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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
第20期
第１四半期
累計(会計)期間

第21期
第１四半期
累計(会計)期間

第20期

会計期間
自  平成21年４月１日
至  平成21年６月30日

自  平成22年４月１日
至  平成22年６月30日

自  平成21年４月１日
至  平成22年３月31日

売上高 (千円) 655,938 655,578 3,047,051

経常損失 (千円) △430,588 △315,503 △1,149,684

四半期(当期)純損失 (千円) △443,147 △475,372 △1,250,090

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 3,226,311 3,226,311

発行済株式総数 (株) 491,781 491,781 491,781

純資産額 (千円) 1,347,679 64,811 540,577

総資産額 (千円) 3,192,339 3,086,516 3,070,592

１株当たり純資産額 (円) 3,381.46 118.21 1,328.43

１株当たり四半期
(当期)純損失金額

(円) △1,227.65 △1,209.21 △3,246.06

潜在株式調整後１株当たり
四半期(当期)純利益金額

(円) ― ― ―

１株当たり配当額 (円) ― ― ―

自己資本比率 (％) 41.6 1.5 17.0

営業活動による
キャッシュ・フロー

(千円) △519,882 △373,496 △1,089,592

投資活動による
キャッシュ・フロー

(千円) △4,049 △2,263 △322,184

財務活動による
キャッシュ・フロー

(千円) 615,950 299,927 1,500,547

現金及び現金同等物の
四半期末(期末)残高

(千円) 198,262 119,183 195,015

従業員数 (名) 258 295 298

(注)  １．当社は、四半期連結財務諸表を作成しておりませんので、連結会計年度に係る主要な経営指標等の推移に

 ついては記載しておりません。

　　　２．売上高には、消費税等は含まれておりません。

　　３．関連会社が存在しないため、持分法を適用した場合の投資利益については記載しておりません。

　　４．潜在株式調整後１株当たり四半期（当期）純利益金額については、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１四半期会計期間において、当社において営まれている事業の内容について、重要な変更はありませ

ん。

　

　

３ 【関係会社の状況】

該当事項はありません。

　

　

４ 【従業員の状況】

提出会社の状況

　 平成22年６月30日現在

従業員数(名) 295（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。
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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１四半期会計期間における仕入実績は、次のとおりであります。
　

項目 金額(千円) 前年同四半期比(％)

　　化粧品 18,078 380.7

　　美容機器 53,578 172.0

　　健康食品 22,307 463.7

　　その他 5,231 108.6

合計 99,194 217.9

(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。

　

(2) 販売実績

当第１四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。
　

項目 金額(千円)
前年同四半期比

(％)

　　サービス売上高（コース別） 　 　 　

　　　　　美顔 156,259　 82.7

　　　　　痩身 269,100　 96.5

　　　　　その他 57,063 482,422 392.4

　　商品売上高 　 173,156 99.6

合計 　 655,578 99.9

(注) 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。

　

２ 【事業等のリスク】

当第１四半期会計期間における、本四半期報告書に記載した事業の概況、経理の状況等に関する事項のう

ち、投資者の判断に重要な影響を及ぼす可能性のある事項の発生又は前事業年度の有価証券報告書に記載

した「事業等のリスク」についての重要な変更はありません。

　
３ 【経営上の重要な契約等】

当社は、平成22年５月31日開催の取締役会において、株式会社ブランディング、株式会社F1メディア及び

株式会社ファッションウォーカーと業務提携契約を締結することを決議し、同日に契約を締結しておりま

す。本契約は、平成22年秋以降半期毎に開催が予定されている東京ガールズコレクションへの出展権の付

与、株式会社ブランディングからの役員の招聘等を内容とするものであります。

　なお、本業務提携契約に基づき、池田進太郎氏を当社の取締役として招聘しております。
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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。

　

(1) 経営成績の分析

当第１四半期会計期間（自 平成22年４月１日　至 平成22年６月30日）における我が国経済は、新興国

経済の成長に支えられ、一部に持ち直しの傾向が見られましたが、厳しい雇用情勢と所得環境から個人消

費は伸び悩み、先行き不透明な期間となりました。

当社の関連業界では、一部で消費マインド改善の兆しが見られますが、業界全体としては消費者の節約

志向は根強く、厳しい環境が続く状況となりました。

このような経営環境の中、当社では以下の施策を実施してまいりました。

販売用商品として化粧品のラインナップを強化し、顧客に対する積極的アプローチを行うと共に、販売

員への商品教育の充実を図るためアイテム数の削減及び整理を行っております。

また、収益改善施策の一環として、出店状況の見直しを行い、平成22年４月30日に渋谷メンズ店を閉店

いたしました。これにより、平成22年６月30日現在の店舗数は51店舗となりました。

広告宣伝部門といたしましては、平成22年５月31日に株式会社ブランディングと業務提携契約を締結

し、ブランド戦略の強化を図ってまいりました。

以上の結果、当第１四半期会計期間におきましては、売上高655,578千円、営業損失310,914千円、経常損

失315,503千円、四半期純損失475,372千円となりました。

　

(2) 財政状態の分析

当第１四半期会計期間末の資産は、3,086,516千円となり、前事業年度末に比較して15,924千円増加い

たしました。この主な要因は、前事業年度末に比較して現金及び預金が75,832千円減少し、営業未収入金

が25,597千円減少し、売掛金が24,686千円減少したこと及び商品が39,222千円増加したことなどによる

ものです。

　当第１四半期会計期間末の負債は、3,021,705千円となり、前事業年度末に比較して491,691千円増加い

たしました。この主な要因は、前事業年度末に比較して資産除去債務が226,679千円増加し、短期借入金が

300,000千円増加したことなどによるものです。

　当第１四半期会計期間末の純資産は、64,811千円となり、前事業年度末に比較して475,766千円減少いた

しました。この主な要因は、前事業年度末に比較して利益剰余金が475,373千円減少し、その他有価証券評

価差額金が395千円減少したことによるものです。
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(3) キャッシュ・フローの状況の分析

当第１四半期会計期間末における現金及び現金同等物(以下、「資金」という。）は、119,183千円とな

り、前事業年度末に比較して75,832千円減少いたしました。

当第１四半期会計期間に係る区分ごとのキャッシュ・フローの状況は以下のとおりであります。

（営業活動によるキャッシュ・フロー）

当第１四半期会計期間における営業活動による資金の使用は、373,496千円となりました。

　これは主に、税引前四半期純損失が411,784千円、減価償却費43,997千円、前受金の増加16,997千円、売上

債権の減少49,274千円、法人税の支払額49,992千円であります。

（投資活動によるキャッシュ・フロー）

当第１四半期会計期間における投資活動による資金の使用は、2,263千円となりました。

　これは主に、有形固定資産の取得1,755千円によるものです。

（財務活動によるキャッシュ・フロー）

当第１四半期会計期間における財務活動による資金の獲得は、299,927千円となりました。

　これは主に、短期借入金の借入300,000千円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１四半期会計期間において、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

課題はありません。

　

(5) 研究開発活動

該当事項はありません。
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第３ 【設備の状況】

(1) 主要な設備の状況

当第１四半期会計期間において、経常的な設備の更新を除き、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１四半期会計期間において、新たに確定した重要な設備の新設、除去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

 7/26



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１四半期会計期間
末現在発行数(株)
(平成22年６月30日)

提出日現在
発行数(株)

(平成22年８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 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。

　

EDINET提出書類

株式会社　ラ・パルレ(E05284)

四半期報告書

 8/26



　

(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の規程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22年６月30日)

新株予約権の数（個）　（注）３ 321

新株予約権のうち自己新株予約権の数（個） ―

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式

新株予約権の目的となる株式の数（株）　（注）３ 1,284

新株予約権の行使時の払込金額（円）　（注）１，２ 株式１株あたり　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。

　
３　127名の退職により、新株予約権の数1,175個と新株予約権の目的となる株式数4,700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１四半期会計期間末現在
(平成22年６月30日)

新株予約権の数（個）　（注）３ 719

新株予約権のうち自己新株予約権の数（個） ―

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式

新株予約権の目的となる株式の数（株）　（注）３ 719

新株予約権の行使時の払込金額（円）　（注）１，２ 株式１株あたり　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。

　

３　501名の退職により、新株予約権の数1,781個と新株予約権の目的となる株式数1,781株は、失権
しております。
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　また、会社法第236条及び第238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22年６月25日）

　
第１四半期会計期間末現在
(平成22年６月30日)

新株予約権の数（個） 20,000

新株予約権のうち自己新株予約権の数（個） ―

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式

新株予約権の目的となる株式の数（株） 20,000

新株予約権の行使時の払込金額（円）　（注）１ 株式１株あたり　7,243

新株予約権の行使期間 平成24年６月29日から平成26年６月28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

イ．新株予約権の行使により株式を発行する場合におけ
る増加する資本金の額は、会社計算規則第17 条第1 項に
従い算出される資本金等増加限度額の2 分の1 の金額と
し、計算の結果生じる1 円未満の端数は、これを切り上げ
る。
ロ．新株予約権の行使により株式を発行する場合におけ
る増加する資本準備金の額は、上記イ記載の資本金等増
加限度額から上記イに定める増加する資本金の額を減じ
た額とする。

新株予約権の行使の条件

イ．新株予約権者が新株予約権を放棄した場合には、当
該新株予約権を行使することができない。
ロ．新株予約権者は、当該新株予約権の行使時において、
当社の業務提携先の地位にあること、もしくは当該業務
提携契約が満了していることを要するものとする。ただ
し、取締役会が認めた場合はこの限りではない。
ハ．その他権利行使の条件は、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書」に定めるところ
による。

新株予約権の譲渡に関する事項
譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会
の決議による承認を要する。

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
　
　
　

(3) 【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

該当事項はありません。

　

(4) 【ライツプランの内容】

該当事項はありません。
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(5) 【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22年６月30日 ― 491,781 ― 3,226,311 ― 2,962,331

　

(6) 【大株主の状況】

大量保有報告書等の写しの送付がなく、当第１四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。

　

(7) 【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、株主名簿の記載内容が確認できない

ため、記載することができないことから、直前の基準日(平成22年３月31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22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　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22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

東京都千代田区外神田
１-２-12

98,653 ２ 98,655 20.06

計 ― 98,653 ２ 98,655 20.06

(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22年
　４月 ５月 ６月

最高(円) 7,9007,4806,590

最低(円) 6,4106,3504,780

(注)株価は、大阪証券取引所ニッポン・ニュー・マーケット「ヘラクレス」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  四半期財務諸表の作成方法について

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。

なお、前第１四半期会計期間(平成21年４月１日から平成21年６月30日まで)及び前第１四半期累計期間

(平成21年４月１日から平成21年６月30日まで)は、改正前の四半期財務諸表等規則に基づき、当第１四半期

会計期間(平成22年４月１日から平成22年６月30日まで)及び当第１四半期累計期間(平成22年４月１日か

ら平成22年６月30日まで)は、改正後の四半期財務諸表等規則に基づいて作成しております。

　

２  監査証明について

当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、前第１四半期会計期間(平成21年４月１日か

ら平成21年６月30日まで)及び前第１四半期累計期間(平成21年４月１日から平成21年６月30日まで)に係

る四半期財務諸表並びに当第１四半期会計期間(平成22年４月１日から平成22年６月30日まで)及び当第１

四半期累計期間(平成22年４月１日から平成22年６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、子会社を有していないため、四半期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１四半期会計期間末
(平成22年６月30日)

前事業年度末に係る
要約貸借対照表

(平成22年３月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 119,183 195,015

売掛金 ※1
 91,261

※1
 115,947

営業未収入金 ※1
 224,553

※1
 250,150

商品 ※1
 115,243

※1
 76,021

貯蔵品 29,316 32,724

その他 145,278 137,082

貸倒引当金 △10,042 △14,911

流動資産合計 714,794 792,030

固定資産

有形固定資産

建物 1,512,218 1,386,873

減価償却累計額 △640,835 △624,161

建物（純額） ※1
 871,383 762,712

構築物 4,739 4,739

減価償却累計額 △1,818 △1,729

構築物（純額） 2,920 3,009

工具、器具及び備品 529,309 526,087

減価償却累計額 △428,551 △421,088

工具、器具及び備品（純額） ※1
 100,758

※1
 104,998

土地 ※1
 283,000 283,000

有形固定資産合計 1,258,062 1,153,720

無形固定資産 66,970 77,569

投資その他の資産

投資有価証券 ※1
 367,826 368,221

差入保証金 591,072 590,734

その他 118,875 118,955

貸倒引当金 △31,084 △30,640

投資その他の資産合計 1,046,689 1,047,272

固定資産合計 2,371,722 2,278,562

資産合計 3,086,516 3,070,592
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(単位：千円)

当第１四半期会計期間末
(平成22年６月30日)

前事業年度末に係る
要約貸借対照表

(平成22年３月31日)

負債の部

流動負債

買掛金 41,803 65,010

短期借入金 ※1, ※2
 1,635,000

※1, ※2
 1,335,000

未払金 122,542 164,564

未払法人税等 14,500 51,000

前受金 782,298 765,300

ポイント引当金 44,228 38,314

店舗閉鎖損失引当金 7,017 2,916

その他 22,887 26,626

流動負債合計 2,670,277 2,448,732

固定負債

長期未払金 34,783 37,382

退職給付引当金 39,627 40,646

資産除去債務 220,919 －

その他 56,098 3,253

固定負債合計 351,428 81,282

負債合計 3,021,705 2,530,014

純資産の部

株主資本

資本金 3,226,311 3,226,311

資本剰余金 3,163,514 3,163,514

利益剰余金 △5,754,321 △5,278,948

自己株式 △587,749 △587,749

株主資本合計 47,754 523,126

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 △1,281 △886

評価・換算差額等合計 △1,281 △886

新株予約権 18,337 18,337

純資産合計 64,811 540,577

負債純資産合計 3,086,516 3,070,592
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(2)【四半期損益計算書】
【第１四半期累計期間】

(単位：千円)

前第１四半期累計期間
(自 平成21年４月１日
　至 平成21年６月30日)

当第１四半期累計期間
(自 平成22年４月１日
　至 平成22年６月30日)

売上高 655,938 655,578

売上原価 638,763 637,575

売上総利益 17,174 18,002

販売費及び一般管理費

信販手数料 11,264 19,818

広告宣伝費 208,384 137,082

人件費 57,504 55,410

役員報酬 14,615 3,120

支払手数料 83,664 59,205

ポイント引当金繰入額 4,966 5,914

減価償却費 11,242 10,491

その他 50,928 37,874

販売費及び一般管理費合計 442,569 328,917

営業損失（△） △425,395 △310,914

営業外収益

受取利息 97 34

受取手数料 4,691 945

受取賃貸料 1,572 2,066

貸倒引当金戻入額 － 4,929

労働保険還付金 － 5,216

その他 1,453 2,652

営業外収益合計 7,815 15,844

営業外費用

支払利息 7,093 17,825

減価償却費 1,208 807

その他 4,707 1,800

営業外費用合計 13,009 20,433

経常損失（△） △430,588 △315,503

特別損失

店舗閉鎖損失 8,230 4,883

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 91,398

固定資産除却損 4,935 －

特別損失合計 13,166 96,281

税引前四半期純損失（△） △443,755 △411,784

法人税、住民税及び事業税 9,900 9,689

法人税等調整額 － 53,898

過年度法人税等戻入額 △10,507 －

法人税等合計 △607 63,587

四半期純損失（△） △443,147 △475,372
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(3)【四半期キャッシュ・フロー計算書】
(単位：千円)

前第１四半期累計期間
(自 平成21年４月１日
　至 平成21年６月30日)

当第１四半期累計期間
(自 平成22年４月１日
　至 平成22年６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（△） △443,755 △411,784

減価償却費 43,446 43,997

貸倒引当金の増減額（△は減少） 14,665 △4,425

退職給付引当金の増減額（△は減少） △490 △1,018

店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） △1,000 4,101

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 91,398

ポイント引当金の増減額（△は減少） 4,966 5,914

受取利息及び受取配当金 △97 △34

支払利息 7,093 17,825

売上債権の増減額（△は増加） △4,090 49,247

前受金の増減額（△は減少） △14,236 16,997

たな卸資産の増減額（△は増加） 23,441 △35,814

仕入債務の増減額（△は減少） △4,749 △23,206

その他 △97,533 △58,912

小計 △472,339 △305,713

利息及び配当金の受取額 97 34

利息の支払額 △6,271 △17,825

法人税等の支払額 △41,369 △49,992

営業活動によるキャッシュ・フロー △519,882 △373,496

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 － 2,490

有形固定資産の取得による支出 △5,928 △1,755

差入保証金の回収による収入 － 217

差入保証金の差入による支出 － △1,420

その他 1,879 △1,795

投資活動によるキャッシュ・フロー △4,049 △2,263

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） △107,332 300,000

配当金の支払額 △236 △72

株式の発行による収入 723,520 －

財務活動によるキャッシュ・フロー 615,950 299,927

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） 92,017 △75,832

現金及び現金同等物の期首残高 106,244 195,015

現金及び現金同等物の四半期末残高 ※
 198,262

※
 119,183
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【継続企業の前提に関する事項】

当第１四半期会計期間(自 平成22年４月１日  至 平成22年６月30日)

当社は、当第１四半期会計期間において、営業損失310,914千円及び四半期純損失475,372千円を計上す

るとともに、営業活動によるキャッシュ・フローも373,496千円の大幅なマイナスとなっており、依然と

して、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ます。

当社では、当該状況を解消し、または改善するための対応策として、秋葉原店の閉鎖をはじめとする不

採算店の統廃合及び、役員報酬・管理職給与の減額を実施し、固定費ならびに諸費用の削減を図っており

ます。また、販売促進費配分の見直しを行うことによる集客効率の改善を行うとともに、プロモーション

戦略、新規事業開発による販路拡大を行うことにより会員数の増加を図っております。

　さらに、当社は金融機関等からの資金援助を受け、資金繰り面の充実を図っております。

しかしながら、当社を取り巻く厳しい経営環境は今後も継続すると予測され、営業面及び資金繰り面に

おいて厳しい状況が続くものと予想されるため、金融機関等の協力も不可欠なものとなっております。

　よって、現時点では継続企業の前提に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。

　

【四半期財務諸表作成のための基本となる重要な事項等の変更】

　

項目
当第１四半期会計期間

(自  平成22年４月１日  至  平成22年６月30日)

１  会計処理基準に関する事項の変更 　当第１四半期会計期間から企業会計基準第18号「資産除去債務に関

する会計基準」（平成20年３月31日 企業会計基準委員会）及び企業

会計基準適用指針第21号「資産除去債務に関する会計基準の適用指

針」（平成20年３月31日 企業会計基準委員会）を適用しております。

　これにより、営業損失及び経常損失は2,829千円増加し、「税金等調整

前四半期純損失」は94,227千円増加しております。

　また、当会計基準等の適用開始による資産除去債務の変動額は

226,679千円であります。

　

【表示方法の変更】

当第１四半期会計期間(自 平成22年４月１日  至 平成22年６月30日)

該当事項はありません。

　

【簡便な会計処理】

　

項目
当第１四半期会計期間

(自  平成22年４月１日  至  平成22年６月30日)

減価償却費の算定方法 　定率法を採用している有形固定資産については、年度に係る減価償却

費の額を期間按分して算定する方法によっております。

　

【四半期財務諸表の作成にあたり適用した特有の会計処理】

当第１四半期会計期間(自 平成22年４月１日  至 平成22年６月30日)

該当事項はありません。

　

【注記事項】

(四半期貸借対照表関係)
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当第１四半期会計期間末
(平成22年６月30日)

前事業年度末
(平成22年３月31日)

※１ （担保資産） 　 　 ※１ （担保資産） 　 　

　
　短期借入金1,635,000千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。

　
短期借入金1,000,000千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 75,937千円　 　 売掛金 104,145千円　
　 営業未収入金 224,553千円　 　 営業未収入金 250,150千円　
　 商品 115,243千円　 　 商品 76,021千円　
　 建物 66,340千円（帳簿価格） 　 工具、器具及び備品 104,998千円（帳簿価格）
　 工具、器具及び備品 85,360千円（帳簿価格） 　 計 535,315千円　
　 土地 283,000千円（帳簿価格） 　 　 　 　
　 投資有価証券 335,000千円（帳簿価格） 　 　 　 　
　 計 1,185,433千円　 　 　
　 　 　 　 　 　
※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１四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　　1,935,000千円
借入実行残高　　　　　　　　1,635,000千円
差引額　　　　　　　　　　　　300,000千円

※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、当事業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　　1,335,000千円
借入実行残高　　　　　　　　1,335,000千円
差引額　　　　　　　　　　　　　―　 千円

　

(四半期損益計算書関係)

該当事項はありません。

　

(四半期キャッシュ・フロー計算書関係)

　

前第１四半期累計期間
(自  平成21年４月１日
至  平成21年６月30日)

当第１四半期累計期間
(自  平成22年４月１日
至  平成22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 198,262千円

現金及び現金同等物 198,262千円

※  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 119,183千円

現金及び現金同等物 119,183千円
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(株主資本等関係)

当第１四半期会計期間末（平成22年６月30日）及び当第１四半期会計(累計)期間(自  平成22年４月１日

 至  平成22年６月30日)

１  発行済株式の種類及び総数

株式の種類 当第１四半期会計期間末

普通株式(株) 491,781

　

２  自己株式の種類及び株式数

株式の種類 当第１四半期会計期間末

普通株式(株) 98,655

　

３  新株予約権の四半期会計期間末残高

ストック・オプションとしての新株予約権

当第１四半期会計期間末残高
(千円)

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

該当事項はありません。

　

(金融商品関係)

当第１四半期会計期間末（平成22年６月30日）

現金及び預金、短期借入金が事業の運営において重要なものとなっており、かつ、前事業年度末に比

べて著しい変動が認められます。

科目
四半期貸借対照表計上額

（千円）
時価（千円） 差額

（1）現金及び預金 119,183 119,183 ―

（2）短期借入金 1,635,000 1,635,000 ―

(注)  金融商品の時価の算定方法

　　　（1）現金及び預金　（2）短期借入金

これらは、短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
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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)

当社はデリバディブ取引を行っていないため、該当事項はありません。

　

(持分法損益等)

該当事項はありません。

　

(ストック・オプション等関係)

当第１四半期会計期間（自　平成22年４月１日　至　平成22年６月30日）

　当第１四半期会計期間に発行したストック・オプションの内容

会社名 株式会社ブランディング

新株予約権の発行数 20,000個

新株予約権の発行価格 新株予約権１個あたり０円

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１個当たりの付与株式数 １株

新株予約権が全て行使された場合の
発行株式数

20,000株

新株予約権の行使時の払込金額 株式１株当たり　7,243円

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額の総額

144,860,000円

新株予約権の行使により株式を発行
する場合の増加する資本金の額

資本金等増加限度額の２分の１の金額とし、１円未満の端数は
切り上げる。

新株予約権の割当日 平成22年６月28日

新株予約権の行使期間 平成24年６月29日～平成26年６月28日

　

(企業結合等関係)

該当事項はありません。

　

(資産除去債務関係)

該当事項はありません。

　

(セグメント情報等)

【セグメント情報】

(追加情報)

当第１四半期会計期間より「セグメント情報等の開示に関する会計基準」(企業会計基準第17号  平成21

年３月27日)及び「セグメント情報等の開示に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第20号  

平成20年３月21日)を適用しております。

　

　当社の事業は、エステティック事業ならびにこれらの付帯業務の単一事業であります。したがいまして、開示

対象となるセグメントはありませんので、記載を省略しております。
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(１株当たり情報)

１  １株当たり純資産額

　
当第１四半期会計期間末
(平成22年６月30日)

前事業年度末
(平成22年３月31日)

118.21円 1,328.43

　

　　　(注)  １株当たり純資産額の算定上の基礎

項目
当第１四半期会計期間末
(平成22年６月30日)

前事業年度末
(平成22年３月31日)

純資産の部の合計額(千円) 64,811 540,577

普通株式に係る純資産額(千円) 46,473 522,240

差額の主な内訳(千円) 　 　

  新株予約権 18,337 18,337

普通株式の発行済株式数(株) 491,781 491,781

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) 393,126 393,126

　

２  １株当たり四半期純損失金額等

　

前第１四半期累計期間
(自  平成21年４月１日
至  平成21年６月30日)

当第１四半期累計期間
(自  平成22年４月１日
至  平成22年６月30日)

１株当たり四半期純損失金額 1,227.65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。

　

１株当たり四半期純損失金額 1,209.21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株当たり四半期純利益金額及び潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額の算定上の基礎

項目
前第１四半期累計期間
(自  平成21年４月１日
至  平成21年６月30日)

当第１四半期累計期間
(自  平成22年４月１日
至  平成22年６月30日)

四半期損益計算書上の四半期純損失(千円) 443,147 475,372

普通株式に係る四半期純損失(千円) 443,147 475,372

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) 360,972 393,126

　

(リース取引関係)

該当事項はありません。

　

(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21年８月14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１四半期会計期間(平成21年４月１日から平成21

年６月30日まで)及び第１四半期累計期間(平成21年４月１日から平成21年６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

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１四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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独立監査人の四半期レビュー報告書

　
平成22年８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 　　　　　　  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22年４月１日から平成23年３月31日までの第21期事業年度の第１四半期会計期間（平成22年４月１日から平成

22年６月30日まで）及び第１四半期累計期間（平成22年４月１日から平成22年６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22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１四半期会計期間においても重要な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、当該状況に対する経営者の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。

2. 四半期財務諸表作成のための基本となる重要な事項等の変更に記載されているとおり、会社は当第１四半期会計

期間より「資産除去債務に関する会計基準」及び「資産除去債務に関する会計基準の適用指針」を適用してい

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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