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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３四半期
連結累計期間

当第３四半期
累計期間

前第３四半期
連結会計期間

当第３四半期
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
12月31日

自　平成21年
４月１日

至　平成21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21年
10月１日

至　平成21年
12月31日

自　平成20年
４月１日

至　平成21年
３月31日

売上高 (千円) 3,309,9992,245,402777,216 854,5993,954,328

経常損失 (千円) 1,730,795929,078 602,879 250,3402,176,160

四半期(当期)純損失 (千円) 2,392,3111,027,123999,400 260,3882,990,739

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) ― ― 1,663,527763,7091,066,062

総資産額 (千円) ― ― 3,853,3132,779,2513,170,280

１株当たり純資産額 (円) ― ― 6,331.631,896.014,031.68

１株当たり四半期
(当期)純損失

(円) 10,678.782,685.395,026.86 662.3512,839.84

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 (％) ― ― 42.7 26.8 33.1

営業活動による
キャッシュ・フロー

(千円) △2,473,011△787,388 ― ― △3,075,283

投資活動による
キャッシュ・フロー

(千円) 2,315,86648,283 ― ― 2,554,414

財務活動による
キャッシュ・フロー

(千円) △392,343 765,605 ― ― △90,853

現金及び現金同等物の
四半期末(期末)残高

(千円) ― ― 168,479 132,745 106,244

従業員数 (名) ― ― 344 284 280

(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３四半期累計期間及び当第３四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３四半期累計期間及び前第３四半期会計期間並

びに前事業年度については、これに代えて、前第３四半期連結累計期間及び前第３四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、関連会社がないため、該当事項はありません。

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３四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３四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12月31日現在

従業員数(名)
284
(21)

(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。
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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 22,367 －

美容機器 58,092 －

健康食品 19,764 －

その他 22,071 －

合計 122,296 －

(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３四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３四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 191,956   

　　　　痩身 336,706   

　　　その他 32,957 561,620 －

商品売上高  292,978 －

合計  854,599 －

(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３四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３四半期累計期間においても、930百万円の営業損失及び1,027百万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787百万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

した。

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しており、これらの効果を含め第４四半期会計期間以降の

黒字化を図っております。

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３四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３四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３四半期のわが国経済は、鉱工業生産の持ち直し傾向や、中国を中心としたアジアの内需拡大を背景に、

輸出全体も緩やかな回復基調が持続しております。

しかしながら、欧米景気の改善の遅れや、円高の進行により、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っております。

個人消費につきましては、ボーナスを中心とした給与の減少や、雇用調整による正社員の減少、新卒採用の抑

制等による所得環境の悪化から消費は低迷し、デフレの定着懸念が強まっております。

このような状況の中、当社は、引き続き営業政策において、顧客第一主義のもと、前受金制度や不明瞭な料金体

系の見直しによる会員数の増加を最優先政策とした営業を行っております。

商品政策においては、10月度に、お求め安い価格帯の化粧品の新シリーズと、お客様の体質を遺伝子レベルで

測定し、お客様それぞれに適した体質改善を目的とするサプリメントの販売を開始いたしました。

これにより、契約受注残高は徐々に回復し、また、会計上の売上は、１回当たりの単価を下げたこともあり、緩

やかな回復となっておりましたが、12月度において、新たに投入した美容機器の販売が好調に推移したこともあ

り、約２年ぶりの単月黒字となりました。

この結果、当第３四半期会計期間の業績は、売上高854百万円、営業損失258百万円、経常損失250百万円、四半期

純損失260百万円となりました。

 

 (2) 財政状態の分析

①流動資産

当第３四半期会計期間末における流動資産の残高は786百万円となりました。これの主な内訳は、現金及び預

金が132百万円、売掛金が141百万円、営業未収入金が339百万円、商品が103百万円であります。

②固定資産

当第３四半期会計期間末における固定資産の残高は1,992百万円となりました。これの主な内訳は、有形固定

資産が1,227百万円、無形固定資産が79百万円、差入保証金が589百万円であります。
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③流動負債

当第３四半期会計期間末における流動負債の残高は1,935百万円となりました。これの主な内訳は、買掛金が

88百万円、短期借入金が600百万円、未払金が170百万円、前受金が937百万円、未払法人税等が34百万円でありま

す。

④固定負債

当第３四半期会計期間末における固定負債の残高は79百万円となりました。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３四半期会計期間末における株主資本の残高は746百万円となりました。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△5,055百万円、自己株式が△587百万円であります。

 

 (3) キャッシュ・フローの状況の分析

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３四半期会計期間との比較は行っ

ておりません。

当第３四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、132百万円となりました。

当第３四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250百万円となりました。

これは主に、税引前四半期純損失が250百万円、減価償却費が48百万円、売上債権の減少額が27百万円、前受金

の減少額が71百万円であります。

 (ロ) 投資活動によるキャッシュ・フロー

投資活動の結果使用した資金は33百万円となりました。

これは主に、有形固定資産の取得による支出が12百万円、無形固定資産の取得による支出が23百万円でありま

す。

 (ハ) 財務活動によるキャッシュ・フロー

財務活動の結果得られた資金は199百万円となりました。

これは主に、短期借入金の借入れによる収入であります。

 

(4) 事業上及び財務上の対処すべき課題

当第３四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した。

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、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しており、これらの効果を含め第４四半期会計期間以降の

黒字化を図っております。
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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３四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。
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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 1,967,124

計 1,967,124

 

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21年12月31日)

提出日現在
発行数(株)

(平成22年２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22年２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３四半期会計期間末現在
(平成21年12月31日)

新株予約権の数(個) (注) 3 393

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 1,572

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1,107個と新株予約権の目的となる株式数4,428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３四半期会計期間末現在
(平成21年12月31日)

新株予約権の数(個) (注) 3 835

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) 3 835

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。

３　478名の退職により、新株予約権の数1,665個と新株予約権の目的となる株式数1,665株は、失権しております。

 

EDINET提出書類

株式会社　ラ・パルレ(E05284)

四半期報告書

12/41



 (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12月31日 ― 491,781 ― 3,226,311 ― 2,962,331

 

 (5) 【大株主の状況】

 
大量保有報告書の写しの送付がなく、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。

 

 (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、株主名簿の記載内容が確認できないことから、直

前の基準日（平成21年９月30日）に基づく株主名簿による記載をしております。

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。
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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

 
　10月

 
　11月

 
　12月

最高(円) 8,4008,30013,25013,95012,15011,8309,8009,4508,430

最低(円) 6,3907,1007,99010,07011,3908,6908,5008,3506,750

(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、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 管理本部長 岩　崎　　一 平成22年１月25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

代表取締役会長 取締役 原　澤　昭　久 平成22年２月10日
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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）及び前第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）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）及び前第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）は、四半期財務諸表を作成していないため、前第３四半期累計期

間（平成20年４月１日から平成20年12月31日）及び前第３四半期会計期間（平成20年10月１日から平成20年

12月31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）及び前第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）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）及び前第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）に係る四半期

連結財務諸表並びに当第３四半期会計期間(平成21年10月１日から平成21年12月31日まで)及び当第３四半期累計

期間(平成21年４月１日から平成21年12月31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。

 

EDINET提出書類

株式会社　ラ・パルレ(E05284)

四半期報告書

15/41



１【四半期財務諸表】
(1)【四半期貸借対照表】

(単位：千円)

当第３四半期会計期間末
(平成21年12月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 132,745

売掛金 ※１
 141,163

営業未収入金 ※１
 339,802

商品 ※１
 103,794

貯蔵品 32,603

その他 100,389

貸倒引当金 △63,711

流動資産合計 786,787

固定資産

有形固定資産

建物 1,416,684

減価償却累計額 △597,793

建物（純額） ※１
 818,891

構築物 4,739

減価償却累計額 △1,628

構築物（純額） 3,110

工具、器具及び備品 582,703

減価償却累計額 △459,805

工具、器具及び備品（純額） 122,898

土地 ※１
 283,000

有形固定資産合計 1,227,901

無形固定資産 79,368

投資その他の資産

差入保証金 589,556

その他 128,502

貸倒引当金 △32,864

投資その他の資産合計 685,194

固定資産合計 1,992,463

資産合計 2,779,251
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(単位：千円)

当第３四半期会計期間末
(平成21年12月31日)

負債の部

流動負債

買掛金 88,347

短期借入金 ※１, ※２
 600,000

未払金 170,550

未払法人税等 34,000

前受金 937,843

ポイント引当金 48,438

店舗閉鎖損失引当金 2,916

その他 53,724

流動負債合計 1,935,820

固定負債

退職給付引当金 41,893

その他 37,828

固定負債合計 79,721

負債合計 2,015,541

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 △5,055,982

自己株式 △587,749

株主資本合計 746,093

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 △721

評価・換算差額等合計 △721

新株予約権 18,337

純資産合計 763,709

負債純資産合計 2,779,251
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【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

EDINET提出書類

株式会社　ラ・パルレ(E05284)

四半期報告書

19/41



(2)【四半期損益計算書】
【前第３四半期連結累計期間】

(単位：千円)

前第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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【当第３四半期累計期間】
(単位：千円)

当第３四半期累計期間
(自 平成21年４月１日
  至 平成21年12月31日)

売上高 2,245,402

売上原価 1,966,758

売上総利益 278,644

販売費及び一般管理費

信販手数料 51,648

広告宣伝費 624,777

人件費 149,591

役員報酬 32,715

募集費 5,747

支払手数料 169,203

ポイント引当金繰入額 23,991

減価償却費 33,667

その他 118,023

販売費及び一般管理費合計 1,209,364

営業損失（△） △930,720

営業外収益

受取利息 248

受取手数料 8,403

受取賃貸料 4,957

貸倒引当金戻入額 6,461

その他 14,330

営業外収益合計 34,403

営業外費用

支払利息 18,919

減価償却費 3,650

その他 10,191

営業外費用合計 32,761

経常損失（△） △929,078

特別損失

店舗閉鎖損失 27,844

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 77,716

税引前四半期純損失（△） △1,006,795

法人税、住民税及び事業税 29,500

過年度法人税等戻入額 △9,172

法人税等合計 20,328

四半期純損失（△） △1,027,123
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【前第３四半期連結会計期間】
(単位：千円)

前第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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【当第３四半期会計期間】
(単位：千円)

当第３四半期会計期間
(自 平成21年10月１日
  至 平成21年12月31日)

売上高 854,599

売上原価 688,074

売上総利益 166,525

販売費及び一般管理費

信販手数料 23,427

広告宣伝費 248,059

人件費 47,994

役員報酬 8,440

募集費 1,609

支払手数料 43,156

ポイント引当金繰入額 8,275

減価償却費 11,391

その他 41,554

販売費及び一般管理費合計 433,907

営業損失（△） △267,381

営業外収益

受取利息 66

受取配当金 2

受取手数料 2,130

受取賃貸料 1,797

受取保険金 5,000

貸倒引当金戻入額 14,708

その他 1,872

営業外収益合計 25,577

営業外費用

支払利息 6,564

減価償却費 1,232

その他 739

営業外費用合計 8,536

経常損失（△） △250,340

特別損失

店舗閉鎖損失 49

特別損失合計 49

税引前四半期純損失（△） △250,389

法人税、住民税及び事業税 10,000

過年度法人税等戻入額 △1

法人税等合計 9,998

四半期純損失（△） △260,388
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(3)【四半期キャッシュ・フロー計算書】
【前第３四半期連結累計期間】

(単位：千円)

前第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)

前第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
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【当第３四半期累計期間】
(単位：千円)

当第３四半期累計期間
(自 平成21年４月１日
  至 平成21年12月31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（△） △1,006,795

減価償却費 137,650

減損損失 11,411

貸倒引当金の増減額（△は減少） △5,642

退職給付引当金の増減額（△は減少） △2,236

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） 23,991

株式報酬費用 1,020

受取利息及び受取配当金 △250

支払利息 18,919

固定資産除却損 4,935

売上債権の増減額（△は増加） 112,441

前受金の増減額（△は減少） 1,000

たな卸資産の増減額（△は増加） 47,565

仕入債務の増減額（△は減少） 47,338

その他 △72,559

小計 △723,719

利息及び配当金の受取額 250

利息の支払額 △16,371

法人税等の支払額 △47,547

営業活動によるキャッシュ・フロー △787,388

投資活動によるキャッシュ・フロー

短期貸付金の回収による収入 7,470

有形固定資産の取得による支出 △55,271

無形固定資産の取得による支出 △24,629

投資有価証券の取得による支出 △160

差入保証金の返還による収入 150,042

差入保証金の差入による支出 △30,118

その他 951

投資活動によるキャッシュ・フロー 48,283

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） 42,667

株式の発行による収入 723,520

配当金の支払額 △581

財務活動によるキャッシュ・フロー 765,605

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） 26,500

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
 132,745
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【継続企業の前提に関する注記】

当第３四半期累計期間(自　平成21年４月１日　至　平成21年12月31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３四半期累計期間においても、930,720千円の営業損失及び1,027,123千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787,388千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し

た。

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しており、これらの効果を含め第４四半期会計期間以降の

黒字化を図っております。

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３四半期累計期間後も、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３四半期累計期間
(自　平成21年４月１日　至　平成21年12月31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３四半期会計期間末
(平成21年12月31日)

※１（担保資産）

短期借入金600,000千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 141,163千円

営業未収入金 339,802千円

商品 103,794千円

計 584,760千円

※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３四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 800,000千円

借入実行残高 600,000千円

差引額 200,000千円

 

 

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３四半期連結累計期間

 

前第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

 

前第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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(四半期キャッシュ・フロー計算書関係)

 

前第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　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
　

 

 

当第３四半期累計期間
(自　平成21年４月１日
至　平成21年12月31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 132,745千円

現金及び現金同等物 132,745千円
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(株主資本等関係)

当第３四半期会計期間末(平成21年12月31日)及び当第３四半期累計期間(自　平成21年４月１日　至　平成21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
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３四半期
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３四半
期会計期間
末残高
（千円）

前会計
年度末

増加 減少
当第３四半期
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第３四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

当第３四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３四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。
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(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。
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(１株当たり情報)

１　１株当たり純資産額

当第３四半期会計期間末
(平成21年12月31日)

前連結会計年度末
(平成21年３月31日)

  

 1,896.01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３四半期会計期間末
(平成21年12月31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） 763,709 1,066,062

普通株式に係る純資産額（千円） 745,371 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３四半期累計期間

前第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)

当第３四半期累計期間
(自　平成21年４月１日
 至　平成21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。

１株当たり四半期純損失 2,685.39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)

当第３四半期累計期間
(自　平成21年４月１日
 至　平成21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 1,027,123

普通株式に係る四半期純損失(千円) 2,392,311 1,027,123

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) 224,025 382,486

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３四半期会計期間

前第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)

当第３四半期会計期間
(自　平成21年10月１日
 至　平成21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。

１株当たり四半期純損失 662.35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)

当第３四半期会計期間
(自　平成21年10月１日
 至　平成21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) 999,400 260,388

普通株式に係る四半期純損失(千円) 999,400 260,388

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) 198,812 393,126

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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(重要な後発事象)

 
該当事項はありません。
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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21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

 

(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22年２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　　　　　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３四半期会計期間(平成21年10月１日から平成21年12月31日ま

で)及び第３四半期累計期間(平成21年４月１日から平成21年12月31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

会計期間及び第３四半期累計期間の経営成績並びに第３四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３四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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