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１．平成19年３月期の業績（平成18年４月１日～平成19年３月31日）

(1）経営成績 （％表示は対前期増減率）

売上高 営業利益 経常利益 当期純利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

19年３月期 13,602 △3.0 625 9.7 621 12.4 269 138.8

18年３月期 14,017 0.6 570 － 553 － 112 －

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

自己資本
当期純利益率

総資産
経常利益率

売上高
営業利益率

円 銭 円 銭 ％ ％ ％

19年３月期 53.34 － 6.0 7.0 4.6

18年３月期 22.33 － 2.6 6.0 4.1

（参考）持分法投資損益 19年３月期 －百万円 18年３月期 －百万円

(2）財政状態

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

19年３月期 8,836 4,566 51.7 902.91

18年３月期 8,908 4,397 49.4 869.56

（参考）自己資本 19年３月期 4,566百万円 18年３月期 －百万円

(3）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

19年３月期 641 △434 △462 1,417

18年３月期 764 △51 △802 1,673

２．配当の状況

 １株当たり配当金 配当金総額
(年間)

配当性向
純資産
配当率（基準日） 中間期末 期末 年間

円 銭 円 銭 円 銭 百万円 ％ ％

18年３月期 － 20.00 20.00 101 89.5 2.3

19年３月期 － 22.00 22.00 111 41.2 2.5

20年３月期（予想） － 22.00 22.00 － 42.8 －

３．平成20年３月期の業績予想（平成19年４月１日～平成20年３月31日）

（％表示は、通期は対前期、中間期は対前年中間期増減率）

売上高 営業利益 経常利益 当期純利益
１株当たり
当期純利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 円 銭

中間期 6,780 △0.7 310 2.0 300 △0.4 80 △38.3 15.81

通期 14,000 2.9 710 13.6 690 11.0 260 △3.6 51.40

－ 1 －



４．その他

(1）重要な会計方針の変更

①　会計基準等の改正に伴う変更　有

②　①以外の変更　　　　　　　　無

（注）詳細は、19ページ「会計処理方法の変更」をご覧ください。

(2）発行済株式数（普通株式）

①　期末発行済株式数（自己株式を含む） 19年３月期 5,100,000株 18年３月期 5,100,000株

②　期末自己株式数 19年３月期 42,500株 18年３月期 42,500株

（注）１株当たり当期純利益の算定の基礎となる株式数については、28ページ「１株当たり情報」をご覧ください。

※　業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項

   （将来に関する記述等についてのご注意）

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３ページをご参照下さい。
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１．経営成績
(1）経営成績に関する分析

（当期の経営成績）

　当事業年度におけるわが国経済は、企業収益の拡大を背景とした民間設備投資の増加や雇用環境の改善などに

より、全般的には底堅く緩やかな景気回復基調でありました。しかしながら、個人消費の拡大は限定的であり、

個人所得が伸び悩む一般家庭では回復の実感が伴わない状況が依然続いております。

　美容業界におきましては、美容室数の増加による過当競争が一段と激化したのに加え、長梅雨・暖冬といった

天候不順の影響もあり、経営環境は一層厳しい状況で推移いたしました。

　このような状況の下、当社は、お客様の心に響き、記憶に残る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の強化（顧客の固定化、客単価アップ等）を推進し、更には既存店の一層

の充実と効率的な経営による本格的な業績の回復に努めてまいりました。

　営業面では、お客様へのヘアスタイル提案として、「お客様の選んだ人気№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、「私、変わる。」と題し、女性のなりたい「キュート」「セレブ」「スイー

ト」「グラマラス」等のイメージに、パーマ・ヘアカラー・メイクアップによりイメージチェンジができる提案

を行いました。

　下期には、お客様に対して当社が提供する、「カウンセリング」から「美容施術」そして「サービス」までの

当社独自のオペレーションシステムやメニューを含め『ＴＡＹＡのビューティシステム』としてチラシ等で配布、

また、低価格サロンのＳｈａｍｐｏｏブランドのコンセプトである「早い・安い・安心」が実現できる理由を店

頭に掲示し、当社の特徴をお客様にアピールしてまいりました。

　教育面では、基本テクニックである「カット」について、新たな教育ツールとノウハウを開発し、正確かつ早

期の習得を可能にいたしました。また、「接客接遇」「顧客満足度」を追求するため、社内外の講師によるセミ

ナーを開催し教育・指導を続けてまいりました。

　店舗施策といたしましては、２年振りの新規出店として「TAYA阿佐ヶ谷店」「TAYA船橋店」「TAYA流山おおた

かの森SC店」の３店舗を開設し、美容室６店舗の改装と、美容室１店舗のブランド転換及び65店舗のファザード

変更を実施いたしました。一方で、インショップ店舗の美容室３店舗を館の閉鎖等により閉鎖いたしました。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店舗となりました。（店舗数は、前事業年

度末と同数であります。）

　これらの施策により、顧客の来店周期は短縮し、客単価は上昇いたしましたが、夏以降の消費減速や業界内の

競争激化により、新規客の獲得および来店歴の浅い浮動客層の顧客化が厳しい状況であり入客数が減少し、既存

店売上は前期比1.3％減と不本意な結果で終わりました。

　しかしながら、美容師の適正人員配置、技術ランクアップによる生産性向上や、ムダな経費の削減等により、

収益体質への改善に努めてまいりました。

　この結果、売上高は13,602百万円（前期比3.0％減）と減収となりましたが、経常利益は621百万円（前期比

12.4％増）、当期純利益は269百万円（前期比138.8％増）と増益となりました。

 

（次期の見通し）

　次事業年度の国内経済は、企業収益の改善を背景に回復基調が続くものと思われますが、個人消費は弱含みの

まま推移するものと予想されます。

　美容業界も、一層の競争激化により、勝ち組・負け組など市場が淘汰されていくと共に、異業種からの参入や

業務提携など業界にとって大きな変化の時代に入っていくものと考えられます。

　このような状況の下、当社は、当期に展開した「こころの向上運動」に続き、美容業の本義である「技の向上」

をテーマに、美容師一人ひとりのテクニックの向上を最重点項目とし、ヘアデザインを通してお客様に満足とい

う「心のデザイン」を提供することで、お客様の進化する要求・期待に応え、信頼を獲得してまいります。

　また、更なる効率経営に邁進し、本部各機能を駆使して店舗の収益性を高め、企業価値の増大化を図り、今後

の拡大成長に向けての経営基盤構築に努めていく所存であります。

　店舗施策につきましても、新規出店を本格的に再開し、既存店舗の改装やスクラップアンドビルドも実施して

まいります。一方で、賃借している建物の老朽化や耐震化による建替えにより、閉鎖を余儀なくされる店舗など

もあり、固定資産の除却等が当期より増加する見込みであります。

　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20年３月期業績予想）

売上高　　　　　 14,000 百万円　（前期比　　2.9 ％増）

営業利益　　　　　　710 百万円　（前期比　 13.6 ％増）

経常利益　　　　　　690 百万円　（前期比　 11.0 ％増）

当期純利益　　　　　260 百万円　（前期比　  3.6 ％減）
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(2）財政状態に関する分析

 ①資産、負債及び純資産の状況

　当事業年度末の総資産は8,836百万円となり、前期末比72百万円の減少となりました。

　流動資産の残高は2,828百万円（前期末比33百万円減少）、固定資産の残高は6,007百万円（前期末比39百万円

減少）となりました。主な増加は、売掛金の増加56百万円であり、主な減少は、減価償却等による有形固定資産

の減少49百万円であります。

　当事業年度末の負債総額は4,270百万円となり、前期末比240百万円の減少となりました。

　流動負債の残高は2,732百万円（前期末比212百万円増加）、固定負債の残高は1,537百万円（前期末比453百万

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45百万円と、未払法

人税等の増加59百万円があり、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減少405百万円であり

ます。

　当事業年度末の純資産は4,566百万円となり、前期末比168百万円の増加となりました。以上の結果、自己資本

比率は前期末の49.4％から51.7％に増加いたしました。

 

②キャッシュ・フローの状況 

　当事業年度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255百万円減少し、1,417

百万円となりました。

　また、当事業年度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）

　当事業年度において、営業活動の結果得られた資金は641百万円（前年同期比123百万円の減少）となりました。

これは主に、税引前当期純利益が574百万円になったものの、固定資産除却損は27百万円（前年同期は228百万円）

にとどまり、法人税等の支払は254百万円（前年同期の支払は130百万円）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）

　当事業年度において、投資活動の結果使用した資金は434百万円（前年同期比383百万円の増加）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86百万円（前年同期の回収は246百万円）あったものの、定期預

金の預入れによる支出545百万円（前年同期279百万円）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）

　当事業年度において、財務活動の結果使用した資金は462百万円（前年同期比339百万円の減少）となりました。

これは主に、長短借入金の純減額180百万円（前年同期は純減額495百万円）があったことによるものであります。

 

（参考）キャッシュ・フロー関連指標の推移

第31期
17年３月期

第32期
18年３月期

第33期
19年３月期

自己資本比率（％） 45.8 49.4 51.7

時価ベースの自己資本比率（％） 46.6 60.2 56.0

キャッシュ・フロー対有利子負債比率（％） 11.5 3.4 3.4

インタレスト・カバレッジ・レシオ（倍） 6.2 20.5 18.4

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

キャッシュ・フロー対有利子負債比率：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（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。
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(3）利益配分に関する基本方針及び当期・次期の配当

　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。

　こうした方針のもと、当期の配当金は、１株当たり普通配当22円（前年比２円増配）を予定しております。ま

た、次期につきましては、当期純利益は減少する見込みではありますが、配当予想額は、１株当たり普通配当22

円を予定しております。

 

(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。

 

２．企業集団の状況
　最近の有価証券報告書（平成18年６月21日提出）における「事業系統図（事業の内容）」から重要な変更が

ないため開示を省略いたします。
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３．経営方針
(1）会社の経営の基本方針

　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）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自己資本当期純利益率　・・・　15％　　　　（当期実績　  6.0％）

   ②売上高経常利益率　・・・・・　10％　　　　（当期実績  　4.6％）

   ③１株当たり当期純利益　・・・ 150円　　　  （当期実績　53.34円）

 

(3）中長期的な会社の経営戦略

 当社は、経営の基本方針に基づく、中期経営計画「TAYA-Solid 2010」（平成19年５月７日公表）をもとに、経営

上の課題に取り組み、その達成に向けて推進してまいります。

中期経営計画「TAYA-Solid 2010」の概要は以下の通りであります

基本方針

　(1)収益体質の強化を図り、利益に着目した成長戦略へ転換する。

　(2)エリア戦略を中心とした店舗展開を推進する。

　(3)資本効率を高め、企業価値向上を実現する。

以上により、業界におけるリーディングカンパニーの地位を確固たるものとし、長期的成長の礎を築きます。

中期経営目標

 （目標年度 : 平成22年３月期）

   　売上高 　 　16,200百万円 （100.0％）

　 　営業利益　　 1,230百万円 　（7.6％）

　 　経常利益 　　1,190百万円 　（7.3％）

　　 当期純利益 　　550百万円 　（3.4％）

　　 ＥＰＳ　　　　 108円

主な取り組み政策

  (1)人事政策および教育政策

     ①「デザイナーの質的量的確保」

     ②「効率人事の徹底」

  (2)営業政策

     ①「個性豊かな個別化の推進」

  (3)店舗政策

     ①「効率的な店舗拡大」

  (4)コーポレート改革政策

     ①「収益力の向上」

     ②「社会的責任の実行」

 

(4）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。

 

(5）その他、会社の経営上重要な事項

該当事項はありません。
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４．財務諸表
(1）貸借対照表

前事業年度
（平成18年３月31日）

当事業年度
（平成19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 1,866,479 1,818,070  

２．売掛金 526,681 583,359  

３．商品 64,804 83,183  

４．美容材料 56,633 52,587  

５．貯蔵品 34,763 30,487  

６．前払費用 115,274 135,654  

７．繰延税金資産 101,573 103,810  

８．未収入金 97,582 －  

９．その他 1,582 24,070  

貸倒引当金 △3,324 △2,406  

流動資産合計 2,862,051 32.1 2,828,817 32.0 △33,233

Ⅱ　固定資産  

(1)有形固定資産  

１．建物 ※１ 3,457,298 3,559,667  

減価償却累計額 1,369,374 2,087,923 1,518,933 2,040,734  

２．構築物 16,656 16,656  

減価償却累計額 7,875 8,781 9,083 7,573  

３．器具備品 64,606 64,116  

減価償却累計額 59,462 5,143 60,047 4,068  

４．土地 ※１ 1,377,828 1,377,828  

有形固定資産合計 3,479,677 39.1 3,430,205 38.8 △49,472

(2）無形固定資産  

１．ソフトウェア 4,826 3,324  

２．その他 30,097 30,097  

無形固定資産合計 34,924 0.4 33,422 0.4 △1,501
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前事業年度
（平成18年３月31日）

当事業年度
（平成19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）

(3)投資その他の資産  

１．出資金 126 136  

２．従業員長期貸付金 4,044 2,561  

３．破産更生債権等 11,650 11,650  

４．長期前払費用 41,215 30,479  

５．繰延税金資産 136,897 146,018  

６．敷金保証金 ※１ 2,304,626 2,321,915  

７．会員権 10,190 10,190  

８．その他 35,221 32,881  

貸倒引当金 △11,866 △11,795  

投資その他の資産合
計

2,532,104 28.4 2,544,036 28.8 11,931

固定資産合計 6,046,706 67.9 6,007,664 68.0 △39,041

資産合計
8,908,757 100.0 8,836,481 100.0 △72,275

 

（負債の部）  

Ⅰ　流動負債  

１．支払手形 399,836 429,616  

２．買掛金 82,218 80,885  

３．短期借入金 ※１ 107,800 153,001  

４．１年以内返済予定長
期借入金

※１ 325,890 348,937  

５．１年以内償還予定社
債

 180,000 180,000  

６．未払金 356,075 351,507  

７．未払費用 547,538 589,716  

８．未払法人税等 200,225 259,412  

９．未払消費税等 94,858 81,513  

10．預り金 35,847 78,548  

11．前受収益 1,212 1,187  

12．賞与引当金 188,534 178,090  

流動負債合計 2,520,036 28.3 2,732,417 30.9 212,381
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前事業年度
（平成18年３月31日）

当事業年度
（平成19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）

Ⅱ　固定負債  

１．社債  490,000 310,000  

２．長期借入金 ※１ 912,181 663,244  

３．退職給付引当金 253,997 270,060  

４．長期未払金 329,920 292,603  

５．その他 4,795 1,684  

固定負債合計 1,990,894 22.3 1,537,592 17.4 △453,302

負債合計 4,510,930 50.6 4,270,012 48.3 △240,918

 

（資本の部）  

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

Ⅱ　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 － － △1,702,245

Ⅲ　利益剰余金  

１．利益準備金 66,920 －  

２．任意積立金  

（1）別途積立金 860,000 －  

３．当期未処分利益 406,859 －  

利益剰余金合計 1,333,779 15.0 － － △1,333,779

Ⅳ　自己株式 ※４ △118,377 △1.3 － － 118,377

資本合計 4,397,826 49.4 － － △4,397,826

負債資本合計 8,908,757 100.0 － － △8,908,757
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前事業年度
（平成18年３月31日）

当事業年度
（平成19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）

（純資産の部）         

Ⅰ　株主資本         

１．資本金   － －  1,480,180 16.7 1,480,180

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 19.3 1,702,245

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  －   575,504    

利益剰余金合計   － －  1,502,424 17.0 1,524,424

４．自己株式   － －  △118,377 △1.3 △118,377

株主資本合計   － －  4,566,471 51.7 4,566,471

純資産合計   － －  4,566,471 51.7 4,566,471

負債純資産合計   － －  8,836,481 100.0 8,836,481
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(2）損益計算書

前事業年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

当事業年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19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  

１．美容施術売上高 12,672,525 12,220,605  

２．商品売上高 1,292,976 1,296,152  

３．その他の売上高 51,600 14,017,103 100.0 85,797 13,602,555 100.0 △414,547

Ⅱ　売上原価  

１．美容施術売上原価 11,464,139 10,888,439  

２．商品売上原価 568,419 578,531  

３．その他の売上原価 21,676 12,054,235 86.0 64,801 11,531,772 84.8 △522,462

売上総利益 1,962,867 14.0 2,070,782 15.2 107,914

Ⅲ　販売費及び一般管理費 ※１ 1,392,774 9.9 1,445,588 10.6 52,814

営業利益 570,093 4.1 625,194 4.6 55,100

Ⅳ　営業外収益  

１．受取利息 515 2,001  

２．不動産賃貸料収入 14,900 13,492  

３．その他 27,101 42,516 0.3 29,171 44,664 0.3 2,148

Ⅴ　営業外費用  

１．支払利息 37,697 31,618  

２．社債利息 4,561 4,100  

３．不動産賃貸費用 9,862 7,496  

４．その他 7,282 59,403 0.5 4,747 47,962 0.3 △11,440

経常利益 553,206 3.9 621,896 4.6 68,689

Ⅵ　特別利益  

１．退店補償収入益 15,814 －  

２．貸倒引当金戻入益 2,450 18,264 0.2 989 989 0.0 △17,275
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前事業年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

当事業年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19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）

Ⅶ　特別損失  

１．役員退職慰労金  － 11,500  

２．固定資産除却損 ※２ 228,283 27,259  

３．減損損失 ※３ 33,372 261,655 1.9 10,055 48,815 0.4 △212,840

税引前当期純利益 309,815 2.2 574,070 4.2 264,254

法人税、住民税及び
事業税

171,133 315,632  

法人税等調整額 25,716 196,849 1.4 △11,357 304,275 2.2 107,425

当期純利益 112,966 0.8 269,794 2.0 156,828

前期繰越利益 293,893 －  

当期未処分利益 406,859 －  
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(3）株主資本等変動計算書

当事業年度（自　平成18年４月１日　至　平成19年３月31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

資本剰余
金合計

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 1,702,245 66,920 860,000 406,859 1,333,779 △118,377 4,397,826 4,397,826

事業年度中の変動額

剰余金の配当（注）      △101,150 △101,150  △101,150 △101,150

当期純利益      269,794 269,794  269,794 269,794

事業年度中の変動額合計
（千円）

－ － － － － 168,644 168,644 － 168,644 168,644

平成19年３月31日　残高
（千円）

1,480,180 1,702,245 1,702,245 66,920 860,000 575,504 1,502,424 △118,377 4,566,471 4,566,471

（注）　平成18年６月20日の定時株主総会における利益処分項目であります。
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(4）キャッシュ・フロー計算書

前事業年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

当事業年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

対前年比

区分
注記
番号

金額（千円） 金額（千円）
増減

（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 309,815 574,070  

減価償却費 228,465 214,665  

減損損失 33,372 10,055  

賞与引当金の増加額（減少額） 31,820 △10,443  

退職給付引当金の増加額 22,169 16,062  

貸倒引当金の減少額 △2,450 △989  

受取利息 △515 △2,001  

支払利息 37,697 31,618  

固定資産除却損 228,283 27,259  

退店補償収入益 △15,814 －  

売上債権の減少額（増加額） 19,915 △56,678  

たな卸資産の減少額（増加額） 27,560 △10,056  

仕入債務の増加額 33,492 33,172  

未払消費税等の増加額（減少額） 26,766 △13,345  

その他 △48,325 116,117  

小計 932,253 929,507 △2,745

利息の受取額 513 1,592  

利息の支払額 △37,343 △34,926  

法人税等の支払額 △130,789 △254,621  

営業活動によるキャッシュ・フロー 764,634 641,551 △123,082
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前事業年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

当事業年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

対前年比

区分
注記
番号

金額（千円） 金額（千円）
増減

（千円）

Ⅱ　投資活動によるキャッシュ・フロー  

定期預金の預入れによる支出 △279,183 △545,378  

定期預金の払出しによる収入 263,334 337,820  

有形固定資産の取得による支出 △288,953 △261,464  

敷金・保証金の支払による支出 △5,629 △43,712  

敷金・保証金の回収による収入 246,705 86,949  

その他 12,157 △9,021  

投資活動によるキャッシュ・フロー △51,568 △434,805 △383,237

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 490,000 691,000  

短期借入金の返済による支出 △470,503 △645,799  

長期借入れによる収入 120,000 100,000  

長期借入金の返済による支出 △634,538 △325,890  

社債の償還による支出 △180,000 △180,000  

配当金の支払額 △127,188 △102,023  

財務活動によるキャッシュ・フロー △802,229 △462,712 339,516

 Ⅳ　現金及び現金同等物の減少額 △89,163 △255,967 △166,803

Ⅴ　現金及び現金同等物の期首残高 1,762,813 1,673,649 △89,163

Ⅵ　現金及び現金同等物の期末残高 ※ 1,673,649 1,417,682 △255,967
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(5）利益処分計算書

前事業年度
株主総会承認日

（平成18年６月20日）

区分
注記
番号

金額（千円）

Ⅰ　当期未処分利益 406,859

Ⅱ　利益処分額

１．配当金 101,150 101,150

Ⅲ　次期繰越利益 305,709
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重要な会計方針

項目
前事業年度

（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

当事業年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19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．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17年４月１日
至　平成18年３月31日）

当事業年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19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

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

(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

６．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

７．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17年４月１日

至　平成18年３月31日）

当事業年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19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。　

──────

──────  （貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準）

 　当事業年度より、「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4,566,471千

円であります。

　なお、当事業年度における貸借対照表の純資産の部につ

いては、財務諸表等規則の改正に伴い、改正後の財務諸表

等規則により作成しております。

表示方法の変更

前事業年度
（自　平成17年４月１日

至　平成18年３月31日）

当事業年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

（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。

（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22,686千円)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」に含めて表示しております。
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注記事項

（貸借対照表関係）

前事業年度
（平成18年３月31日）

当事業年度
（平成19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       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

建物 553,040千円

土地     1,317,838千円

敷金保証金   408,041千円

計 2,278,920千円

(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      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

短期借入金      153,001千円

長期借入金

（１年以内返済予定長期

借入金を含む）

 1,012,181千円

計     1,165,182千円

※２．授権株式数及び発行済株式総数 ※２．　　　　　　　　──────

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
     19,672千円

社員独立支援制度に基

づく元社員への保証
34,756千円

※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．　　　　　　　　──────
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（損益計算書関係）

前事業年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

当事業年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19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。

※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6.7％であり、一般管理費に属する

費用のおおよその割合は93.3％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。

広告宣伝費 77,836千円

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

旅費交通費       62,082千円

減価償却費       25,629千円

広告宣伝費       96,746千円

役員報酬     162,348千円

給与・賞与     561,715千円

賞与引当金繰入額     28,698千円

退職給付費用        7,766千円

福利費       90,097千円

旅費交通費 53,729千円

減価償却費      24,164千円

※２．固定資産除却損 ※２．固定資産除却損

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

建物   22,660千円

原状回復費   1,123千円

その他    3,476千円

合計      27,259千円

※３．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。

※３．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

さいたま市

大宮区
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。
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（株主資本等変動計算書関係）

当事業年度（自平成18年４月１日　至平成19年３月31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
（株）

当事業年度増加株式
数（株）

当事業年度減少株式
数（株）

当事業年度末株式数
（株）

発行済株式

普通株式 5,057,500 － － 5,057,500

合計 5,057,500 － － 5,057,500

自己株式

普通株式 42,500 － － 42,500

合計 5,100,000 － － 5,100,000

２．新株予約権及び自己新株予約権に関する事項

 　　該当事項はありません。

３．配当に関する事項

(1）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21日

(2）基準日が当期に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌期となるもの

　　次のとおり、決議を予定しております。

決議
株式の種類

配当金の総額
（千円）

配当の原資
１株当たり配
当額（円）

基準日 効力発生日

平成19年６月19日

定時株主総会
普通株式 111,265  利益剰余金 22 平成19年３月31日 平成19年６月20日
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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17年４月１日
至　平成18年３月31日）

当事業年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19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18年３月31日現在） （平成19年３月31日現在）

 （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

 （千円）

現金及び預金勘定 1,818,070

預入期間が３ヶ月を超える定期預金 △400,387

現金及び現金同等物 1,417,682
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（リース取引関係）

前事業年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

当事業年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19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、減損損失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）

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

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 960,750 595,633 1,639 363,477

ソフトウェア 21,240 15,930 - 5,310

合計 981,990 611,563 1,639 368,787

(2）未経過リース料期末残高相当額等

 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等

 未経過リース料期末残高相当額

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

１年内      165,490千円

１年超      211,228千円

合計      376,718千円

 リース資産減損勘定の残高      1,639千円

(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

(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      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

支払リース料 231,833千円

リース資産減損勘定の取崩額  7,332千円

減価償却費相当額   222,763千円

支払利息相当額      7,854千円

減損損失 4,175千円

(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

（有価証券関係）

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。

当事業年度（平成19年３月31日現在）

該当事項はありません。
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（デリバティブ取引関係）

前事業年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

当事業年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

１．取引の状況に関する事項

 (1）取引の内容

　当社の利用しているデリバティブ取引は、金利ス

ワップ取引であります。

１．取引の状況に関する事項

(1）取引の内容

同左

(2）取引に対する取組方針

　当社のデリバティブ取引は、金利の変動によるリ

スク回避を目的としており、投機的な取引は行わな

い方針であります

(2）取引に対する取組方針

同左

(3）取引の利用目的

　当社は借入金の一部について、金利スワップ取引

を行うことで、あらかじめ金利を確定することによ

り、将来の金利変動に伴うリスクを回避し、利益計

画の安定を図ることを目的としております。

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。

②　ヘッジ手段と対象

ヘッジ手段

　金利スワップ

ヘッジの対象

　借入金

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。

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。

(3）取引の利用目的

同左

(4）取引に係るリスクの内容

　スワップ取引は市場金利の変動によるリスクを有

しております。

 なお、取引先は高格付けを有する金融機関に限定

しているため、信用リスクはほとんどないと認識し

ております。

(4）取引に係るリスクの内容

同左

(5）取引に係るリスク管理体制

デリバティブ取引の執行・管理については、社内

ルールに従い、経理部門が取締役会の承認を得て

行っております。

(5）取引に係るリスク管理体制

同左

２．取引の時価等に関する事項

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

２．取引の時価等に関する事項

同左
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（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18年３月31日）

当事業年度
（平成19年３月31日）

退職給付債務

(1）退職給付債務（千円） △253,997 △270,060

(2）退職給付引当金（千円） △253,997 △270,060

３．退職給付費用の内訳

前事業年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

当事業年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

退職給付費用（千円） 59,163 61,796

(1）勤務費用（千円） 50,957 53,010

(2）利息費用（千円） 4,636 5,079

(3）数理計算上の差異の費用処理額（千円） 3,569 3,706

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18年３月31日）

当事業年度
（平成19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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（税効果会計関係）

前事業年度
（平成18年３月31日）

当事業年度
（平成19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）

 

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）

 

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

賞与引当金否認 72,465

減損損失 11,068

未払事業税否認 23,934

退職給付引当金否認 109,887

その他 32,473

繰延税金資産合計 249,828

繰延税金資産の純額 249,828

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：％）

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

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：％）

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 1.9

住民税均等割 10.3

その他 0.1

税効果会計適用後の法人税等の負担率 53.0

（持分法損益等）

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。

当事業年度（自平成18年４月１日　至平成19年３月31日）

　該当事項はありません。

（関連当事者との取引）

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。

当事業年度（自平成18年４月１日　至平成19年３月31日）

　該当事項はありません。

（ストック・オプション等関係）

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。

当事業年度（自平成18年４月１日　至平成19年３月31日）

　該当事項はありません。
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（１株当たり情報）

項目
前事業年度

（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

当事業年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

１株当たり純資産額（円） 869.56 902.91

１株当たり当期純利益金額（円） 22.33 53.34

潜在株式調整後１株当たり当期純利益金

額

　なお、潜在株式調整後1株当たり当

期純利益金額については、希薄効果

を有している潜在株式が存在しない

ため記載しておりません。　

　なお、潜在株式調整後1株当たり当

期純利益金額については、潜在株式

が存在しないため記載しておりませ

ん。　

　（注）　１株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

前事業年度
(自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日)

当事業年度
(自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日)

当期純利益（千円） 112,966 269,794

普通株主に帰属しない金額（千円） － －

普通株式に係る当期純利益（千円） 112,966 269,794

期中平均株式数（千株） 5,057 5,057

（重要な後発事象）

　該当事項はありません。
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５．その他
(1）役員の異動

 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（平成19年６月19日付予定）

 　１．新任取締役候補

　　　　該当事項はありません。

 　２．退任予定取締役

　　　　該当事項はありません。

　 ３．新任監査役候補

　　　　監査役（非常勤）　高橋　順子　（現　税理士）　　

　　　　（注）監査役候補者　高橋順子氏は社外監査役の候補者であります。

 　４．退任予定監査役

　　　　監査役（非常勤）　高橋　雄三

　　　　（注）監査役　高橋雄三氏は社外監査役であります。

 

 

(2）その他

 区分別売上高比較

区分

前事業年度
自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日

当事業年度
自　平成18年４月１日
至　平成19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 12,672,525 90.4 12,220,605 89.9 △451,919

商品 1,292,976 9.2 1,296,152 9.5 3,175

その他 51,600 0.4 85,797 0.6 34,196

合計 14,017,103 100.0 13,602,555 100.0 △414,547
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