の状況】 

  

  

役名 職名 氏名 生年月日 略歴
所有株式数
(株) 

取締役社長 
(代表取締役) 営業本部長 大 石 洋 子 昭和32年６月１日生

昭和53年４月 「総合美容パルコ」創業 

23,799

昭和63年３月 クリエイティブヨーコ株式会社設

立代表取締役社長 
平成２年９月 

  
平成17年６月 
  
 平成18年４月 

当社設立 

代表取締役社長 
代表取締役社長 営業本部長兼Ｓ

Ｐ本部長 
代表取締役社長 営業本部長 

(現任) 

専務取締役 
システム本部長

兼 
商品企画本部長 

渡 邊 正 史 昭和46年５月22日生

平成６年４月 株式会社ジャックス入社 

20

平成12年６月  当社入社 

平成17年６月  当社取締役     管理本部長兼商 

 品企画本部長兼システム部長 

平成18年４月  当社専務取締役 システム本部長 

 兼商品企画本部長(現任) 

常務取締役 経営企画本部長 羽 田 雅 弘 昭和28年４月３日生

昭和52年１月 ボストン銀行東京支社入行 

205

昭和59年１月 東芝映像ソフト株式会社入社 

平成６年11月 株式会社オリエントプランニング

入社 

平成12年１月 当社入社 

平成12年６月 当社取締役   管理本部長 

平成14年６月 当社常務取締役 管理本部長 

平成14年12月 当社常務取締役 経営企画本部長 

平成16年７月 当社常務取締役  管理本部長 

平成17年６月 当社常務取締役 経営企画本部長

(現任) 

取締役 事業本部長兼 
店舗開発部長 松 下 修 二 昭和39年１月24日生

昭和58年４月 株式会社医事日報社入社 

41

昭和62年12月 株式会社西武百貨店入社 

平成元年２月 株式会社乃村工藝社入社 

平成９年５月 株式会社ドトールコーヒー入社 

平成12年７月 当社入社 

平成14年６月 

平成17年６月 

当社取締役 事業本部長 

当社取締役 事業本部長兼事業統

括部長 

平成18年４月  当社取締役  事業本部長兼店舗開 

 発部長(現任) 

取締役 
管理本部長兼 
経理部長兼 
人事総務部長 

岩  崎   一 昭和27年９月17日生

昭和56年３月 株式会社デニーズジャパン入社 

20

平成８年２月  同社財務部経理総括マネジャー 

平成16年８月 当社入社  管理本部経理部長 

平成18年４月  当社管理本部長兼経理部長兼人事 

 総務部長 

平成18年６月 当社取締役 管理本部長兼経理部

長兼人事総務部長(現任) 

取締役 営業統括部長 阿 部 純 子 昭和51年12月27日生

平成７年４月 コミー株式会社東京ビューティー

センター(TBC)入社 

7
平成11年10月  当社入社 

平成18年４月  当社営業統括部長 

平成18年６月  当社取締役 営業統括部長(現任) 



  

(注) 常勤監査役 山口 武及び監査役 小林 靖は、会社法第２条第16号に定める社外監査役であります。 

  

役名 職名 氏名 生年月日 略歴
所有株式数
(株) 

常勤監査役   山 口   武 昭和12年11月４日生

昭和55年５月 株式会社イトーヨーカ堂入社 

40

昭和60年５月 株式会社デニーズジャパン取締役 

昭和62年２月 同社取締役 財務部長 

平成８年３月 薬日本堂株式会社入社 

監査役 
平成９年７月 同社取締役 管理本部長 

平成14年６月 当社監査役(現任) 

監査役   石 田 路 子 昭和40年５月19日生

昭和59年４月 日機装株式会社入社 

400

平成３年９月 当社入社 

平成11年６月 当社取締役   営業部長 

平成12年４月 当社常務取締役 営業本部長 

平成14年６月 当社監査役(現任) 

監査役   小 林   靖 昭和34年７月11日生

昭和57年10月 新光監査法人(現中央青山監査法

人)入所 

4

昭和61年３月 公認会計士開業登録 

平成３年１月 小林会計事務所開設 

平成15年１月 成倫税理士法人設立 

平成15年６月 当社監査役(現任) 

計 24,536



６ 【コーポレート・ガバナンスの状況】 

(コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方) 

当社のコーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方は、法令遵守、経営の透明性、経営監視機能の強化・

充実を図ることを経営の最優先課題と位置づけており、この機能を構築、推進することが企業としての責任であ

り、また、企業価値の向上を図れるものと考えております。 

経営の意思決定につきましては、取締役会で公正に実施しておりますが、その監視機能としては、社外監査役２

名の内１名が常勤監査役として取締役会をはじめ重要な会議に参加し、経営の意思決定をチェックすると共に、客

観的・中立的な立場から助言や提言を行っております。 

  

 （１）会社の機関の内容及び内部統制システムの整備の状況 

① 会社の機関の基本説明 

当社は、監査役会制度を採用し、業務執行の公正性、透明性を監視する役割を担っております。 

取締役会については、代表取締役１名を含む４名の取締役から構成されております。 

なお、平成18年６月29日開催の定時株主総会において、取締役は２名増員され６名となっております。 

監査役会については、常勤監査役１名を含む２名の社外監査役と監査役１名から構成されております。 

② 会社の機関及び内部統制関係図 

  

 

  



③ 内部統制システムの整備の状況 

当社は、会社法及び会社法施行規則に基づき、内部統制システム構築の基本方針を策定し、業務の適正を確保

するための体制を整備しております。その主な内容は以下のとおりであります。 

・全役職員が法令、定款等を遵守した職務執行を行うための規程を制定し、全体を統括管理及び監視する体制並

びに従業員が直接情報を提供できる環境を整備する。 

・危険管理に関する規程等を業務執行に係る担当部門において制定し周知徹底させる。また、全社的なリスクに

ついては、取締役を責任者とした全体を統括する監視体制を整備する。 

・取締役の効率的な職務執行等のため、月１回の取締役会、月２回の経営会議（常勤の取締役及び監査役で構

成）、月１回の月次報告会（取締役及び各業務担当責任者で構成）を開催し、各部門から計画の進捗状況、問

題点等を報告する。また、文書を含めた社内情報等は常時閲覧等できる。 

・監査役の効率的な職務執行等のため、内部監査室職員を監査業務補助者として、監査役の指揮、命令下に置く

ことができる。また、取締役及び従業員に対し、リスク及びコンプライアンス等に関する文書を含めた社内情

報等の閲覧、報告等を求めることができる。 

・当社の子会社においては、当社と同様の体制等を整備し、コンプライアンスを推進する。また、月１回の業務

報告会において、当社に計画の進捗状況、問題点等を報告する。当社内部監査室は、子会社の内部監査を行う

ことができる。 

④ リスク管理体制の整備の状況 

当社のリスク管理体制は、経営に重大な影響を与える事態が発生した場合を想定して、経営企画室、人事総務

部、営業部を中心として迅速な対応が取れるよう、体制の整備に努めております。 

お客様とのトラブルに関しては、それが深刻な事態となる前の予防措置として、お客様相談室において、お客

様への真摯な対応と、サロンに対しての教育指導を行っております。 

また、組織としてリスク管理が円滑に機能しているかの確認を、監査役及び内部監査室おいて適宜行っており

ます。 

⑤ 内部監査及び監査役監査、会計監査の状況 

当社は、社長直属の組織として内部監査室を設置しております。 

内部監査室は、内部監査規程に基づきサロンを始め、各部門の業務における不適切・不適格な業務処理に対

し、是正勧告等により適正な業務処理の実施をはかっております。 

監査役会は、常勤監査役１名を含む２名の社外監査役と監査役１名の３名で構成されており、各監査役は、監

査役会が定めた監査方針に従い、取締役会等各会議へ出席し、内部監査室、会計監査人とも連携をとり、各サロ

ン及び子会社等へも往査を行い、取締役の業務執行の監視や助言を行っております。 

会計監査については、当社と商法監査及び証券取引法監査について監査契約を締結している新日本監査法人が

監査を実施しております。 

なお、当社の会計監査業務に従事した公認会計士は、田代清和（監査年数７年）、吉野保則（監査年数１年）

であります。また、会計監査業務にかかる補助者は、公認会計士２名、会計士補７名であります。 

監査役会は、会計監査人と監査計画の確認を行い、中間期並びに期末に当社及び連結子会社の監査結果の報告

を受けております。 



⑥ 社外取締役及び社外監査役の人的関係、資本関係又は取引関係その他の利害関係の概要 

 社外監査役の当社株式保有状況 

なお、社外取締役は選任しておりません。 

⑦ 役員報酬および監査報酬 

 当事業年度における当社の取締役及び監査役に対する役員報酬及び監査法人に対する監査報酬は以下の通りで

あります。 

  

     (注) 上記公認会計士法第２条第１項に規定する業務に基づく報酬以外の報酬はありません。 

 山 口  武 普通株式 40株(出資比率 0.0％) 

 小 林  靖 普通株式  4株(出資比率 0.0％) 

役員報酬  

 取締役の年間報酬総額 86,122千円 

 監査役の年間報酬総額 9,116千円（うち社外監査役 6,716千円） 

監査報酬 

公認会計士法第２条第１項に 
規定する業務に基づく報酬 

13,440千円 



第５ 【経理の状況】 

１ 連結財務諸表及び財務諸表の作成方法について 

(1) 当社の連結財務諸表は、「連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和51年大蔵省令第28号。以

下「連結財務諸表規則」という。)に基づいて作成しております。 

ただし、前連結会計年度(平成16年４月１日から平成17年３月31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２項のただし

書きにより、改正前の連結財務諸表規則に基づいて作成しております。 

  

(2) 当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号。以下「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、前事業年度(平成16年４月１日から平成17年３月31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２項のただし書き

により、改正前の財務諸表等規則に基づいて作成しております。 

  

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、前連結会計年度(平成16年４月１日から平成17年３月31日まで)及

び当連結会計年度(平成17年４月１日から平成18年３月31日まで)並びに前事業年度(平成16年４月１日から平成17年３

月31日まで)及び当事業年度(平成17年４月１日から平成18年３月31日まで)の連結財務諸表及び財務諸表について、新

日本監査法人により監査を受けております。 

  

  



１ 【連結財務諸表等】 

(1) 【連結財務諸表】 

① 【連結貸借対照表】 

  

  

  
前連結会計年度
(平成17年３月31日) 

当連結会計年度 
(平成18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  1,869,843 2,292,897  

 ２ 売掛金  133,003 148,183  

 ３ 営業未収入金  389,385 555,490  

 ４ たな卸資産  325,727 347,570  

 ５ 繰延税金資産  84,701 124,417  

 ６ その他  193,845 156,041  

 ７ 貸倒引当金  △16,295 △16,675  

  流動資産合計  2,980,211 42.1 3,607,927 45.2

Ⅱ 固定資産     

 １ 有形固定資産     

  (1) 建物及び構築物 ※１ 2,169,775 2,406,732    

    減価償却累計額 528,122 1,641,652 574,507 1,832,225  

  (2) 土地 ※１  595,951 595,951  

  (3) その他 452,924 641,741    

    減価償却累計額 326,847 126,076 340,177 301,563  

   有形固定資産合計  2,363,680 33.4 2,729,740 34.2

 ２ 無形固定資産 ※２  321,971 4.5 269,728 3.4

 ３ 投資その他の資産     

  (1) 投資有価証券  208,972 210,252  

  (2) 繰延税金資産  68,876 105,490  

  (3) 差入保証金  695,220 808,619  

  (4) その他  448,002 252,176  

   投資その他の資産合計  1,421,070 20.0 1,376,539 17.2

   固定資産合計  4,106,723 57.9 4,376,009 54.8

   資産合計  7,086,934 100.0 7,983,936 100.0

      



  

  

  
前連結会計年度
(平成17年３月31日) 

当連結会計年度 
(平成18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  232,562 128,570  

 ２ 未払金  567,050 909,582  

 ３ 未払法人税等  348,409 405,344  

 ４ 前受金  1,805,524 2,179,915  

 ５ 賞与引当金  99,270 131,983  

 ６ その他  222,547 379,649  

  流動負債合計  3,275,364 46.2 4,135,045 51.8

Ⅱ 固定負債     

 １ 退職給付引当金  42,830 57,034  

 ２ 役員退職慰労引当金  128,040 113,100  

 ３ その他  191,409 151,518  

   固定負債合計  362,279 5.1 321,652 4.0

   負債合計  3,637,644 51.3 4,456,698 55.8

      

(少数株主持分)     

  少数株主持分  8,371 0.1 13,185 0.2

      

(資本の部)     

Ⅰ 資本金 ※３  813,100 11.5 815,200 10.2

Ⅱ 資本剰余金  549,120 7.8 551,220 6.9

Ⅲ 利益剰余金  2,077,769 29.3 2,439,226 30.6

Ⅳ その他有価証券評価差額金  929 0.0 2,366 0.0

Ⅴ 自己株式 ※４  － － △293,960 △3.7

   資本合計  3,440,918 48.6 3,514,053 44.0

   負債、少数株主持分 
   及び資本合計 

 7,086,934 100.0 7,983,936 100.0

      



② 【連結損益計算書】 

  

  

  
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) 

当連結会計年度 
(自 平成17年４月１日 
至 平成18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  7,825,246 100.0 10,342,813 100.0

Ⅱ 売上原価  4,705,732 60.1 6,020,157 58.2

   売上総利益  3,119,513 39.9 4,322,656 41.8

Ⅲ 販売費及び一般管理費 ※１  2,925,408 37.4 3,783,322 36.6

   営業利益  194,104 2.5 539,333 5.2

Ⅳ 営業外収益     

 １ 受取利息 160 401    

 ２ 受取配当金 252 72    

 ３ 受取手数料 250,959 404,258    

 ４ その他 24,985 276,359 3.5 33,328 438,061 4.2

Ⅴ 営業外費用     

 １ 支払利息 3,576 －    

 ２ 支払手数料 － 1,173    

 ３ その他 1,926 5,502 0.1 253 1,426 0.0

   経常利益  464,960 5.9 975,968 9.4

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 1,991 －    

 ３ 匿名組合投資利益 31,445 43,287    

 ４ 過年度損益修正益 ※３ － 19,639    

 ５ 受取保険金 248,787 282,224 3.6 － 162,926 1.6

Ⅶ 特別損失     

 １ 店舗閉鎖損失 ※４ 158,450 94,488    

 ２ 固定資産除却損 ※５ － 13,388    

 ３ 車両運搬具売却損 － 141    

 ４ 減損損失 ※６ － 112,251    

 ５ 過年度消費税 － 24,873    

 ６ 商品廃棄損失 10,342 168,792 2.1 － 245,143 2.4

   税金等調整前 
   当期純利益 

 578,392 7.4 893,751 8.6

   法人税、住民税 
   及び事業税 

393,487 553,277    

   法人税等調整額 △51,798 341,689 4.4 △77,308 475,968 4.6

   少数株主利益  1,025 0.0 4,813 0.0

   当期純利益  235,677 3.0 412,969 4.0

       



③ 【連結剰余金計算書】 
  

  

  
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) 

当連結会計年度 
(自 平成17年４月１日 
至 平成18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 541,120 549,120

   

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 

8,000 8,000 2,100 2,100

   

Ⅲ 資本剰余金期末残高 549,120 551,220

   

(利益剰余金の部)  

Ⅰ 利益剰余金期首残高 1,870,247 2,077,769

   

Ⅱ 利益剰余金増加高  

 １ 当期純利益 235,677 235,677 412,969 412,969

   

Ⅲ 利益剰余金減少高  

 １ 配当金 28,155 28,155 51,512 51,512

   

Ⅳ 利益剰余金期末残高 2,077,769 2,439,226



④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】 
  

  

   
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) 

当連結会計年度 
(自 平成17年４月１日 
至 平成18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 税金等調整前当期純利益  578,392 893,751 
 ２ 減価償却費  205,995 267,988 
 ３ 減損損失  － 112,251 
 ４ 連結調整勘定償却額  22,430 49,293 
 ５ 貸倒引当金の増加額（減少額△）  △1,541 379 
 ６ 賞与引当金の増加額  19,270 32,713 
 ７ 退職給付引当金の増加額  2,549 14,204 
 ８  役員退職慰労引当金の増加額
   (減少額△） 

 12,130 △14,940 

 ９ 受取利息及び受取配当金  △413 △473 
 10 支払利息  3,576 － 
 11 広告支援金収入  － △100,000 
 12 匿名組合投資利益  △31,445 △43,287 
 13 受取保険金  △248,787 － 
 14 固定資産除却損  134,080 79,107 
 15 固定資産売却損  － 141 
 16 商品廃棄損失  10,342 － 
 17 売上債権の減少額（増加額△）  129,314 △181,285 
 18 前受金の増加額  165,819 374,390 
 19 たな卸資産の増加額  △64,448 △21,843 
 20 仕入債務の増加額（減少額△）  124,708 △103,991 
 21 その他  59,964 714,615 

    小計  1,121,938 2,073,016 

 22 利息及び配当金の受取額  696 2,277 
 23 利息の支払額  △3,182 － 
 24 法人税等の支払額  △163,200 △498,342 
 25 広告宣伝支援による収入  － 100,000 
 26 生命保険の受取額  260,000 － 

   営業活動によるキャッシュ・フロー  1,216,251 1,676,951 

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  △160,738 △976,884 
 ２ 有形固定資産の売却による収入  － 114 
 ３ 無形固定資産の取得による支出  △10,360 △18,754 
 ４ 投資有価証券の取得による支出  △205,610 △668 
 ５ 定期預金の払戻しによる収入  － 250,000 
 ６ 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の 
   取得による支出 

※２ △260,160 － 

 ７ 信販保証金の支払による支出  △5,746 △3 
 ８ 信販保証金の払戻による収入  415,687 － 
 ９ その他  △43,755 △117,283 

   投資活動によるキャッシュ・フロー  △270,684 △863,479 

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 自己株式の取得よる支出  － △293,960 
 ４ 株式の発行による収入  16,000 4,200 
 ５ 配当金の支払額  △28,155 △50,656 
 ６ その他  209 － 

   財務活動によるキャッシュ・フロー  △530,575 △340,416 

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  414,991 473,054 

Ⅵ 現金及び現金同等物の期首残高  1,404,852 1,819,843 

Ⅶ 現金及び現金同等物の期末残高 ※１ 1,819,843 2,292,897 
    



連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項 

  

項目 
前連結会計年度

(自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成17年４月１日 
至 平成18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 

  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。 

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 

  

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 連結子会社の事業年度等

に関する事項 

 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。 

 連結子会社の決算日は、連結決算日

と一致しております。 

４ 会計処理基準に関する 

  事項 

    

 (1) 重要な資産の評価基準

及び評価方法 

①有価証券 

 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 

   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) 

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 

    同左 

    時価のないもの 

   移動平均法による原価法 

  時価のないもの 

    同左 

  ②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 
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) 

当連結会計年度 
(自 平成17年４月１日 
至 平成18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、当連結

会計年度に対応する負担額を計上し

ております。 

②賞与引当金 

    同左 

  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。 

③退職給付引当金 

    同左 

  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役員退職慰労引当金 

    同左 

 (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 
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) 

当連結会計年度 
(自 平成17年４月１日 
至 平成18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) その他連結財務諸表作

成のための重要な事項 

消費税等の会計処理 

 税抜方式によっております。 

消費税等の会計処理 

    同左 

５ 連結子会社の資産及び負

債の評価に関する事項 

 連結子会社の資産及び負債の評価方

法については、全面時価評価法によっ

ております。 

    同左 

６ 連結調整勘定の償却に関

する事項 

 連結調整勘定の償却については、５

年間で均等償却しております。 

    同左 

７ 利益処分項目等の取扱い

に関する事項 

 連結剰余金計算書は、連結会計年度

中に確定した利益処分又は損失処理に

基づいて作成しております。 

    同左 

８ 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 

  

  

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) 

当連結会計年度
(自 平成17年４月１日 
至 平成18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によっておりましたが、当

連結会計年度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

在庫の区分の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るものでありま

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58,272千円であります。な

お、当該会計処理の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） 

 当連結会計年度から「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

業会計基準適用指針第6号 平成15年10月31日）を適用

しております。 

  

 これにより税金等調整前当期純利益が112,251千円減

少しております。 

 セグメント情報に与える影響は、当該箇所に記載し

ております。 

 なお、減損損失累計額については、改正後の連結財

務諸表規則に従い当該各資産の金額から直接控除して

おります。 



注記事項 

(連結貸借対照表関係) 

  

  

前連結会計年度
(平成17年３月31日) 

当連結会計年度
(平成18年３月31日) 

※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 427,887千円

(ロ)上記に対する債務 ───── 

※１          ───── 

   

  

  

 

 

 

  

※２ 無形固定資産に含まれている連結調整勘定 

  

  224,037千円

※２ 無形固定資産に含まれている連結調整勘定 

  

174,744千円

ただし、「株式の消却が行われた場合には、これ

に相当する株式数を減ずる」旨定款で定めており

ます。 

※３ 会社が発行する株式の総数 普通株式 204,768株

発行済株式総数 普通株式 51,512株

  

  
  

※３ 会社が発行する株式の総数 普通株式 204,768株

発行済株式総数 普通株式 51,596株

※４        ───── ※４ 自己株式の保有数 

連結会社が保有する連結財務諸表提出会社の株式

の数は、以下のとおりであります。 

普通株式 2,145株



(連結損益計算書関係) 

  

  

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) 

当連結会計年度
(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日) 

※１ 販売費及び一般管理費の主要な費目及び金額は次

のとおりであります。 

  

広告宣伝費 1,562,882千円

役員報酬 105,247千円

労務費 532,954千円

退職給付費用 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

※１ 販売費及び一般管理費の主要な費目及び金額は次

のとおりであります。 

  

広告宣伝費 2,148,720千円

役員報酬 116,568千円

労務費 564,965千円

退職給付費用 10,200千円

役員退職慰労引当金繰入額 11,860千円

減価償却費 39,226千円

連結調整勘定償却額 49,293千円

※２                  ─────
  

※２ 広告支援金収入

代表取締役大石洋子氏からの
広告支援金 

100,000千円

※３         ─────
  

※３ 過年度損益修正益
    過年度前受金時効処理益      19,639千円 
  

※４ 店舗閉鎖損失 

  

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

計 158,450千円

※４ 店舗閉鎖損失 

建物及び構築物除却損 64,929千円

工具器具備品除却損 788千円

原状回復費用等 28,770千円

計 94,488千円

※５         ───── ※５ 固定資産除却損 

  

  

 建物及び構築物 9,822千円

 車両運搬具 191千円

 工具器具備品 3,375千円

 計 13,388千円

※６         ───── ※６ 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。 

 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損失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。 

 用途 種類 減損損失 

 
エステティック
サロン 

（１１店舗） 

建物 100,523千円 

 工具器具備品 11,728千円 

 合計 112,251千円 



(連結キャッシュ・フロー計算書関係) 

  

  

前連結会計年度
(自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日) 

当連結会計年度
(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日) 

※１ 現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表

に掲記されている科目の金額との関係 

  

  (平成17年3月31日現在)

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

※１ 現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表

に掲記されている科目の金額との関係 

  
  

 (平成18年3月31日現在) 

現金及び預金 2,292,897千円

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 2,292,897千円

※２ 株式の取得により新たに連結子会社となった会社

の資産及び負債の主な内訳 

   株式の取得により新たに㈱日本インターシステム

及び㈱メディアネクステージを連結したことに伴う

連結開始時の資産及び負債の内訳並びに上記２社の

株式取得価額と取得のための支出（純額）との関係

は次のとおりであります。 

  

流動資産 143,009千円

固定資産 6,804千円

連結調整勘定 246,468千円

流動負債 △113,082千円

少数株主持分 △7,346千円

上記２社株式の取得価額 275,853千円

上記２社の現金及び現金同等物 △15,692千円

差引：上記２社株式の取得の
ための支出 

260,160千円

※２         ─────

  

  



(リース取引関係) 

  

  

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) 

当連結会計年度
(自 平成17年４月１日 
至 平成18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 

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 252,053千円

期末残高相当額 110,975千円

リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの

以外のファイナンス・リース取引 

１ リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当

額、減損損失累計額相当額及び期末残高相当額 

工具器具備品

取得価額相当額 256,937千円

減価償却累計額相当額 208,358千円

期末残高相当額 48,579千円

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

２ 未経過リース料期末残高相当額等 

  未経過リース料期末残高相当額 

１年内 31,495千円

１年超 19,259千円

合計 50,754千円

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 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

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 72,208千円

減価償却費相当額 66,387千円

支払利息相当額 3,409千円

４ 減価償却費相当額の算定方法 

  リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定

額法によっております。 

４ 減価償却費相当額の算定方法 

同左 

５ 利息相当額の算定方法 

  リース料総額とリース物件の取得価額相当額との差

額を利息相当額とし、各期への配分方法については利

息法によっております。 

５ 利息相当額の算定方法 

同左 

  (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) 

１ 満期保有目的の債券で時価のあるもの 

  

  

２ その他有価証券で時価のあるもの 

  

  

区分 

前連結会計年度
(平成17年３月31日) 

当連結会計年度 
(平成18年３月31日) 

連結決算日に 
おける連結 
貸借対照表 
計上額 
(千円) 

連結決算日に
おける時価 
(千円) 

差額
(千円) 

連結決算日に
おける連結 
貸借対照表 
計上額 
(千円) 

連結決算日に 
おける時価 
(千円) 

差額 
(千円) 

時価が連結貸借対照表計上額
を超えるもの 

    

(1) 国債・地方債 － － － － － －

(2) 社債 － － － － － －

(3) その他 － － － － － －

小計 － － － － － －

時価が連結貸借対照表計上額
を超えないもの 

    

(1) 国債・地方債 204,960 204,860 100 203,156 201,520 △1,636

(2) 社債 － － － － － －

(3) その他 － － － － － －

小計 204,960 204,860 100 203,156 201,520 △1,636

合計 204,960 204,860 100 203,156 201,520 △1,636

区分 

前連結会計年度
(平成17年３月31日) 

当連結会計年度 
(平成18年３月31日) 

取得原価 
(千円) 

連結決算日に
おける連結 
貸借対照表 
計上額 
(千円) 

差額
(千円) 

取得原価
(千円) 

連結決算日に 
おける連結 
貸借対照表 
計上額 
(千円) 

差額 
(千円) 

連結貸借対照表計上額が 
取得原価を超えるもの 

    

(1) 株式 2,450 4,012 1,562 3,119 7,096 3,977

(2) 債券 － － － － － －

(3) その他 － － － － － －

小計 2,450 4,012 1,562 3,119 7,096 3,977

連結貸借対照表計上額が 
取得原価を超えないもの 

    

(1) 株式 － － － － － －

(2) 債券 － － － － － －

(3) その他 － － － － － －

小計 － － － － － －

合計 2,450 4,012 1,562 3,119 7,096 3,977



３ 満期保有目的の債券の連結決算日後における償還予定額 

前連結会計年度（平成17年3月31日） 

  

  

当連結会計年度（平成18年3月31日） 

  

  

次へ 

区分 １年超５年以内(千円) 

(1) 債券   

国債 200,000 

 (2) その他 － 

合計 200,000 

区分 １年超５年以内(千円) 

(1) 債券   

国債 200,000 

 (2) その他 － 

合計 200,000 



(デリバティブ取引関係) 

１ 取引の状況に関する事項 

  

  

２ 取引の時価等に関する事項 

  

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） 

 期末残高がないので、該当事項はありません。 

  

当連結会計年度（自 平成17年４月１日 至 平成18年３月31日） 

 該当事項はありません。 

  

次へ 

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) 

当連結会計年度
(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日) 

１ 取引の内容 

  当社の利用しているデリバティブ取引は、金利スワ

ップ取引であります。 

         ――――――― 

２ 取引に対する取組方針 

  当社のデリバティブ取引は、将来の金利の変動によ

るリスク回避を目的としており、投機的な取引は行わ

ない方針であります。 

  

３ 取引の目的 

  当社のデリバティブ取引は、借入金の将来の金利市

場における利率上昇による変動リスクを回避する目的

で利用しております。 

  なお、デリバティブ取引を利用してヘッジ会計を行

っております。 

  

 ① ヘッジ会計の方法 

   金利スワップ取引については、特例処理の用件を

満たしておりますので、特例処理を適用しておりま

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 

  

 ③ ヘッジ方針 

   金利リスクの低減のため、対象債務の範囲内でヘ

ッジを行っております。 

  

 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。 

  

４ 取引に係るリスクの内容 

  金利スワップ取引は、市場金利の変動によるリスク

を有しております。 

  なお、取引相手先は高格付けを有する金融機関に限

定しているため、信用リスクはほとんどないと認識し

ております。 

  

５ 取引に係るリスク管理体制 

  デリバティブ取引の執行・管理については、取引権

限及び取引限度額等を定めた社内ルールに従い、資金

担当部門が決裁担当者の承認を得て行っております。 

  



(退職給付関係) 

当社の従業員は300人超でありますが、年齢分布および勤務期間に偏りが生じており、数理計算結果に一定の水準の信頼性が得

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

  

(税効果会計関係) 
  

  
前へ     

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) 

当連結会計年度
(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日) 

１ 採用している退職給付制度の概要 
  当社は、確定給付型の制度として退職一時金制度を
採用しております。 

１ 採用している退職給付制度の概要
  当社は、確定給付型の制度として退職一時金制度を
採用しております。 

２ 退職給付債務及びその内訳 
   退職給付債務 

退職給付引当金 42,830千円

２ 退職給付債務及びその内訳
   退職給付債務 

退職給付引当金 57,034千円

３ 退職給付費用の内訳 
   退職給付費用 

勤務費用 20,563千円

３ 退職給付費用の内訳
   退職給付費用 

勤務費用 18,845千円

４ 退職給付債務の計算基礎 
  該当事項はありません。 

４ 退職給付債務の計算基礎
  該当事項はありません。 

前連結会計年度
(平成17年３月31日) 

当連結会計年度
(平成18年３月31日) 

１ 繰延税金資産および繰延税金負債の発生の主な原因
別内訳 

  

繰延税金資産 

賞与引当金 40,204 千円

貸倒引当金 6,437

未払事業税 25,110 

退職給付引当金 16,870 

役員退職慰労引当金 51,856 

その他 13,731 

繰延税金資産合計 154,210千円

繰延税金負債 

その他有価証券評価差額金 632 千円

繰延税金負債合計 632千円

繰延税金資産の純額 153,577千円

１ 繰延税金資産および繰延税金負債の発生の主な原因
別内訳 

（繰延税金資産）   

① 流動資産   

賞与引当金 53,453 千円

貸倒引当金 6,429  

未払事業税 29,861  

その他 34,673  

 計 124,417 千円
② 固定資産  

退職給付引当金 23,099 千円

役員退職慰労引当金 45,805  

減損損失 36,740  

その他 1,456  

繰延税金負債(固定)との相殺 △1,610  

 計 105,490千円

繰延税金資産合計 229,908 千円
（繰延税金負債）  

① 固定負債  

その他有価証券評価差額金 △1,610 千円

繰延税金資産(固定)との相殺 1,610  

 計 ―千円

繰延税金負債合計 ―千円

繰延税金資産の純額 229,908千円

２ 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税率の負担
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 

  

法定実効税率 40.5％

(調整）  

同族会社の留保金課税 5.7

住民税均等割 9.7

連結調整勘定償却額 3.9

その他 △0.7

税効果会計適用後の法人税等の負担率 59.1％

２ 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税率の負担
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 
法定実効税率 40.5％

(調整）   

同族会社の留保金課税 4.6  

住民税均等割 6.3  

交際費等永久に損金に算入されない項目 0.7  

連結調整勘定償却額 2.2  

その他 △1.0  

税効果会計適用後の法人税等の負担率 53.3％



(セグメント情報) 

【事業の種類別セグメント情報】 

前連結会計年度(自 平成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、営業利益及び全セグメントの資産の金額の合計額に占める「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。 

  

当連結会計年度(自 平成17年４月１日 至 平成18年３月31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 

  

  
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) 

Ⅰ 売上高及び営業損益        

  売上高        

 (1) 外部顧客に対する売上高 9,101,663 1,241,149 10,342,813 － 10,342,813

 (2) セグメント間の内部売上高 
   又は振替高 

1,984 － 1,984 (1,984) －

計 9,103,648 1,241,149 10,344,798 (1,984) 10,342,813

  営業費用 8,555,012 1,250,452 9,805,464 (1,984) 9,803,479

  営業利益又は営業損失(△) 548,636 △ 9,302 539,333 － 539,333

Ⅱ 資産、減価償却、減損損失 
    及び資本的支出 

       

  資産 7,623,501 383,543 8,007,045 (23,109) 7,983,936

  減価償却費 266,243 1,744 267,988 － 267,988

  減損損失 112,251 － 112,251 － 112,251

  資本的支出 822,713 － 822,713 － 822,713



【所在地別セグメント情報】 

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。 

  

当連結会計年度(自 平成17年４月１日 至 平成18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】 

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。 

  

当連結会計年度(自 平成17年４月１日 至 平成18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。 

  



【関連当事者との取引】 

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) 役員及び個人主要株主等 

  

(注) １ 取引金額には消費税等は含まれておりません。 

２ 取引条件及び取引条件の決定方法 

  土地、建物の鑑定評価額により、一般的取引条件と同様に決定しております。 

  

当連結会計年度(自 平成17年４月１日 至 平成18年３月31日) 

(1) 役員及び個人主要株主等 

  

(注) １ 非課税取引のため取引金額には消費税等は含まれておりません。 

  

属性 
会社等 
の名称 

住所 
資本金又は 
出資金 
(千円) 

事業の内容 
又は職業 

議決権等

の所有 
(被所有)割合

(％) 

関係内容

取引の内容
取引金額 
(千円) 

科目 
期末残高

(千円) 役員の

兼任等 
事業上

の関係 

役員及び 
その近親者 

大石洋子 － － 
当社 

代表取締役 
直接所有

50.1 
－ －

土地、建物

の譲受 

56,847 － － 

大石 実 
(大石洋子 
の配偶者) 

－ － － － － － 15,275 － － 

属性 
会社等 
の名称 

住所 
資本金又は 
出資金 
(千円) 

事業の内容 

又は職業 

議決権等

の所有 
(被所有)割合

(％) 

関係内容

取引の内容
取引金額 
(千円) 

科目 
期末残高

(千円) 役員の

兼任等 
事業上

の関係 

役員及び 
その近親者 

大石洋子 － － 
当社 

代表取締役 
直接所有

48.1 
－ －

広告支援金

収入 
100,000 － － 



(１株当たり情報) 

  

(注) １株当たり当期純利益金額及び潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。 

  

  

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) 

当連結会計年度
(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日) 

１株当たり純資産額 66,798円39銭 １株当たり純資産額 71,061円32銭

１株当たり当期純利益 4,591円96銭 １株当たり当期純利益 8,225円01銭

潜在株式調整後１株当たり当期純利益 4,552円58銭 潜在株式調整後１株当たり当期純利益 8,144円07銭

当社は平成17年２月18日付で普通株式１株を２株に分割

しております。 

  

項目
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) 

当連結会計年度 
(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日) 

１株当たり当期純利益金額  

連結損益計算書上の当期純利益（千円） 235,677 412,969

普通株式に係る当期純利益（千円） 235,677 412,969

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） 51,324 50,209

潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額  

当期純利益調整額（千円） ― ―

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

 

 新株予約権 444 499

普通株式増加数（株） 444 499

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金の算定に含まれ
なかった潜在株式の概要 

― ―



(重要な後発事象) 

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。 
  
当連結会計年度(自 平成17年４月１日 至 平成18年３月31日) 

１. 当社は、平成18年４月21日開催の取締役会決議に基づき、平成18年５月１日に株式会社エイチエーシー株式の譲渡契約

を締結し、同社株式を取得し子会社といたしました。 

①株式取得の目的 

当社は、「美と健康と癒しの総合企業」を中期的な経営目標としております。従って、既存グループ企業の収益拡大

はもとより、企業価値の拡大を加速するために積極的なＭ＆Ａを常時検討しております。 

株式会社エイチエーシーは、健康食品分野における通信販売を主業としており、グループ全体としての販路拡大と良

質な商材調達の両側面から大きな効果が得られるものと考え、同社を子会社といたしました。 

②株式を取得する会社の概要 

商号           株式会社エイチエーシー 

主な事業内容       健康食品・化粧品等の通信販売 

資本金          10,000千円 

③株式取得時期 

株式譲渡契約の締結    平成18年５月１日 

株券引渡         平成18年５月17日 

④取得株式数、取得金額および所得後の所有株式数の状況 

取得前の所有株式数    － 株(所有割合   － %) 

取得株式数        195株(取得金額 1,248百万円) 

取得後の所有株式数    195株(所有割合  97.5%) 
  

２. 当社は、平成18年５月17日開催の取締役会において、株式分割による新株式の発行を行う旨の決議をいたしました。 

当該株式分割の内容は、以下のとおりであります。 

①平成18年６月30日最終の株主名簿及び実質株主名簿に記載又は記録された株主の所有株式１株に付２株の割合をもって

分割する。 

②分割により増加する株式数は、普通株式とし、平成18年６月30日最終の発行済株式数に１を乗じた株式数。 

③配当起算日  平成18年４月１日 

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。 

  

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) 

当連結会計年度
(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日) 

１株当たり純資産額 33,399円20銭 １株当たり純資産額 35,530円66銭

１株当たり当期純利益 2,295円98銭 １株当たり当期純利益 4,112円51銭

潜在株式調整後１株当たり当期純利益 2,276円29銭 潜在株式調整後１株当たり当期純利益 4,072円04銭

当社は平成17年２月18日付で普通株式１株を２株に分割

しております。 

  



⑤ 【連結附属明細表】 

【社債明細表】 

該当事項はありません。 

  

【借入金等明細表】 

該当事項はありません。 

  

(2) 【その他】 

該当事項はありません。 

  



２ 【財務諸表等】 

(1) 【財務諸表】 

① 【貸借対照表】 
  

  

  
前事業年度末

(平成17年３月31日現在) 
当事業年度末 

(平成18年３月31日現在) 

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  1,835,849 2,265,247  

 ２ 売掛金  67,172 51,369  

 ３ 営業未収入金  389,385 555,490  

 ４ 商品  251,978 200,304  

 ５ 貯蔵品  14,792 74,632  

 ６ 前払費用  171,991 96,184  

 ７ 繰延税金資産  84,701 122,018  

 ８ 関係会社短期貸付金  24,838 23,109  

 ９ 未収入金  18,611 53,880  

 10 その他  2,132 4,539  

 11 貸倒引当金  △15,895 △15,875  

  流動資産合計  2,845,558 40.6 3,430,902 43.4

Ⅱ 固定資産     

 (1) 有形固定資産     

  １ 建物 ※１ 2,163,948 2,400,905    

    減価償却累計額 524,725 1,639,222 570,741 1,830,164  

  ２ 構築物 5,827 5,827    

    減価償却累計額 3,396 2,430 3,766 2,060  

  ３ 車両運搬具 8,932 ―    

    減価償却累計額 8,485 446 ― ―  

  ４ 工具器具備品 438,439 593,189    

    減価償却累計額 315,162 123,276 336,127 257,061  

  ５ 土地 ※１  595,951 595,951  

  ６ 建設仮勘定  ― 43,000  

   有形固定資産合計  2,361,327 33.6 2,728,238 34.5

 (2) 無形固定資産     

  １ ソフトウェア  68,089 66,034  

  ２ 電話加入権  25,790 25,790  

   無形固定資産合計  93,880 1.3 91,824 1.2



  

  

  
前事業年度末

(平成17年３月31日現在) 
当事業年度末 

(平成18年３月31日現在) 

区分 
注記 
番号 

金額(千円)
構成比
(％) 

金額(千円) 
構成比
(％) 

 (3) 投資その他の資産     

  １ 投資有価証券  208,972 210,252  

  ２ 関係会社株式  275,853 275,853  

  ３ 出資金  200,000 200,000  

  ４ 関係会社長期貸付金  23,109 ―  

  ５ 長期前払費用  2,837 4,986  

  ６ 繰延税金資産  68,876 105,490  

  ７ 長期定期預金  200,000 ―  

  ８ 差入保証金  691,746 805,145  

  ９ 信販保証金  35,361 35,365  

  10 保険積立金  9,802 11,295  

   投資その他の資産合計  1,716,559 24.5 1,648,389 20.9

  固定資産合計  4,171,767 59.4 4,468,452 56.6

  資産合計  7,017,326 100.0 7,899,355 100.0

      



  

  

  
前事業年度末

(平成17年３月31日現在) 
当事業年度末 

(平成18年３月31日現在) 

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  165,630 52,554  

 ２ 未払金  557,094 891,635  

 ３ 未払費用  187,208 238,960  

 ４ 未払法人税等  347,000 388,000  

 ５ 未払消費税等  24,607 113,658  

 ６ 前受金  1,805,524 2,179,709  

 ７ 預り金  8,865 19,270  

 ８ 賞与引当金  99,270 130,040  

 ９ その他  596 1,451  

  流動負債合計  3,195,797 45.5 4,015,281 50.8

Ⅱ 固定負債     

 １ 長期未払金  190,842 147,555  

 ２ 退職給付引当金  42,830 57,034  

 ３ 役員退職慰労引当金  128,040 113,100  

 ４ その他  567 3,962  

  固定負債合計  362,279 5.2 321,652 4.1

  負債合計  3,558,077 50.7 4,336,933 54.9

      



  

  

  
前事業年度末

(平成17年３月31日現在) 
当事業年度末 

(平成18年３月31日現在) 

区分 
注記 
番号 

金額(千円)
構成比
(％) 

金額(千円) 
構成比
(％) 

(資本の部)     

Ⅰ 資本金 ※２  813,100 11.6 815,200 10.3

Ⅱ 資本剰余金     

 １ 資本準備金 549,120 551,220    

  資本剰余金合計  549,120 7.8 551,220 7.0

Ⅲ 利益剰余金     

 １ 利益準備金 12,143 12,143    

 ２ 任意積立金     

  (1) 別途積立金 1,700,000 1,700,000    

 ３ 当期未処分利益 383,955 775,451    

  利益剰余金合計  2,096,099 29.9 2,487,594 31.5

Ⅳ その他有価証券評価差額金  929 0.0 2,366 0.0

Ⅴ 自己株式 ※３  ― ― △293,960 △3.7

  資本合計  3,459,249 49.3 3,562,421 45.1

  負債・資本合計  7,017,326 100.0 7,899,355 100.0

      



② 【損益計算書】 

  

  

  
前事業年度

(自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成17年４月１日 
至 平成18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    

 １ エステティックサロン 
   売上高 

   

  (1) 技術売上高 4,767,950 5,857,759   

  (2) 商品売上高 2,465,258 2,980,703   

     小計 7,233,209 8,838,463   

 ２ その他売上高 271,030 7,504,239 100.0 265,184 9,103,648 100.0

Ⅱ 売上原価    

 １ エステティックサロン 
   売上原価 

   

  (1) 技術売上原価 3,712,017 4,238,919   

  (2) 商品売上原価 627,745 675,268   

     小計 4,339,762 4,914,187   

 ２ その他売上原価 122,063 4,461,825 59.5 105,539 5,019,726 55.1

   売上総利益  3,042,413 40.5 4,083,921 44.9

Ⅲ 販売費及び一般管理費    

 １ 信販手数料 80,972 101,163   

 ２ 広告宣伝費 1,552,633 2,142,627   

 ３ 人件費 440,960 527,324   

 ４ 役員報酬 94,356 95,238   

 ５ 退職給付費用 10,441 10,200   

 ６ 役員退職慰労引当金 
   繰入額 

12,130 11,860   

 ７ 募集費 36,343 50,262   

 ８ 旅費通信費 107,952 101,353   

 ９ 消耗品費 17,020 24,847   

 10 減価償却費 33,556 37,482   

 11 支払手数料 168,912 240,283   

 12 その他 276,232 2,831,511 37.7 192,641 3,535,285 38.9

   営業利益  210,902 2.8 548,636 6.0



  

  

  
前事業年度

(自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成17年４月１日 
至 平成18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
(％) 

Ⅳ 営業外収益    

 １ 受取利息 225 571   

 ２ 受取配当金 252 72   

 ３ 受取手数料 250,959 404,258   

 ４ 受取賃貸料 6,422 6,261   

 ５ 雑収入 17,992 275,853 3.7 26,444 437,608 4.8

Ⅴ 営業外費用    

 １ 支払利息 3,576 ―   

 ２ 支払手数料 ― 1,173   

 ３ 雑損失 1,926 5,502 0.1 253 1,426 0.0

   経常利益  481,252 6.4 984,818 10.8

Ⅵ 特別利益    

 １ 広告支援金収入 ※１ ― 100,000   

 ２ 貸倒引当金戻入益 1,141 20   

 ３ 匿名組合投資利益 31,445 43,287   

 ４ 過年度損益修正益 ※２ ― 19,639   

 ５ 受取保険金 248,787 281,374 3.7 ― 162,946 1.8

Ⅶ 特別損失    

 １ 店舗閉鎖損失 ※３ 158,450 94,488   

 ２ 固定資産除却損 ※４ ― 13,388   

 ３ 車両運搬具売却損 ― 141   

 ４ 減損損失 ※５ ― 112,251   

 ５ 商品廃棄損失 10,342 ―   

 ６ 過年度消費税 ― 168,792 2.2 24,873 245,143 2.7

   税引前当期純利益  593,834 7.9 902,621 9.9

   法人税、住民税及び 
   事業税 

391,624 534,524   

   法人税等調整額 △51,798 339,825 4.5 △74,909 459,614 5.0

   当期純利益  254,008 3.4 443,007 4.9

   前期繰越利益  129,947 332,443 

   当期未処分利益  383,955 775,451 

     



（技術売上原価明細書） 
  

(注) 「会計処理の変更」に記載のとおり、当事業年度より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より、

業務で使用した商材の計上は、商品使用高から材料費へ変更しております。 

  

（商品売上原価明細書） 
  

(注) ※他勘定振替高の内訳は、次のとおりであります。 

  

  
前事業年度

(自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日) 

区分 
注記 
番号 

金額(千円)
構成比
(％) 

金額(千円)
構成比 
(％) 

Ⅰ 商品使用高 ※   104,056 2.8 ― ―

Ⅱ 材料費   ― ― 94,409 2.2

Ⅲ 労務費   1,911,028 51.5 2,241,851 52.9

Ⅳ 経費     

 １ 旅費通信費 112,166 128,150   

 ２ 消耗品費 193,122 213,233   

 ３ 減価償却費 165,279 228,761   

 ４ 地代家賃 909,592 992,817   

 ５ その他 316,771 1,696,932 45.7 339,695 1,902,657 44.9

   技術売上原価   3,712,017 100.0 4,238,919 100.0

  
前事業年度

(自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日) 

区分 
注記 
番号 

金額(千円) 金額(千円) 

Ⅰ 期首商品たな卸高 217,257 251,978

Ⅱ 当期商品仕入高 766,522 623,594

   計 983,780 875,573

Ⅲ 他勘定振替高 ※ △104,056 ―

Ⅳ 期末商品たな卸高 △251,978 △200,304

商品売上原価 627,745 675,268

  
前事業年度

(自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日) 

項目 金額(千円) 金額(千円) 

技術売上原価商品使用高 104,056 ―

合計 104,056 ―



③ 【利益処分計算書】 

  

  

  
前事業年度
株主総会承認日 
(平成17年６月29日) 

当事業年度 
株主総会承認日 
(平成18年６月29日) 

区分 
注記 
番号 

金額(千円) 金額(千円) 

Ⅰ 当期未処分利益 383,955 775,451

Ⅱ 利益処分額  

 １ 配当金 51,512 51,512 74,176 74,176

Ⅲ 次期繰越利益 332,443 701,274

   



重要な会計方針 
  

  

項目 
前事業年度

(自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日) 

１ 有価証券の評価基準及び

評価方法 

満期保有目的の債券 

 償却原価法（定額法） 

子会社株式 

 移動平均法による原価法 

満期保有目的の債券 

              同左 

子会社株式 

              同左 

  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

時価法を採用しております。 

(評価差額は全部資本直入法処理し、

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 

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 

２ たな卸資産の評価基準及

び評価方法 

(1) 商品 

   月次総平均法による原価法 

(1) 商品 

同左 

  (2) 貯蔵品 

   最終仕入原価法 

(2) 貯蔵品 

月次総平均法による原価法 

３ 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 

(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 

４ 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、当期に

対応する負担額を計上しておりま

す。 

(2) 賞与引当金 

同左 



  

  

項目 
前事業年度

(自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成17年４月１日 
至 平成18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。 

(3) 退職給付引当金 

同左 

  (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

期末要支給額を計上しております。 

(4) 役員退職慰労引当金 

同左 

５ 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 

６ 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、当該特例

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更リス

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。 

  

  

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 



会計処理の変更 

  

  

追加情報 

  

  

前事業年度 
(自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日) 

当事業年度
(自 平成17年４月１日 
至 平成18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

価法による原価法によっておりましたが、当事業年度か

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

庫の区分の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るものであります。 

  

 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58,272千円であります。なお、当

該会計処理の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） 

 当事業年度から「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

適用指針第6号 平成15年10月31日）を適用しておりま

す。 

  

 これにより税引前当期純利益が112,251千円減少して

おります。 

 なお、減損損失累計額については、改正後の財務諸表

等規則に従い当該各資産の金額から直接控除しておりま

す。 

前事業年度 
(自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日) 

当事業年度
(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日) 

 「地方税法等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、当事業年度から「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お

よ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、経常利益およ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 

(貸借対照表関係) 
  

  

前事業年度 
(平成17年３月31日現在) 

当事業年度
(平成18年３月31日現在) 

※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 427,887千円

※１              ――――― 

   

  (ロ)上記に対応する債務 

――――――― 

   

※２ 会社が発行する株式数及び発行済株式総数 

     ただし、「株式の消却が行われた場合には、

これに相当する株式数を減ずる」旨定款に定め

ております。 

会社が発行する株式数 普通株式 204,768株

発行済株式総数 普通株式  51,512株

※２ 会社が発行する株式数及び発行済株式総数 

会社が発行する株式数 普通株式 204,768株

発行済株式総数 普通株式  51,596株

※３           ――――― ※３ 自己株式の保有数 

  普通株式  2,145株

 ４ 配当制限 

   商法施行規則第124条第３号に規定する資産に時

価を付したことにより増加した純資産額は929千円

であります。 

 ４ 配当制限 

   商法施行規則第124条第３号に規定する資産に時

価を付したことにより増加した純資産額は2,366千

円であります。 



(損益計算書関係) 
  

  

前事業年度 
(自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日) 

当事業年度
(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日) 

※１        ――――― ※１ 広告支援金収入 

代表取締役大石洋子氏からの

広告支援金 
100,000千円

※２        ――――― ※２ 過年度損益修正益 

      過年度前受金時効処理益          19,639千円 

※３ 店舗閉鎖損失 

建物除却損 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

計 158,450千円

※３ 店舗閉鎖損失 

建物除却損 64,929千円

工具器具備品除却損 788千円

原状回復費用等 28,770千円

計 94,488千円

※４            ――――― ※４ 固定資産除却損 

建物及び構築物 9,822千円

車両運搬具 191千円

工具器具備品 3,375千円

計 13,388千円

※５        ――――― ※５ 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。 

 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

イナスのため、回収可能価額は無いものとして評価して

おります。 

 用途 種類 減損損失 

 エステティック 

サロン 

（１１店舗） 

建物 100,523千円 

 工具器具備品 11,728千円 

 合計 112,251千円 



(リース取引関係) 

  

  

前事業年度 
(自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日) 

当事業年度
(自 平成17年４月１日 
至 平成18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

額及び期末残高相当額 

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期末残高相当 

  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

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 208,358千円

期末残高相当額 48,579千円

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

２ 未経過リース料期末残高相当額等 

未経過リース料期末残高相当額 

１年内 31,495千円

１年超 19,259千円

合計 50,754千円

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 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

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 72,208千円

減価償却費相当額 66,387千円

支払利息相当額 3,409千円

４ 減価償却費相当額の算定方法 

  リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定

額法によっております。 

４ 減価償却費相当額の算定方法 

同左 

５ 利息相当額の算定方法 

  リース料総額とリース物件の取得価額相当額との差

額を利息相当額とし、各期への配分方法については利

息法によっております。 

５ 利息相当額の算定方法 

同左 

  
(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) 

前事業年度(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。 

  

当事業年度(平成18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。 

  



(税効果会計関係) 

  

  

前事業年度 
(自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日) 

当事業年度
(自 平成17年４月１日 
至 平成18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   

 賞与引当金 40,204 千円 

 貸倒引当金 6,437   

 未払事業税 25,110   

 退職給付引当金 16,870   

 役員退職慰労引当金 51,856   

 その他 13,731   

繰延税金資産計 154,210千円 

 評価性引当額  ― 

繰延税金資産合計 154,210千円 

繰延税金負債     

 その他有価証券評価差額金 632 千円 

繰延税金負債合計 632千円 

繰延税金資産の純額 153,577千円 

（繰延税金資産）   

① 流動資産    

賞与引当金 52,666 千円 

貸倒引当金 6,429   

未払事業税 28,350   

その他 34,573   

 計 122,018
122

千円 

② 固定資産    

退職給付引当金 23,099 千円 

役員退職慰労引当金 45,805   

減損損失 36,740   

その他1 1,456   

繰延税金負債(固定)との相殺 △1,610   

 計 105,490千円 

繰延税金資産合計 227,509
227,509

千円 

（繰延税金負債）    

① 固定負債  ― 

 その他有価証券評価差額金 △1,610 千円 

繰延税金資産(固定)との相殺 1,610   

 計 ―千円 

繰延税金負債合計 ―千円 

繰延税金資産の純額 227,509千円 

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 

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 

  

法定実効税率 40.5％

 (調整)    

 同族会社の留保金課税 5.5  

 住民税均等割 9.4  

 その他 1.8  

 税効果会計適用後の法人税等の負担率 57.2％

法定実効税率 40.5％

(調整)    

同族会社の留保金課税 4.5  

住民税均等割 6.2  

交際費等永久に損金に算入されない項目 0.8  

その他 △1.1  

税効果会計適用後の法人税等の負担率 50.9％ 



(１株当たり情報) 

  

(注) １株当たり当期純利益金額及び潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。 

  

  

前事業年度 
(自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日) 

当事業年度
(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日) 

１株当たり純資産額 67,154円24銭 １株当たり純資産額 72,039円42銭

１株当たり当期純利益 4,949円11銭 １株当たり当期純利益 8,823円27銭

潜在株式調整後 
１株当たり当期純利益 

4,906円65銭
潜在株式調整後
１株当たり当期純利益 

8,736円44銭

 当社は平成17年２月18日付で普通株式１株を２株に分

割しております。 

 なお、当該株式分割が前期首に行われたと仮定した場

合の前事業年度における１株当たり情報については、以

下のとおりとなります。 

１株当たり純資産 62,843円25銭

１株当たり当期純利益 1,895円09銭

潜在株式調整後 
１株当たり当期純利益 

1,882円44銭

  

項目
前事業年度

(自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日) 

 

１株当たり当期純利益金額   

 当期純利益(千円) 254,008 443,007  

 普通株式に係る当期純利益(千円) 254,008 443,007  

 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) 51,324 50,209  

潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額   

 当期純利益調整額(千円) ― ―  

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

 

 新株予約権 444 499

普通株式増加数（株） 444 499

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金の算定に含まれ
なかった潜在株式の概要 

― ―



(重要な後発事象) 

前事業年度(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。 
  

当事業年度(自 平成17年４月１日 至 平成18年３月31日) 

１. 平成18年４月21日開催の取締役会決議に基づき、平成18年５月１日に株式会社エイチエーシー株式の譲渡契約を締結

し、同社株式を取得し子会社といたしました。  

①株式取得の目的 

当社は、「美と健康と癒しの総合企業」を中期的な経営目標としております。従って、既存グループ企業の収益拡大

はもとより、企業価値の拡大を加速するために積極的なＭ＆Ａを常時検討しております。 

株式会社エイチエーシーは、健康食品分野における通信販売を主業としており、グループ全体としての販路拡大と良

質な商材調達の両側面から大きな効果が得られるものと考え、同社を子会社といたしました。 

②株式を取得する会社の概要 

商号           株式会社エイチエーシー 

主な事業内容       健康食品・化粧品等の通信販売 

資本金          10,000千円 

③株式取得時期 

株式譲渡契約の締結    平成18年５月１日 

株券引渡         平成18年５月17日 

④取得株式数、取得金額および所得後の所有株式数の状況 

取得前の所有株式数    － 株(所有割合  － %) 

取得株式数        195株(取得金額 1,248百万円) 

取得後の所有株式数    195株(所有割合  97.5%) 
  

２. 平成18年５月17日開催の取締役会において、株式分割による新株式の発行を行う旨の決議をいたしました。 

当該株式分割の内容は、以下のとおりであります。 

①平成18年６月30日最終の株主名簿及び実質株主名簿に記載又は記録された株主の所有株式１株に付２株の割合をもって

分割する。 

②分割により増加する株式数は、普通株式とし、平成18年６月30日最終の発行済株式数に１を乗じた株式数。 

③配当起算日  平成18年４月１日 

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。 

  

前事業年度 
(自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日) 

当事業年度
(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日) 

１株当たり純資産額 33,577円12銭 １株当たり純資産額 36,019円71銭

１株当たり当期純利益 2,474円56銭 １株当たり当期純利益 4,411円64銭

潜在株式調整後 
１株当たり当期純利益 

2,453円33銭
潜在株式調整後
１株当たり当期純利益 

4,368円22銭

 当社は平成17年２月18日付で普通株式１株を２株に分

割しております。 

  



④ 【附属明細表】 

【有価証券明細表】 

【株式】 

  

【債券】 

  

銘柄 株式数(株) 
貸借対照表計上額 

（千円） 

投資有価証券 その他有価証券 ㈱ジャックス 6,081 7,096 

計 6,081 7,096 

銘柄 券面総額(千円) 
貸借対照表計上額 

（千円） 

投資有価証券 
満期保有目的の
債券 

５年利付国債(第26回) 100,000 100,000 

10年利付国債(第200回) 100,000 103,156 

計 200,000 203,156 



【有形固定資産等明細表】 

  

(注) １ 当期増加額で主なものは次のとおりであります。 

２ 当期減少額で主なものは次のとおりであります。 

なお、当期減少額のうち（ ）内は内書で減損損失の計上額であります。 

  

資産の種類 
前期末残高 
(千円) 

当期増加額 
(千円) 

当期減少額
(千円) 

当期末残高
(千円) 

当期末減価
償却累計額
又は償却累
計額(千円)

当期償却額 
(千円) 

差引当期末
残高 
(千円) 

有形固定資産      

 建物 2,163,948 505,088 
268,131
(100,523)

2,400,905 570,741 138,871 1,830,164

 構築物 5,827 ― ― 5,827 3,766 369 2,060

 車両運搬具 8,932 ― 8,932 ― ― ― ―

 工具器具備品 438,439 254,530 
99,780
(11,728)

593,189 336,127 104,852 257,061

 土地 595,951 ― ― 595,951 ― ― 595,951

 建設仮勘定 ― 43,000 ― 43,000 ― ― 43,000

  有形固定資産計 3,213,098 802,619 
376,844
(112,251)

3,638,873 910,635 244,094 2,728,238

無形固定資産      

 ソフトウェア 101,142 20,094 ― 121,236 55,202 22,149 66,034

 電話加入権 25,790 ― ― 25,790 ― ― 25,790

  無形固定資産計 126,932 20,094 ― 147,026 55,202 22,149 91,824

長期前払費用 12,584 5,002 8,425 9,161 4,174 2,853 4,986

繰延資産      

― ― ― ― ― ― ― ―

繰延資産計 ― ― ― ― ― ― ―

建     物 ：松江店他３店舗の開店による内装設備136,455千円および京都店他７店舗の移転リニ

ューアルによる内装設備294,123千円であります。 

工具器具備品 ：営業用機器購入による230,324千円であります。 

建    物 ：熊本店他１店舗の閉店による内装設備38,224千円および京都店他７店舗の移転リニュ

ーアルによる内装設備104,563千円であります。 

工具器具備品 ：営業用機器の入替えによる78,036千円であります。 



【資本金等明細表】 

  

(注) １ 資本金及び資本準備金の増加の原因は、新株予約権の行使によるものであります。 

２ 資本金のうち既発行株式の増加の原因は、新株予約権の行使によるものであります。 

     ３ 当期末における自己株式は2,145株であります。 

  

【引当金明細表】 

  

(注) 貸倒引当金の「当期減少額(その他)」は、債権の回収によるものであります。 

  

区分 前期末残高 当期増加額 当期減少額 当期末残高 

資本金(千円) 813,100 2,100 ― 815,200

資本金のうち 
既発行株式 

普通株式 (株) (51,512) (  84) (―) (51,596)

普通株式 (千円) 813,100 2,100 ― 815,200

計 (株) (51,512) ( 84) (―) (51,596)

計 (千円) 813,100 2,100 ― 815,200

資本準備金及び 
その他 
資本剰余金 

(資本準備金)     

 株式払込剰余金 (千円) 549,120 2,100 ― 551,220

計 (千円) 549,120 2,100 ― 551,220

利益準備金及び 
任意積立金 

(利益準備金) (千円) 12,143 ― ― 12,143

(任意積立金)     

 別途積立金 (千円) 1,700,000 ― ― 1,700,000

計 (千円) 1,712,143 ― ― 1,712,143

区分 
前期末残高 
(千円) 

当期増加額
(千円) 

当期減少額
(目的使用) 
(千円) 

当期減少額
(その他) 
(千円) 

当期末残高 
(千円) 

貸倒引当金 15,895 ― ― 20 15,875

賞与引当金 99,270 130,040 99,270 ― 130,040

役員退職慰労引当金 128,040 11,860 26,800 ― 113,100



(2) 【主な資産及び負債の内容】 

① 現金及び預金 

  

  

② 売掛金 

(イ)相手先別内訳 

  

  

(ロ)売掛金の発生及び回収並びに滞留状況 

  

(注) 当期発生高には消費税等が含まれております。 

  

区分 金額(千円)

現金 12,802

預金の種類  

普通預金 2,250,993

別段預金 1,451

小計 2,252,444

合計 2,265,247

相手先 金額(千円)

㈲オフィスエム 22,353

㈱プロモーションカンパニー 14,986

㈱ブリエージャパン 7,921

ＧＭＯペイメントゲートウェイ㈱ 732

ヤマトフィナンシャル㈱ 713

その他 4,661

合計 51,369

前期繰越高 
(千円) 

当期発生高 
(千円) 

当期回収高
(千円) 

次期繰越高
(千円) 

回収率(％) 滞留期間(日) 

(Ａ) (Ｂ) (Ｃ) (Ｄ)
(Ｃ)

×100
(Ａ)＋(Ｂ)

(Ａ)＋(Ｄ) 
２ 
(Ｂ) 
365 

67,172 878,058 893,861 51,369 94.6 24.6



③ 営業未収入金 

(イ)相手先別内訳 

  

  

(ロ)営業未収入金の発生及び回収並びに滞留状況 

  

(注) 当期発生高には消費税等が含まれております。 

  

④ 商品 

  

  

相手先 金額(千円)

㈱ジャックス 112,758

㈱オリエントコーポレーション 108,079

スルガカード㈱ 76,998

㈱クオーク 54,569

㈱クレディセゾン 42,138

その他 160,946

合計 555,490

前期繰越高 
(千円) 

当期発生高 
(千円) 

当期回収高
(千円) 

次期繰越高
(千円) 

回収率(％) 滞留期間(日) 

(Ａ) (Ｂ) (Ｃ) (Ｄ)
(Ｃ)

×100
(Ａ)＋(Ｂ)

(Ａ)＋(Ｄ) 
２ 
(Ｂ) 
365 

389,385 11,293,950 11,127,844 555,490 95.2 15.3

品名 金額(千円)

化粧品 91,415

美容機器 53,839

健康食品他 55,050

合計 200,304



⑤ 貯蔵品 

  

  

⑥ 差入保証金 

  

  

⑦ 買掛金 

  

  

品名 金額(千円)

事務用品等 16,359

店舗使用備品一式 58,272

合計 74,632

相手先 金額(千円)

立川中央ビルディング㈱ 29,632

安与商事㈱ 26,788

鳴海ビル㈱ 24,000

永和不動産㈱ 23,231

日本生命保険相互会社 21,453

その他 680,038

合計 805,145

相手先 金額(千円)

㈱ジャパンエステティック協会 14,948

三省工業㈱ 8,807

㈱日本トレンド 5,552

インターナショナル・コスメティックス㈱ 4,800

㈱インターフェース 3,449

その他 14,996

合計 52,554



⑧ 未払金 

  

  

⑨ 前受金 

  

  

(3) 【その他】 

特記事項はありません。 

  

相手先 金額(千円)

㈱博報堂 161,768

㈱毎日広告社 117,517

㈱白水社 113,161

セブンネット㈱ 84,471

富士通㈱ 71,783

その他 342,933

合計 891,635

区分 金額(千円)

新宿東口店  一般顧客合計 76,234

池袋店    一般顧客合計 58,549

梅田店    一般顧客合計 48,367

立川店      一般顧客合計 42,131

天王子店   一般顧客合計 41,874

その他    一般顧客合計 1,912,551

合計 2,179,709



第６ 【提出会社の株式事務の概要】 

(注) 平成18年６月29日開催の定時株主総会決議により定款の一部変更が行われ、当会社の公告方法が次のとおりとなりました。 

当会社の公告方法は、電子公告とする。ただし、事故その他やむを得ない事由によって電子公告による公告をすることがで

きない場合は、日本経済新聞に掲載して行う。 

なお、電子公告は当会社のホームページに掲載しており、そのアドレスは次のとおりであります。 

http://www.parler.co.jp 

  

  

決算期 ３月31日

定時株主総会 ６月中 

基準日 ３月31日

株券の種類 100株券、50株券、10株券、５株券及び１株券

中間配当基準日 ９月30日

１単元の株式数 ― 

株式の名義書換え   

  取扱場所 東京都千代田区丸の内一丁目４番５号 三菱UFJ信託銀行株式会社 証券代行部 

  株主名簿管理人 東京都千代田区丸の内一丁目４番５号 三菱UFJ信託銀行株式会社

  取次所 三菱UFJ信託銀行株式会社   全国各支店

  野村證券株式会社      全国本支店

  名義書換手数料 無料 

  新券交付手数料 印紙税相当額 

端株の買取り   

  取扱場所 東京都千代田区丸の内一丁目４番５号 三菱UFJ信託銀行株式会社 証券代行部 

  株主名簿管理人 東京都千代田区丸の内一丁目４番５号 三菱UFJ信託銀行株式会社

  取次所 三菱UFJ信託銀行株式会社   全国各支店

  野村證券株式会社      全国本支店

  買取手数料 株式の売買の委託に係る手数料相当額として別途定める金額

公告掲載方法 日本経済新聞 

株主に対する特典 

期末株主名簿(実質株主名簿を含む。以下同じ。)記載の株主に対し、無料エステチケ
ット、株主入会無料券(コース割引付)各１枚、２期連続以上株主名簿記載の株主に対
し、無料エステチケットを更に１枚(計２枚)進呈。また、中間期末に株主名簿記載の
株主に対し、無料エステチケット１枚を進呈。 



第７ 【提出会社の参考情報】 

１ 【提出会社の親会社等の情報】 

当社には、親会社等はありません。 

  

２ 【その他の参考情報】 

当事業年度の開始日から有価証券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) 半期報告書 

  事業年度 第16期中(自 平成17年４月１日 至 平成17年９月30日)平成17年12月19日関東財務局長に提出 

  

(3) 臨時報告書 

  企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第2号の２の規定に基づく臨時報告書を平成18年３月16日関東財務

局長に提出 

  

(4) 自己株券買付状況報告書 

  平成17年8月15日、平成17年9月16日、平成17年10月11日、平成18年3月20日、平成18年4月10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。 



独立監査人の監査報告書 

  

平成17年6月29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16年4月1日から平成17年3月31日までの連結会計年度の連結財務諸表、すなわち、

連結貸借対照表、連結損益計算書、連結剰余金計算書、連結キャッシュ・フロー計算書及び連結附属明細表につ

いて監査を行った。この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、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準

は、当監査法人に連結財務諸表に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。監

査は、試査を基礎として行われ、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見

積りの評価も含め全体としての連結財務諸表の表示を検討することを含んでいる。当監査法人は、監査の結果と

して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企業会計の基準に準拠し

て、株式会社ラ・パルレ及び連結子会社の平成17年3月31日現在の財政状態並びに同日をもって終了する連結会

計年度の経営成績及びキャッシュ・フローの状況をすべての重要な点において適正に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

指定社員 
公認会計士 虷  澤     力  ㊞ 

業務執行社員 

      

指定社員 
公認会計士 田  代  清  和  ㊞ 

業務執行社員 

  
(注) 上記は、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。 



独立監査人の監査報告書 

  

平成１８年６月２９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連結財務諸表、すなわち、連結貸借対照

表、連結損益計算書、連結剰余金計算書、連結キャッシュ・フロー計算書及び連結附属明細表について監査を行った。こ

の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、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準は、当

監査法人に連結財務諸表に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。監査は、試査を

基礎として行われ、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全

体としての連結財務諸表の表示を検討することを含んでいる。当監査法人は、監査の結果として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企業会計の基準に準拠して、

株式会社ラ・パルレ及び連結子会社の平成１８年３月３１日現在の財政状態並びに同日をもって終了する連結会計年度の

経営成績及びキャッシュ・フローの状況をすべての重要な点において適正に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、会社は当連結会計年度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、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。 



独立監査人の監査報告書 

  

平成17年6月29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期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対

照表、損益計算書、利益処分計算書及び附属明細表について監査を行った。この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、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準

は、当監査法人に財務諸表に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。監査は、

試査を基礎として行われ、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評

価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することを含んでいる。当監査法人は、監査の結果として意見表明の

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企業会計の基準に準拠して、株

式会社ラ・パルレの平成17年3月31日現在の財政状態及び同日をもって終了する事業年度の経営成績をすべての重

要な点において適正に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

  

  

指定社員 
公認会計士 虷  澤     力  ㊞ 

業務執行社員 

      

指定社員 
公認会計士 田  代  清  和  ㊞ 

業務執行社員 

  
(注) 上記は、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。 



独立監査人の監査報告書 

  

平成１８年６月２９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期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計

算書、利益処分計算書及び附属明細表について監査を行った。この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、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準は、当監

査法人に財務諸表に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。監査は、試査を基礎として

行われ、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体としての財

務諸表の表示を検討することを含んでいる。当監査法人は、監査の結果として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企業会計の基準に準拠して、株式会

社ラ・パルレの平成１８年３月３１日現在の財政状態及び同日をもって終了する事業年度の経営成績をすべての重要な点に

おいて適正に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、会社は当事業年度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、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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