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１．18年９月中間期の業績（平成18年４月１日～平成18年９月30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９月中間期 6,826 △2.6 304 79.7 301 87.9

17年９月中間期 7,010 1.7 169 － 160 －

18年３月期 14,017 570 553

中間（当期）純利益
１株当たり中間
（当期）純利益

潜在株式調整後１株当たり
中間（当期）純利益

百万円 ％ 円　銭  円　銭  

18年９月中間期 129 － 25.62  －  

17年９月中間期 △63 － △12.64  －  

18年３月期 112 22.33  －  
（注）①持分法投資損益 18年９月中間期 －百万円 17年９月中間期 －百万円 18年３月期 －百万円

②期中平均株式数 18年９月中間期 5,057,500株 17年９月中間期 5,057,500株 18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、中間（当期）純利益におけるパーセント表示は、対前年中間期増減率

(2）財政状態 （百万円未満切捨） 

総資産 純資産 自己資本比率 １株当たり純資産

百万円 百万円 ％  円　銭

18年９月中間期 8,929 4,426 49.6  875.19

17年９月中間期 8,973 4,220 47.0  834.59

18年３月期 8,908 4,397 49.4  869.56
（注）①期末発行済株式数 18年９月中間期 5,057,500株 17年９月中間期 5,057,500株 18年３月期 5,057,500株

②期末自己株式数 18年９月中間期 42,500株 17年９月中間期 42,500株 18年３月期 42,500株

(3）キャッシュ・フローの状況 （百万円未満切捨） 

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９月中間期 312 △88 △133 1,764

17年９月中間期 235 34 △464 1,568

18年３月期 764 △51 △802 1,673

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

百万円 百万円 百万円

通期 13,800 750 310

（参考）１株当たり予想当期純利益（通期）　　61円30銭

３．配当状況

・現金配当  １株当たり配当金（円）

中間期末 期末 年間

18年３月期 － 20.00 20.00

19年３月期（実績） － －

22.0019年３月期（予想） － 22.00

※　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、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の確立を目指しておりま

す。その実現に向けて、お客様に喜んでいただける技術・サービスの開発と品質の向上に努め、実際にお客様に

提供する優秀な美容技術者を多く育成し、全国への店舗展開を進め市場シェアの拡大を図ってまいります。

　また、店舗の収益体質を強化し、財務内容の健全化を図ると共に資金効率を高め、企業価値の向上に努めてま

いります。

　新中期経営計画につきましては、当期末までに策定し発表予定であります。

２－６．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、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重点に、収益性と成長性を同時に追求す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．親会社等に関する事項

　該当事項はございません。

２－８．その他、会社の経営上の重要な事項

　該当事項はございません。
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３．経営成績及び財政状態
３－１．経営成績

　当中間会計期間におけるわが国経済は、原油価格の高騰や金利の上昇などの懸念はあるものの、好調な企業業

績を背景とした設備投資の増加に牽引され、景気は緩やかな拡大基調を維持してまいりました。

　美容業界におきましては、美容室数の増加によるオーバーストア状態や、それに起因する低価格競争が激化し

ており、依然として厳しい環境で推移しました。

　このような環境下において当社は、前期まで取組んでまいりました抜本的経営改善プランの各施策を引き続き

推進するとともに、当期より新たに、心に響く良いサービスを提供する『こころの向上運動』を展開し、お客様

の満足に基づく営業力の強化（顧客の固定化、客単価アップ等）を図り、既存店の充実と効率的な経営による業

績の向上に努めてまいりました。 

　店舗施策としましては、美容室4店舗の改装と、美容室1店舗のブランド転換を実施いたしました。これにより、

当中間会計期間末現在の直営店舗は美容室144店舗、小売店舗1店舗となりました。また、当期は、店舗の　ファ

サードを有効に利用し、ヘアサロンのブランドイメージをお客様に訴求するため、ファサードの見直しに取組ん

でおり、当中間会計期間においては15店舗のファサード変更を実施いたしました。

　営業施策としましては、「お客様が選んだ人気№１ヘアスタイル」「お客様の人気メニュー」等のお客様目線

での提案や、ホームページの内容充実などにより、お客様の当社店舗への来店誘導を図ってまいりました。

　新規客の取り込みは依然厳しい状況であり、また低価格帯のＳｈａｍｐｏｏサロンが低調な推移となりました

が、既存顧客の固定化や客単価アップなどにより、当中間会計期間において既存店売上は前年同期比0.4％増とな

りました。人員配置の適正化や技術ランクアップ等の営業効率の改善、無駄な経費の節減など経営効率の向上に

も努めてまいりました。

　この結果、前年同期より店舗数が少ないため売上高は6,826百万円（前年同期比2.6％減）と減収になりました

が、経常利益は301百万円（前年同期比87.9％増）、中間純利益は129百万円（前年同期は△63百万円）と増益に

なりました。

３－２．財政状態

　当中間会計期間末の総資産は8,929百万円となり、前期末比20百万円の増加となりました。

流動資産の残高は2,903百万円（前期末比41百万円増加）、固定資産の残高は6,025百万円（前期末比21百万円減

少）となりました。主な増加は、当中間会計期間末が休日による現預金の増加88百万円であり、主な減少は、減

価償却等による有形固定資産の減少41百万円であります。

　当中間会計期間末の負債総額は4,502百万円となり、前期末比8百万円の減少となりました。

　流動負債の残高は2,698百万円（前期末比178百万円増加）、固定負債の残高は1,804百万円（前期末比186百万

円減少）となりました。主な増加は、季節資金（納税・賞与）調達による短期借入金の増加121百万円であり、主

な減少は、長期借入金の約定弁済および社債の償還による有利子負債の減少190百万円であります。

　当中間会計期間末の純資産は4,426百万円となり、前期末比28百万円の増加となりました。増加は、中間純利益

129百万円であり、減少は、配当金の支払101百万円であります。以上の結果、自己資本比率は前期末の49.4％か

ら49.6％に増加いたしました。

 

［キャッシュ・フロー計算書］ 

　当中間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、前期末に比べ90百万円増加し、

1,764百万円となりました。

　また、当中間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）

　当中間会計期間において、営業活動の結果得られた資金は312百万円（前年同期比76百万円の増加）となりまし

た。これは主に、税引前中間純利益が277百万円になったものの、固定資産除却損は3百万円（前年同期は178百万

円）にとどまり、法人税等の支払は170百万（前年同期の支払は107百万円）等があ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）

　当中間会計期間において、投資活動の結果使用した資金は88百万円（前年同期比123百万円の減少）となりまし

た。これは主に、店舗閉鎖に伴う敷金保証金の回収が67百万円（前年同期の回収は200百万円）があったことによ

るものであります。

（財務活動によるキャッシュ・フロー）

　当中間会計期間において、財務活動の結果使用した資金は133百万円（前年同期比331百万円の減少）となりま

した。これは主に、長短借入金の純増額58百万円（前年同期は純減額247百万円）があったことによるものであり
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ます。

 

［キャッシュ・フロー指標のトレンド］

第31期
16年９月期

第32期
17年９月期

第33期
18年９月期

第31期
17年３月期

第32期
18年３月期

自己資本比率（％） 46.6 47.0 49.6 45.8 49.4

時価ベースの自己資本比率（％） 46.8 49.7 64.2 46.6 60.2

債務償還年数（年） 35.0 6.4 4.0 11.5 3.4

インタレスト・カバレッジ・レシオ 3.5 10.6 18.6 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

（中間期の債務償還年数：有利子負債／（営業キャッシュ・フロー×２））

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、中間期末（期末）株価終値×中間期末（期末）発行済株式総数（自己株式控除後）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。

３－３．通期の見通し

　今後の経済環境は、製造業を中心とする企業業績の拡大や設備投資により、引き続き緩やかな景気拡大へ向か

うものと予測されますが、個人所得や個人消費の伸びにつながるかは不透明であり、美容業界をとりまく環境は

依然として厳しい状況が続くものと予想されます。

　このような状況のもとで、当社といたしましては、お客様一人ひとりの心に届く「良いサービス」の提供を、

全店において日々実行するために『こころの向上運動』を徹底的に推進してまいります。

　下半期につきましては、既存店の一層の充実を図るため、12月、3月のイベント月を中心に、全顧客の来店を促

す企画を実施し、顧客との信頼関係を深めるとともに新たなお客様の確保に努めてまいります。一方、店舗改装

やファサード変更による店舗イメージのリフレッシュを行い、お客様にアピールしてまいります。

　また、全社的な経営の効率化と収益性の向上に努め、経営基盤の強化を図ってまいります。

　しかしながら、美容業界の価格競争の中、引き続きＳｈａｍｐｏｏサロンの苦戦が予想され、回復までに暫く

時間を要するものと考えております。

　以上により、現時点での通期見通しといたしましては、売上高13,800百万円、経常利益750百万円、当期純利益

310百万円を見込んでおります。 

３－４．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。
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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．個別中間財務諸表等
(1）中間貸借対照表

  
前中間会計期間末

（平成17年９月30日）
当中間会計期間末

（平成18年９月30日）
前事業年度の要約貸借対照表

（平成18年３月31日）

区分
注記
番号

金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

（資産の部）           

Ⅰ　流動資産           

１　現金及び預金  1,756,705   1,954,878   1,866,479   

２　売掛金  457,601   521,744   526,681   

３　たな卸資産  174,855   154,983   156,201   

４　繰延税金資産  150,097   98,019   101,573   

５　その他  248,817   176,524   214,439   

  　貸倒引当金  △3,110   △2,167   △3,324   

流動資産合計   2,784,966 31.0  2,903,983 32.5  2,862,051 32.1

Ⅱ　固定資産           

１　有形固定資産 ※１          

(1）建物 ※２ 2,195,352   2,047,801   2,087,923   

(2）土地 ※２ 1,377,828   1,377,828   1,377,828   

(3）その他  16,347   12,663   13,924   

有形固定資産合計   3,589,528   3,438,294   3,479,677  

２　無形固定資産   35,847   34,285   34,924  

３　投資その他の資産           

(1）繰延税金資産  129,029   141,446   136,897   

(2）敷金保証金 ※２ 2,351,027   2,328,234   2,304,626   

(3）その他  95,074   94,668   102,446   

　  貸倒引当金  △11,650   △11,783   △11,866   

投資その他の資産合
計

  2,563,480   2,552,566   2,532,104  

固定資産合計   6,188,856 69.0  6,025,146 67.5  6,046,706 67.9

資産合計   8,973,823 100.0  8,929,130 100.0  8,908,757 100.0
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前中間会計期間末

（平成17年９月30日）
当中間会計期間末

（平成18年９月30日）
前事業年度の要約貸借対照表

（平成18年３月31日）

区分
注記
番号

金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

（負債の部）           

Ⅰ　流動負債           

１　支払手形  368,493   411,124   399,836   

２　買掛金  80,053   92,697   82,218   

３　短期借入金 ※２ 135,200   228,802   107,800   

４　１年以内返済予定長
期借入金

※２ 379,113   333,288   325,890   

５　１年以内償還予定社
債

 180,000   180,000   180,000   

６　未払金  363,289   367,563   356,075   

７　未払費用  541,364   573,567   547,538   

８　未払法人税等  59,643   176,789   200,225   

９　賞与引当金  207,107   182,974   188,534   

10　その他 ※４ 114,599   151,893   131,918   

流動負債合計   2,428,863 27.1  2,698,698 30.2  2,520,036 28.3

Ⅱ　固定負債           

１　社債  580,000   400,000   490,000   

２　長期借入金 ※２ 1,079,225   842,277   912,181   

３　退職給付引当金  241,342   256,724   253,997   

４　長期未払金  415,771   299,577   329,920   

５  その他  7,665   5,584   4,795   

固定負債合計   2,324,004 25.9  1,804,163 20.2  1,990,894 22.3

負債合計   4,752,867 53.0  4,502,862 50.4  4,510,930 50.6
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前中間会計期間末

（平成17年９月30日）
当中間会計期間末

（平成18年９月30日）
前事業年度の要約貸借対照表

（平成18年３月31日）

区分
注記
番号

金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

（資本の部）           

Ⅰ　資本金   1,480,180 16.5  － －  1,480,180 16.6

Ⅱ　資本剰余金           

１　資本準備金  1,702,245   －   1,702,245   

資本剰余金合計   1,702,245 18.9  － －  1,702,245 19.1

Ⅲ　利益剰余金           

１　利益準備金  66,920   －   66,920   

２　任意積立金  860,000   －   860,000   

３　中間（当期）未処分
利益

 229,987   －   406,859   

利益剰余金合計   1,156,907 12.9  － －  1,333,779 15.0

Ⅳ　自己株式   △118,377 △1.3  － －  △118,377 △1.3

資本合計   4,220,955 47.0  － －  4,397,826 49.4

負債資本合計   8,973,823 100.0  － －  8,908,757 100.0

           

（純資産の部）

Ⅰ　株主資本       

１　資本金  － － 1,480,180 16.6 － －

２　資本剰余金  

(1）資本準備金 － 1,702,245 －

資本剰余金合計 － － 1,702,245 19.1 － －

３　利益剰余金  

(1）利益準備金 － 66,920 －

(2）その他利益剰余金

別途積立金 － 860,000 －

繰越利益剰余金 － 435,300 －

利益剰余金合計  － － 1,362,220 15.3 － －

４　自己株式  － － △118,377 △1.4 － －

株主資本合計  － － 4,426,268 49.6  － －

純資産合計 － － 4,426,268 49.6 － －

負債純資産合計 － － 8,929,130 100.0 － －
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(2）中間損益計算書

  
前中間会計期間

（自　平成17年４月１日
至　平成17年９月30日）

当中間会計期間
（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

前事業年度の要約損益計算書
（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）
百分比
（％）

金額（千円）
百分比
（％）

金額（千円）
百分比
（％）

Ⅰ　売上高   7,010,054 100.0  6,826,252 100.0  14,017,103 100.0

Ⅱ　売上原価   6,121,335 87.3  5,780,211 84.7  12,054,235 86.0

売上総利益   888,718 12.7  1,046,040 15.3  1,962,867 14.0

Ⅲ　販売費及び一般管理費   719,482 10.3  741,979 10.9  1,392,774 9.9

営業利益   169,236 2.4  304,061 4.4  570,093 4.1

Ⅳ　営業外収益 ※１  21,391 0.3  20,932 0.3  42,516 0.3

Ⅴ　営業外費用 ※２  30,331 0.4  23,849 0.3  59,403 0.5

経常利益   160,295 2.3  301,143 4.4  553,206 3.9

Ⅵ　特別利益 ※３  2,880 0.0  1,240 0.0  18,264 0.2

Ⅶ　特別損失 ※４,６  211,564 3.0  24,776 0.3  261,655 1.9

税引前中間（当
期）純利益又は純
損失（△）

  △48,388 △0.7  277,607 4.1  309,815 2.2

法人税、住民税及
び事業税

 30,457   149,010   171,133   

法人税等調整額  △14,939 15,517 0.2 △994 148,015 2.2 25,716 196,849 1.4

中間（当期）純利
益又は純損失
（△）

  △63,905 △0.9  129,591 1.9  112,966 0.8

前期繰越利益   293,893   －   293,893  

中間（当期）未処
分利益

  229,987   －   406,859  
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(3）中間株主資本等変動計算書

　当中間会計期間（自 平成18年４月１日　至 平成18年９月30日）

株主資本 

純資産合計
資本金 

資本剰余金 利益剰余金 

自己株式 
株主資本
合計 資本

準備金 
利益
準備金

その他利益剰余金
利益
剰余金
合計 別途積立金

繰越利益
剰余金

 平成18年３月31日　残高

　　　　　 　　     （千円)
1,480,180 1,702,245 66,920 860,000 406,859 1,333,779 △118,377 4,397,826 4,397,826

中間会計期間中の変動額

 　剰余金の配当     △101,150 △101,150  △101,150 △101,150

 　中間純利益     129,591 129,591  129,591 129,591

 中間会計期間中の変動額合計

　　　　　　 　　　 （千円)
－ － － － 28,441 28,441 － 28,441 28,441

 平成18年９月30日　残高

　　　　　　　　    (千円)
1,480,180 1,702,245 66,920 860,000 435,300 1,362,220 △118,377 4,426,268 4,426,268
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(4）中間キャッシュ・フロー計算書

  
前中間会計期間

（自　平成17年４月１日
至　平成17年９月30日）

当中間会計期間
（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

前事業年度の要約キャッ
シュ・フロー計算書
（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） 金額（千円）

Ⅰ　営業活動によるキャッ
シュ・フロー

    

税引前中間(当期)純利
益又は純損失（△）

 △48,388 277,607 309,815

減価償却費  113,823 104,801 228,465

減損損失  33,372 10,055 33,372

賞与引当金の増加額
（△減少額）

 50,393 △5,560 31,820

退職給付引当金の増加
額

 9,514 2,726 22,169

貸倒引当金の減少額  △2,880 △1,240 △2,450

受取利息  △271 △479 △515

支払利息  22,551 17,481 37,697

固定資産除却損  178,191 3,221 228,283

売上債権の減少額  89,331 5,486 19,915

たな卸資産の減少額  8,906 1,218 27,560

仕入債務の増加額
（△減少額）

 △9,179 8,078 33,492

その他  △80,285 75,658 △37,373

小計  365,081 499,056 932,253

利息の受取額  271 392 513

利息の支払額  △22,234 △16,801 △37,343

法人税等の支払額  △107,711 △170,551 △130,789

営業活動によるキャッ
シュ・フロー

 235,407 312,096 764,634
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前中間会計期間

（自　平成17年４月１日
至　平成17年９月30日）

当中間会計期間
（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

前事業年度の要約キャッ
シュ・フロー計算書
（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） 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

 △170,997 △238,457 △279,183

定期預金払出しによる
収入

 160,206 240,678 263,334

有形固定資産の取得に
よる支出

 △150,411 △124,699 △288,953

敷金保証金の支払によ
る支出

 △2,217 △26,432 △5,629

敷金保証金の回収によ
る収入

 200,893 67,830 246,705

その他  △2,563 △7,343 12,157

投資活動によるキャッ
シュ・フロー

 34,911 △88,424 △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  270,000 396,000 490,000

短期借入金の返済によ
る支出

 △223,103 △274,998 △470,503

長期借入れによる収入  120,000 100,000 120,000

長期借入金の返済によ
る支出

 △414,271 △162,506 △634,538

社債の償還による支出  △90,000 △90,000 △180,000

配当金の支払額  △126,823 △101,548 △127,188

財務活動によるキャッ
シュ・フロー

 △464,197 △133,052 △802,229

Ⅳ　現金及び現金同等物の増
加額（△減少額）

 △193,879 90,619 △89,163

Ⅴ　現金及び現金同等物の期
首残高

 1,762,813 1,673,649 1,762,813

Ⅵ　現金及び現金同等物の中
間期末(期末)残高

※ 1,568,934 1,764,269 1,673,649
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中間財務諸表作成のための基本となる重要な事項

項目
前中間会計期間

（自　平成17年４月１日
至　平成17年９月30日）

当中間会計期間
（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

前事業年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

 １．資産の評価基準及び評価

方法

(1）たな卸資産

商品・美容材料

移動平均法による原価法

(1）たな卸資産

商品・美容材料

同左

(1）たな卸資産

商品・美容材料

同左

 貯蔵品

最終仕入原価法

貯蔵品

同左

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）を採用しております。

主な耐用年数

建物　　　８～６０年

器具備品　３～１０年

(1）有形固定資産

同左

(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

(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）長期前払費用

同左

３．引当金の計上基準 (1）貸倒引当金

売掛債権等の貸倒れによる損失

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

(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

中間会計期間の負担額を計上し

ております。

(2）賞与引当金

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。

 (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、当中間

会計期間末において発生してい

ると認められる額を計上してお

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

(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。
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項目
前中間会計期間

（自　平成17年４月１日
至　平成17年９月30日）

当中間会計期間
（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

前事業年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

４．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 同左

５．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

(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

(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

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

回避するためのものであります。

(3）ヘッジの方針

同左

(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

(4）ヘッジ有効性評価の方法

同左

６．中間キャッシュ・フロー

計算書（キャッシュ・フ

ロー計算書）における資金

の範囲

中間キャッシュ・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 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。

７．その他中間財務諸表（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

(1）消費税等の会計処理

同左
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中間財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更

前中間会計期間
（自　平成17年４月１日
至　平成17年９月30日）

当中間会計期間
（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

前事業年度
（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）　

当中間会計期間より、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

中間純損失が33,372千円増加しており

ます。

　なお、減損損失累計額については、

改正後の中間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。　

         

────── （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。

　

         

────── （貸借対照表の純資産の部の表示に関

する会計基準）

　当中間会計期間より、「貸借対照表

の純資産の部の表示に関する会計基

準」（企業会計基準第５号　平成17年

12月９日）及び「貸借対照表の純資産

の部の表示に関する会計基準等の適用

指針」（企業会計基準適用指針第８号

　平成17年12月９日）を適用しており

ます。

　これまでの資本の部の合計に相当す

る金額は4,426,268千円であります。

　なお、当中間会計期間における中間

貸借対照表の純資産の部については、

中間財務諸表等規則の改正に伴い、改

正後の中間財務諸表等規則により作成

しております。

　

──────
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注記事項

（中間貸借対照表関係）

項目
前中間会計期間末

（平成17年９月30日）
当中間会計期間末

（平成18年９月30日）
前事業年度末

（平成18年３月31日）

※１．有形固定資産の減価償却累計額          1,367,757千円      1,497,063千円             1,436,712千円

    

※２．担保提供資産及び担保付債務

(1）担保に供している資産

   

建物

土地

敷金保証金

計

       594,634千円

       1,317,838千円

       491,660千円

       2,404,132千円

         566,912千円

   1,317,838千円

       408,041千円

2,292,791千円

581,256千円

1,317,838千円

408,041千円

2,307,135千円

(2）上記に対応する債務    

短期借入金

長期借入金

（１年以内返済予定分を

含む）

計

       135,200千円

       1,457,598千円

       1,592,798千円

  228,802千円

1,175,565千円

1,404,367千円

107,800千円

1,238,071千円

1,345,871千円

　３．偶発債務 (1）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

      22,730千円

(1）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

39,111千円

(1）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

19,672千円

※４．消費税等の取扱い ・仮払消費税等及び仮受消費

税等は、相殺のうえ、流動

負債の「その他」に含めて

表示しております。

　・         同左 ・   ─────

－ 17 －



（中間損益計算書関係）

項目
前中間会計期間

（自　平成17年４月１日
至　平成17年９月30日）

当中間会計期間
（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

前事業年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

※１．営業外収益のうち主要なもの    

受取利息    271千円 479千円       515千円

※２．営業外費用のうち主要なもの    

支払利息      20,087千円 15,537千円 37,697千円

※３．特別利益のうち主要なもの    

退店補償収入益 ―   ―   15,814千円

貸倒引当金戻入益 2,880千円 1,240千円 2,450千円

※４．特別損失のうち主要なもの    

固定資産除却損       178,191千円 3,221千円 228,283千円

減損損失 33,372千円       10,055千円 33,372千円

　５．減価償却実施額    

有形固定資産

無形固定資産

       112,908千円

   914千円

              103,863千円

938千円

226,627千円

1,837千円

※６．減損損失    

 

 

 当中間会計期間において、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。

 当中間会計期間において、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

さいたま市

　  大宮区

店舗

建物、

リース資

産、その

他

　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5,596千円、

リース資産4,251千円、その他

208千円であります。

　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。

 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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（中間株主資本等変動計算書関係）

 

当中間会計期間（自　平成18年４月１日　至　平成18年９月30日）
 
１．発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項

 
前事業年度末株式数

（千株）

当中間会計期間増加

株式数（千株）

当中間会計期間減少

株式数（千株）

当中間会計期間末株

式数（千株）

 発行済株式     

 　　普通株式　 5,057 － － 5,057

合計 5,057 － － 5,057

 自己株式     

 　　普通株式　 42 － － 42

合計 42 － － 42

 

 ２．配当に関する事項

　　　配当金支払額

決議 株式の種類
配当金の総額

（千円）

１株当たり

配当額

（円）

基準日 効力発生日

平成18年６月20日

定時株主総会
普通株式 101,150 20  平成18年３月31日  平成18年６月20日

（中間キャッシュ・フロー計算書関係）

前中間会計期間
（自　平成17年４月１日
至　平成17年９月30日）

当中間会計期間
（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

前事業年度
（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中間期末残高と中

間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９月30日現在）

※　現金及び現金同等物の中間期末残高と中

間貸借対照表に掲記されている科目の金

額との関係

（平成18年９月30日現在）

※　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18年３月31日現在）

 （千円）

現金及び預金勘定 1,756,705

預入期間が３ヶ月を

超える定期預金
△187,771

現金及び現金同等物 1,568,934

 （千円）

現金及び預金勘定 1,954,878

預入期間が３ヶ月を

超える定期預金
△190,609

現金及び現金同等物 1,764,269

 （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
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①　リース取引

項目
前中間会計期間

（自　平成17年４月１日
至　平成17年９月30日）

当中間会計期間
（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

前事業年度
（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

当額及び中間期末残高相当額

 
取得価額
相当額
（千円）

減価償
却累計
額相当
額
（千円）

減損損
失累計
額相当
額
（千円）

中間期
末残高
相当額
（千円）

器具備
品

1,193,647 619,596 7,665 566,386

ソフト
ウェア

21,240 9,558 － 11,682

合計 1,214,887 629,154 7,665 578,068

(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

当額及び中間期末残高相当額

 
取得価額
相当額
（千円）

減価償
却累計
額相当
額
（千円）

減損損
失累計
額相当
額
（千円）

中間期
末残高
相当額
（千円）

器具備
品

1,076,612 668,729 5,584 402,298

ソフト
ウェア

21,240 13,806 － 7,434

合計 1,097,852 682,535 5,584 409,732

(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）

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)未経過リース料中間期末残高相当額

等

(2)未経過リース料中間期末残高相当額

等

(2）未経過リース料期末残高相当額等

 １年内 234,504千円

１年超 359,736千円

合計 594,241千円

リース資産減
損勘定の残高

7,665千円

１年内     189,748千円

１年超 226,766千円

合計     416,515千円

リース資産減
損勘定の残高

     5,584千円

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)当中間期の支払リース料、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

(3)当中間期の支払リース料、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

(3）当期の支払リース料、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 138,463千円

リース資産減損
勘定の取崩額 

 2,790千円

減価償却費相当
額

134,661千円

支払利息相当額 4,895千円

減損損失  10,455千円

支払リース料 121,070千円

リース資産減損
勘定の取崩額 

3,463千円

減価償却費相当
額

 116,359千円

支払利息相当額  3,892千円

減損損失  4,251千円

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

(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

(5）利息相当額の算定方法

同左
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②　有価証券

（前中間会計期間）（平成17年９月30日現在）

該当事項はありません。

（当中間会計期間）（平成18年９月30日現在）

該当事項はありません。

（前事業年度）（平成18年３月31日現在）

該当事項はありません。

③　デリバティブ取引

（前中間会計期間）（自　平成17年４月１日　至　平成17年９月30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しておりません。

（当中間会計期間）（自　平成18年４月１日　至　平成18年９月30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しておりません。

（前事業年度）（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しておりません。

④　持分法損益等

（前中間会計期間）（自　平成17年４月１日　至　平成17年９月30日）

　該当事項はありません。

（当中間会計期間）（自　平成18年４月１日　至　平成18年９月30日）

　該当事項はありません。

（前事業年度）（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。
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５．区分別売上高比較

区分

前中間会計期間
（自　平成17年４月１日
至　平成17年９月30日）

当中間会計期間
（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

前事業年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
前期比
（％）

美容施術 6,346,975 90.5 6,168,400 90.4 12,672,525 90.4

商品 648,340 9.3 630,090 9.2 1,292,976 9.2

その他 14,738 0.2 27,761 0.4 51,600 0.4

合計 7,010,054 100.0 6,826,252 100.0 14,017,103 100.0
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