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１ 【有価証券報告書の訂正報告書の提出理由】

平成26年７月28日に提出いたしました第12期（自　平成25年５月1日　至　平成26年４月30日）有価証券報告書の記

載事項の一部に誤りがありましたので、これを訂正するため有価証券報告書の訂正報告書を提出するものでありま

す。

　

２ 【訂正事項】

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

　　(1) 連結経営指標等

　３　事業の内容

　４　関係会社の状況

 第５　経理の状況

　　１　連結財務諸表等

　　　(1) 連結財務諸表

　　　　注記事項

　　　　 (セグメント情報等)

　　　　　セグメント情報

　　　　　３　報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産、負債その他の項目の金額に関する情報

　　　　 (１株当たり情報)
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３ 【訂正箇所】

訂正箇所は　　を付して表示しております。

 

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】

(1) 連結経営指標等

(訂正前)

回次 第８期 第９期 第10期 第11期 第12期

決算年月 平成22年４月 平成23年４月 平成24年４月 平成25年４月 平成26年４月

(省略)       

１株当たり純資産額 (円) ― 502.71 641.05 944.75 1,071.31

(省略)       
 

(注) (省略)

　

(訂正後)

回次 第８期 第９期 第10期 第11期 第12期

決算年月 平成22年４月 平成23年４月 平成24年４月 平成25年４月 平成26年４月

(省略)       

１株当たり純資産額 (円) ― 502.71 641.05 944.75 1,070.67

(省略)       
 

(注) (省略)

　

３ 【事業の内容】

(訂正前)

グループ会社 事業所 所在地

   
(省略)   
   

株式会社ビューティガレージ 中国広州駐在員事務所
中華人民共和国　広東省広州市天河区華強路3号盈

力大厦南塔2606房

   
(省略)   
   

 

(注) (省略)

　

(訂正後)

グループ会社 事業所 所在地

   
(省略)   
   

株式会社ビューティガレージ 中国広州駐在員事務所
中華人民共和国　広東省広州市天河区沙太路268号

銀河大酒店的八楼809房

   
(省略)   
   

 

(注) (省略)
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４ 【関係会社の状況】

(訂正前)

 (注) １.「主要な事業の内容」欄には、セグメント情報に記載された名称を記載しております。

     ２. 株式会社タフデザインプロダクトは特定子会社であります。

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

４. 株式会社タフデザインプロダクトについては、売上高（連結会社相互間の内部売上高を除く）の連結売上高

に占める割合が10％を超えております。

　　　 　 主要な損益情報等　①　売上高　　    1,255,787千円

　　　　 　　　　　　　　　 ②　経常利益　　     39,087 〃

　　　　 　　　　　　　　　 ③　当期純利益　     24,292 〃

　　　　 　　　　　　　　　 ④　純資産額　　    110,658 〃

　　　　 　　　　　　　　　 ⑤　総資産額　　    368,615 〃

５．平成25年12月９日に株式会社サロンキャリアが2,000万円の増資を行うにあたり、当社は1,800万円出資しま

した。

 
(訂正後)

 (注) １.「主要な事業の内容」欄には、セグメント情報に記載された名称を記載しております。

     ２. 株式会社サロンキャリアは特定子会社であります。

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

４. 株式会社タフデザインプロダクトについては、売上高（連結会社相互間の内部売上高を除く）の連結売上高

に占める割合が10％を超えております。

　　　 　 主要な損益情報等　①　売上高　　    1,255,787千円

　　　　 　　　　　　　　　 ②　経常利益　　     39,087 〃

　　　　 　　　　　　　　　 ③　当期純利益　     24,292 〃

　　　　 　　　　　　　　　 ④　純資産額　　    110,658 〃

　　　　 　　　　　　　　　 ⑤　総資産額　　    368,615 〃

５．平成25年12月９日に株式会社サロンキャリアが2,000万円の増資を行うにあたり、当社は1,800万円出資しま

した。
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第５ 【経理の状況】

１ 【連結財務諸表等】

(1) 【連結財務諸表】

【注記事項】

(セグメント情報等)

【セグメント情報】

　３ 報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産、負債その他の項目の金額に関する情報

(訂正前)

当連結会計年度(自 平成25年５月１日 至 平成26年４月30日)

(単位：千円)

 報告セグメント

調整額
(注)１

連結財務諸表
計上額
(注)２

 物販事業 店舗設計事業
その他周辺ソ
リューション

事業
計

売上高       

  外部顧客への売上高 4,921,521 1,270,326 265,737 6,457,585 ― 6,457,585

  セグメント間の内部
  売上高又は振替高

321,198 64,843 2,702 99,743 △99,743 ―

計 4,953,719 1,335,169 268,439 6,557,329 △99,743 6,457,585

セグメント利益 410,366 51,212 14,870 476,448 △173,199 303,249

セグメント資産 1,530,433 382,783 67,272 1,980,489 312,589 2,293,078

その他の項目       

  減価償却費 28,071 4,066 4,609 36,747 △362 36,385

  のれんの償却額 ― ― 2,118 2,118 ― 2,118

 有形固定資産及び
 無形固定資産の増加額

47,045 5,963 12,775 65,784 △633 65,150
 

(注) (省略)
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(訂正後)

当連結会計年度(自 平成25年５月１日 至 平成26年４月30日)

(単位：千円)

 報告セグメント

調整額
(注)１

連結財務諸表
計上額
(注)２

 物販事業 店舗設計事業
その他周辺ソ
リューション

事業
計

売上高       

  外部顧客への売上高 4,921,521 1,270,326 265,737 6,457,585 ― 6,457,585

  セグメント間の内部
  売上高又は振替高

32,198 64,843 2,702 99,743 △99,743 ―

計 4,953,719 1,335,169 268,439 6,557,329 △99,743 6,457,585

セグメント利益 410,366 51,212 14,870 476,448 △173,199 303,249

セグメント資産 1,530,433 382,783 67,272 1,980,489 312,589 2,293,078

その他の項目       

  減価償却費 28,071 4,066 4,609 36,747 △362 36,385

  のれんの償却額 ― ― 2,118 2,118 ― 2,118

 有形固定資産及び
 無形固定資産の増加額

47,045 5,963 12,775 65,784 △633 65,150
 

(注) (省略)
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(１株当たり情報)

(訂正前)

 前連結会計年度
(自 平成24年５月１日
至 平成25年４月30日)

当連結会計年度
(自 平成25年５月１日
至 平成26年４月30日)

１株当たり純資産額 944.75 円 1,071.31 円

１株当たり当期純利益金額 176.26 円 145.91 円

潜在株式調整後
１株当たり当期純利益金額

173.74 円 144.96 円
 

(中略)

２．１株当たり純資産額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
 

項目
前連結会計年度

(平成25年４月30日)
当連結会計年度

(平成26年４月30日)

純資産の部の合計額(千円) 1,116,699 1,266,291

純資産の部の合計額から控除する金額(千円) ― ―

普通株式に係る期末の純資産額(千円) 1,116,699 1,266,291

１株当たり純資産額の算定に用いられた期末の普通株式
の数(株)

1,182,000 1,182,000
 

(省略)

　

(訂正後)

 前連結会計年度
(自 平成24年５月１日
至 平成25年４月30日)

当連結会計年度
(自 平成25年５月１日
至 平成26年４月30日)

１株当たり純資産額 944.75 円 1,070.67 円

１株当たり当期純利益金額 176.26 円 145.91 円

潜在株式調整後
１株当たり当期純利益金額

173.74 円 144.96 円
 

(中略)

２．１株当たり純資産額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
 

項目
前連結会計年度

(平成25年４月30日)
当連結会計年度

(平成26年４月30日)

純資産の部の合計額(千円) 1,116,699 1,266,291

純資産の部の合計額から控除する金額(千円) ― 763

(うち新株予約権(千円)) ― ―

(うち少数株主持分(千円)) ― (763)

普通株式に係る期末の純資産額(千円) 1,116,699 1,265,528

１株当たり純資産額の算定に用いられた期末の普通株式
の数(株)

1,182,000 1,182,000
 

(省略)
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