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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】

連結経営指標等

 

回次
第19期

第１四半期連結
累計(会計)期間

第18期

会計期間

自　平成20年
　　４月１日
至　平成20年
　　６月30日

自　平成19年
　　４月１日
至　平成20年
　　３月31日

売上高 (千円) 1,615,96215,753,743

経常損失 (千円) 430,888 777,302

四半期(当期)純損失 (千円) 537,0534,219,083

純資産額 (千円) 1,511,8862,061,694

総資産額 (千円) 7,239,4597,421,629

１株当たり純資産額 (円) 12,037.959,443.43

１株当たり四半期
(当期)純損失

(円) 2,982.6520,088.77

潜在株式調整後
１株当たり四半期
(当期)純利益

(円) ― ―

自己資本比率 (％) 20.0 26.7

営業活動による
キャッシュ・フロー

(千円) △1,378,367△1,545,032

投資活動による
キャッシュ・フロー

(千円) 1,841,007△1,514,103

財務活動による
キャッシュ・フロー

(千円) 1,347,5081,877,172

現金及び現金同等物の
四半期末(期末)残高

(千円) 2,528,117717,967

従業員数 (名) 567 904

(注)　１　売上高には、消費税等は含まれておりません。

２　第18期及び第19期第１四半期連結累計(会計)期間の潜在株式調整後１株当たり四半期(当期)純利益に
ついては、１株当たり四半期(当期)純損失のため記載しておりません。
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２ 【事業の内容】

当第１四半期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）は、美容室関連事

業子会社１社を譲渡し、美容室関連事業から撤退いたしました。また、通販関連部門の連結子会社１社

を譲渡いたしました。これに伴い、当社の関係会社は、通販関連事業の連結子会社 株式会社日本イン

ターシステム１社となりました。

なお、平成20年７月29日に株式会社日本インターシステムの株式全株を譲渡いたしました。

この結果、提出日現在連結子会社はありません。

当第１四半期連結会計期間において減少した主な関係会社は、以下のとおりであります。

 

(美容室関連事業)

 株式会社Ｋ-twoエフェクト

 

(通販関連事業)

 株式会社エイチエーシー

 

これは、当社の経営環境の悪化からグループ戦略を見直し、今後は、全経営資源を当社１社に集中

し、早期の業績回復を図ることを目的としております。

 

３ 【関係会社の状況】

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
通販
関連事業

80.0
当社から化粧品を仕入
れております。
役員の兼任　２名

(注)　１　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。

　　　 ２　有価証券報告書又は有価証券届出書を提出している会社はありません。

３　当社は平成20年４月17日株式会社エイチエーシーの株式全株を譲渡し、また、平成20年５月９日株式会

社K-twoエフェクトの株式全株を譲渡いたしました。

この結果、当第１四半期連結会計期間末における連結子会社数は１社となっております。

４　当社は平成20年７月29日株式会社日本インターシステムの株式全株を譲渡いたしました。

この結果、提出日現在連結子会社はありません。
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４ 【従業員の状況】

(1) 連結会社における状況

平成20年６月30日現在

従業員数(名)
567
(36)

(注) １　従業員数は就業人員であり、従業員数欄の(外書)は、臨時従業員の当第１四半期連結会計期間の平均雇

用人員(１日８時間換算)であります。

２　臨時従業員には、パートタイマーの従業員を含み、派遣社員は除いております。

　　 ３　従業員数が当第１四半期連結会計期間において337名減少しておりますが、主に、当社の店舗閉鎖に伴う退

職によるもの及び平成20年４月17日付で株式会社エイチエーシーの株式全株を、また、平成20年５月９日

付で株式会社K-twoエフェクトの株式全株を譲渡し連結子会社でなくなったことによるものであります。

 

(2) 提出会社の状況

平成20年６月30日現在

従業員数(名)
552
(36)

(注) １　従業員数は就業人員であり、従業員数欄の(外書)は、臨時従業員の当第１四半期会計期間の平均雇用人

員(１日８時間換算)であります。

２　臨時従業員には、パートタイマーの従業員を含み、派遣社員は除いております。

　　 ３　従業員数が当第１四半期会計期間において80名減少しておりますが、主に、店舗閉鎖に伴う退職によるも

のであります。
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第２ 【事業の状況】

１ 【生産、受注及び販売の状況】

(1) 生産実績

当第１四半期連結会計期間における商品の仕入実績を事業の種類別セグメントごとに示すと、次

のとおりであります。
 

事業の種類別セグメントの名称 仕入高(百万円)

エステ関連事業 16,637

通販関連事業 264,468

合計 281,106

(注) １　セグメント間取引については、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。

 

(2) 販売実績

当第１四半期連結会計期間における販売実績を事業の種類別セグメントごとに示すと、次のとお

りであります。
 

事業の種類別セグメントの名称 販売高(百万円)

エステ関連事業 1,240,407

通販関連事業 375,554

合計 1,615,962

(注) １　セグメント間取引については、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。
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２ 【経営上の重要な契約等】

当第１四半期連結会計期間における、経営上の重要な契約等は次のとおりであります。

 (1)　当社は平成20年4月17日開催の取締役会決議に基づき、平成20年4月17日に子会社株式会社エ

イチエーシー株式の譲渡契約を締結し、同社株式を譲渡いたしました。

　①株式譲渡の目的

　　　当社グループ戦略の見直しにより、経営資源を当社に集中し、事業再構築のため、財務体質の

強化を図り、早期の業績回復と企業価値の向上を目指すことを目的としております。

　②株式を譲渡した子会社の概要

商号 株式会社エイチエーシー

代表者 代表取締役社長 浜口 貴志

所在地 北海道札幌市中央区南九条西五丁目1番1号

設立年月日 平成8年12月3日

主な事業の内容 ローヤルゼリー、健康食品及び化粧品の販売

決算期 3月31日

従業員数 13名

主な事業所 北海道札幌市中央区南九条西五丁目1番1号

資本金 10,000千円

発行済株式数 200株

株主構成 株式会社ラ・パルレ　97.5%    浜口 貴志　2.5%

最近事業年度における業績の動向  

  平成19年3月期 平成20年3月期  

 売上高 368百万円 702百万円  

 営業利益 130百万円 177百万円  

 経常利益 136百万円 195百万円  

 当期純利益 85百万円 146百万円  

 総資産 1,009百万円 1,028百万円  

 純資産 850百万円 921百万円  

         （注）平成19年3月期の売上高、営業利益、経常利益は、決算期の変更によ

り6ヶ月間（平成18年10月1日から平成19年3月31日まで）の数値

であります。

③株式譲渡の相手先

商号 株式会社ユニマットライフ

代表者 代表取締役社長 芝岡 裕之

本店所在地 東京都港区南青山二丁目12番14号

主な事業の内容 オフィスコーヒーサービス、レンタル事業等

当社との関係 該当事項はありません

④譲渡株式数、金額、譲渡前後の所有株式状況及び所有割合

譲渡前の所有株式数 195株（所有割合　97.5%）

譲渡株式数 195株（譲渡価額　1,121百万円）

譲渡後の所有株式数 　0株（所有割合     0%）

⑤当第１四半期連結会計期間の業績への影響

当第１四半期連結会計期間の業績への影響はありません。
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(2)　当社は平成20年5月9日開催の取締役会決議に基づき、平成20年5月9日に子会社株式会社K－

twoエフェクト株式の譲渡契約を締結し、同社株式を譲渡いたしました。

　①株式譲渡の目的

　　　当社グループ戦略の見直しにより、経営資源を当社に集中し、事業再構築のため、財務体質の

強化を図り、早期の業績回復と企業価値の向上を目指すことを目的としております。

　②株式を譲渡した子会社の概要

商号 株式会社K－twoエフェクト

代表者 代表取締役社長 越智 岳也

所在地 大阪府大阪市中央区心斎橋二丁目4番2号

設立年月日 平成6年12月1日

主な事業の内容 美容室及び美容スクールの経営

決算期 3月31日

従業員数 232名

主な事業所 大阪府、愛知県及び東京都

資本金 45,000千円

発行済株式数 1,000株

株主構成 株式会社ラ・パルレ　100.0%

最近事業年度における業績の動向  

  平成19年3月期 平成20年3月期  

 売上高 660百万円 2,213百万円  

 営業利益 37百万円 159百万円  

 経常利益 47百万円 204百万円  

 当期純利益 27百万円 105百万円  

 総資産 777百万円 930百万円  

 純資産 308百万円 400百万円  

（注）平成19年3月期の売上高、営業利益、経常利益は、みなし取得日(平成

18年12月)からの数値であります。

③株式譲渡の相手先

商号 株式会社ユニマットK-twoエフェクト

代表者 代表取締役社長 高橋 洋平

本店所在地 東京都港区南青山二丁目12番14号

主な事業の内容 美容室及び美容スクールの経営

当社との関係 該当事項はありません

株主構成 株式会社ユニマットホールディング　50％

株式会社ユニマット不動産　　　　　50％

④譲渡株式数、金額、譲渡前後の所有株式状況及び所有割合

譲渡前の所有株式数 1,000株（所有割合　100.0%）

譲渡株式数 1,000株（譲渡価額　750百万円）

譲渡後の所有株式数 　  0株（所有割合　  0.0%）

⑤当第１四半期連結会計期間の業績への影響

当第１四半期連結会計期間の業績への影響はありません。
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(3)　当社は、平成20年6月18日付で、創業者一族２名の保有する当社普通株式の無償譲渡契約を締

結し、当該株式を譲り受けました。

　無償取得の概要

　　　①　取得する株式の種類

　　　普通株式

　②　取得日

　　　平成20年6月18日

　③　取得する株式の数

　　　89,900株

　今後の見通し

業績への影響はございません。

 

(4)　平成20年6月20日開催の取締役会において、第三者割当による新株式の発行を決議し、平成20

年6月20日に募集株式の総数引受契約を締結いたしました。

　　 なお、平成20年7月16日開催の取締役会において、平成20年6月20日締結の募集株式の総数引受

契約における払込期日の変更を決議し、同日覚書を締結いたしました。

募集株式の発行概要
 

募集株式の種類及び数 普通株式数　140,000株

払込期日 平成20年７月31日（木）

募集株式の払込金額 １株につき14,690円

払込金額の総額 2,056,600,000円

増加する資本金額 1,028,300,000円

増加する資本準備金額 1,028,300,000円

 
 

引受先の概要
 

引受先の氏名又は名称 髙野　友梨

住所 東京都渋谷区

髙野友梨氏の概要
エステティックサロン「たかの友梨ビューティクリ
ニック」を運営する、株式会社不二ビューティの代表
取締役社長であります。

当社との関係

資本関係 該当事項はありません

人的関係 該当事項はありません

取引関係 該当事項はありません

関連当事者への該当事項 該当事項はありません

当該株券の保有に関する事項
発行日より２年以内に譲渡した場合には、その内容を
当社へ報告する旨の確約を依頼する予定であります。

(注)　引受先の内容の欄は、平成20年３月31日現在におけるものであります。
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３ 【財政状態及び経営成績の分析】

文中の将来に関する事項は、本四半期報告書提出日現在において、当社グループが判断したもので

あります。

 

(1) 経営成績の分析

当第１四半期のわが国経済は、原油・小麦などの一次産品価格の高騰が続き、これを販売価格へ

転嫁することが困難なことから企業の収益は圧迫され、個人消費についても、所得環境が低迷する

なか、家計の購買力は低下しております。

このような状況のなか、当社グループは、エステ関連事業において、平成20年3月24日に、東京都

より特定商取引に関する法律及び東京都消費生活条令に基づき、平成20年3月25日から平成

20年6月24日までの3ヶ月間、東京都内17店舗においての一部業務停止命令を受けたことに

伴う信販契約の停止により、若年層を中心とした新規契約の獲得が困難な状況となることから、当

第1四半期の業績及び財政状態が悪化することが予想されました。

このため、グループ戦略の見直しから全子会社(3社)を売却することとし、平成20年５月９日まで

に通販関連事業子会社１社と美容室関連事業子会社１社の売却を実施いたしました。これに伴い、

美容室関連事業から撤退いたしました。

また、残る通販関連事業子会社１社についても売却を予定しております。

さらに,平成20年6月20日の取締役会において、髙野友梨氏を割当先とした第三者割当による新株

式発行(発行総額約20億円)を決議し、同日、平成20年7月16日（平成20年7月16日の取締役会決議に

より平成20年7月31日に変更）を割当日とした募集株式の総数引受契約を同氏と締結いたしまし

た。

これにより、今後は、経営資源をエステ関連事業に集中し、早期に業績を回復させ、経営基盤の強

化と企業価値の向上を図ってまいります。

この結果、当第１四半期連結会計期間の業績は、売上高1,615百万円、営業損失418百万円、経常損

失430百万円、四半期純損失537百万円となりました。

 

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

エステ関連事業につきましては、上記業務停止命令を受けたことに伴う売上低迷の回復策と

して、中高年層の安定会員獲得のため、メタボを中心とした男性向けメニューを充実させ、男性顧客

の拡充を図ってまいりました。

店舗体制につきましては、前事業年度末に不採算店23店舗を閉鎖したことにより、当第１四半期

は74店舗体制で運営しております。

利益面につきましては、間接部門のコスト削減として、役員報酬及び本社人件費の削減、本社事務

所移転による賃料削減等を行い、また、事業運営のための必要最小限のコストとなるようコスト管

理を厳格化しましたが、売上の減少が大きいことから厳しい状況となりました。

しかしながら、髙野友梨氏との募集株式の総数引受契約の締結に伴い、一部信販契約も再開し、売

上は回復基調となってまいりました。
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この結果、当第１四半期連結会計期間におけるエステ関連事業の業績は、売上高1,240百万円、営

業損失435百万円となりました。

　　②通販関連事業

通販関連事業につきましては、健康食品市場が縮小傾向となるなか、小売部門は厳しい状況とな

りましたが、新企画商品の順調な投入により卸売部門は好調に推移いたしました。

なお、通販関連事業につきましては、連結子会社1社を売却しており、連結対象子会社は1社となっ

ております。

この結果、当第１四半期連結会計期間における通販関連事業の業績は、売上高375百万円、

営業利益15百万円となりました。

(2) 財政状態の分析

①流動資産

当第１四半期連結会計期間末における流動資産の残高は3,887百万円で、前連結会計年度末と比

較して1,527百万円（64.7%）の増加となりました。これは主に、前連結会計年度末と比較して現金

及び預金が1,610百万円（175.4%）、売掛金が140百万円（48.0%）増加し、たな卸資産が182百万円

（31.9%）減少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3,351百万円で、前連結会計年度末と比較して1,709

百万円（33.8%）の減少となりました。これは主に、前連結会計年度末と比較して有形固定資産が

568百万円（22.3%）、のれんが571百万円（100.0%）減少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5,618百万円で、前連結会計年度末と比較して389百

万円（7.5%）の増加となりました。これは主に、前連結会計年度末と比較して短期借入金が1,950百

万円（92.9%）増加し、前受金が888百万円（52.6%）、未払金が248百万円（54.5%）、店舗閉鎖等引

当金が104百万円（42.1%）減少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109百万円で、前連結会計年度末と比較して22百万

円（17.0%）の減少となりました。これは主に、前連結会計年度末と比較して退職給付引当金が8百

万円（10.7%）減少したことによります。

⑤株主資本

当連結会計年度末における株主資本の残高は1,446百万円で、前連結会計年度末と比較して548百

万円（27.5%）の減少となりました。これは主に、前連結会計年度末と比較して四半期純損失により

利益剰余金が548百万円（53.4%）減少したことによるものであります。
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(3) キャッシュ・フローの状況

当第１四半期連結会計期間における連結ベースの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1,810百万円増加し、当第１四半期連結会計期間末に

は2,528百万円となりました。

当第1四半期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。

 

(イ) 営業活動によるキャッシュ・フロー

営業活動の結果使用した資金は1,378百万円となりました。

これの主な内訳は、税金等調整前四半期純損失515百万円、減価償却費94百万円、店舗閉鎖

等引当金の減少額104百万円、前受金の減少額615百万円、売上債権の増加額272百万円、たな

卸資産の減少額147百万円であります。

 

(ロ) 投資活動によるキャッシュ・フロー

投資活動の結果獲得した資金は1,841百万円となりました。

これは主に子会社株式の売却1,547百万円及び定期預金の払戻200百万円によるものであ

ります。

 

(ハ) 財務活動によるキャッシュ・フロー

財務活動の結果得られた資金は1,347百万円となりました。

これは主に短期借入金の借入によるものであります。

 

(4) 事業上及び財務上の対処すべき課題

当社グループは、前連結会計年度において、1,113,965千円の営業損失及び4,219,083千円

の当期純損失を計上し、営業活動によるキャッシュ・フローも1,545,032千円と大幅なマイ

ナスとなり、借入金返済等の資金が十分に確保されていない状況にありました。

また、当第1四半期連結会計期間においても、418,424千円の営業損失及び537,053千円の

四半期純損失を計上し、営業活動によるキャッシュ・フローも1,378,367千円と大幅なマイ

ナスとなり、継続企業の前提に関する重要な疑義が生じております。

当社グループは、当該状況を解消すべく、財務面で、経営資源をエスティック事業に集中す

るために子会社２社の売却を平成20年５月９日までに実施し、この売却代金の一部を金融機

関借入金1,000,000千円の返済に充て、また、当面の運転資金として、平成20年６月19日に株

式会社不二ビューティから700,000千円の融資を受けております。

さらに当社は、事業並びに財務支援のため、平成20年６月20日開催の取締役会において、第

三者割当による新株式の発行を決議し、同日、平成20年７月16日を割当日（平成20年7月16

日開催の取締役会決議で平成20年７月31日に変更）とした、髙野友梨氏に対する2,056,600

千円の第三者割当増資に関する第三者割当契約を締結するとともに、今後の財務面での全面

的な支援を確約していただいております。

なお、平成20年７月31日に増資の払込を完了し、この資金により返済延滞となっている金

融機関借入金1,000,000千円は返済しております。
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(5) 研究開発活動

特記すべき事項はありません。

 

(6) 経営成績に重要な影響を与える要因及び経営戦略の現状と見通し

当社を取り巻く経営環境は、「特定商取引に関する法律」の改正、また競争の激化等と依然厳し

い状況が続くものと思われます。

今後、消費者保護の観点から、前受金制度に対する法整備が実施された場合、前受金制度撤廃等に

より経営に対して重要な影響を及ぼす可能性があります。その対策として、自己資本の強化を行う

べく、Ｍ＆Ａによって業容の拡大を図ってきたグループ戦略の見直しを行い、平成20年7月29日に

は、子会社である株式会社日本インターシステムの全株式の譲渡を実施しております。

また、平成20年7月31日に払込が完了した第三者割当の実施により、低下していた信用力は急速に

回復したと認識しておりますが、引き続き財務基盤の強化を行い、集客方法、出退店舗効率の見直し

等により更なる合理化を図ります。

今後は、カジュアルな雰囲気の中にも高い技術で、効果の高いサービスを行うカジュアルスタイ

ルでの新ブランド展開も検討しており、全力をあげてブランド力と業績の早期回復を図って参りま

す。

 

(7) 経営者の問題認識と今後の方針について

当社経営陣は、現在の経営環境及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、当社経営陣は、全経営資源を当社に集中させ、平成20年3月期に受けた行

政処分を教訓にした再発防止策を実施と、顧客からの信頼回復のため、社員教育の見直しを行い、ま

た、過量販売や次々販売を防止するため、ガバナンスの強化とコンプライアンスの更なる徹底を行

い、早期の業績回復と企業価値の向上を図ってまいります。
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第３ 【設備の状況】

(1) 主要な設備の状況

当第１四半期連結会計期間において、主要な設備に重要な異動はありません。

 

(2) 設備の新設、除却等の計画

当第１四半期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、除

却等について、重要な変更並びに重要な設備計画の完了はありません。

また、当第１四半期連結会計期間において、新たに確定した重要な設備の新設、除却等はありませ

ん。
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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】

 

種類 発行可能株式総数(株)

普通株式 819,072

計 819,072

 

② 【発行済株式】

 

種類
第１四半期会計期間
末現在発行数(株)
(平成20年６月30日)

提出日現在
発行数(株)

(平成20年８月14日)

上場金融商品取引所
名又は登録認可金融
商品取引業協会名

内容

普通株式 218,781 358,781
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 218,781 358,781 ― ―

(注)　１　提出日現在の発行数には、平成20年８月１日からこの四半期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。

２　平成20年6月20日開催の取締役会において決議した第三者割当による新株式を平成20年7月31日に発行

いたしました。

　　　　  これにより、株式数は140,000株増加し、発行済株式総数は358,781株となっております。
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(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。

 

臨時株主総会の特別決議日（平成13年２月５日）

 
第１四半期会計期間末現在
(平成20年６月30日)

新株予約権の数(個) ―

新株予約権のうち自己新株予約権の数 ―

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式

新株予約権の目的となる株式の数(株) (注) 1,3 800

新株予約権の行使時の払込金額(円) (注) 1,2 １株当たり 12,500

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

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　　  12,500
資本組入額　　 6,250

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。

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。

代用払込みに関する事項 ―

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ―

(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。

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

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。

 

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

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、平成17年２月18日

付の１：２の株式分割、平成18年７月１日付の１：２の株式分割、また、平成19年１月１日付の１：２

の株式分割により、発行価額を12,500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。
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　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。

 

定時株主総会の特別決議日（平成17年６月29日）

 
第１四半期会計期間末現在
(平成20年６月30日)

新株予約権の数(個) 1,076

新株予約権のうち自己新株予約権の数 ―

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式

新株予約権の目的となる株式の数(株) (注) 1,3 4,304

新株予約権の行使時の払込金額(円) (注) 1,2 １株当たり 109,478

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

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　　  109,476
 資本組入額　　 54,738

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。

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。

代用払込みに関する事項 ―

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ―

(注) １　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。

 
調整後行使価額＝調整前行使価額×

１

 分割・併合の比率

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。

  
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

２　平成18年７月１日付の１：２の株式分割、また、平成19年１月１日付の１：２の株式分割により、発行価

額を109,476円に調整しております。

　　　 ３　53名退職により、新株予約権の数424個と新株予約権の目的となる株式数1,696株は、失権しております。
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　また、会社法第238条及び第239条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。

 

  （1） 平成18年９月21日付与

定時株主総会の特別決議日（平成18年６月29日）

 
第１四半期会計期間末現在
(平成20年６月30日)

新株予約権の数(個) 23

新株予約権のうち自己新株予約権の数 ―

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式

新株予約権の目的となる株式の数(株) (注) 1 92

新株予約権の行使時の払込金額(円) (注) 1,2 １株当たり 177,930

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　　  177,930
 資本組入額　　 88,965

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
くは当社子会社の取締役、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。

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。

代用払込みに関する事項 ―

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ―

(注) １　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。

 
調整後行使価額＝調整前行使価額×

１

 分割・併合の比率

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。

  
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

２　平成18年７月１日付の１：２の株式分割、また、平成19年１月１日付の１：２の株式分割により、発行価

額を177,930円に調整しております。
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  （2） 平成19年２月１日付与

定時株主総会の特別決議日（平成18年６月29日）

 
第１四半期会計期間末現在
(平成20年６月30日)

新株予約権の数(個) 11

新株予約権のうち自己新株予約権の数 ―

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式

新株予約権の目的となる株式の数(株) (注) 1 44

新株予約権の行使時の払込金額(円) (注）1,2 １株当たり 255,000

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　　  255,000
 資本組入額　　127,500

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
は当社子会社の取締役、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。

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。

代用払込みに関する事項 ―

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ―

(注) １　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。

 
 

調整後行使価額＝調整前行使価額×
１

 分割・併合の比率
 

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。
 

  
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

２　平成18年７月１日付の１：２の株式分割、また、平成19年１月１日付の１：２の株式分割により、発行価

額を255,000円に調整しております。
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  （3） 平成19年10月22日付与

定時株主総会の特別決議日（平成19年６月27日）

 
第１四半期会計期間末現在
(平成20年６月30日)

新株予約権の数(個) 2,212

新株予約権のうち自己新株予約権の数 ―

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式

新株予約権の目的となる株式の数(株) (注) 1 2,212

新株予約権の行使時の払込金額(円) (注) 1 １株当たり 92,010

新株予約権の行使期間
平成21年７月１日から
平成26年６月30日まで

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　　  92,010
 資本組入額　　46,005

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
は当社子会社の取締役、監査役もしくは従業員の地位
にあることを要する。
  ただし、任期満了による退任、定年退職（ただし、権
利行使期間内に限る。）の場合は、権利行使できる。
　新株予約権者が死亡した場合は、新株予約権の相続
は認めない。
　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。

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。

代用払込みに関する事項 ―

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ―

(注) １　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。

 
 

調整後行使価額＝調整前行使価額×
１

 分割・併合の比率
 

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。
 

  
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
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 (3) 【ライツプランの内容】

 
該当事項はありません。

 

(4) 【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16年４月１日～
平成17年２月17日
(注)１

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

平成17年２月18日
(注)２

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)３

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)４

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

平成18年４月１日～
平成18年６月30日
(注)５

80 51,676 2,000 817,200 2,000 553,220

平成18年７月１日
(注)６

51,676103,352 ― 817,200 ― 553,220

平成18年７月２日～
平成18年12月31日
(注)５

4,040 107,392608,2601,425,460608,2601,161,480

平成19年１月１日
(注)６

107,392214,784 ― 1,425,460 ― 1,161,480

平成19年１月１日～
平成19年３月31日
(注)５

3,981 218,765409,9151,835,375409,9151,571,395

平成19年４月１日～
平成20年３月31日
(注)７

16 218,781 875 1,836,251 875 1,572,271

平成20年４月１日～
平成20年６月30日

― 218,781 ― 1,836,251 ― 1,572,271

 
(注) １新株引受権の権利行使   

２ 株式１株を株式２株に分割   

３ 新株引受権の権利行使   

４ 新株引受権の権利行使

５ 新株引受権及び新株予約権(第三者割当)の権利行使

６ 株式１株を株式２株に分割

７ 新株予約権(ストックオプション)の権利行使
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(5) 【大株主の状況】

平成20年３月31日現在、主要株主であった大石洋子氏及び大石舞氏は、平成20年６月18日にその

保有する当社普通株式を当社へ無償譲渡したことに伴い、本報告書提出日現在、主要株主でなくな

りました。
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(6) 【議決権の状況】

当第１四半期会計期間末日現在の議決権の状況については、実質株主が把握できず、記載するこ

とができませんので、直前の基準日である平成20年３月31日の株主名簿により記載しております。

① 【発行済株式】

平成20年６月30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 8,755

完全議決権株式(その他) 普通株式 210,026 210,026 ―

単元未満株式 ― ― ―

発行済株式総数 218,781 ― ―

総株主の議決権 ― 120,126 ―

(注) １　「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が３株含まれておりま

す。

　

② 【自己株式等】

平成20年６月30日現
在

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

東京都新宿区原町３－61 8,755 ― 8,755 4.0

計 ― 8,755 ― 8,755 4.0

 

２ 【株価の推移】

【当該四半期累計期間における月別最高・最低株価】

 

月別
平成20年
　４月

 
　５月

 
　６月

最高(円) 21,50021,52024,560

最低(円) 14,10014,35013,170

(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。
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３ 【役員の状況】

前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期報告書提出日までの役員の異動はありません。
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第５ 【経理の状況】

１　四半期連結財務諸表の作成方法について

当社の四半期連結財務諸表は、「四半期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19年内閣府令第64号。以下「四半期連結財務諸表規則」という。)に基づいて作成しております。

 

２　監査証明について

当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、当第１四半期連結累計期間(平成20年　

４月１日から平成20年６月30日まで)に係る四半期連結財務諸表について、清和監査法人により四半

期レビューを受けております。

なお、当社の監査法人は次のとおり交代しております。

第18期連結会計年度　　　　　　　新日本監査法人

第19期第１四半期連結累計期間　　清和監査法人
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1【四半期連結財務諸表】
(1)【四半期連結貸借対照表】

（単位：千円）

当第１四半期連結会計期間末
(平成20年6月30日)

前連結会計年度末に係る
要約連結貸借対照表
(平成20年3月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 2,528,117 917,967

受取手形及び売掛金 431,908 291,779

営業未収入金 345,655 285,393

たな卸資産 ※１
 388,916

※１
 571,366

その他 198,252 297,273

貸倒引当金 △5,016 △3,204

流動資産合計 3,887,834 2,360,576

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額） ※２
 1,395,834

※２
 1,816,994

工具、器具及び備品（純額） ※２
 299,046

※２
 389,220

その他（純額） ※２
 283,000

※２
 340,548

有形固定資産合計 1,977,881 2,546,762

無形固定資産

のれん － 571,761

その他 92,997 114,191

無形固定資産合計 92,997 685,952

投資その他の資産

差入保証金 1,079,884 1,456,057

その他 235,299 406,717

貸倒引当金 △34,437 △34,437

投資その他の資産合計 1,280,745 1,828,337

固定資産合計 3,351,624 5,061,052

資産合計 7,239,459 7,421,629

負債の部

流動負債

買掛金 81,669 158,115

短期借入金 4,050,000 2,100,000

未払法人税等 64,174 147,378

前受金 801,661 1,689,901

賞与引当金 17,938 14,690

ポイント引当金 23,158 36,534

店舗閉鎖損失引当金 143,906 248,534

その他 435,733 833,115

流動負債合計 5,618,241 5,228,270

固定負債

退職給付引当金 71,112 79,665

その他 38,219 51,999
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（単位：千円）

当第１四半期連結会計期間末
(平成20年6月30日)

前連結会計年度末に係る
要約連結貸借対照表
(平成20年3月31日)

固定負債合計 109,331 131,664

負債合計 5,727,573 5,359,934

純資産の部

株主資本

資本金 1,836,251 1,836,251

資本剰余金 1,773,454 1,773,454

利益剰余金 △1,575,173 △1,027,134

自己株式 ※３
 △587,749

※３
 △587,749

株主資本合計 1,446,782 1,994,821

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 △711 △11,455

評価・換算差額等合計 △711 △11,455

新株予約権 30,839 21,715

少数株主持分 34,976 56,613

純資産合計 1,511,886 2,061,694

負債純資産合計 7,239,459 7,421,629
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(2)【四半期連結損益計算書】
　　【四半期連結累計期間】

（単位：千円）

当第１四半期連結累計期間
(自 平成20年4月1日
 至 平成20年6月30日)

売上高 1,615,962

売上原価 1,274,574

売上総利益 341,387

販売費及び一般管理費 ※1
 759,812

営業損失（△） △418,424

営業外収益

受取利息 188

受取手数料 855

その他 20,115

営業外収益合計 21,159

営業外費用

支払利息 19,626

減価償却費 950

その他 13,046

営業外費用合計 33,623

経常損失（△） △430,888

特別利益

投資有価証券売却益 38

特別利益合計 38

特別損失

店舗閉鎖損失 17,982

固定資産除却損 21,375

支払手数料 45,500

特別損失合計 84,857

税金等調整前四半期純損失（△） △515,708

法人税、住民税及び事業税 21,332

法人税等調整額 △1,648

法人税等合計 19,683

少数株主利益 1,661

四半期純損失（△） △537,053
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(3)【四半期連結キャッシュフロー・計算書】
（単位：千円）

当第１四半期連結累計期間
(自 平成20年4月1日
 至 平成20年6月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純損失（△） △515,708

減価償却費 94,410

貸倒引当金の増減額（△は減少） 2,736

賞与引当金の増減額（△は減少） 11,173

退職給付引当金の増減額（△は減少） △8,552

店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） △104,628

ポイント引当金の増減額（△は減少） 727

受取利息及び受取配当金 △188

支払利息 19,626

固定資産除却損 21,375

子会社株式売却手数料 45,500

有価証券及び投資有価証券売却損益（△は益） △38

売上債権の増減額（△は増加） △272,948

前受金の増減額（△は減少） △615,928

たな卸資産の増減額（△は増加） 147,961

仕入債務の増減額（△は減少） △48,643

その他 △152,109

小計 △1,375,233

利息及び配当金の受取額 141

利息の支払額 △3,265

法人税等の支払額 △9

営業活動によるキャッシュ・フロー △1,378,367

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出 △57,080

無形固定資産の取得による支出 △2,625

投資有価証券の売却及び償還による収入 62,540

定期預金の払戻による収入 200,000

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却によ
る収入

1,547,439

その他 90,733

投資活動によるキャッシュ・フロー 1,841,007

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少） 1,348,262

配当金の支払額 △753

財務活動によるキャッシュ・フロー 1,347,508

現金及び現金同等物に係る換算差額 －

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 1,810,149

現金及び現金同等物の期首残高 717,967

現金及び現金同等物の四半期末残高 2,528,117
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【継続企業の前提に重要な疑義を抱かせる事象又は状況】

当第１四半期連結会計期間(自　平成20年４月１日　至　平成20年６月30日)

①継続企業の前提に関する重要な疑義について

当社グループは、前連結会計年度において、1,113,965千円の営業損失及び4,219,083千円の

当期純損失を計上し、営業活動によるキャッシュ・フローも1,545,032千円と大幅なマイナス

となり、借入金返済等の資金が十分に確保されていない状況にありました。

また、当第1四半期連結会計期間においても、418,424千円の営業損失及び537,053千円の四

半期純損失を計上し、営業活動によるキャッシュ・フローも1,378,367千円と大幅なマイナス

となりました。

当該状況により、当社グループは、継続企業の前提に関する重要な疑義が生じております。

②当該状況の解消のための経営計画について

当該状況を解消すべく、財務面で、経営資源をエスティック事業に集中するために子会社２

社の売却を平成20年５月９日までに実施し、この売却代金の一部を金融機関借入金1,000,000

千円の返済に充て、また、当面の運転資金として、平成20年６月19日に株式会社不二ビュー

ティから700,000千円の融資を受けております。

さらに当社は、事業並びに財務支援のため、平成20年６月20日開催の取締役会において、第

三者割当による新株式の発行を決議し、同日、平成20年７月16日を割当日（平成20年7月16日

開催の取締役会決議で平成20年７月31日に変更）とした、髙野友梨氏に対する2,056,600千円

の第三者割当増資に関する第三者割当契約を締結するとともに、今後の財務面での全面的な

支援を確約していただいております。

なお、平成20年７月31日に増資の払込を完了し、この資金により返済延滞となっている金融

機関借入金1,000,000千円は返済しております。

また、営業面につきましては、美容家として豊富な経験をお持ちの髙野友梨氏を総合プロ

デューサーとして迎え、当社のサロン運営等全般についてご指導をいただき、「ＣＨＡＮＧ

Ｅ」のスローガンもと、早期の業績回復へ向け再生を図っております。

四半期連結財務諸表は、継続企業を前提として作成しており、このような重要な疑義の影響

については反映しておりません。
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【四半期連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項等の変更】

 

当第１四半期連結会計期間
(自　平成20年４月１日
至　平成20年６月30日)

１　連結の範囲の変更

連結除外：２社（うち特定子会社１社）

当第１四半期連結会計期間において、当社は、連結子会社である株式会社エイチエーシー（特定子会社）及

び株式会社Ｋ－twoエフェクトの当社所有の全株式を譲渡いたしました。

これに伴い、両社は連結対象外となりました。

２　会計方針の変更

「棚卸資産の評価に関する会計基準」（企業会計基準委員会　平成18年７月５日　企業会計基準第９号）を

当第１四半期連結会計期間から適用し、評価基準については、原価法から原価法（収益性の低下による簿価切

下げの方法）に変更しております。

これによる営業損失、経常損失及び税金等調整前四半期純損失に与える影響額は軽微であります。
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【簡便な会計処理】

 

当第１四半期連結会計期間(自　平成20年４月１日　至　平成20年６月30日)

該当事項はありません。

 

 

【四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理】

 

当第１四半期連結会計期間(自　平成20年４月１日　至　平成20年６月30日)

該当事項はありません。
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【注記事項】注記事項

(四半期連結貸借対照表関係)

 

当第１四半期連結会計期間末
(平成20年６月30日)

前連結会計年度末
(平成20年３月31日)

※１（たな卸資産）

商品　　　　　　            314,483千円

　　　  貯蔵品　　　　　             74,433千円

※１（たな卸資産）

商品　　　　　           　 461,114千円

　　  　貯蔵品　　　　              110,251千円

※２（有形固定資産の減価償却累計額）

　　　　建物及び構築物　　　　　　  630,382千円

　　　　工具、器具及び備品　　　　  548 667千円

 

※２（有形固定資産の減価償却累計額）

建物及び構築物　　　　　  　482,350千円

　工具、器具及び備品　　　　  712,923千円

  その他                        3,518千円

※３（自己株式）

　　　当社は、平成20年6月18日付で、大石洋子氏及び大石

舞氏から、当社普通株式をそれぞれ75,199株、

14,701株を無償で譲受けております。

※３　　　　　　　　―――――
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(四半期連結損益計算書関係)

第１四半期連結累計期間

 

当第１四半期連結累計期間
(自　平成20年４月１日
至　平成20年６月30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 314,340千円

役員報酬 29,175千円

人件費 174,757千円

退職給付費用 1,442千円

支払手数料 69,039千円

貸倒引当金繰入額 2,736千円

ポイント引当金繰入額 727千円

減価償却費 23,823千円
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(四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係)

 

当第１四半期連結累計期間
(自　平成20年４月１日
至　平成20年６月30日)

※　現金及び現金同等物の四半期末残高と四半期連結貸

借対照表に掲記されている科目の金額との関係

現金及び預金 2,528,117千円

現金及び現金同等物 2,528,117千円
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(株主資本等関係)

当第１四半期連結会計(累計)期間(自　平成20年４月１日　至　平成20年６月30日)

１　発行済株式に関する事項

株式の種類
当第１四半期
連結会計期間末

普通株式(株) 218,781

 

 

２　自己株式に関する事項

株式の種類
当第１四半期
連結会計期間末

普通株式(株) 98,655

 

 

３　新株予約権等に関する事項

会社名 内訳
目的となる
株式の種類

目的となる株式の数(株） 当連結会計
年度末残高
（千円）

前連結
会計年度末

増加 減少
当連結
会計年度末

提出会社

平成18年ストック
オプションとして
の新株予約権

― ― ― ― ― 9,824

平成19年ストック
オプションとして
の新株予約権

― ― ― ― ― 21,014

合計 ― ― ― ― 30,839

 

４　配当に関する事項

　(1) 配当金支払額
 

　　　　　 該当事項はありません。

 

　(2) 基準日が当連結会計年度の開始の日から当四半期連結会計期間末までに属する配当のうち、配

当の効力発生日が当四半期連結会計期間の末日後となるもの

　　　

　　　  　該当事項はありません。

 

５　株主資本の著しい変動に関する事項

 

　　　  　該当事項はありません。
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(リース取引関係)

所有権移転外ファイナンス・リース取引について通常の賃貸借取引に係る方法に準じて処理

を行っておりますが、当四半期連結会計期間におけるリース取引残高が前連結会計年度末に比べ

て著しい変動が認められないので記載を省略しております。

 

(有価証券関係)

時価のある満期保有の債権及びその有価証券が、企業集団の事業の運営において重要なものと

なっていないため記載を省略しております。

 

(デリバティブ取引関係)

当社の利用しているデリバティブ取引は複合金融商品でありますが、当該取引は、企業集団の

事業の運営において重要なものとなっておらず、また、当第１四半期連結会計年度末において取

引が終了しているため記載を省略しております。

 

(ストック・オプション等関係)

 

　　　  　該当事項はありません。
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(セグメント情報)

【事業の種類別セグメント情報】

当第１四半期連結累計期間(自　平成20年４月１日　至　平成20年６月30日)

 

 
エステ関連事業
(千円)

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高 1,240,407375,5541,615,962 ― 1,615,962

　(2) セグメント間の内部
　　　売上高又は振替高

― ― ― ― ―

計 1,240,407375,5541,615,962 ― 1,615,962

営業利益又は営業損失(△) △435,961 15,366△420,595 2,169△418,424

(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) 通販関連事業・・・・・・・・・・健康食品、化粧品、雑貨

３ 平成20年5月9日に美容室関連事業の子会社である株式会社Ｋ－twoエフェクト（発行株式数の100%を

出資)の全株式をグループ戦略の見直しにより譲渡いたしました。

この結果、前連結会計年度まで事業区分であった美容室関連事業は連結対象外となりました。

 

 

【所在地別セグメント情報】

当第１四半期連結累計期間(自　平成20年４月１日　至　平成20年６月30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】

当第１四半期連結累計期間(自　平成20年４月１日　至　平成20年６月30日)

 

海外売上高がないため、該当事項はありません。

 

 

(企業結合等関係)

 

該当事項はありません。
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(１株当たり情報)

１　１株当たり純資産額

当第１四半期連結会計期間末
(平成20年６月30日)

前連結会計年度末
(平成20年３月31日)

  

 12,037.95円

  

 9,443.43円

 

２　１株当たり四半期純損失及び潜在株式調整後１株当たり四半期純利益

第１四半期連結累計期間

当第１四半期連結累計期間
(自　平成20年４月１日
至　平成20年６月30日)

１株当たり四半期純損失 2,982.65円

なお、潜在株式調整後１株当たり四半期純利益につい

ては、１株当たり四半期純損失であるため記載してお

りません。

(注)　１株当たり四半期純損失及び潜在株式調整後１株当たり四半期純利益の算定上の基礎

項目
当第１四半期連結累計期間
(自　平成20年４月１日
至　平成20年６月30日)

四半期連結損益計算書上の四半期純損失(千円) 537,053

普通株式に係る四半期純損失(千円) 537,053

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(千株) 180,059

四半期純利益調整額(千円) ―

普通株式増加数(千株) ―

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後１株
当たり四半期純利益の算定に含まれなかった潜在
株式について前連結会計年度末から重要な変動が
ある場合の概要

―
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(重要な後発事象)

(1)　当社は平成20年7月29日開催の取締役会において、当社の連結子会社である株式会社日本イ

ンターシステムの当社保有全株式を、株式会社アイフリークに譲渡することを決議し、株式会

社アイフリークとの間に株式譲渡契約を締結いたしました。

　①株式譲渡の目的

当社グループ戦略の見直しにより、経営資源を当社に集中し、事業再構築のため、財務体質

の強化を図り、早期の業績回復と企業価値の向上を目指すことを目的としております。

　②株式を譲渡した子会社の概要

商号 株式会社日本インターシステム

代表者 代表取締役　竹中　光宏

所在地 東京都豊島区南大塚二丁目４５番８号

設立年月日 平成15年3月17日

主な事業の内容 化粧品・健康食品・健康器具の企画、販売、卸売

決算期 3月31日

従業員数 18名（平成20年6月現在）

主な事業所 東京都豊島区南大塚二丁目４５番８号

資本金 20,000千円

発行済株式数 400株

株主構成 株式会社ラ・パルレ　320株(80.0%)

竹中　光宏　          80株(20.0%)

最近事業年度における業績の動向  

  平成19年3月期 平成20年3月期  

 売上高 1,629百万円 1,486百万円  

 営業利益 142百万円 70百万円  

 経常利益 143百万円 70百万円  

 当期純利益 71百万円 38百万円  

 総資産 414百万円 292百万円  

 純資産 136百万円 167百万円  

③株式譲渡の相手先

商号 株式会社アイフリーク

代表者 代表取締役社長　永田　万里子

本店所在地 福岡県福岡市中央区大名二丁目４番22号

主な事業の内容 モバイルコンテンツ事業、モバイルイノベーション事業

当社との関係 該当事項はありません

④譲渡株式数、金額、譲渡前後の所有株式状況及び所有割合

譲渡前の所有株式数 320株（所有割合　80.0%）

譲渡株式数 320株（譲渡価額　290百万円）

譲渡後の所有株式数 　0株（所有割合     0%）

⑤今後の業績への影響

平成21年３月期事業年度に特別利益として156百万円を計上する予定です。
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(2)　平成20年6月20日開催の取締役会において決議いたしました、第三者割当による新株式発行

に関し、平成20年7月31日払込手続きが完了いたしました。

 

１．新株式の発行要領

(1)募集株式の種類及び数　　　　　　　普通株式　　140,000株

(2)発行価額　　　　　　　　　　　　　1株につき 金14,690円

(3)発行価額の総額　　　　 　　　　　       2,056,600,000円

(4)資本組入額　　　　　　　  　　　1株につき　　金7,345円

(5)資本組入額の総額                        1,028,300,000円

(6)申込期日　　　　　　　　　    　      平成20年７月３1日

(7)払込期日　　　　　　　　　　 　　     平成20年７月３1日

(8)新株券交付日　　                      平成20年７月３1日

(9)割当先及び株式数　　　　　  　 　髙野　友梨　　140,000株

 

２．本新株発行による発行済株式総数及び資本金の推移

　　　本新株発行前の発行済み株式総数　　　　　    　 218,781株

　   （本新株発行前の資本金                    1,836,251,144円）

本新株発行による増加株式数　　  　　　　　　　 140,000株

(本新株発行による増加資本金　　　　  　　1,028,300,000円)

　　　本新株発行後の発行済み株式総数　　　　 　　　　358,781株

　　 （本新株発行後の資本金                    2,864,551,144円）
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２ 【その他】

 

       該当事項はありません。
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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。
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独立監査人の四半期レビュー報告書

平成20年8月12日

株式会社ラ・パルレ

取締役会　御中

 

清　和　監　査　法　人

 
指 定 社 員
業務執行社員 公認会計士　筧　悦生　　印　　　　　

   

 
指 定 社 員
業務執行社員 公認会計士　戸谷　英之　印　　　　

  
当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられている株式会社ラ・パルレの平

成20年4月1日から平成21年3月31日までの連結会計年度の第１四半期連結累計期間(平成20年4月1日から平成20年6月30日まで)

に係る四半期連結財務諸表、すなわち、四半期連結貸借対照表、四半期連結損益計算書及び四半期連結キャッシュ・フロー計算書

について四半期レビューを行った。この四半期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四

半期連結財務諸表に対する結論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四半期レビューの基準に準拠して四半期レビューを行った。四半

期レビューは、主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対して実施される質問、分析的手続その他の四

半期レビュー手続により行われており、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実施される年度の財

務諸表の監査に比べ限定された手続により行われた。

当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる

四半期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20年6月30日現在の財政状態並びに同日

をもって終了する第１四半期連結累計期間の経営成績及びキャッシュ・フローの状況を適正に表示していないと信じさせる事

項がすべての重要な点において認められなかった。

追記情報

１．　継続企業の前提に関する注記に記載のとおり、会社は前連結事業年度において、1,113,965千円の営業損失及び4,219,083千

円の当期純損失を計上し、営業活動によるキャッシュ・フローも1,545,032千円のマイナスとなり、さらに当第1四半期連結会計

期間においても418,424千円の営業損失及び537,053千円の四半期純損失を計上し、営業活動によるキャッシュ・フローも

1,375,233千円のマイナスを計上しており、継続企業の前提に関する重要な疑義が生じている。当該状況を解消すべく、会社は子

会社2社の売却を実施し、株式会社不二ビューティーから融資を受入れ、さらに、高野友梨氏から今後の財務面での全面的支援の

確約を受けている。四半期連結財務諸表は、継続企業を前提として、作成されており、このような重要な疑義の影響を四半期連結

財務諸表には反映していない。

２．　重要な後発事象に記載のとおり、平成20年７月29日開催の取締役会において、連結子会社である株式会社日本インターシス

テムの当社保有全株式を、株式会社アイフリークに譲渡することを決議し、株式会社アイフリークとの間に株式譲渡契約を締結

している。

３．　重要な後発事象に記載のとおり、平成20年６月20日開催の取締役会において決議していた第三者割当による新株発行に関

し、平成20年７月31日に払込手続が完了している。

 

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

 
(注) １　上記は、四半期レビュー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(四半

期報告書提出会社)が別途保管しております。

２　四半期連結財務諸表の範囲にはXBRLデータ自体は含まれていません。
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