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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】

 

回次
前第２四半期
連結累計期間

当第２四半期
累計期間

前第２四半期
連結会計期間

当第２四半期
会計期間

前連結会計年度

会計期間

自　平成20年
４月１日

至　平成20年
９月30日

自　平成21年
４月１日

至　平成21年
９月30日

自　平成20年
7月１日

至　平成20年
９月30日

自　平成21年
７月１日

至　平成21年
９月30日

自　平成20年
４月１日

至　平成21年
３月31日

売上高 (千円) 2,532,7821,390,802916,820 734,8643,954,328

経常損失 (千円) 1,127,915678,738 697,027 248,1492,176,160

四半期(当期)純損失 (千円) 1,392,911766,734 855,857 323,5862,990,739

持分法を適用した場合の
投資利益

(千円) ― ― ― ― ―

資本金 (千円) ― ― ― 3,226,311 ―

発行済株式総数 (株) ― ― ― 491,781 ―

純資産額 (千円) ― ― 2,659,7551,024,0061,066,062

総資産額 (千円) ― ― 4,216,3862,831,5963,170,280

１株当たり純資産額 (円) ― ― 10,175.332,558.134,031,68

１株当たり四半期
(当期)純損失

(円) 6,765.792,033.043,990.50 823.11△12,839.84

潜在株式調整後
１株当たり四半期
(当期)純利益

(円) ― ― ― ― ―

１株当たり配当額 (円) ― ― ― ― ―

自己資本比率 (％) ― ― 62.8 35.5 33.1

営業活動による
キャッシュ・フロー

(千円) △2,161,626△537,314 ― ― △3,075,283

投資活動による
キャッシュ・フロー

(千円) 2,166,75281,427 ― ― 2,554,414

財務活動による
キャッシュ・フロー

(千円) △646,447 565,707 ― ― △90,853

現金及び現金同等物の
四半期末(期末)残高

(千円) ― ― 76,645 216,064 106,244

従業員数 (名) ― ― 479 266 280

(注)　１　当社は、前事業年度中に子会社を売却し、連結子会社がなくなったため、当事業年度より連結財務諸表は作成しており

ません。従って、当第２四半期累計期間及び当第２四半期会計期間については、個別数値を記載しております。

なお、前連結会計年度まで連結財務諸表を作成しているため、前第２四半期累計期間及び前第２四半期会計期間並

びに前事業年度については、これに代えて、前第２四半期連結累計期間及び前第２四半期連結会計期間並びに前連結

会計年度について記載しております。

２　売上高には、消費税等は含まれておりません。

３　当社には、持分法適用関連会社はありません。

４　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】

当社は、前事業年度中まで子会社を含めたグループで事業を行っていたため、連結財務諸表を作成しておりまし

た。しかしながら、前事業年度中に子会社を売却し、前事業年度末には子会社がなくなったため、当事業年度より連

結財務諸表は作成しておりません。

なお、当第２四半期会計期間において、当社において営まれている事業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２四半期会計期間において、重要な関係会社の異動はありません。

 

４ 【従業員の状況】

 
平成21年９月30日現在

従業員数(名)
266
(20)

(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２四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。
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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２四半期会計期間における商品の仕入実績は、次のとおりであります。
 

区分 金額(千円) 前年同四半期比(％)

化粧品 4,092 －

美容機器 36,252 －

健康食品 24,266 －

その他 16,700 －

合計 81,311 －

(注) １　金額は、仕入価格によっております。
２　上記の金額には、消費税等は含まれておりません。
３　前事業年度まで連結財務諸表を作成しているため、前第２四半期会計期間との比較は行っておりません。

 

(2) 販売実績

当第２四半期会計期間における販売実績は、次のとおりであります。
 

区分 金額(千円) 前年同四半期比(％)

サービス売上高(コース別)    

(内訳)　美顔 171,902   

　　　　痩身 333,097   

　　　その他 21,470 526,470 －

商品売上高  208,393 －

合計  734,864 －

(注) １　上記の金額には、消費税等は含まれておりません。

２　前事業年度まで連結財務諸表を作成しているため、前第２四半期会計期間との比較は行っておりません。
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２ 【事業等のリスク】

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が判断したものであります。

当社は、前事業年度において、継続企業の前提に関する重要な疑義を生じさせるような状況が存在しており

ました。

当第２四半期累計期間においても、672百万円の営業損失及び766百万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537百万円のマイナス額が発生しており、引き続き、継続企業の前提に関する重要

な疑義を生じさせるような状況が存在しております。

当該状況を解消すべく、不採算店の閉鎖や人件費の圧縮等コスト削減に努め、経営体質の強化を図ってまい

りましたが、財務体質の弱体化に伴い、積極的な営業施策も行えず、売上の回復は緩やかなものとなっておりま

す。

当社はこれを受け、早期の事業再構築のためには、資本の充実を機動的に実施する必要があり、また、今後の

事業展開には事業上のシナジーが見込める外部との提携が不可欠なものと判断し、平成21年４月23日に株式会

社インデックス・コミュニケーションズ、株式会社東京テレビランド及びＮＩＳグループ株式会社に対する第

三者割当増資を実施いたしました。

当社は現在、今回の出資先各社をはじめ、当社も加盟する中小企業振興ネットワーク加盟企業と新商品の開

発、プロモーション戦略、販路拡大策等諸施策を策定中であり、主に商品販売については、これらの効果が、第３

四半期以降に表れるものと考えております。

しかしながら、当該計画が予定通り進捗できない場合、経営成績及び財政状態に影響を与え、事業継続に懸念

がでる可能性があります。

 

３ 【経営上の重要な契約等】

当第２四半期会計期間において、経営上の重要な契約等は行われておりません。
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４ 【財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】

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が判断したものであります。

なお当社は、前事業年度まで連結財務諸表を作成しているため、前第２四半期会計期間との比較は行っておりま

せん。

 

 １.　提出会社の代表者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況に関する分析・検討内容

(1) 経営成績の分析

当第２四半期のわが国経済は、製造業の持ち直しや、中国を中心としたアジア向けの輸出の持ち直しから、景

気はプラス成長となったものの、長引く欧米景気の低迷や、円高の深耕により、欧米向け輸出は引続き低迷し、こ

れにより景気の成長も低い伸びとなるものと思われます。

個人消費につきましては、ボーナスを中心とした所得環境の悪化や、失業率の増加、また夏場の天候不順によ

る消費マインドの冷え込みから、消費者物価はマイナスとなり、デフレ傾向は長期化するものと思われます。

このような状況の中、当社は現在、平成21年４月23日に実施した第三者割当増資を機に、出資先各社を始め、当

社も加盟する中小企業振興ネットワーク加盟企業とシナジー効果が最大限発揮できる各種戦略を策定中であり

ます。

また、営業政策においては、顧客第一主義のもと、前受金制度や不明瞭な料金体系の見直しを行い、会員数の増

加を第１優先順位とした営業を行っております。

これにより、契約受注残高は徐々に回復しておりますが、１回当たりの単価を下げたこともあり、会計上の売

上は、緩やかに回復してきております。

この結果、当第２四半期会計期間の業績は、売上高734百万円、営業損失247百万円、経常損失248百万円、四半期

純損失323百万円となりました。

 

 (2) 財政状態の分析

①流動資産

当第２四半期会計期間末における流動資産の残高は862百万円となりました。これの主な内訳は、現金及び預

金が216百万円、売掛金が179百万円、営業未収入金が328百万円、商品が98百万円であります。

②固定資産

当第２四半期会計期間末における固定資産の残高は1,969百万円となりました。これの主な内訳は、有形固定

資産が1,215百万円、無形固定資産が61百万円、差入保証金が606百万円であります。
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③流動負債

当第２四半期会計期間末における流動負債の残高は1,762百万円となりました。これの主な内訳は、買掛金が

70百万円、短期借入金が400百万円、未払金が163百万円、前受金が1,009百万円、未払法人税等が25百万円であり

ます。

④固定負債

当第２四半期会計期間末における固定負債の残高は45百万円となりました。これの主な内訳は、退職給付引当

金が41百万円であります。

⑤株主資本

当第２四半期会計期間末における株主資本の残高は1,006百万円となりました。これの主な内訳は、資本金が

3,226百万円、資本剰余金が3,163百万円、利益剰余金が△4,795百万円、自己株式が△587百万円であります。

 

 (3) キャッシュ・フローの状況

前事業年度まで連結キャッシュ・フロー計算書を作成しているため、前第２四半期累計期間との比較は行っ

ておりません。

当第２四半期会計期間末の現金及び現金同等物は（以下「資金」という。）は、216百万円となりました。

当第２四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17百万円となりました。

これの主な内訳は、税引前四半期純損失が312百万円、減価償却費が45百万円、前受金の増加額が86百万円、売

上債権の減少額が88百万円、たな卸資産の減少額が29百万円、利息の支払額が18百万円であります。

 (ロ) 投資活動によるキャッシュ・フロー

投資活動の結果得られた資金は85百万円となりました。

これは主に、有形固定資産の取得が37百万円、差入保証金の返還が139百万円であります。

 (ハ) 財務活動によるキャッシュ・フロー

財務活動の結果使用した資金は50百万円となりました。

これは主に、短期借入金の借入れが100百万円、短期借入金の返済が150百万円であります。

 

(4) 事業上及び財務上の対処すべき課題

当第２四半期会計期間において、当社の事業上及び財務上の対処すべき課題に重要な変更及び新たに生じた

問題はありません。

 

 (5) 研究開発活動

該当事項はありません。
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２.　事業等のリスクに記載した重要事象等についての分析・検討内容及び当該重要事象等を解消し、又は改善する

ための対応策

当社は、平成20年３月期に受けた行政処分を機に信用力が急速に低下し、その後業績は低迷しておりました。

当社はこれを教訓に、現在、過量販売や次々販売の再発防止策の実施と、顧客からの信頼回復のため、顧客第

一主義のもと、コンプライアンスを重視した社員教育、前受金制度や不明瞭な料金体系の見直し、顧客ニーズに

あったメニューの提供、ストレスのない接客対応等により会員数の増加を図っております

また、不採算店の閉鎖や人件費の圧縮等コスト削減に努め、経営体質の強化を図ってまいりましたが、業績の

低迷から財務体質が弱体化し、積極的な営業施策も行えず、売上の回復は緩やかなものとなっております。

当社はこれを受け、早期の事業再構築のためには、資本の充実を機動的に実施する必要があり、また、今後の

事業展開には事業上のシナジーが見込める外部との提携が不可欠なものと判断し、平成21年４月23日に株式会

社インデックス・コミュニケーションズ、株式会社東京テレビランド及びＮＩＳグループ株式会社に対する第

三者割当増資を実施し、財務体質の改善を図りました。

当社は現在、上記出資先各社をはじめ、当社も加盟する中小企業振興ネットワーク加盟企業とシナジー効果

が最大限発揮できる各種戦略を策定中であり、特に商品販売については、これらの効果が、第３四半期以降に表

れるものと考えております。

これにより、第４四半期会計期間の黒字化を目指し、来年度での年度黒字化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２四半期会計期間において、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２四半期会計期間において、新たに確定した重要な設備の新設、除却等の計画はありません。

 

 

EDINET提出書類

株式会社　ラ・パルレ(E05284)

四半期報告書

 9/37



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 1,967,124

計 1,967,124

 

② 【発行済株式】

 

種類
第２四半期会計期間
末現在発行数(株)
(平成21年９月30日)

提出日現在
発行数(株)

(平成21年11月12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 491,781 491,781
大阪証券取引所
(ヘラクレス)

単元株制度を採用
しておりません。

計 491,781 491,781 ― ―

(注)　　提出日現在の発行数には、平成21年11月１日から本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。
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(2) 【新株予約権等の状況】

　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２四半期会計期間末現在
(平成21年９月30日)

新株予約権の数(個) (注) 3 397

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) 3 1,588

新株予約権の行使時の払込金額(円) (注) 1,2 １株当たり 100,546

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　　  100,546
 資本組入額　　 50,273

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日付及び平成19年１月１日付の１：２の株式分割、平成20年７月31日付及び平成21年４月23日付の第

三者割当による新株式発行により、発行価額を100,546円に調整しております。

３　122名の退職により、新株予約権の数1,103個と新株予約権の目的となる株式数4,412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。

 

定時株主総会の特別決議日（平成19年６月27日）

 
第２四半期会計期間末現在
(平成21年９月30日)

新株予約権の数(個) (注) 3 846

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) 3 846

新株予約権の行使時の払込金額(円) (注) 1,2 １株当たり 84,505

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　　  84,505
 資本組入額　　42,253

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日付及び平成21年４月23日付の第三者割当による新株式発行により、発行価額を84,505円に調整して

おります。

３　474名の退職により、新株予約権の数1,654個と新株予約権の目的となる株式数1,654株は、失権しております。
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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21年９月30日 ― 491,781 ― 3,226,311 ― 2,962,331

 

 (5) 【大株主の状況】

平成21年９月30日現在

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(％)

髙野　友梨 東京都渋谷区 140,000 28.47

株式会社ラ・パルレ 東京都千代田区外神田１-２-12 98,655 20.06

株式会社インデックス・コミュ
ニケーションズ

東京都千代田区神田小川町３-９-２ 77,830 15.83

株式会社東京テレビランド 東京都千代田区神田錦町３－12－12 39,445 8.02

モルガンホワイトフライヤーズ
エキユイテイデイリヴエイテイ
ブ
(常任代理人　株式会社みずほ
コーポレート銀行決済営業部)

902 マーケットストリート、ウィルミントン、
デラウェア DE 19801 米国
 
(東京都中央区月島４－16－13)
 

18,881 3.84

ＮＩＳグループ株式会社 東京都中央区日本橋小伝馬町10－１ 15,725 3.20

大石　舞 東京都渋谷区 10,588 2.15

スカンディナビスカエンスキル
ダバンケンエスエイ127200
(常任代理人　株式会社みずほ
コーポレート銀行決済営業部)

PO BOX 487 L-2014 ルクセンブルグ
 
(東京都中央区月島４－16－13)
 

10,000 2.03

木村　栄一 東京都国分寺市 2,000 0.41

森山　路子 静岡県御前崎市 1,600 0.33

計 ― 414,724 84.33
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(6) 【議決権の状況】

① 【発行済株式】

平成21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 393,126 393,126 ―

単元未満株式 ― ― ―

発行済株式総数 491,781 ― ―

総株主の議決権 ― 393,126 ―

(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17株含まれております。

　

② 【自己株式等】

平成21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

東京都千代田区外神田１-２-12 98,653２ 98,655 20.1

計 ― 98,653２ 98,655 20.1

(注)　株主名簿上は、証券保管振替機構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21年
　４月

 
　５月

 
　６月

 
　７月

 
　８月

 
　９月

最高(円) 8,4008,30013,25013,95012,15011,830

最低(円) 6,3907,1007,99010,07011,3908,690

(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。

 

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及び四半期財務諸表の作成方法について

(1)　 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。

　　　なお、前第２四半期連結累計期間（平成20年４月１日から平成20年９月30日）及び前第２四半期連結会計期間

（平成20年７月１日から平成20年９月30日）は、改正前の四半期連結財務諸表規則に基づいて作成しており

ます。

(2)　 当社の四半期財務諸表は、「四半期財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(平成19年内閣府令

第63号。以下「四半期財務諸表等規則」という。)に基づいて作成しております。

(3)　 前第２四半期連結累計期間（平成20年４月１日から平成20年９月30日）及び前第２四半期連結会計期間

（平成20年７月１日から平成20年９月30日）は、四半期財務諸表を作成していないため、前第２四半期累計期

間（平成20年４月１日から平成20年９月30日）及び前第２四半期会計期間（平成20年７月１日から平成20年

９月30日）に係る四半期損益計算書及び四半期キャッシュ・フロー計算書に代えて、前第２四半期連結累計

期間（平成20年４月１日から平成20年９月30日）及び前第２四半期連結会計期間（平成20年７月１日から平

成20年９月30日）に係る四半期連結損益計算書及び四半期連結キャッシュ・フロー計算書を記載しておりま

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、前第２四半期連結会計期間（平成20年７月１日か

ら平成20年９月30日）及び前第２四半期連結累計期間（平成20年４月１日から平成20年９月30日）に係る四半期

連結財務諸表並びに当第２四半期会計期間(平成21年７月１日から平成21年９月30日まで)及び当第２四半期累計

期間(平成21年４月１日から平成21年９月30日まで)に係る四半期財務諸表について、清和監査法人により四半期

レビューを受けております。

 

３　四半期連結財務諸表について

当社は、前事業年度中に子会社を売却し、前事業年度末には子会社がなくなったため、当事業年度より連結財務

諸表は作成しておりません。
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１【四半期財務諸表】
(1)【四半期貸借対照表】

（単位：千円）

当第２四半期会計期間末
(平成21年９月30日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 216,064

売掛金 ※１
 179,690

営業未収入金 ※１
 328,895

商品 ※１
 98,522

貯蔵品 32,764

その他 88,518

貸倒引当金 △81,927

流動資産合計 862,528

固定資産

有形固定資産

建物 1,403,680

減価償却累計額 △571,777

建物（純額） ※１
 831,902

構築物 4,739

減価償却累計額 △1,526

構築物（純額） 3,212

工具、器具及び備品 541,727

減価償却累計額 △444,295

工具、器具及び備品（純額） 97,431

土地 ※１
 283,000

有形固定資産合計 1,215,547

無形固定資産 61,483

投資その他の資産

差入保証金 606,046

その他 115,346

貸倒引当金 △29,356

投資その他の資産合計 692,037

固定資産合計 1,969,068

資産合計 2,831,596
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（単位：千円）

当第２四半期会計期間末
(平成21年９月30日)

負債の部

流動負債

買掛金 70,292

短期借入金 ※１, ※２
 400,000

未払金 163,071

未払法人税等 25,600

前受金 1,009,282

ポイント引当金 40,163

店舗閉鎖損失引当金 2,916

その他 51,038

流動負債合計 1,762,363

固定負債

退職給付引当金 41,973

その他 3,253

固定負債合計 45,226

負債合計 1,807,590

純資産の部

株主資本

資本金 3,226,311

資本剰余金 3,163,514

利益剰余金 △4,795,593

自己株式 △587,749

株主資本合計 1,006,482

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 △813

評価・換算差額等合計 △813

新株予約権 18,337

純資産合計 1,024,006

負債純資産合計 2,831,596

EDINET提出書類

株式会社　ラ・パルレ(E05284)

四半期報告書

17/37



【前連結会計年度末の連結貸借対照表】
（単位：千円）

前連結会計年度末に係る
連結貸借対照表

(平成21年３月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 106,244

受取手形及び売掛金 ※１
 252,932

営業未収入金 ※１
 340,474

商品及び製品 ※１
 136,308

原材料及び貯蔵品 47,655

その他 203,948

貸倒引当金 △73,681

流動資産合計 1,013,883

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物 1,397,870

減価償却累計額 △542,324

建物及び構築物（純額） ※１
 855,546

工具、器具及び備品 562,333

減価償却累計額 △435,723

工具、器具及び備品（純額） 126,610

土地 ※１
 283,000

有形固定資産合計 1,265,157

無形固定資産

その他 71,645

無形固定資産合計 71,645

投資その他の資産

投資有価証券 1,496

差入保証金 757,261

その他 89,374

貸倒引当金 △28,537

投資その他の資産合計 819,594

固定資産合計 2,156,396

資産合計 3,170,280
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（単位：千円）

前連結会計年度末に係る
連結貸借対照表

(平成21年３月31日)

負債の部

流動負債

買掛金 41,009

短期借入金 ※１, ※２
 557,333

未払金 268,917

未払法人税等 62,000

前受金 936,843

ポイント引当金 24,447

店舗閉鎖損失引当金 45,425

リース資産減損勘定 4,271

その他 116,587

流動負債合計 2,056,834

固定負債

退職給付引当金 44,129

その他 3,253

固定負債合計 47,383

負債合計 2,104,217

純資産の部

株主資本

資本金 2,864,551

資本剰余金 2,801,754

利益剰余金 △4,028,858

自己株式 △587,749

株主資本合計 1,049,696

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 △951

評価・換算差額等合計 △951

新株予約権 17,317

少数株主持分 －

純資産合計 1,066,062

負債純資産合計 3,170,280
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(2)【四半期損益計算書】
【前第２四半期連結累計期間】

（単位：千円）

前第２四半期連結累計期間
(自 平成20年４月１日
　至 平成20年９月30日)

売上高 2,532,782

売上原価 2,148,903

売上総利益 383,878

販売費及び一般管理費 ※１
 1,512,749

営業損失（△） △1,128,870

営業外収益

受取利息 392

受取手数料 34,273

その他 43,179

営業外収益合計 77,846

営業外費用

支払利息 52,022

減価償却費 1,901

その他 22,967

営業外費用合計 76,891

経常損失（△） △1,127,915

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

特別利益合計 150,132

特別損失

店舗閉鎖損失 292,728

固定資産除却損 24,933

支払手数料 45,500

減損損失 14,342

特別損失合計 377,505

税金等調整前四半期純損失（△） △1,355,288

法人税、住民税及び事業税 37,609

法人税等調整額 △1,648

法人税等合計 35,961

少数株主利益 1,661

四半期純損失（△） △1,392,911
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【当第２四半期累計期間】
（単位：千円）

当第２四半期累計期間
(自 平成21年４月１日
　至 平成21年９月30日)

売上高 1,390,802

売上原価 1,278,684

売上総利益 112,118

販売費及び一般管理費

信販手数料 28,221

広告宣伝費 376,717

人件費 101,597

役員報酬 24,275

募集費 4,138

支払手数料 126,046

ポイント引当金繰入額 15,716

貸倒引当金繰入額 9,065

減価償却費 22,275

その他 76,469

販売費及び一般管理費合計 784,522

営業損失（△） △672,404

営業外収益

受取利息 182

受取手数料 6,273

受取賃貸料 3,160

その他 7,456

営業外収益合計 17,072

営業外費用

支払利息 12,355

減価償却費 2,417

その他 8,632

営業外費用合計 23,405

経常損失（△） △678,738

特別損失

店舗閉鎖損失 27,794

固定資産除却損 4,935

減損損失 11,411

商品評価損 33,525

特別損失合計 77,666

税引前四半期純損失（△） △756,405

法人税、住民税及び事業税 19,500

過年度法人税等戻入額 △9,170

法人税等合計 10,329

四半期純損失（△） △766,734
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【前第２四半期連結会計期間】
（単位：千円）

前第２四半期連結会計期間
(自 平成20年７月１日
　至 平成20年９月30日)

売上高 916,820

売上原価 874,329

売上総利益 42,490

販売費及び一般管理費 ※１
 752,936

営業損失（△） △710,445

営業外収益

受取利息 203

受取手数料 33,418

その他 23,064

営業外収益合計 56,686

営業外費用

支払利息 32,396

減価償却費 950

その他 9,921

営業外費用合計 43,268

経常損失（△） △697,027

特別利益

関係会社株式売却益 150,094

特別利益合計 150,094

特別損失

店舗閉鎖損失 274,746

固定資産除却損 3,558

減損損失 14,342

特別損失合計 292,647

税金等調整前四半期純損失（△） △839,579

法人税、住民税及び事業税 16,277

法人税等合計 16,277

四半期純損失（△） △855,857
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【当第２四半期会計期間】
（単位：千円）

当第２四半期会計期間
(自 平成21年７月１日
　至 平成21年９月30日)

売上高 734,864

売上原価 639,920

売上総利益 94,943

販売費及び一般管理費

信販手数料 16,956

広告宣伝費 168,333

人件費 44,093

役員報酬 9,660

募集費 2,663

支払手数料 42,382

ポイント引当金繰入額 10,750

貸倒引当金繰入額 △5,600

減価償却費 11,033

その他 41,681

販売費及び一般管理費合計 341,952

営業損失（△） △247,009

営業外収益

受取利息 84

受取手数料 1,581

受取賃貸料 1,587

還付加算金 2,406

その他 3,768

営業外収益合計 9,427

営業外費用

支払利息 5,262

減価償却費 1,208

その他 4,096

営業外費用合計 10,567

経常損失（△） △248,149

特別損失

店舗閉鎖損失 19,564

減損損失 11,411

商品評価損 33,525

特別損失合計 64,500

税引前四半期純損失（△） △312,650

法人税、住民税及び事業税 9,600

過年度法人税等戻入額 1,336

法人税等合計 10,936

四半期純損失（△） △323,586
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(3)【四半期キャッシュ・フロー計算書】
【前第２四半期連結累計期間】

（単位：千円）

前第２四半期連結累計期間
(自 平成20年４月１日
　至 平成20年９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（△） △1,355,288

減価償却費 178,291

減損損失 14,342

貸倒引当金の増減額（△は減少） 13,677

賞与引当金の増減額（△は減少） 6,523

退職給付引当金の増減額（△は減少） △16,836

店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） △107,830

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 △392

支払利息 52,022

固定資産除却損 148,351

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） △352,757

前受金の増減額（△は減少） △597,506

たな卸資産の増減額（△は増加） 170,060

仕入債務の増減額（△は減少） △41,178

その他 △110,836

小計 △2,103,264

利息及び配当金の受取額 317

利息の支払額 △35,661

法人税等の支払額 △23,016

営業活動によるキャッシュ・フロー △2,161,626

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 △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 207,449

投資活動によるキャッシュ・フロー 2,166,752

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） △2,100,000

株式の発行による収入 2,056,600

配当金の支払額 △1,310

その他 △601,737

財務活動によるキャッシュ・フロー △646,447

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） △641,322

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 ※１
 76,645
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【当第２四半期累計期間】
（単位：千円）

当第２四半期累計期間
(自 平成21年４月１日
　至 平成21年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前四半期純損失（△） △756,405

減価償却費 88,872

減損損失 11,411

貸倒引当金の増減額（△は減少） 9,065

退職給付引当金の増減額（△は減少） △2,156

店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） △42,509

ポイント引当金の増減額（△は減少） 15,716

株式報酬費用 1,020

受取利息及び受取配当金 182

支払利息 △12,355

固定資産除却損 4,935

売上債権の増減額（△は増加） 84,822

前受金の増減額（△は減少） 72,439

たな卸資産の増減額（△は増加） 52,676

仕入債務の増減額（△は減少） 29,282

その他 △60,343

小計 △503,346

利息及び配当金の受取額 △182

利息の支払額 12,355

法人税等の支払額 △46,142

営業活動によるキャッシュ・フロー △537,314

投資活動によるキャッシュ・フロー

貸付金の回収による収入 4,980

有形固定資産の取得による支出 △43,004

無形固定資産の取得による支出 △1,000

投資有価証券の取得による支出 △160

差入保証金の回収による収入 139,348

差入保証金の差入による支出 △26,708

その他 7,972

投資活動によるキャッシュ・フロー 81,427

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） △157,333

株式の発行による収入 723,520

配当金の支払額 △479

財務活動によるキャッシュ・フロー 565,707

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） 109,820

現金及び現金同等物の期首残高 106,244

現金及び現金同等物の四半期末残高 ※１
 216,064
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【継続企業の前提に関する注記】

当第２四半期累計期間(自　平成21年４月１日　至　平成21年９月30日)

当社は、前事業年度において、継続企業の前提に関する重要な疑義を生じさせるような状況が存在しておりま

した。

当第２四半期累計期間においても、672,404千円の営業損失及び766,734千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537,314千円のマイナス額が発生しており、引き続き、継続企業の前提に関する

重要な疑義を生じさせるような状況が存在しております。

当該状況を解消すべく、不採算店の閉鎖や人件費の圧縮等コスト削減に努め、経営体質の強化を図ってまいり

ましたが、財務体質の弱体化に伴い、積極的な営業施策も行えず、売上の回復は緩やかなものとなっております。

当社はこれを受け、早期の事業再構築のためには、資本の充実を機動的に実施する必要があり、また、今後の事

業展開には事業上のシナジーが見込める外部との提携が不可欠なものと判断し、平成21年４月23日に株式会社

インデックス・コミュニケーションズ、株式会社東京テレビランド及びＮＩＳグループ株式会社に対する第三

者割当増資を実施いたしました。

当社は現在、上記第三者割当増資の出資先各社をはじめ、当社も加盟する中小企業振興ネットワーク加盟企業

とシナジー効果が最大限発揮できる各種戦略を策定中であり、特に商品販売については、これらの効果が、第３

四半期以降に表れるものと考えております。

これにより、第４四半期会計期間の黒字化を目指し、来年度での年度黒字化を図ってまいります。

しかしながら、しばらくは資金繰り面において厳しい状況が続くものと予想され、金融機関の協力が事業継続

上不可欠なものとなっております。

このため当社は、当第２四半期累計期間後も、継続企業の前提に関する重要な不確実性が存在するものと認識

しております。

なお、四半期財務諸表は、継続企業を前提として作成しており、このような重要な不確実性の影響を四半期財

務諸表に反映しておりません。
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【追加情報】

 

当第２四半期累計期間
(自　平成21年４月１日　至　平成21年９月30日)

退職給付引当金

当社は、平成21年５月31日をもって退職金制度を廃止いたしました。これに伴い、平成21年６月１日以降退職給

付費用は発生いたしません。
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【注記事項】

(四半期貸借対照表関係)

 

当第２四半期会計期間末
(平成21年９月30日)

※１（担保資産）

短期借入金400,000千円の担保として供している

ものは、以下のとおりであります。

売掛金 179,690千円

営業未収入金 328,895千円

商品 98,522千円

建物 85,457千円(帳簿価額)

土地 283,000千円(帳簿価額)

計 975,565千円

※２　当社は、運転資金の効率的な調達を行うため取引

金融機関と貸出コミットメント契約を締結してお

ります。

　　なお、当第２四半期会計期間末における貸出コミッ

トメント契約に係る借入金未実行残高等は次のと

おりであります。

貸出コミットメントの総額 500,000千円

借入実行残高 400,000千円

差引額 100,000千円

 

 

前連結会計年度末
(平成21年３月31日)

※１（担保資産）

短期借入金557,333千円の担保として供している

ものは、以下のとおりであります。

売掛金 252,932千円

営業未収入金 340,474千円

商品及び製品 136,308千円

建物及び構築物 88,857千円(帳簿価額)

土地 283,000千円(帳簿価額)

計 1,101,573千円

※２　当社は、運転資金の効率的な調達を行うため取引

金融機関と貸出コミットメント契約を締結してお

ります。

　　なお、当連結会計年度末における貸出コミットメン

ト契約に係る借入金未実行残高等は次のとおりで

あります。

 

貸出コミットメントの総額

 

350,000千円

借入実行残高 200,000千円

差引額 150,000千円
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(四半期損益計算書関係)

第２四半期連結累計期間

 

前第２四半期連結累計期間
(自　平成20年４月１日
至　平成20年９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 721,468千円

役員報酬 41,851千円

人件費 256,562千円

退職給付費用 4,329千円

支払手数料 228,350千円

貸倒引当金繰入額 13,677千円

ポイント引当金繰入額 727千円

減価償却費 41,704千円

 

第２四半期連結会計期間

 

前第２四半期連結会計期間
(自　平成20年７月１日
至　平成20年９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 407,128千円

役員報酬 12,676千円

人件費 81,804千円

退職給付費用 2,886千円

支払手数料 159,311千円

貸倒引当金繰入額 10,941千円

減価償却費 17,881千円
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(四半期キャッシュ・フロー計算書関係)

 

前第２四半期連結累計期間
(自　平成20年４月１日
至　平成20年９月30日)

※１　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 76,645千円

現金及び現金同等物 76,645千円
　

 

 

当第２四半期累計期間
(自　平成21年４月１日
至　平成21年９月30日)

※１　現金及び現金同等物の四半期末残高と四半期貸借

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 216,064千円

現金及び現金同等物 216,064千円
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(株主資本等関係)

当第２四半期会計期間末(平成21年９月30日)及び当第２四半期累計期間(自　平成21年４月１日　至　平成21年９月

30日)

１　発行済株式に関する事項

株式の種類
当第２四半期
会計期間末

普通株式(株) 491,781

(注)　 平成21年４月23日実施の第三者割当増資により、発行済株式総数は133,000株増加しております。

 

２　自己株式に関する事項

株式の種類
当第２四半期
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２四半
期会計期間
末残高
（千円）

前会計
年度末

増加 減少
当第２四半期
会計期間末

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

― ― ― ― ― 18,337

合計 ― ― ― ― 18,337

 

４　配当に関する事項

　(1) 配当金支払額
 
　　　　　該当事項はありません。

 

　(2) 基準日が当事業年度の開始の日から当四半期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21年４月23日に株式会社インデックス・コミュニケーションズ、株式会社東京テレビランド及びＮＩＳグ

ループ株式会社に対する第三者割当増資を実施し払込みを受けました。この結果、第１四半期会計期間において資本金が

361,760千円、資本準備金が361,760千円増加し、当第２四半期会計期間末において資本金が3,226,311千円、資本剰余金が

3,163,514千円となっております。
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(有価証券関係)

その他有価証券で時価のあるものが、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)

当社は、デリバティブ取引を行っていないため、該当事項はありません。

 

(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。

 

(持分法損益等)

 
関連会社がないため、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

32/37



(１株当たり情報)

１　１株当たり純資産額

当第２四半期会計期間末
(平成21年９月30日)

前連結会計年度末
(平成21年３月31日)

  

 2,558.13円

  

 4,031.68円

 

(注)　１株当たり純資産額の算定上の基礎

項目
当第２四半期会計期間末
(平成21年９月30日)

前連結会計年度末
(平成21年３月31日)

純資産の部の合計額（千円） 1,024,006 1,066,062

普通株式に係る純資産額（千円） 1,005,668 1,048,745

差額の主な内訳（千円）

　新株予約権

 

18,337

 

17,317

普通株式の発行済株式数（株） 491,781 358,781

普通株式の自己株式数（株） 98,655 98,655

１株当たり純資産額の算定に用いられた普通株式の数（株） 393,126 260,126

 

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２四半期累計期間

前第２四半期連結累計期間
(自　平成20年４月１日
至　平成20年９月30日)

当第２四半期累計期間
(自　平成21年４月１日
 至　平成21年９月30日)

１株当たり四半期純損失 6,765.79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。

１株当たり四半期純損失 2,033.04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の算定上の基礎

項目
前第２四半期連結累計期間
(自　平成20年４月１日
至　平成20年９月30日)

当第２四半期累計期間
(自　平成21年４月１日
 至　平成21年９月30日)

四半期(連結)損益計算書上の四半期純損失(千円) 1,392,911 766,734

普通株式に係る四半期純損失(千円) 1,392,911 766,734

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) 205,876 377,137

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
事業年度末から重要な変動がある場合の概要

― ―
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第２四半期会計期間

前第２四半期連結会計期間
(自　平成20年７月１日
至　平成20年９月30日)

当第２四半期会計期間
(自　平成21年７月１日
 至　平成21年９月30日)

１株当たり四半期純損失 3,990.50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。

１株当たり四半期純損失 823.11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の算定上の基礎

項目
前第２四半期連結会計期間
(自　平成20年７月１日
至　平成20年９月30日)

当第２四半期会計期間
(自　平成21年７月１日
 至　平成21年９月30日)

四半期(連結)損益計算書上の四半期純損失(千円) 855,857 323,586

普通株式に係る四半期純損失(千円) 855,857 323,586

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) 214,474 393,126

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
事業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。

 

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11月11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２四半期連結会計期間(平成20年7月1日から平成20年9月30日まで)

及び第２四半期連結累計期間(平成20年4月1日から平成20年9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9月30日現在の財政状態、同日をもっ

て終了する第２四半期連結会計期間及び第２四半期連結累計期間の経営成績並びに第２四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、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２四半期連結

会計期間においても710,445千円の営業損失及び855,857千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783,259千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

は子会社の売却を実施し、高野友梨氏及び同氏関係会社から今後の財務面での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。

 

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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独立監査人の四半期レビュー報告書

平成21年11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　　芳木　亮介　　　　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21年４月１日から平成22年３月31日までの第20期事業年度の第２四半期会計期間(平成21年７月１日から平成21年９月30日ま

で)及び第２四半期累計期間(平成21年４月１日から平成21年９月30日まで)に係る四半期財務諸表、すなわち、四半期貸借対照

表、四半期損益計算書及び四半期キャッシュ・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

期財務諸表の作成基準に準拠して、株式会社ラ・パルレの平成21年９月30日現在の財政状態、同日をもって終了する第２四半期

会計期間及び第２四半期累計期間の経営成績並びに第２四半期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されているとおり、会社は前事業年度において多額の営業損失及び当期純損失を計上して

おり、当第２四半期累計期間においても、多額の営業損失及び四半期純損失を計上した。また、営業活動によるキャッシュ・フ

ローも前事業年度に引き続きマイナスとなっている状況である。継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような状況が存在し

ており、現時点では継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる。なお、当該状況に対する対応策及び重要な不確実性が

認められる理由については当該注記に記載されている。四半期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

要な不確実性の影響は四半期財務諸表に反映されていない。

 

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

(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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