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１．18年３月期の業績（平成17年４月１日～平成18年３月31日）

(1）経営成績 （百万円未満切捨）

売上高 営業利益 経常利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

18年３月期 14,017 0.6 570 ― 553 ―

17年３月期 13,935 0.1 △7 ― △44 ―

当期純利益
１株当たり
当期純利益

潜在株式調整後
１株当たり当期純利益

株主資本
当期純利益率

総資本
経常利益率

売上高
経常利益率

百万円 ％ 円  銭 円  銭 ％ ％ ％

18年３月期 112 ― 22.34 ― 2.6 6.0 3.9

17年３月期 △194 ― △38.39 ― △4.2 △0.4 △0.3

（注）①持分法投資損益 18年３月期 －百万円 17年３月期 ―百万円

②期中平均株式数 18年３月期          5,057,500株 17年３月期 5,057,500株

③会計処理の方法の変更 無

④売上高、営業利益、経常利益、当期純利益におけるパーセント表示は、対前期増減率

(2）配当状況  

１株当たり年間配当金 配当金総額
（年間）

配当性向
 株主資本
配当率中間 期末

円  銭 円  銭 円  銭 百万円 ％ ％

18年３月期 20.00 0.00 20.00 101 89.5 2.3

17年３月期 25.00 0.00 25.00 126 ― 2.9

（注）18年３月期期末配当金の内訳　　記念配当  0円 00銭、　特別配当  0円 00銭

(3）財政状態  

総資産 株主資本 株主資本比率 １株当たり株主資本

百万円 百万円 ％ 円  銭

18年３月期 8,908 4,397 49.4 869.57

17年３月期 9,636 4,411 45.8 872.23

（注）①期末発行済株式数 18年３月期         5,057,500株 17年３月期 5,057,500株

②期末自己株式数 18年３月期      42,500株 17年３月期 42,500株

(4）キャッシュ・フローの状況  

営業活動による
キャッシュ・フロー

投資活動による
キャッシュ・フロー

財務活動による
キャッシュ・フロー

現金及び現金同等物
期末残高

百万円 百万円 百万円 百万円

18年３月期 764 △51 △802 1,673

17年３月期 299 △346 309 1,762

２．19年３月期の業績予想（平成18年４月１日～平成19年３月31日）  

売上高 経常利益 当期純利益
１株当たり年間配当金

中間 期末

百万円 百万円 百万円 円  銭 円  銭 円  銭

中間期 7,150 345 120 0.00 ― ―

通　期 14,500 890 360 ― 22.00 22.00

（参考）１株当たり予想当期純利益（通期）　　71円18銭

※  業績予想につきましては発表日現在の将来に関する見通し・計画に基づく予測が含まれており、予想につきましては

様々な不確定要素が内在しておりますので、実際の業績が記載の予想数値と異なる場合があります。なお、上記業績予想

に関する事項は添付資料　5,6ページをご参照下さい。
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１．企業集団等の状況
　当社は「美容師法」に基づき美容室（美容師法では「美容所」という）の経営をしており、その美容室において国家

資格を有する美容師が美容施術（カット、パーマ、カラー等の施術）を提供しており、また、お客様に合ったヘアケア

商品の販売を行っております。

［事業系統図］

 

国 内 一 般 消 費 者 

株式会社  田  谷 
（美容室の経営） 

美容施術 ヘアケア商品 
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２．経営方針
２－１．経営の基本方針

　当社は、「すべての人に夢と希望を与え社会に貢献する」という企業理念のもと、美容という手段を用いて人々

を美しくすることを最大のテーマとし、美容師の技術力、創造力、感性及びサービスを高め、徹底した現場第一

主義を貫いております。

　また、「顧客満足」「株主満足」「社員満足」「社会満足」の４つの満足の追求が、企業の社会的使命と捉え、

経営活動を進めております。

２－２．利益配分に関する基本方針

　当社は、業容の拡充に努めるとともに、株主の皆様に対し安定的な配当を継続して実施しつつ、業績に応じた

利益還元を行うことを基本方針としております。内部留保金は、企業価値の最大化に向けて、財務体質の強化を

図るとともに、今後の事業拡充のための資金に充当し、株主の皆様のご期待にお応えしてまいる所存であります。

 

２－３．投資単位の引下げに関する考え方および方針

 当社は、当社株式の投資者層の拡大および流通の活性化を図るため、投資しやすい環境の整備を重要課題と認

識しております。（平成12年8月１日より１単元の株式数を1,000株から100株に変更しております。）

 

２－４．目標とする経営指標

　当社は、以下の指標を重要なものとして目標としております。

①　株主資本利益率　　　・・・ 15％

②　売上高経常利益率　　・・・ 10％

③　１株当たり当期純利益・・・150円

２－５．中長期的な経営戦略

　当社は、『顧客資産の創造』『ブランド資産の創造』『社員資産の創造』の3つの資産を創造することをテーマ

に、事業の革新と業績の早期回復を目的として「パラダイム・チェンジ４５」（抜本的経営改善プラン）を策定

し、平成16年4月から平成18年3月までの2年間以下の通り推進してまいりました。

 

〈主な営業政策〉

①マスメディアやインターネットを通じた新しいプロモーションの企画・展開による当社の知名度・ブラ

ンドイメージの向上

②全スタッフに対する接客接遇の指導・教育の徹底による顧客満足の向上

③成果主義に基づく新人事制度による社員のモチベーションアップ

 

〈主な収益構造改善政策〉

①「新規出店の抑制」「再生を睨んだ既存店の改装」「不採算店の処理」等による既存店の収益確保

    ②美容施術材料や商品の在庫圧縮によるロスの軽減と原価の削減、また、スタッフの退社抑制による従業員

　　募集費の低減等による固定経費の削減  

 

　本経営改善プランの実施により、既存顧客の囲い込みや来店サイクルの短縮化が図れ、業績は回復基調となり

ましたが、期待した程の成果には至りませんでした。そのため、次事業年度も、引き続き「パラダイム・チェン

ジ４５」の各施策を推進し、既存店の一層の業績回復に努め、経営基盤の強化を図ってまいります。これを踏ま

え、新中期経営計画を平成18年度末までに策定いたします。 

 

　当社は、企業理念に基づき、国内におけるヘアビジネスの最高峰となる企業ブランドを目指しております。そ

の実現のため、優秀な美容技術者を多く育成し、お客様に喜ばれるサービスを提供する店舗を全国に展開するこ

とにより市場シェアの拡大に努めると同時に、経営の合理化・効率化を推進いたします。 
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２－６．会社の対処すべき課題

　当社は、企業理念に従い年齢・性別・国籍を問わずより多くの人々に喜んでいただける環境を創造し続け、

ヘアビジネスにおけるリーディングカンパニーとして、多様化する消費者志向に応え、新技術の開発、社員の教

育、情報の発信、店舗の拡大および合理的なコスト削減を継続的に実施することを重点課題とし、収益性と成長

性を同時に追求できる経営を進めてまいります。

　また、コンプライアンスを重視し、内部統制システムの一層の充実を図り、経済構造および社会情勢等の経営

環境の変化に対し迅速かつ柔軟に対応できるよう、企業体質の改善、強化に努めてまいります。

 

２－７．親会社に関する事項

該当事項はありません。
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３．経営成績及び財政状態
３－１．経営成績

［当期の概況］

　当事業年度におけるわが国経済は、企業業績の回復を背景とした好調な設備投資や、雇用・所得環境の改善に

よる個人消費の持ち直しもあり、景気は緩やかな回復基調を維持してまいりました。しかしながら、年間を通じ

た天候不順や、定率減税の廃止、社会保険料の負担増など心理的影響もあり、個人消費は本格的な回復には至り

ませんでした。

　美容業界におきましても、美容室のオーバーストア状態や低価格競争により、依然として経営環境は厳しい状

況下にありました。

　このような状況の下、当社におきましては、平成16年4月より、事業の革新と業績の早期回復を目的とした抜本

的経営改善プラン「パラダイム・チェンジ４５」（2カ年計画）を推進してまいりました。特に当事業年度におい

ては、既存店の充実と経営資源の効率的配分を重点として業績の改善に取り組んでまいりました。

　店舗施策といたしましては、新規の出店を控え、既存美容室8店舗のリニューアルを行い、一方で、不採算店8

店舗を含む美容室10店舗を閉鎖いたしました。これにより、当事業年度末現在の直営店舗は美容室144店舗、小売

店舗1店舗となり、前事業年度末より10店舗減少いたしました。

　営業施策といたしましては、価格競争ではなく、当社ならではのサービスの提供により他社との差別化を図り、

既存顧客の囲い込みと顧客シェアの拡大に努めてまいりました。美容施術では、上期に、お客様一人ひとりの魅

力を引き立てる「大人美ヘアー」のメニュー提案や「ハンドマッサージ」等の付加価値サービスの提供を開始い

たしました。下期には、当社が独自開発した「擬似パーマ」の施術サービスにより、お客様のパーマに対する潜

在需要を喚起し、ヘアスタイルのレパートリーを広げる提案を行ってまいりました。また、サービス業の原点で

ある「顧客満足度」「接客接遇」の更なる追求のため、「志」「技」「質」の向上を図るため、通期に亘り全社

員を対象に教育・指導を続けてまいりました。

　これらの施策により、顧客来店周期が短縮され、客単価も上昇し、既存店売上は前期比1.3％増となりました。

一方で、美容師の技術ランクアップや適正人員配置による営業効率の改善、不採算店処理や経費の節減などによ

る収益性の向上に努めてまいりました。

　この結果、店舗数は減少いたしましたものの、売上高は14,017百万円（前期比0.6％増）と増収となり、経常利

益は553百万円（前期は経常損失44百万円）となりました。また、店舗改装や閉鎖による固定資産除却損及び減損

損失を特別損失に計上したことにより、当期純利益は112百万円（前期は当期純損失194百万円）になりました。

 

［当期における美容室店舗数実績］

ブランド TAYA
クレージュ・サ
ロン・ボーテ

TAYA＆CO.GINZA Capelli Punto NY MICHEL DERVYN Shampoo 合計

新規出店 - - - - - - -

閉鎖 △2 - △3 △1 - △4 △10

改装 7 - - - - 1 8

期末店舗数 75 28 3 4 1 33 144

 

 ［次期の見通し］

　次事業年度の国内経済は、緩やかな景気回復が続くものと思われますが、原油高騰の長期化、金利の上昇懸念、

今後の税制等の先行き不透明な要因もあり、個人消費の本格的な回復には時間がかかることが予想され、当美容業

界も、競争激化の厳しい経営環境が続くものと考えられます。

　このような状況の下、当社といたしましては、この２年間推進してまいりました経営改善プランの各施策の内容

を再度見直し、発展的な形で再チャレンジしてまいります。これにより、既存店の一層の充実を図り、本格的な業

績回復を果たし、磐石な経営基盤の構築を推し進めてまいります。

　店舗施策につきましても、引き続き既存店の改装を推進し、新規出店も再開すべく候補地の選定を行ってまいり

ます。

　また、接客接遇サービスの更なる高度化を目指し、お客様の心に響き、記憶に残る「良いサービス」を提供する

ため、『こころの向上運動』を全社を挙げて取り組んでまいります。
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　以上により、次事業年度の通期業績予想は以下の通りであります。

 

（平成19年3月期業績予想）

売上高　　　　　 14,500 百万円　（前期比　　3.4 ％増）

営業利益　　　　　　930 百万円　（前期比　 63.1 ％増）

経常利益　　　　　　890 百万円　（前期比　 60.9 ％増）

当期純利益　　　　　360 百万円　（前期比　218.7 ％増）

 

３－２．財政状態

当事業年度末の総資産は8,908百万円となり、前年比727百万円の減少となりました。

流動資産の残高は2,862百万円となり、前年比108百万円の減少となりました。

固定資産の残高は6,046百万円となり、前年比619百万円の減少となりました。

  これは主に、店舗の閉鎖や改装に伴う除却と減価償却により建物が265百万円減少、および店舗閉鎖により敷金保

証金が362百万円減少したこと等によるものであります。

当事業年度末の負債総額は4,510百万円となり、前年比714百万円の減少となりました。

流動負債の残高は2,520百万円となり、前年比184百万円の減少となりました。

固定負債の残高は1,990百万円となり、前年比529百万円の減少となりました。

これは主に、長期借入金の約定弁済および社債の償還により減少したものであります。

当事業年度末の資本は4,397百万円となり、前年比13百万円の減少となりました。

 

〔キャッシュ・フロー計算書〕

  当期における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、前期末に比べ89百万円減少し、1,673百万円とな

りました。

  　また、当期における各キャッシュ・フローは次のとおりであります。

（営業活動によるキャッシュ・フロー）

　  当期において、営業活動の結果得られた資金は764百万円（前期比465百万円の増加）となりました。

　  これは主に、税引前当期純利益が309百万円となったことによるものであります。

 

（投資活動によるキャッシュ・フロー）

 　 当期において、投資活動の結果使用した資金は51百万円（前期比294百万円の減少）となりました。

　有形固定資産の取得288百万円があったものの、店舗閉鎖による敷金・保証金の回収による収入が246百万円あっ

こと等によるものであります。

 

（財務活動によるキャッシュ・フロー）

当期において、財務活動の結果使用した資金は802百万円（前期は309百万円の収入）となりました。

これは主に、長短借入金の純減495百万円、社債の償還180百万円、配当金の支払127百万円あったことによるもの

であります。

 

 
第３０期

平成16年3月期

第３１期

平成17年3月期

第３２期

平成18年3月期

 自己資本比率（％） 50.4 45.8 49.4

 時価ベースの自己資本比率（％） 51.1 46.6 60.2

 債務償還年数（年） 55.7 11.5 3.4

 インタレスト・カバレッジ・レシオ 1.3 6.2 20.5

 

自己資本比率：自己資本／総資産

時価ベースの自己資本比率：株式時価総額／総資産

債務償還年数：有利子負債／営業キャッシュ・フロー

インタレスト・カバレッジ・レシオ：営業キャッシュ・フロー／利払い

※１．株式時価総額は、期末株価終値×期末発行済株式総数により算出しております。

２．営業キャッシュ・フローは、キャッシュ・フロー計算書の営業活動によるキャッシュ・フローを使用して

　　おります。有利子負債は貸借対照表に計上されている負債のうち利子を支払っているすべての負債を対象

　　としております。また、利払いについてはキャッシュ・フロー計算書の利息の支払額を使用しております
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３－３．事業等のリスク

　本決算短信に記載した事業の状況、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

ある事項には、以下のようなものがあります。

　①会社がとっている特異な経営方針

　当社の事業展開にあたっては、国家資格を有する美容師の採用が不可欠です。当社はサービスの質の維持あるい

は向上の為にこうした有資格者を原則正社員として採用し、研修施設や各拠点にて新入社員研修、中途採用社員研

修等を行った上で業務を担当させておりますが、人材採用や教育研修が計画通りに進まない場合には、当社の事業

展開や経営成績等に影響を及ぼす可能性があります。

②財政状態及び経営成績の異常な変動に係るもの

　当社の売上高は、季節感を強く感じる夏季の７月、冬季の12月、及び学校や会社の入園・入学・卒業・歓迎会等

にあたる３月に、他の月に比べて高くなる傾向があります。反面、冷夏、暖冬、長雨、台風等の天候不順は当社の

事業展開や経営成績等に影響を及ぼす可能性があります。

③特定の取引先等で取引の継続性が不安定であるものへの高い依存度に係るもの

　当社の事業展開にあたり、店舗形態としては、自己所有物件よりも賃借物件やインショップ物件が多い傾向にあ

ります。現時点では賃借先・デベロッパーと当社との関係は良好でありますが、将来的にこれら相手先の事業継続

が危ぶまれる事態が生じた場合は、敷金保証金の貸倒発生や当社店舗の撤退・営業継続不能等も考えられ、事業展

開や経営成績に影響を及ぼす可能性があります。

④特定の製品、技術等で将来性が不明確であるものへの高い依存度に係るもの

　当社の事業展開上、上述のように国家資格を有する美容師、かつ、顧客からの支持の高い者の業務従事が重要と

考えております。仮に当社から、これらの者が大量に離職した場合は、当社の事業展開や経営成績等に影響を及ぼ

す可能性があります。

⑤特有の法的規制等に係るもの

　当社の行う事業に適用される美容師法は、社会情勢の変化等に応じて今後も適宜、改正ないし解釈の変更等が行

われる可能性があります。その場合は当社の行う事業に影響を与える可能性があります。 

⑥その他（個人情報の管理に係るもの）

　顧客データベースへのアクセス環境、セキュリティシステムの改善を常に図り、個人情報保護に万全を期してお

りますが、これに加えて情報の取り扱いに対する意識の向上を目的とした社員教育の徹底や、情報へのアクセス者

の限定、牽制システムの構築等、内部の管理体制についても強化しております。

　今後も個人情報の管理は徹底してまいりますが、個人情報が流出した場合には、当社の事業展開や経営成績等に

影響を及ぼす可能性があります。
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４．財務諸表等
(1）貸借対照表

前事業年度
（平成17年３月31日）

当事業年度
（平成18年３月31日）

対前年比

区分
注記
番号

金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

増減
（千円）

（資産の部）  

Ⅰ　流動資産  

１．現金及び預金 1,939,793 1,866,479 △73,314

２．売掛金 547,043 526,681 △20,361

３．商品 83,175 64,804 △18,370

４．美容材料 51,953 56,633 4,680

５．貯蔵品 48,633 34,763 △13,869

６．前払費用 115,961 115,274 △687

７．繰延税金資産 153,083 101,573 △51,509

８．未収入金 － 97,582 97,582

９．その他 36,649 1,582 △35,067

  10．貸倒引当金 △5,990 △3,324 2,666

流動資産合計 2,970,303 30.8 2,862,051 32.1 △108,251

Ⅱ　固定資産  

(1)有形固定資産  

１．建物 ※１ 2,353,298 2,087,923 △265,374

２．構築物 10,190 8,781 △1,408

３．器具備品 9,433 5,143 △4,290

４．土地 ※１ 1,377,828 1,377,828 －

有形固定資産合計 3,750,750 38.9 3,479,677 39.1 △271,073

(2）無形固定資産  

１．ソフトウェア 5,864 4,826 △1,037

２．その他 30,097 30,097 －

無形固定資産合計 35,961 0.4 34,924 0.4 △1,037

(3)投資その他の資産  

１．出資金 110 126 16

２．従業員長期貸付金 2,647 4,044 1,396

３．破産更生債権等 11,650 11,650 －

４．長期前払費用 74,213 41,215 △32,998

５．繰延税金資産 111,103 136,897 25,793

６．敷金保証金 ※１ 2,667,572 2,304,626 △362,945

７．会員権 10,190 10,190 －

８．その他 13,500 35,221 21,721

９．貸倒引当金 △11,650 △11,866 △216

投資その他の資産合計 2,879,337 29.9 2,532,104 28.4 △347,232

固定資産合計 6,666,050 69.2 6,046,706 67.9 △619,344

資産合計 9,636,353 100.0 8,908,757 100.0 △727,596
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前事業年度
（平成17年３月31日）

当事業年度
（平成18年３月31日）

対前年比

区分
注記
番号

金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

増減
（千円）

（負債の部）  

Ⅰ　流動負債  

１．支払手形 375,656 399,836 24,179

２．買掛金 82,069 82,218 148

３．短期借入金 ※１ 88,303 107,800 19,497

４．１年以内返済予定長期
借入金

※１ 618,038 325,890 △292,148

５．１年以内償還予定社債  180,000 180,000 －

６．未払金 404,555 356,075 △48,480

７．未払費用 586,150 547,538 △38,612

８．未払法人税等 111,562 200,225 88,663

９．未払消費税等 68,092 94,858 26,766

10．前受金 446 － △446

11．預り金 31,587 35,847 4,260

12．前受収益 1,474 1,212 △261

13．賞与引当金 156,713 188,534 31,820

流動負債合計 2,704,649 28.1 2,520,036 28.3 △184,613

Ⅱ　固定負債  

１．社債  670,000 490,000 △180,000

２．長期借入金 ※１ 1,134,571 912,181 △222,390

３．退職給付引当金 231,827 253,997 22,169

４．長期未払金 484,007 329,920 △154,087

５．その他 － 4,795 4,795

固定負債合計 2,520,405 26.1 1,990,894 22.3 △529,511

負債合計 5,225,055 54.2 4,510,930 50.6 △714,124

 

（資本の部）  

Ⅰ　資本金 ※２ 1,480,180 15.3 1,480,180 16.6 －

Ⅱ　資本剰余金 1,702,245 17.7 1,702,245 19.1 －

１．資本準備金 1,702,245 1,702,245 －

Ⅲ　利益剰余金 1,347,250 14.0 1,333,779 15.0 △13,471

１．利益準備金 66,920 66,920 －

２．任意積立金 860,000 860,000 －

別途積立金 860,000 860,000 －

３．当期未処分利益 420,330 406,859 △13,471

Ⅳ　自己株式 ※４ △118,377 △1.2 △118,377 △1.3 －

資本合計 4,411,298 45.8 4,397,826 49.4 △13,471

負債資本合計 9,636,353 100.0 8,908,757 100.0 △727,596
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(2）損益計算書

前事業年度
（自　平成16年４月１日
至　平成17年３月31日）

当事業年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

対前年比 

区分
注記
番号

金額（千円）
百分比
（％）

金額（千円）
百分比
（％）

増減（千円）

Ⅰ　売上高 13,935,322 100.0 14,017,103 100.0 81,780

Ⅱ　売上原価 12,450,589 89.3 12,054,235 86.0 △396,354

売上総利益 1,484,733 10.7 1,962,867 14.0 478,134

Ⅲ　販売費及び一般管理費 ※１ 1,491,758 10.7 1,392,774 9.9 △98,984

営業利益又は営業損失
（△）

△7,025 △0.0 570,093 4.1 577,118

Ⅳ　営業外収益 41,546 0.3 42,516 0.3 970

１．受取利息 424 515 90

２．不動産賃貸料収入 14,844 14,900 55

３．その他 26,277 27,101 823

Ⅴ　営業外費用 79,213 0.6 59,403 0.5 △19,810

１．支払利息 46,727 37,697 △9,030

２．社債利息 2,947 4,561 1,613

３．社債発行費 19,550 － △19,550

４．支払保証料 － 5,151 5,151

５．不動産賃貸費用 8,993 9,862 869

６．その他 995 2,130 1,135

経常利益又は経常損失
（△）

△44,692 △0.3 553,206 3.9 597,899

Ⅵ　特別利益 6,990 0.0 18,264 0.2 11,274

１．退店補償収入益 6,300 15,814 9,514

２．貸倒引当金戻入益 690 2,450 1,760

Ⅶ　特別損失 171,028 1.2 261,655 1.9 90,627

１．固定資産除却損 ※２ 103,819 228,283 124,463

２．固定資産売却損 ※３ 67,209 － △67,209

３．減損損失 ※４ － 33,372 33,372

税引前当期純利益又は
純損失(△）

△208,731 △1.5 309,815 2.2 518,546

法人税、住民税及び事
業税

62,255 0.4 171,133 1.2 108,878

法人税等調整額 △76,817 △0.5 25,716 0.2 102,533

当期純利益又は純損失
(△）

△194,168 △1.4 112,966 0.8 307,134

前期繰越利益 614,499  293,893  △320,606

当期未処分利益 420,330  406,859  △13,471
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(3）キャッシュ・フロー計算書

前事業年度
（自　平成16年４月１日
至　平成17年３月31日）

当事業年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

区分
注記
番号

金額（千円） 金額（千円）

Ⅰ　営業活動によるキャッ
シュ・フロー

税引前当期純利益又は税
引前当期純損失（△）

△208,731 309,815

減価償却費 230,098 228,465

減損損失 － 33,372

賞与引当金の増加額 20,651 31,820

退職給付引当金の増加額 27,912 22,169

貸倒引当金の減少額 △10,390 △2,450

受取利息 △424 △515

支払利息 49,675 37,697

固定資産除却損 103,819 228,283

有形固定資産売却損 67,209 －

退店補償収入益 △6,300 △15,814

売上債権の減少額 18,293 19,915

たな卸資産の減少額 8,428 27,560

仕入債務の増加額（減少
額）

△52,381 33,492

未払消費税等の増加額 11,777 26,766

その他 119,246 △48,325

小計 378,883 932,253

利息の受取額 423 513

利息の支払額 △48,576 △37,343

法人税等の支払額 △31,420 △130,789

営業活動によるキャッ
シュ・フロー

299,310 764,634
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前事業年度
（自　平成16年４月１日
至　平成17年３月31日）

当事業年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

区分
注記
番号

金額（千円） 金額（千円）

Ⅱ　投資活動によるキャッ
シュ・フロー

定期預金預入れによる支
出

△200,231 △279,183

定期預金払出しによる収
入

184,196 263,334

有形固定資産の取得によ
る支出

△342,683 △288,953

有形固定資産の売却によ
る収入

52,000 －

敷金・保証金の支払によ
る支出

△176,175 △5,629

敷金・保証金の回収によ
る収入

132,752 246,705

その他 3,813 12,157

投資活動によるキャッ
シュ・フロー

△346,327 △51,568

Ⅲ　財務活動によるキャッ
シュ・フロー

短期借入れによる収入 369,000 490,000

短期借入金の返済による
支出

△429,697 △470,503

長期借入れによる収入 275,000 120,000

長期借入金の返済による
支出

△629,229 △634,538

社債の発行による収入 900,000 －

社債の償還による支出 △50,000 △180,000

配当金の支払額 △125,713 △127,188

財務活動によるキャッ
シュ・フロー

309,360 △802,229

 Ⅳ　現金及び現金同等物の増加
額（減少額）

262,343 △89,163

Ⅴ　現金及び現金同等物の期首
残高

1,500,469 1,762,813

Ⅵ　現金及び現金同等物の期末
残高

※ 1,762,813 1,673,649
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(4）利益処分案

前事業年度
株主総会承認日

（平成17年６月21日）

当事業年度
株主総会承認予定日
（平成18年６月20日）

対前年比

区分
注記
番号

金額（千円） 金額（千円）
増減

（千円）

Ⅰ　当期未処分利益 420,330 406,859 △13,471

Ⅱ　利益処分額  

１．配当金 126,437 126,437 101,150 101,150 △25,287

Ⅲ　次期繰越利益 293,893 305,709 11,816
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重要な会計方針

項目
前事業年度

（自　平成16年４月１日
至　平成17年３月31日）

当事業年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

１．たな卸資産の評価基準及

び評価方法

商品・美容材料

　移動平均法による原価法

商品・美容材料

同左

貯蔵品

　最終仕入原価法

貯蔵品

同左

２．固定資産の減価償却の方法

 

(1）有形固定資産

　定率法（ただし、平成10年４月１日以

降に取得した建物（附属設備を除く）に

ついては定額法）

なお、主な耐用年数は以下のとおりであ

ります。

　建物　　　８～60年

　器具備品　３～10年

(1）有形固定資産

同左

(2）無形固定資産

　定額法

　なお、自社利用のソフトウェアは、社

内における利用可能期間（5年）に基づ

く定額法を採用しております。

(2）無形固定資産

同左

(3）長期前払費用

　定額法

(3）長期前払費用

同左

 ３．繰延資産の処理方法 (1)社債発行費

　　支出時に全額費用として処理しており

ます。

  ──────

 

４．引当金の計上基準

 

 

 

(1）貸倒引当金

　売掛債権等の貸倒による損失に備える

ため、一般債権については貸倒実績率に

より、貸倒懸念債権等特定の債権につい

ては個別に回収可能性を勘案し、回収不

能見込額を計上しております。

(1）貸倒引当金

同左

(2）賞与引当金

　従業員の賞与の支給に備えるため、将

来の支給見込額のうち当期の負担額を計

上しております。

(2）賞与引当金

同左

(3）退職給付引当金

　従業員の退職給付に備えるため、当事

業年度末における退職給付債務の見込額

に基づき計上しております。

　数理計算上の差異は、発生した事業年

度に全額費用処理することとしておりま

す。

(3）退職給付引当金

同左
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項目
前事業年度

（自　平成16年４月１日
至　平成17年３月31日）

当事業年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

５．リース取引の処理方法 　リース物件の所有権が借主に移転すると

認められるもの以外のファイナンス・リー

ス取引については、通常の賃貸借取引に係

る方法に準じた会計処理によっております。

同左

６．ヘッジ会計の方法 (1）ヘッジ会計の方法

　金利スワップについては特例処理の要

件を満たしておりますので、特例処理を

採用しております。

(1）ヘッジ会計の方法

同左

(2）ヘッジ手段とヘッジ対象

ヘッジ手段

　金利スワップ

(2）ヘッジ手段とヘッジ対象

ヘッジ手段

同左

ヘッジ対象

　借入金

ヘッジ対象

同左

(3）ヘッジの方針

　将来の金利変動に伴うリスクを回避す

る為のものであります。

(3）ヘッジの方針

同左

(4）ヘッジ有効性評価の方法

　金利スワップの特例処理の要件を満た

しており、その判定をもって、有効性の

判定に代えております。

(4）ヘッジ有効性評価の方法

同左

７．キャッシュ・フロー計算

書における資金の範囲

　キャッシュ・フロー計算書における資金

（現金及び現金同等物）は、手許現金、随

時引き出し可能な預金及び容易に換金可能

であり、かつ、価値の変動について僅少な

リスクしか負わない取得日から３ヶ月以内

に償還期限の到来する短期投資からなって

おります。

同左

８．その他財務諸表作成のた

めの基本となる重要な事項

(1）消費税等の会計処理

　税抜方式によっております。

(1）消費税等の会計処理

同左
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会計処理方法の変更

前事業年度
（自　平成16年４月１日
至　平成17年３月31日）

当事業年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

 ──────

　

 （固定資産の減損に係る会計基準）

　当事業年度より、固定資産の減損に係る会計基準（「固定

資産の減損に係る会計基準の設定に関する意見書」（企業会

計審議会 平成14年8月9日））及び「固定資産の減損に係る

会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第６号 平成

15年10月31日）を適用しております。

　これにより税引前当期純利益が33,372千円減少しておりま

す。

　なお、減損損失累計額については、改正後の財務諸表等規

則に基づき各資産の金額から直接控除しております。　

追加情報

前事業年度
（自　平成16年４月１日

至　平成17年３月31日）

当事業年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

　「地方税法等の一部を改正する法律」（平成15年法律第

９号）が平成15年３月31日に公布され、平成16年４月１日

以後に開始する事業年度より外形標準課税制度が導入され

たことに伴い、当事業年度から「法人事業税における外形

標準課税部分の損益計算書上の表示についての実務上の取

扱い」（平成16年２月13日　企業会計基準委員会　実務対

応報告第12号）に従い法人事業税の付加価値割及び資本割

については、販売費及び一般管理費に計上しております。

　この結果、販売費及び一般管理費が46,093千円増加し、

営業損失、経常損失及び税引前当期純損失が46,093千円増

加しております。

  ──────

 

表示方法の変更

前事業年度
（自　平成16年４月１日

至　平成17年３月31日）

当事業年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

（貸借対照表）

　前期まで区分掲記しておりました「未収入金」(当期末

残高32,808千円)は、資産の総額の100分の１以下となった

ため、流動資産の「その他」に含めて表示することにしま

した。

（貸借対照表）

　前期まで流動資産の「その他」に含めて表示しておりま

した「未収入金」は、当期において、資産の総額の100分

の1を超えたため区分掲記しました。

なお、前期末の「未収入金」は32,808千円であります。
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注記事項

（貸借対照表関係）

前事業年度
（平成17年３月31日）

当事業年度
（平成18年３月31日）

※１．担保提供資産

(イ）担保に供している資産

※１．担保提供資産

(イ）担保に供している資産

建物 609,145千円

土地 1,317,838千円

敷金保証金 616,674千円

計 2,543,658千円

建物       581,256千円

土地    1,317,838千円

敷金保証金 408,041千円

計     2,307,135千円

(ロ)上記に対応する債務 (ロ)上記に対応する債務

短期借入金       88,303千円

長期借入金

（１年以内返済予定長期

借入金を含む）

1,749,589千円

計 1,837,892千円

短期借入金      107,800千円

長期借入金

（１年以内返済予定長期

借入金を含む）

1,238,071千円

計     1,345,871千円

※２．授権株式数及び発行済株式総数 ※２．授権株式数及び発行済株式総数

授権株式数 普通株式  16,000,000株

発行済株式総数 普通株式   5,100,000株

授権株式数 普通株式  16,000,000株

発行済株式総数 普通株式    5,100,000株

　３．偶発債務

金融機関からの借入金に対する保証

　３．偶発債務

金融機関からの借入金に対する保証

社員独立支援制度に基

づく元社員への保証
8,075千円

社員独立支援制度に基

づく元社員への保証
     19,672千円

※４．自己株式

当社が保有する自己株式の数は、普通株式42,500株

であります。

※４．自己株式

当社が保有する自己株式の数は、普通株式42,500株

であります。
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（損益計算書関係）

前事業年度
（自　平成16年４月１日
至　平成17年３月31日）

当事業年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

※１．販売費及び一般管理費のうち販売費に属する費用の

おおよその割合は8.7％であり、一般管理費に属する

費用のおおよその割合は91.3％であります。

　なお主要な費目及び金額は次のとおりであります。

※１．販売費及び一般管理費のうち販売費に属する費用の

おおよその割合は5.6％であり、一般管理費に属する

費用のおおよその割合は94.4％であります。

　なお主要な費目及び金額は次のとおりであります。

役員報酬     173,510千円

給与・賞与 538,676千円

賞与引当金繰入額 27,373千円

退職給付費用 7,716千円

福利費  87,368千円

従業員募集費 28,947千円

旅費交通費 74,766千円

地代家賃 35,826千円

技術使用料 33,917千円

減価償却費  27,983千円

役員報酬 198,963千円

給与・賞与     514,807千円

賞与引当金繰入額       28,193千円

退職給付費用     4,924千円

福利費      83,758千円

従業員募集費      19,955千円

旅費交通費       62,082千円

地代家賃       35,830千円

技術使用料      33,349千円

減価償却費       25,629千円

※２．固定資産除却損 ※２．固定資産除却損

建物 77,693千円

その他 26,126千円

合計 103,819千円

建物  113,041千円

原状回復費    75,208千円

その他   40,033千円

合計      228,283千円

※３．固定資産売却損   ──────

建物 28,704千円

土地 38,285千円

その他 218千円

合計 67,209千円

 ────── ※４．減損損失

 当事業年度において、当社は以下の資産グループについ

て減損損失を計上しております。

場所 用途 種類

福岡市中央区 店舗
建物、リース資産、そ

の他

名古屋市熱田区 店舗 建物、リース資産

　当社は キャッシュ・フローを生み出す最小単位として

店舗を基本単位としてグルーピングしております。営業活

動から生じる損益が継続してマイナスである店舗における

資産グループの帳簿価額を回収可能価額まで減額し、当該

減少額を減損損失として特別損失に計上しております。そ

の内訳は、建物20,845千円、リース資産10,455千円、その

他2,070千円であります。

　なお、当資産グループの回収可能価額は使用価値により

測定しており、将来キャッシュ・フローを２％で割り引い

て算定しております。
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（キャッシュ・フロー計算書関係）

前事業年度
（自　平成16年４月１日
至　平成17年３月31日）

当事業年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

※　現金及び現金同等物の期末残高と貸借対照表に掲記さ

れている科目の金額との関係

※　現金及び現金同等物の期末残高と貸借対照表に掲記さ

れている科目の金額との関係

（平成17年３月31日現在） （平成18年３月31日現在）

 （千円）

現金及び預金勘定 1,939,793

預入期間が３ヶ月を超える定期預金 △176,980

現金及び現金同等物 1,762,813

 （千円）

現金及び預金勘定 1,866,479

預入期間が３ヶ月を超える定期預金 △192,829

現金及び現金同等物 1,673,649

①　リース取引関係

前事業年度
（自　平成16年４月１日
至　平成17年３月31日）

当事業年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

１．リース物件の所有権が借主に移転すると認められるも

の以外のファイナンス・リース取引

１．リース物件の所有権が借主に移転すると認められるも

の以外のファイナンス・リース取引

(1）リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当

額及び期末残高相当額

(1）リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当

額、減損損失累計額相当額及び期末残高相当額

取得価額
相当額
（千円）

減価償却累
計額相当額
（千円）

期末残高
相当額
（千円）

器具備品 1,329,624 660,770 668,853

ソフトウェア 21,240 7,434 13,806

合計 1,350,864 668,204 682,659

取得価額
相当額
（千円）

減価償却累
計額相当額
（千円）

減損損失累
計額相当額
 （千円）

期末残高
相当額
（千円）

器具備品 1,110,367 638,278 4,795 467,293

ソフトウェア 21,240 11,682 - 9,558

合計 1,131,607 649,960 4,795 476,851

(2）未経過リース料期末残高相当額 (2）未経過リース料期末残高相当額

１年内 250,441千円

１年超 440,519千円

合計 690,960千円

１年内 211,465千円

１年超 277,789千円

合計 489,255千円

 リース資産減損勘定の残高 4,795千円

(3)支払リース料、減価償却費相当額及び支払利息相当額 (3)支払リース料、リース資産減損勘定の取崩額、減価

償却費相当額、支払利息相当額及び減損損失

支払リース料 291,204千円

減価償却費相当額 278,377千円

支払利息相当額 11,610千円

支払リース料      266,185千円

リース資産減損勘定の取崩額 5,659千円

減価償却費相当額 257,609千円

支払利息相当額 9,169千円

減損損失 10,455千円

(4)減価償却費相当額の算定方法

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定

額法によっております。

(4)減価償却費相当額の算定方法

同左

(5)利息相当額の算定方法

リース料総額とリース物件の取得価額相当額との差

額を利息相当額とし、各期への配分方法については、

利息法によっております。

(5)利息相当額の算定方法

同左
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②　有価証券関係

前事業年度（平成17年３月31日現在）

有価証券

該当事項はありません。

当事業年度（平成18年３月31日現在）

有価証券

該当事項はありません。

③　デリバティブ取引関係

前事業年度（自平成16年４月１日　至平成17年３月31日）

　デリバティブ取引は、全てヘッジ会計を適用しているため、記載を省略しております。

当事業年度（自平成17年４月１日　至平成18年３月31日）

　デリバティブ取引は、全てヘッジ会計を適用しているため、記載を省略しております。

④　退職給付関係

１．採用している退職給付制度の概要

　当社は、確定給付型制度として、退職一時金制度を設けております。

２．退職給付債務及びその内訳

前事業年度
（平成17年３月31日）

当事業年度
（平成18年３月31日）

退職給付債務

(1）退職給付債務（千円） △231,827 △253,997

(2）退職給付引当金（千円） △231,827 △253,997

３．退職給付費用の内訳

前事業年度
（自　平成16年４月１日
至　平成17年３月31日）

当事業年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

退職給付費用（千円） 57,420 59,163

(1）勤務費用（千円） 48,435 50,957

(2）利息費用（千円） 4,078 4,636

(3）数理計算上の差異の費用処理額（千円） 4,906 3,569

４．退職給付債務等の計算の基礎に関する事項

前事業年度
（平成17年３月31日）

当事業年度
（平成18年３月31日）

(1）退職給付見込額の期間配分方法 期間定額基準 期間定額基準

(2）割引率（％） 2.0 2.0

(3）数理計算上の差異の処理年数（年） 発生した事業年度に全額費用処理 同左
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⑤　税効果会計関係

前事業年度
 

　（平成17年３月31日）

当事業年度
 

（平成18年３月31日）

１．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の

内訳

（単位：千円）

前事業年度

１．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の

内訳

（単位：千円）

当事業年度

賞与引当金損金算入限度超過額 63,766

未払事業税等否認 25,362

退職給付引当金超過額 91,889

繰越欠損金 61,584

その他 21,584

繰延税金資産合計 264,187

繰延税金資産の純額 264,187

賞与引当金損金算入限度超過額 76,714

減損損失 10,725

未払事業税等否認 18,196

退職給付引当金超過額 103,351

その他 29,483

繰延税金資産合計 238,471

繰延税金資産の純額 238,471

２．前事業年度は、税引前当期純損失であるため、法定実

効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異

の主要な項目別の内訳に関しては記載しておりません。

２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率

との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因と

なった主要な項目別の内訳

（単位：％）

当事業年度

法定実効税率 40.7

（調整）

交際費等永久に損金に算入されない項目 3.2

住民税均等割 19.6

その他 0.0

税効果会計適用後の法人税等の負担率 63.5

⑥　持分法損益等

前事業年度（自平成16年４月１日　至平成17年３月31日）

　該当事項はありません。

当事業年度（自平成17年４月１日　至平成18年３月31日）

　該当事項はありません。

⑦　関連当事者との取引

前事業年度（自平成16年４月１日　至平成17年３月31日）

　該当事項はありません。

当事業年度（自平成17年４月１日　至平成18年３月31日）

　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。

－ 21 －



５．区分別売上高比較

区分

前期
自　平成16年４月１日
至　平成17年３月31日

当期
自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日

前期比較

金額
（千円）

構成比
（％）

金額
（千円）

構成比
（％）

増減（△）
（千円）

美容施術 12,538,723 90.0 12,672,525 90.4 133,802

商品 1,322,822 9.5 1,292,976 9.2 △29,846

その他 73,776 0.5 51,600 0.4 △22,175

合計 13,935,322 100.0 14,017,103 100.0 81,780

 

６．役員の異動（平成18年6月20日付）
(1）代表者の異動

　該当事項はありません。

(2）その他の役員の異動

　本日（平成18年5月8日）発表「執行役員制度導入および役員の動向に関するお知らせ」をご覧下さい。

以　上

－ 22 －


