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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３四半期連結
累計期間

第19期
第３四半期連結
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
　　12月31日

自　平成20年
　　10月１日
至　平成20年
　　12月31日

自　平成19年
　　４月１日
至　平成20年
　　３月31日

売上高 (千円) 3,309,999777,21615,753,743

経常損失 (千円) 1,730,795602,879 777,302

四半期(当期)純損失 (千円) 2,392,311999,4004,219,083

純資産額 (千円) ― 1,663,5272,061,694

総資産額 (千円) ― 3,853,3137,421,629

１株当たり純資産額 (円) ― 6,331.639,443.43

１株当たり四半期
(当期)純損失

(円) 10,678.785,026.8620,088.77

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 (％) ― 42.7 26.7

営業活動による
キャッシュ・フロー

(千円) △2,473,011 ― △1,545,032

投資活動による
キャッシュ・フロー

(千円) 2,315,866 ― △1,514,103

財務活動による
キャッシュ・フロー

(千円) △392,343 ― 1,877,172

現金及び現金同等物の
四半期末(期末)残高

(千円) ― 168,479 717,967

従業員数 (名) ― 344 904

(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３四半期連結累計(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３四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）において営まれて

いる事業の内容に重要な変更はありません。

また、主要な関係会社についても異動はありません。

 

３ 【関係会社の状況】

当第３四半期連結会計期間において、重要な関係会社の移動はありません。

 

４ 【従業員の状況】

(1) 連結会社における状況

 平成20年12月31日現在

従業員数(名)
344
(17)

(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３四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３四半期連結会計期間末において、第２四半期連結会計期間末と比較して135名減少し

ておりますが、これは主に、当社の店舗閉鎖に伴う退職によるものであります。

 

(2) 提出会社の状況

 平成20年12月31日現在

従業員数(名)
344
(17)

(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３四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３四半期会計期間末において、第２四半期会計期間末と比較して135名減少しております

が、これは主に、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) 仕入実績

当第３四半期連結会計期間における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(千円)

エステ関連事業  

  化粧品 7,867

美容機器 2,155

健康食品 9,013

  その他 362

合計 19,398

(注) １　金額は、仕入価格によっております。
２　当社グループは、平成20年７月29日に通販関連部門の連結子会社である株式会社日本インターシステム
の当社所有全株式を譲渡いたしました。
この結果、通販関連事業については、第１四半期連結会計期間までの連結となっております。
なお、第２四半期連結会計期間以降、連結子会社はありません。

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３四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(千円)

エステ関連事業    

技術売上高(コース別)    

(内訳)　美顔 242,181   

　　　　　　　　　痩身 304,408   

　　　　　　　　その他 41,756 588,346 

商品売上高  188,869 

合計  777,216 

(注) １　当社グループは、平成20年７月29日に通販関連部門の連結子会社である株式会社日本インターシステム
の当社所有全株式を譲渡いたしました。
この結果、通販関連事業については、第１四半期連結会計期間までの連結となっております。
なお、第２四半期連結会計期間以降、連結子会社はありません。

２　上記の金額には、消費税等は含まれておりません。
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２ 【経営上の重要な契約等】

当第３四半期連結会計期間において、経営上の重要な契約等は行われておりません。

 

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。

なお、第２四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、通販関連事

業の連結子会社１社を譲渡し、同事業から撤退いたしました。

これに伴い、通販関連事業については、第１四半期連結会計期間までの連結となっております。

この結果、第２四半期連結会計期間以降、連結子会社はありません。

なお、第２四半期連結会計期間以降、連結子会社がなくなったため、以下は、エステ関連事業である

提出会社について記載しております。

 

(1) 経営成績の分析

当第３四半期のわが国経済は、金融不安による欧米各国の景気低迷の長期化、円高の影響から、輸

出企業を中心に設備投資も減少し、景気は後退局面が続くものと思われます。

また、個人消費につきましては、消費者物価の下落はあるものの、所得・雇用環境の悪化により、

弱含みとなっております。

このような状況のもと、当社は、平成20年７月31日に、財務基盤の建て直しと営業力の強化を目的

に、髙野友梨氏を割当先とした第三者割当増資を実施いたしました。

これによりテレビＣＭも再開し、また、バリ式エステを中心とした新ブランドも立上げ、信用力の

回復に注力してまいりました。

また、会員顧客数の増加を図るため、コンプライアンスを遵守し、お客様の意思を尊重した対応を

徹底したことにより、契約残高は徐々に増加してきております。

その反面、会計上の売上である消化金額は、お客様個々の来店サイクルに合わせるため、契約期間

を２年間に延長したこともあり厳しい状況となりました。

店舗政策につきましては、早期業績回復を図るため、店舗運営の更なる効率化を目的に、当第３四

半期連結会計期間に、不採算店を中心とした４店舗の閉鎖を実施し、当第３四半期連結会計期間末

の店舗数は61店舗となりました。

この結果、当第３四半期連結会計期間のエステ関連事業の業績は、売上高777百万円、営業損失579

百万円となりました。

なお、当第３四半期連結会計期間の連結業績は、売上高777百万円、営業損失579百万円、経常損失

602百万円、四半期純損失999百万円となりました。
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(2) 財政状態の分析

①流動資産

当第３四半期連結会計期間末における流動資産の残高は1,226百万円で、前連結会計年度末と比

較して1,134百万円（48.1%）の減少となりました。これは主に、営業未収入金が90百万円（31.6%）

増加し、現金及び預金が749百万円（81.7%）、たな卸資産が348百万円（61.0%）減少したことによ

るものであります。

②固定資産

当第３四半期連結会計期間末における固定資産の残高は2,627百万円で、前連結会計年度末と比

較して2,433百万円（48.1%）の減少となりました。これは主に、有形固定資産が1,057百万円

（41.5%）、のれんが571百万円（100.0%）減少したことによるものであります。

③流動負債

当第３四半期連結会計期間末における流動負債の残高は2,101百万円で、前連結会計年度末と比

較して3,127百万円（59.8%）の減少となりました。これは主に、買掛金が131百万円（83.1%）、短期

借入金が1,845百万円（87.9%）、未法人税等が102百万円（69.5%）、前受金が752百万円（44.5%）

減少したことによるものであります。

④固定負債

当第３四半期連結会計期間末における固定負債の残高は88百万円で、前連結会計年度末と比較し

て43百万円（32.7%）の減少となりました。これは主に、退職給付引当金が28百万円（36.0%）減少

したことによるものであります。

⑤株主資本

当第３四半期連結会計期間末における株主資本の残高は1,648百万円で、前連結会計年度末と比

較して346百万円（17.4%）の減少となりました。これは主に、増資により資本金が1,028百万円

（56.0%）、資本剰余金が1,028百万円（58.0%）増加し、四半期純損失により利益剰余金が2,403百

万円（234.0%）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３四半期連結会計期間における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、第

２四半期連結会計期間と比較して91百万円増加し、当第３四半期連結会計期間末には168百

万円となりました。

当第３四半期連結会計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次の

とおりであります。

 

(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311百万円となりました。

これの主な内訳は、税金等調整前四半期純損失985百万円、減価償却費81百万円、減損損失

98百万円、店舗閉鎖引当金の増加124百万円、固定資産除却損97百万円、前受金の増加117百

万円、未払金の増加額137百万円であります。

 

(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149百万円となりました。

これは主に差入保証金の返還80百万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

財務活動の結果使用した資金は254百万円となりました。

これの主な内訳は、短期借入金の借入254百万円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、継続企業の前提に関する重要な疑義が生じて

おりました。

当社グループは、当該状況を解消すべく、全子会社３社の売却及び第三者割当増資を実施

し、この資金により金融機関借入金を全て返済いたしております。

しかし、当第３四半期連結累計期間においても、行政処分により受けた影響は大きく、当第

３四半期連結累計期間までの回復にはいたらず、引き続き、継続企業の前提に関する重要な

疑義が生じております。

当社は現在、当該状況を解消すべく、顧客第一主義のもと、お客様のニーズにあった多様な

メニューのご提供と、お客様にストレスのない対応により会員数の増加を図り、ブランドの

回復に努めております。

 

(5) 研究開発活動

特記すべき事項はありません。
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(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。

このため、Ｍ＆Ａによる事業領域の拡大を図ってきたグループ戦略の見直しを行い、第2四半期

連結会計期間までに、全子会社３社の当社所有全株式の譲渡を実施し、事業再構築のため、経営資

源を当社に特化させることといたしました。

また、財務基盤の建て直しと営業力の強化を目的に第三者割当増資を実施いたしました。

これにより回復してきた信用力を背景に、会員顧客数の増加を図るため、コンプライアンスを遵

守し、お客様の意思を尊重した対応の徹底により、厳しい経営環境のなか、契約残高は徐々に増加して

きております。

 

(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特化させ、平成20年３月に受けた行政

処分を教訓として、顧客第一主義の徹底のため、社員教育の見直しを行っております。

また、店舗運営の更なる効率化を目的に、当第３四半期連結会計期間に、不採算店を中心とした４

店舗の閉鎖を実施いたしましたが、今後も、不採算店の一掃を図るため、統廃合を含めた9店舗を閉

鎖し、期末52店舗体制といたします。

これにより、早期業績回復のため、固定費の削減による経営効率の改善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３四半期連結会計期間において、以下の設備を除却いたしました。

　  当第３四半期連結会計期間に新たに発生したもの

会社名
事業所名
(所在地)

事業の種類別
セグメントの
名称

設備の内容
期末帳簿価額
（千円）

除却年月
除却等による
減少能力

提出会社

新宿西口店
（東京都新宿区）

エステ関連
事業

サロンの内装
及び美容機器

－ 平成20年10月 －

京都メンズ店
（京都府
京都市下京区）

エステ関連
事業

サロンの内装
及び美容機器

24,569平成20年11月 －

難波メンズ店
（大阪府
大阪市中央区）

エステ関連
事業

サロンの内装
及び美容機器

31,709平成20年12月 －

横浜メンズ店
（神奈川県
横浜市西区）

エステ関連
事業

サロンの内装
及び美容機器

36,712平成20年12月
           

－

(注)１．上記の金額には消費税等は含まれておりません。

　　  ２．上記新宿西口店の設備については、前連結会計年度において減損処理しております。
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(2) 設備の新設、除却等の計画

当第３四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除却等の計画は以下のとおり

です。

 

会社名
事業所名
(所在地)

事業の種類別
セグメントの
名称

設備の内容
期末帳簿価額
（千円）

除却等の
予定年月

除却等による
減少能力

提出会社

甲府店
（山梨県甲府市）

エステ関連
事業

サロンの内装
及び美容機器

      　　 － 平成21年１月      　　 －

新潟店
（新潟県
新潟市中央区）

エステ関連
事業

サロンの内装
及び美容機器

      　　 － 平成21年１月      　　 －

金山店
（愛知県金山市）

エステ関連
事業

サロンの内装
及び美容機器

      　　 － 平成21年１月      　　 －

小倉店
（福岡県小倉市）

エステ関連
事業

サロンの内装
及び美容機器

      　　 － 平成21年１月      　　 －

福山店
（福井県福山市）

エステ関連
事業

サロンの内装
及び美容機器

      　　 － 平成21年１月      　　 －

高松店
（香川県高松市）

エステ関連
事業

サロンの内装
及び美容機器

      　　 － 平成21年１月      　　 －

奈良店
（奈良県奈良市）

エステ関連
事業

サロンの内装
及び美容機器

      　　 － 平成21年１月      　　 －

アリオ八尾店
（大阪府八尾市）

エステ関連
事業

サロンの内装
及び美容機器

           － 平成21年１月           －

大宮店
（埼玉県
さいたま市大宮区）

エステ関連
事業

サロンの内装
及び美容機器

      　　 － 平成21年2月      　　 －

大宮メンズ店
（埼玉県
さいたま市大宮区）

エステ関連
事業

サロンの内装
及び美容機器

      　　 － 平成21年2月      　　 －

(注)１．上記の金額には消費税等は含まれておりません。

　　２．上記アリオ八尾店は、除却等の予定年月を平成20年12月から上記のとおり変更しております。

　　３．上記店舗については、全て減損処理しております。
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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３四半期会計期間
末現在発行数(株)
(平成20年12月31日)

提出日現在
発行数(株)

(平成21年２月13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 358,781 358,781
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 358,781 358,781 ― ―

(注) １　提出日現在の発行数には、平成21年２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　単元株制度を採用していないため、単元株式数はありません。
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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３四半期会計期間末現在
(平成20年12月31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) 1,3 160

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　13名退職により、新株予約権の目的となる株式数938株は、失権しております。

　　　 ４　単元株制度を採用していないため、単元株式数はありません。
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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３四半期会計期間末現在
(平成20年12月31日)

新株予約権の数(個) (注) 3 595

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 2,380

新株予約権の行使時の払込金額(円) (注) 1,2 １株当たり 105,262

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　　   105,262
 資本組入額　 　 52,631

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、平成19年１月１日付の１：２の株式分割、また、平成20年７月

31日の第三者割当による140,000株の新株式の発行により、行使価額を105,262円に調整しております。

３　101名退職により、新株予約権の数904個と新株予約権の目的となる株式数3,604株は、失権しておりま

す。

　　　 ４　単元株制度を採用していないため、単元株式数はありません。

 

EDINET提出書類

株式会社　ラ・パルレ(E05284)

四半期報告書

13/39



　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６月29日開催の定時株主総会特別決議に基づく、平成18年９月21日及び平成19年２月

１日付与の新株予約権は、全て失権しております。

 

  （2） 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３四半期会計期間末現在
(平成20年12月31日)

新株予約権の数(個) (注) 3 1,135

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 1,135

新株予約権の行使時の払込金額(円) (注) 1,2 １株当たり 88,468

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　　  88,468
 資本組入額　　44,234

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

２　平成20年７月31日の第三者割当による140,000株の新株式の発行により、行使価額を88,468円に調整し

ております。

３　393名退職により、新株予約権の数1,365個と新株予約権の目的となる株式数1,365株は、失権しておりま

す。

４　単元株制度を採用していないため、単元株式数はありません。
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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20年12月31日 － 358,781－ 2,864,551－ 2,600,571

 

(5) 【大株主の状況】

 
当第３四半期会計期間において、大株主の異動は把握しておりません。
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(6) 【議決権の状況】

当第３四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９月30日現在で記載しております。

① 【発行済株式】

   平成20年９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   98,655

完全議決権株式(その他) 普通株式 260,126 260,126 ―

単元未満株式 ― ― ―

発行済株式総数 358,781 ― ―

総株主の議決権 ― 260,126 ―

(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が194株含まれておりま

す。

 

② 【自己株式等】

  平成20年９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

東京都新宿区新宿3-37-1198,655― 98,655 27.50

計 ― 98,655― 98,655 27.50

(注)　 株主名簿上は、他者名義となっておりますが、実質的に所有している株式が２株あります。

なお、当該株式は上記「発行済株式)」の「完全議決権株式(自己株式等)」欄の普通株式に含めておりま

す。

 

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

 
　７月

 
　８月

 
　９月

 
　10月

 
　11月

 
　12月

最高(円) 21,50021,52024,56025,00021,55015,97011,8007,8906,800

最低(円) 14,10014,35013,17019,90014,95011,8005,7706,7005,580

(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、次のとおりで

あります。

(1) 新任役員

該当事項はありません。

 

(2) 退任役員

 

役名 職名 氏名 退任年月日

取締役 店舗開発部担当部長 松　下　修　二 平成20年９月30日

 

(3) 役職の異動

 

新役名及び職名 旧役名及び職名 氏名 異動年月日

代表取締役社長
（営業本部長兼店舗開発部長）

取締役
（営業本部長兼店舗開発部

長）
渡　邊　正　史 平成21年１月13日

取締役 代表取締役社長 羽　田　雅　弘 平成21年１月13日
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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３四半期連結会計期間(平成20年

10月１日から平成20年12月31日まで)及び当第３四半期連結累計期間(平成20年４月１日から平成20

年12月31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。
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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３四半期連結会計期間末
(平成20年12月31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 168,479 917,967

受取手形及び売掛金 310,893 291,779

営業未収入金 375,691 285,393

たな卸資産 ※１
 222,932

※１
 571,366

その他 189,744 297,273

貸倒引当金 △41,592 △3,204

流動資産合計 1,226,148 2,360,576

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額） ※２
 1,009,983

※２
 1,816,994

工具、器具及び備品（純額） ※２
 195,918

※２
 389,220

その他（純額） ※２
 283,000

※２
 340,548

有形固定資産合計 1,488,902 2,546,762

無形固定資産

のれん － 571,761

その他 77,257 114,191

無形固定資産合計 77,257 685,952

投資その他の資産

差入保証金 856,074 1,456,057

その他 233,466 406,717

貸倒引当金 △28,537 △34,437

投資その他の資産合計 1,061,004 1,828,337

固定資産合計 2,627,164 5,061,052

資産合計 3,853,313 7,421,629

負債の部

流動負債

買掛金 26,789 158,115

短期借入金 254,500 2,100,000

未払法人税等 45,000 147,378

前受金 937,780 1,689,901

賞与引当金 － 14,690

ポイント引当金 － 36,534

店舗閉鎖損失引当金 265,055 248,534

その他 572,085 833,115

流動負債合計 2,101,210 5,228,270

固定負債

退職給付引当金 51,016 79,665

その他 37,559 51,999
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（単位：千円）

当第３四半期連結会計期間末
(平成20年12月31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 88,575 131,664

負債合計 2,189,785 5,359,934

純資産の部

株主資本

資本金 2,864,551 1,836,251

資本剰余金 2,801,754 1,773,454

利益剰余金 △3,430,431 △1,027,134

自己株式 ※３
 △587,749 △587,749

株主資本合計 1,648,124 1,994,821

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 △1,103 △11,455

評価・換算差額等合計 △1,103 △11,455

新株予約権 16,506 21,715

少数株主持分 － 56,613

純資産合計 1,663,527 2,061,694

負債純資産合計 3,853,313 7,421,629
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(2)【四半期連結損益計算書】
【第３四半期連結累計期間】

（単位：千円）

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

売上高 3,309,999

売上原価 2,962,360

売上総利益 347,638

販売費及び一般管理費 ※1
 2,056,370

営業損失（△） △1,708,731

営業外収益

受取利息 525

受取手数料 10,706

その他 51,101

営業外収益合計 62,333

営業外費用

支払利息 54,336

減価償却費 2,852

その他 27,208

営業外費用合計 84,397

経常損失（△） △1,730,795

特別利益

投資有価証券売却益 38

関係会社株式売却益 150,094

店舗閉鎖損失引当金戻入額 10,053

特別利益合計 160,186

特別損失

店舗閉鎖損失 582,583

固定資産除却損 29,476

支払手数料 45,500

減損損失 112,968

特別損失合計 770,528

税金等調整前四半期純損失（△） △2,341,137

法人税、住民税及び事業税 51,161

法人税等調整額 △1,648

法人税等合計 49,512

少数株主利益 1,661

四半期純損失（△） △2,392,311
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【第３四半期連結会計期間】
（単位：千円）

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

売上高 777,216

売上原価 813,456

売上総損失（△） △36,239

販売費及び一般管理費 ※1
 543,621

営業損失（△） △579,861

営業外収益

受取利息 133

受取手数料 5,755

その他 9,171

営業外収益合計 15,059

営業外費用

支払利息 2,313

減価償却費 950

その他 4,241

営業外費用合計 7,505

経常損失（△） △572,307

特別利益

店舗閉鎖損失引当金戻入額 10,053

特別利益合計 10,053

特別損失

店舗閉鎖損失 289,854

固定資産除却損 4,542

減損損失 98,625

その他 30,572

特別損失合計 423,595

税金等調整前四半期純損失（△） △985,849

法人税、住民税及び事業税 13,551

法人税等合計 13,551

四半期純損失（△） △999,400
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(3)【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
（単位：千円）

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

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純損失（△） △2,341,137

減価償却費 260,125

減損損失 112,968

貸倒引当金の増減額（△は減少） 34,512

賞与引当金の増減額（△は減少） △1,976

退職給付引当金の増減額（△は減少） △28,648

店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） 16,521

ポイント引当金の増減額（△は減少） 727

受取利息及び受取配当金 △525

支払利息 54,336

固定資産除却損 245,885

子会社株式売却手数料 45,500

有価証券及び投資有価証券売却損益（△は益） △38

関係会社株式売却損益（△は益） △150,094

売上債権の増減額（△は増加） △305,231

前受金の増減額（△は減少） △479,705

たな卸資産の増減額（△は増加） 233,221

仕入債務の増減額（△は減少） △25,689

その他 △63,652

小計 △2,392,902

利息及び配当金の受取額 450

利息の支払額 △52,748

法人税等の支払額 △27,810

営業活動によるキャッシュ・フロー △2,473,011

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出 △53,685

無形固定資産の取得による支出 △4,800

投資有価証券の売却及び償還による収入 62,540

定期預金の払戻による収入 200,000

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却によ
る収入

1,758,642

その他 353,168

投資活動によるキャッシュ・フロー 2,315,866

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少） △1,845,500

株式の発行による収入 2,056,600

配当金の支払額 △1,706

その他 △601,737

財務活動によるキャッシュ・フロー △392,343

現金及び現金同等物に係る換算差額 －
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（単位：千円）

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

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △549,488

現金及び現金同等物の期首残高 717,967

現金及び現金同等物の四半期末残高 168,479

EDINET提出書類

株式会社　ラ・パルレ(E05284)

四半期報告書

24/39



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

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、継続企業の前提に関する重要な疑義が生じてお

りました。

第２四半期連結累計期間においても、1,128,870千円の営業損失及び1,392,911千円の

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2,161,626千円の大幅な

マイナスとなり、継続企業の前提に関する重要な疑義の解消にはいたりませんでした。

また、当第３四半期連結会計期間においても、579,861千円の営業損失及び999,400千

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311,384千円のマイ

ナスとなり、引き続き、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、第２四半期連結会計期間において第三者割当増資を実施し、金融機

関借入金1,000,000千円を返済しております。

この結果、当第３四半期連結会計期間末現在、金融機関からの借入金はありません。

今後も、財務支援について、髙野友梨氏及び同氏関係会社から確約をいただいております。

当社は現在、顧客第一主義のもと、お客様のニーズにあった多様なメニューのご提供と、お客

様にストレスのない対応により会員数の増加を図り、ブランドの回復に努めております。

また、早期業績回復のため、当第３四半期連結会計期間に、不採算店を中心とした４店舗の閉

鎖を実施いたしましたが、今後も、不採算店の一掃を図るため、統廃合を含めた9店舗を閉鎖し、

期末52店舗体制といたします。

これにより、店舗運営の効率化を推進し、固定費の削減、広告宣伝費の効率的配分等経営効率

の改善を図ってまいります。

これらにより、平成22年３月期よりの黒字化を目指しております。

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３四半期連結累計期間
(自　平成20年４月１日　至　平成20年10月31日)

１　連結の範囲の変更

連結除外：３社（うち特定子会社１社）

第２四半期連結累計期間において、当社は、平成20年４月17日に通販関連事業子会社である株式会社エイチ

エーシー（特定子会社）を、平成20年５月９日に美容室関連事業子会社である株式会社Ｋ－twoエフェクトの

当社所有全株式を譲渡いたしました。

これに伴い、上記２社については、前連結会計年度までの連結となっております。

また、平成20年７月29日に通販関連事業子会社である株式会社日本インターシステムの当社所有全株式を

譲渡いたしました。

これに伴い、通販関連事業については、第１四半期連結会計期間までの連結となっております。

この結果、第２四半期連結会計期間以降、連結子会社はありません。

２　会計処理の原則及び手続の変更

「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

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３四半期連結累計期間(自　平成20年４月１日　至　平成20年12月31日)

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３四半期連結累計期間(自　平成20年４月１日　至　平成20年12月31日)

該当事項はありません。
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【注記事項】

(四半期連結貸借対照表関係)

 

当第３四半期連結会計期間末
(平成20年12月31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　　　　　　            163,941千円

　　　  貯蔵品　　　　　             58,990千円

※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　　　　　　  599,344千円

　　　　工具、器具及び備品　　　　  568,884千円

 

※２（有形固定資産の減価償却累計額）

建物及び構築物　　　　　  　824,129千円

　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株を無償で譲り受けております。

※３　　　　　　　　―――――
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(四半期連結損益計算書関係)

第３四半期連結累計期間

 

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

※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 1,061,210千円

役員報酬 50,916千円

人件費 324,010千円

退職給付費用 6,929千円

支払手数料 256,973千円

貸倒引当金繰入額 34,512千円

ポイント引当金繰入額 727千円

減価償却費 56,637千円

 

第３四半期連結会計期間

 

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

※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 339,741千円

役員報酬 9,065千円

人件費 67,448千円

退職給付費用 2,599千円

支払手数料 28,622千円

貸倒引当金繰入額 20,834千円

減価償却費 14,932千円
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(四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係)

 

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

※　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 168,479千円

現金及び現金同等物 168,479千円
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(株主資本等関係)

当第３四半期連結会計期間末(平成20年12月31日)及び当第３四半期連結累計期間(自　平成20年４月

１日　至　平成20年12月31日)

１　発行済株式に関する事項

株式の種類
当第３四半期
連結会計期間末

普通株式(株) 358,781

 

２　自己株式に関する事項

株式の種類
当第３四半期
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)

当第３四半期
連結会計期間末残高

(千円)

提出会社
平成19年ストックオ
プションとしての新
株予約権

― ― 16,506

合計 ― 16,506

 

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

当社は、平成20年７月31日に、髙野友梨氏から第三者割当増資の払い込みを受けました。この

結果、第２四半期連結会計期間において資本金が1,028,300千円、資本準備金が1,028,300千円

増加し、第２四半期連結会計期間末並びに当第３半期連結会計期間末において、資本金は

2,864,551千円、資本準備金は2,600,571千円となっております。

また当社は、平成20年６月18日付で、当社の創業者であり相談役であった大石洋子氏から、そ

の保有する当社普通株式の全株75,199株を、同時に当社主要株主である大石舞氏から、その保

有する当社普通株式のうち14,701株をそれぞれ無償で譲り受けました。

この結果、自己株式数は98,655株となっております。
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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目的の債券及びその他有価証券が、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３四半期連結会計期間末において取

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。

 

(企業結合等関係)

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

当社は、平成20年７月29日に通販関連事業の連結子会社である株式会社日本インターシステムの

株式全株を譲渡し、通販関連事業から撤退いたしました。

この結果、通販関連事業は、第１四半期連結会計期間までの連結となり、第２四半期連結会計期間

以降、連結子会社はありません。

これにより、当第３四半期連結会計期間におけるセグメントは、エステ関連事業である当社のみ

となったため記載しておりません。

 

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

 

 
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 2,934,444375,5543,309,999 ― 3,309,999

　(2) セグメント間の内部
　　　売上高又は振替高

― ― ― ― ―

計 2,934,444375,5543,309,999 ― 3,309,999

営業利益又は営業損失(△) △1,726,26815,366△1,710,9012,169△1,708,731

(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連結子会社である株式会社Ｋ－twoエフェクトの株式全株を譲渡

し、美容室関連事業から撤退いたしました。

この結果、美容室関連事業は前連結会計年度までの連結となっております。

また、平成20年７月29日に通販関連事業の連結子会社である株式会社日本インターシステムの株式全

株を譲渡し、通販関連事業から撤退いたしました。

この結果、通販関連事業は、第１四半期連結会計期間までの連結となり、当第２四半期連結会計期間以

降、連結子会社はありません。

 

【所在地別セグメント情報】

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

累計期間(自　平成20年４月１日　至　平成20年12月31日)

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

累計期間(自　平成20年４月１日　至　平成20年12月31日)

　海外売上高がないため、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３四半期連結会計期間末
(平成20年12月31日)

前連結会計年度末
(平成20年３月31日)

  

 6,331.63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３四半期連結累計期間

 

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

１株当たり四半期純損失 10,678.78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３四半期連結累計期間
(自　平成20年４月１日
至　平成20年12月31日)

四半期連結損益計算書上の四半期純損失(千円) 2,392,311

普通株式に係る四半期純損失(千円) 2,392,311

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) 224,025

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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第３四半期連結会計期間

 

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

１株当たり四半期純損失 5,026.86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３四半期連結会計期間
(自　平成20年10月１日
至　平成20年12月31日)

四半期連結損益計算書上の四半期純損失(千円) 999,400

普通株式に係る四半期純損失(千円) 999,400

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) 198,812

四半期純利益調整額(千円) ―

普通株式増加数(株) ―

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後１株
当たり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

―

 

(重要な後発事象)

該当事項はありません。

 

EDINET提出書類

株式会社　ラ・パルレ(E05284)

四半期報告書

35/39



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２月13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　　㊞

 

指定社員
業務執行社員

 公認会計士　　戸　　谷　　英　　之　　㊞

 

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３四半期連結

会計期間(平成20年10月１日から平成20年12月31日まで)及び第３四半期連結累計期間(平成20年４月１

日から平成20年12月31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12月31日現在の財政状態、同日をもって終了する第３四半期連結会計期間及び第３四半期

連結累計期間の経営成績並びに第３四半期連結累計期間のキャッシュ・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

継続企業の前提に関する注記に記載のとおり、当第３四半期連結会計期間においても、579,861千円

の営業損失及び999,400千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311,384

千円のマイナスとなり、継続企業の前提に関する重要な疑義が生じている。当該状況に対する経営者

の対応等は当該注記に記載されている。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。

 

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
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(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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