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１．平成19年９月中間期の業績（平成19年４月１日～平成19年９月30日）

(1）経営成績 （％表示は対前年中間期増減率）

売上高 営業利益 経常利益 中間（当期）純利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

19年９月中間期 6,780 △0.7 300 △1.1 300 △0.2 122 △5.4

18年９月中間期 6,826 △2.6 304 79.7 301 87.9 129 －

19年３月期 13,602 － 625 － 621 － 269 －

 
 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 

円 銭 円 銭

19年９月中間期 24.25 －

18年９月中間期 25.62 －

19年３月期 53.34 －

（参考）持分法投資損益 19年９月中間期 －百万円 18年９月中間期 －百万円 19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９月中間期 8,676 4,577 52.8 905.16

18年９月中間期 8,929 4,426 49.6 875.19

19年３月期 8,836 4,566 51.7 902.91

（参考）自己資本 19年９月中間期 4,577百万円 18年９月中間期 4,426百万円 19年３月期 4,566百万円

(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９月中間期 253 △160 △197 1,313

18年９月中間期 312 △88 △133 1,764

19年３月期 641 △434 △462 1,417

２．配当の状況

 １株当たり配当金

（基準日） 中間期末 期末 年間

円 銭 円 銭 円 銭

19年３月期 － 22.00 22.00

20年３月期 0.00 －
22.00

20年３月期（予想） － 22.00

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）

（％表示は対前期増減率）

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

通期 13,800 1.5 700 12.0 680 9.3 300 11.2 59.31

－ 1 －



４．その他

(1）中間財務諸表作成に係る会計処理の原則・手続、表示方法等の変更（中間財務諸表作成のための基本となる重要な

事項の変更に記載されるもの）

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、14ページ「中間財務諸表作成のための基本となる重要な事項」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９月中間期 5,100,000株 18年９月中間期 5,100,000株 19年３月期 5,100,000株

②　期末自己株式数 19年９月中間期 42,500株 18年９月中間期 42,500株 19年３月期 42,500株

（注）１株当たり中間（当期）純利益の算定の基礎となる株式数については、23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

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

当中間会計期間の経営成績

  当中間会計期間におけるわが国経済は、堅調な企業業績を背景に設備投資の増加や雇用情勢の改善が進み、回復基

調で推移いたしました。しかし、一方では原油価格の高騰やアメリカのサブプライム問題による金融不安等、先行き

に不透明感を残しております。また、個人消費は若干の向上が見られたものの、定率減税の廃止による税負担の増加

や、原料価格の上昇に伴う物価上昇懸念により、力強さに欠けた状態が継続しております。

  美容業界におきましても、過当競争の強まる中、長梅雨、7月の低温と8月の猛暑などの天候不順によるファッショ

ン関連消費の低迷の影響もあり、経営環境は依然厳しい状況で推移いたしました。

  このような状況の下、当社といたしましては、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、信頼の獲得に努めてまいりました。

  営業面では、Shampooブランドを除くデザイナーズブランドの美容室全店で、お客様の声を基に、すべての「パー

マ」「ヘアカラー」施術に無料でコラーゲンを施し、『ぷるぷるツヤやか弾む髪』の提供を開始いたしました。また、

Shampooブランドサロンでは、ゲームメーカーとのコラボレーションにより、お子様向けのヘアスタイルを開発し、夏

休みに合わせ７月に発売いたしました。

  店舗につきましては、東京・池袋に「TAYA池袋メトロポリタンプラザ店」を開設し、美容室３店舗の改装を行い、

一方で、美容室２店舗を閉鎖いたしました。また、賃借建物の建て替えに伴い「クレージュ・サロン・ボーテ広島本

通店」が６月より半年間の休業に入っており、当中間会計期間末現在の稼動店舗数は美容室142店舗、小売店舗1店舗

となりました。

  これらの施策により、顧客の来店周期は短縮いたしましたが、新規客の獲得に苦戦しており、既存店売上は前年同

期比1.0％減と不本意な結果で終わりました。

  この結果、売上高は6,780百万円（前年同期比0.7％減）となり、営業利益は300百万円（前年同期比1.1％減）、経

常利益は300百万円（前年同期比0.2％減）、中間純利益は122百万円（前年同期比5.4％減）となりました。

 

通期の見通し

  通期の見通しにつきましては、国内経済は、緩やかながら景気回復基調が続くものと予想されますが、個人消費は、

年金問題や増税等の不安もあり、本格的な回復については楽観視できない状況が続くものと思われます。美容業界に

おいても、競争激化による顧客争奪合戦が繰り広げられ、経営環境が一段と厳しさを増すものと予想されます。

  このような状況の下、当社は、更なる「技の向上」を追求し、お客様一人ひとりの期待にお応えできるメニューの

開発やサービスの提供を引き続き行い、顧客との信頼関係を強固なものとし、そこから派生する新たなお客様獲得に

努めてまいります。

  今春より提供しているコラーゲンプラスの「パーマ」「ヘアカラー」について、お客様への認知度や浸透度を高め、

その効果を実感していただくことにより定着化を進めるとともに、10月より基礎化粧品「トゥール・ザン・レール」

シリーズを発売し、ヘアだけでなくスキンケアを含めたトータルビューティの提案を新たに行ってまいります。また、

メンズスタイルの提案により、男性客の取り込み強化も図ってまいります。

  店舗につきましては、積極的な出店を指向しておりますが、都市部を中心とした地価上昇やファンドによる収益物

件の増加により、賃料の高騰や定期賃貸借契約の導入等で出店環境が大きく変化してきており、物件選定に時間を要

するものと思われます。

  以上の結果、当期業績の見通しは、売上高13,800百万円（前期比1.5％増）、営業利益700百万円（前期比12.0％増）、

経常利益680百万円（前期比9.3％増）、当期純利益300百万円（前期比11.2％増）となる見通しであります。

 

(2）財政状態に関する分析

 ①　資産、負債及び純資産の状況に関する分析

  当中間会計期間末の資産につきましては、総資産は8,676百万円となり、前期末と比較して159百万円の減少と

なりました。

  流動資産の残高は2,783百万円（前期末比45百万円減少）となりました。その主な原因は、未収入金60百万円の

増加があったものの長期借入金の返済、社債の償還等による現金及び預金の減少86百万円及び売掛金の減少29百

万円があったことによります。

  固定資産の残高は5,893百万円（前期末比114百万円減少）となりました。その主な原因は、減価償却等による

有形固定資産の減少89百万円及び店舗閉鎖に伴う敷金保証金の減少36百万円があったことによります。

  負債につきましては、負債総額は4,098百万円となり、前期末と比較して171百万円の減少となりました。

  流動負債の残高は2,796百万円（前期末比63百万円増加）となりました。その主な原因は、仕入債務39百万円、

季節資金の調達による短期借入金102百万円の増加があったものの未払法人税等84百万円の減少があったことによ
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ります。

  固定負債の残高は1,302百万円（前期末比235百万円減少）となりました。その主な原因は社債90百万円の償還、

長期借入金の減少105百万円、長期未払金の減少48百万円によるものです。

  純資産につきましては4,577百万円となり、前期末と比較して11百万円の増加となりました。

  これは、中間純利益122百万円の計上及び剰余金の配当による減少111百万円によるものであります。

②　キャッシュ・フローの状況に関する分析

　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104百万円減少し、

1,313百万円となりました。

　また、当中間会計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因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253百万円（前年同期比58百万円の減少）となりまし

た。これは主に、税引前中間純利益が268百万円になったものの、法人税等の支払229百万円（前年同期は170百万

円）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160百万円（前年同期比71百万円の減少）となりまし

た。これは主に、有形固定資産の取得111百万円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197百万円（前年同期比64百万円の減少）となりまし

た。これは主に、社債の償還90百万円（前年同期は同額）及び、配当金の支払が111百万円（前年同期は101百万

円）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

16年３月期 17年３月期 18年３月期 19年３月期
19年９月
中間期

自己資本比率（％） 50.4 45.8 49.4 51.7 52.8

時価ベースの自己資本比率（％） 51.1 46.6 60.2 56.0 50.7

キャッシュ・フロー対有利子負債比率（％） 55.7 11.5 3.4 3.4 3.9

インタレスト・カバレッジ・レシオ（倍） 1.3 6.2 20.5 18.4 14.3

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／キャッシュ・フロー

（中間期については、営業キャッシュ・フローを年額に換算するため２倍しております。）

インタレスト・カバレッジ・レシオ：キャッシュ・フロー／利払い

（注１）株式時価総額は自己株式を除く発行済株式数をベースに計算しております。

（注２）キャッシュ・フローは、営業キャッシュ・フローを利用しております。

（注３）有利子負債は貸借対照表（中間貸借対照表）に計上されている負債のうち利子を支払っている全ての負

債を対象としております。

(3）利益配分に関する基本方針及び当期の配当

  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、当期の配当金につきましては、財務状況や当期の業績等を総合的に勘案したうえで、株主の

皆様のご支援、ご期待にお応えするため、前期同様に年間1株当たり普通配当22円を予定しております。
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(4）事業等のリスク

　当社の経営成績、財政状態及び株価等に影響を及ぼす可能性のあるリスクには、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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２．企業集団の状況
　最近の有価証券報告書（平成19年６月20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

開示を省略しております。

 

 

３．経営方針
（１）会社の経営の基本方針、（２）目標とする経営指標、（３）中長期的な会社の経営戦略、

（４）会社の対処すべき課題

　平成19年３月期決算短信（平成19年５月７日開示）により開示を行った内容から重要な変更がないため開示を省略

しております。

当該決算短信は、次のＵＲＬからご覧いただくことができます。

（当社ホームページ）

http://www.taya.co.jp/tww/ir/tanshin.html

（東京証券取引所ホームページ（上場会社情報検索ページ））

http://www.tse.or.jp/listing/compsearch/index.html
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４．中間財務諸表
(1）中間貸借対照表

  
前中間会計期間末

（平成18年９月30日）
当中間会計期間末

（平成19年９月30日）
対前中間期

比
前事業年度の要約貸借対照表

（平成19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
（％）

増減
（千円）

金額（千円）
構成比
（％）

（資産の部）           

Ⅰ　流動資産           

１　現金及び預金  1,954,878   1,731,101   1,818,070   

２　売掛金  521,744   553,380   583,359   

３　たな卸資産  154,983   185,972   166,258   

４　繰延税金資産  98,019   94,995   103,810   

５　その他  176,524   219,726   159,725   

  　貸倒引当金  △2,167   △1,989   △2,406   

流動資産合計   2,903,983 32.5  2,783,188 32.1 △120,795  2,828,817 32.0

Ⅱ　固定資産           

１　有形固定資産 ※１          

(1）建物 ※２ 2,047,801   1,951,327   2,040,734   

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

(3）その他  12,663   11,180   11,642   

計  3,438,294   3,340,336   △97,957 3,430,205   

２　無形固定資産  34,285   33,645   △639 33,422   

３　投資その他の資産           

(1）繰延税金資産  141,446   154,390   146,018   

(2）敷金保証金 ※２ 2,328,234   2,284,995   2,321,915   

(3）その他  94,668   91,908   87,898   

　  貸倒引当金  △11,783   △11,754   △11,795   

計  2,552,566   2,519,540   △33,025 2,544,036   

固定資産合計   6,025,146 67.5  5,893,523 67.9 △131,622  6,007,664 68.0

資産合計   8,929,130 100.0  8,676,711 100.0 △252,418  8,836,481 100.0
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前中間会計期間末

（平成18年９月30日）
当中間会計期間末

（平成19年９月30日）
対前中間期

比
前事業年度の要約貸借対照表

（平成19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
（％）

増減
（千円）

金額（千円）
構成比
（％）

（負債の部）           

Ⅰ　流動負債           

１　支払手形  411,124   454,343   429,616   

２　買掛金  92,697   95,380   80,885   

３　短期借入金 ※２ 228,802   255,999   153,001   

４　１年以内返済予定
長期借入金

※２ 333,288   355,002   348,937   

５　１年以内償還予定
社債

 180,000   180,000   180,000   

６　未払金  367,563   301,830   351,507   

７　未払費用  573,567   586,115   589,716   

８　未払法人税等  176,789   174,902   259,412   

９　賞与引当金  182,974   180,006   178,090   

10　その他 ※４ 151,893   212,737   161,249   

流動負債合計   2,698,698 30.2  2,796,318 32.2 97,619  2,732,417 30.9

Ⅱ　固定負債           

１　社債  400,000   220,000   310,000   

２　長期借入金 ※２ 842,277   557,975   663,244   

３　退職給付引当金  256,724   277,028   270,060   

４　長期未払金  299,577   244,357   292,603   

５  その他  5,584   3,169   1,684   

固定負債合計   1,804,163 20.2  1,302,530 15.0 △501,632  1,537,592 17.4

負債合計   4,502,862 50.4  4,098,848 47.2 △404,013  4,270,010 48.3
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前中間会計期間末

（平成18年９月30日）
当中間会計期間末

（平成19年９月30日）
対前中間期

比
前事業年度の要約貸借対照表

（平成19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
（％）

増減
（千円）

金額（千円）
構成比
（％）

（純資産の部）

Ⅰ　株主資本       

１　資本金  1,480,180 16.6 1,480,180 17.1 － 1,480,180 16.7

２　資本剰余金  

(1）資本準備金 1,702,245 1,702,245 1,702,245

資本剰余金合計 1,702,245 19.1 1,702,245 19.6 － 1,702,245 19.3

３　利益剰余金  

(1）利益準備金 66,920 66,920 66,920

(2）その他利益剰余
金

別途積立金 860,000 860,000 860,000

繰越利益剰余金 435,300 586,895 575,504

利益剰余金合計  1,362,220 15.3 1,513,815 17.4 151,594 1,502,424 17.0

４　自己株式  △118,377 △1.4 △118,377 △1.3 － △118,377 △1.3

株主資本合計  4,426,268 49.6 4,577,862 52.8 151,594  4,566,471 51.7

純資産合計 4,426,268 49.6 4,577,862 52.8 151,594 4,566,471 51.7

負債純資産合計 8,929,130 100.0 8,676,711 100.0 △252,418 8,836,481 100.0
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(2）中間損益計算書

  
前中間会計期間

（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

当中間会計期間
（自　平成19年４月１日
至　平成19年９月30日）

対前中間期
比

前事業年度の要約損益計算書
（自　平成18年４月１日
至　平成19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
（％）

増減
（千円）

金額（千円）
百分比
（％）

Ⅰ　売上高   6,826,252 100.0  6,780,564 100.0 △45,687  13,602,555 100.0

Ⅱ　売上原価   5,780,211 84.7  5,743,545 84.7 △36,665  11,531,772 84.8

売上総利益   1,046,040 15.3  1,037,018 15.3 △9,021  2,070,782 15.2

Ⅲ　販売費及び一般管理
費

  741,979 10.9  736,213 10.9 △5,765  1,445,588 10.6

営業利益   304,061 4.4  300,804 4.4 △3,256  625,194 4.6

Ⅳ　営業外収益 ※１  20,932 0.3  24,300 0.4 3,368  44,664 0.3

Ⅴ　営業外費用 ※２  23,849 0.3  24,424 0.4 574  47,962 0.3

経常利益   301,143 4.4  300,680 4.4 △463  621,896 4.6

Ⅵ　特別利益 ※３  1,240 0.0  458 0.0 △782  989 0.0

Ⅶ　特別損失 ※４,６  24,776 0.3  32,889 0.5 8,112  48,815 0.4

税引前中間（当
期）純利益

  277,607 4.1  268,249 3.9 △9,357  574,070 4.2

法人税、住民税及
び事業税

 149,010   145,151    315,632   

法人税等調整額  △994 148,015 2.2 441 145,593 2.1 △2,422 △11,357 304,275 2.2

中間（当期）純利
益

  129,591 1.9  122,656 1.8 △6,934  269,794 2.0
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(3）中間株主資本等変動計算書

　前中間会計期間（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

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

中間会計期間中の変動額

剰余金の配当（注）      △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 1,702,245 66,920 860,000 435,300 1,362,220 △118,377 4,426,268 4,426,268

 (注) 平成18年６月の定時株主総会における利益処分項目であります。

　当中間会計期間（自 平成19年４月１日　至 平成19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

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

中間会計期間中の変動額

剰余金の配当      △111,265 △111,265  △111,265 △111,265

中間純利益      122,656 122,656  122,656 122,656

中間会計期間中の変動額合
計
（千円）

－ － － － － 11,391 11,391 － 11,391 11,391

平成19年９月30日　残高
（千円）

1,480,180 1,702,245 1,702,245 66,920 860,000 586,895 1,513,815 △118,377 4,577,862 4,577,862

　前事業年度の株主資本等変動計算書（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月の定時株主総会における利益処分項目であります。

㈱田谷（4679）　平成 20 年３月期　中間決算短信（非連結）

－ 11 －



(4）中間キャッシュ・フロー計算書

  

前中間会計期間

（自　平成18年４月１日

至　平成18年９月30日）

当中間会計期間

（自　平成19年４月１日

至　平成19年９月30日）

対前中間期比

前事業年度の要約キャッ

シュ・フロー計算書

（自　平成18年４月１日

至　平成19年３月31日）

区分
注記

番号
金額（千円） 金額（千円）

増減
(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  277,607 268,249 574,070

減価償却費  104,801 103,092 214,665

減損損失  10,055 14,746 10,055

賞与引当金の増加額（△減少

額）
 △5,560 1,916 △10,443

退職給付引当金の増加額  2,726 6,968 16,062

貸倒引当金の減少額  △1,240 △458 △989

受取利息  △479 △2,244 △2,001

支払利息  17,481 15,757 31,618

固定資産除却損  3,221 18,143 27,259

売上債権の減少額（△増加

額）
 5,486 29,978 △56,678

たな卸資産の減少額（△増加

額）
 1,218 △19,713 △10,056

仕入債務の増加額  8,078 36,016 33,172

その他  75,658 26,081 102,772

小計  499,056 498,533 △523 929,507

利息の受取額  392 2,279 1,592

利息の支払額  △16,801 △17,739 △34,926

法人税等の支払額  △170,551 △229,375 △254,621

営業活動によるキャッシュ・フ

ロー
 312,096 253,697 △58,398 641,551
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前中間会計期間

（自　平成18年４月１日

至　平成18年９月30日）

当中間会計期間

（自　平成19年４月１日

至　平成19年９月30日）

対前中間期比

前事業年度の要約キャッ

シュ・フロー計算書

（自　平成18年４月１日

至　平成19年３月31日）

区分
注記

番号
金額（千円） 金額（千円）

増減
(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  △238,457 △516,866 △545,378

定期預金払出しによる収入  240,678 499,632 337,820

有形固定資産の取得による支

出
 △124,699 △111,946 △261,464

敷金保証金の支払による支出  △26,432 △14,811 △43,712

敷金保証金の回収による収入  67,830 22,678 86,949

その他  △7,343 △38,740 △9,021

投資活動によるキャッシュ・フ

ロー
 △88,424 △160,054 △71,629 △434,805

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  396,000 460,000 691,000

短期借入金の返済による支出  △274,998 △357,002 △645,799

長期借入れによる収入  100,000 70,700 100,000

長期借入金の返済による支出  △162,506 △169,904 △325,890

社債の償還による支出  △90,000 △90,000 △180,000

配当金の支払額  △101,548 △111,640 △102,023

財務活動によるキャッシュ・フ

ロー
 △133,052 △197,846 △64,793 △462,712

Ⅳ　現金及び現金同等物の増加額（△

減少額）
 90,619 △104,202 △194,822 △255,967

Ⅴ　現金及び現金同等物の期首残高  1,673,649 1,417,682 △255,967 1,673,649

Ⅵ　現金及び現金同等物の中間期末

(期末)残高
※ 1,764,269 1,313,480 △450,789 1,417,682
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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18年４月１日
至　平成18年９月30日）

当中間会計期間
（自　平成19年４月１日
至　平成19年９月30日）

前事業年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19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）

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

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）

主な耐用年数

建物　　　８～６０年

器具備品　３～１０年

　なお、「定期賃貸借契約」に

よる建物については、耐用年数

を個別の定期賃貸借期間によっ

て償却しております。

（会計方針の変更）

　法人税法の改正に伴い、当中

間会計期間より、平成19年４月

１日以降に取得した有形固定資

産について、改正後の法人税法

に基づく減価償却の方法に変更

しております。なお、この変更

による損益への影響は軽微であ

ります。

（追加情報）

　法人税法改正に伴い、平成19

年３月31日以前に取得した資産

については、改正前の法人税法

に基づく減価償却の方法の適用

により取得価額の５％に到達し

た事業年度の翌事業年度より、

取得価額の５％相当額と備忘価

額との差額を５年間にわたり均

等償却し、減価償却費に含めて

計上しております。なお、この

変更による損益への影響は軽微

であります。

(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）

主な耐用年数

建物　　　８～６０年

器具備品　３～１０年

 (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
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項目
前中間会計期間

（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

当中間会計期間
（自　平成19年４月１日
至　平成19年９月30日）

前事業年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

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

当事業年度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。

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18年４月１日
至　平成18年９月30日）

当中間会計期間
（自　平成19年４月１日
至　平成19年９月30日）

前事業年度
（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。

　

　────── （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。
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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18年９月30日）
当中間会計期間末

（平成19年９月30日）
前事業年度末

（平成19年３月31日）

※１．有形固定資産の減価償却累計額      1,497,063千円            1,665,794千円         1,588,064千円

    

※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

         566,912千円

   1,317,838千円

       408,041千円

2,292,791千円

540,626千円

     1,317,838千円

     408,041千円

      2,266,506千円

553,040千円

1,317,838千円

408,041千円

2,278,920千円

(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

  228,802千円

1,175,565千円

1,404,367千円

         255,999千円

        912,977千円

      1,168,976千円

 153,001千円

1,012,181千円

 1,165,182千円

　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

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

      31,666千円

(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

34,756千円

※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 ─────
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（中間損益計算書関係）

項目
前中間会計期間

（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

当中間会計期間
（自　平成19年４月１日
至　平成19年９月30日）

前事業年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

※１．営業外収益のうち主要なもの    

受取利息 479千円    2,244千円          2,001千円

※２．営業外費用のうち主要なもの    

支払利息 15,537千円       15,757千円       31,618千円

※３．特別利益のうち主要なもの    

貸倒引当金戻入益 1,240千円      458千円      989千円

※４．特別損失のうち主要なもの    

固定資産除却損 3,221千円      18,143千円        27,259千円

減損損失       10,055千円             14,746千円       10,055千円

役員退職慰労金       11,500千円            ―         11,500千円

　５．減価償却実施額    

有形固定資産

無形固定資産

              103,863千円

938千円

                  102,086千円

   1,005千円

       212,763千円

     1,901千円

※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

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。

 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

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10,476千

円、リース資産4,269千円であり

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

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。

㈱田谷（4679）　平成 20 年３月期　中間決算短信（非連結）

－ 18 －



（中間株主資本等変動計算書関係）

前中間会計期間（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　 5,100 － － 5,100

合計 5,100 － － 5,100

 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21日

当中間会計期間（自　平成19年４月１日　至　平成19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　 5,100 － － 5,100

合計 5,100 － － 5,100

 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19年６月19日

定時株主総会
普通株式 111,265 22  平成19年３月31日  平成19年６月20日
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前事業年度（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
（千株）

当事業年度増加株式
数（千株）

当事業年度減少株式
数（千株）

当事業年度末株式数
（千株）

発行済株式

普通株式 5,100 － － 5,100

合計 5,100 － － 5,100

自己株式

普通株式 42 － － 42

合計 42 － － 42

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）基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの

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

（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18年４月１日
至　平成18年９月30日）

当中間会計期間
（自　平成19年４月１日
至　平成19年９月30日）

前事業年度
（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19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19年３月31日現在）

 （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 1,731,101

預入期間が３ヶ月を

超える定期預金
△417,621

現金及び現金同等物 1,313,480

 （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）

項目
前中間会計期間

（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

当中間会計期間
（自　平成19年４月１日
至　平成19年９月30日）

前事業年度
（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

775,898 466,537 8,555 300,805

ソフト
ウェア

21,240 18,054 － 3,186

合計 797,138 484,591 8,555 303,991

(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

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

  未経過リース料中間期末残高相当額

 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

 未経過リース料中間期末残高相当額

 １年内     138,292千円

 １年超     180,270千円

合計     318,563千円

リース資産減
損勘定の残高

      3,169千円

  未経過リース料期末残高相当額

  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)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 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 96,305千円

リース資産減損
勘定の取崩額 

     2,769千円

減価償却費相当
額

    92,296千円

支払利息相当額      3,940千円

減損損失      4,269千円

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

(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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（有価証券関係）

（前中間会計期間）（平成18年９月30日現在）

      該当事項はありません。

（当中間会計期間）（平成19年９月30日現在）

      該当事項はありません。

（前事業年度）（平成19年３月31日現在）

      該当事項はありません。

（デリバティブ取引関係）

（前中間会計期間）（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。

（当中間会計期間）（自　平成19年４月１日　至　平成19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18年４月１日　至　平成19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。

（持分法損益等）

（前中間会計期間）（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。

（当中間会計期間）（自　平成19年４月１日　至　平成19年９月30日）

　該当事項はありません。

（前事業年度）（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。

㈱田谷（4679）　平成 20 年３月期　中間決算短信（非連結）

－ 22 －



（１株当たり情報）

項目
前中間会計期間

（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

当中間会計期間
（自　平成19年４月１日
至　平成19年９月30日）

前事業年度
（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 875円19銭    905円16銭 902円91銭

１株当たり中間(当期)純利益 25円62銭  24円25銭 53円34銭

潜在株式調整後１株当たり中

間（当期）純利益

なお、潜在株式調整後１株当たり中

間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。　

なお、潜在株式調整後１株当たり中

間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。　

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株当たり中間(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。

 
前中間会計期間

(自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日)

当中間会計期間
(自　平成19年４月１日
至　平成19年９月30日)

前事業年度
(自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日)

中間（当期）純利益（千円） 129,591 122,656 269,794

普通株主に帰属しない金額（千円） － － －

普通株式に係る中間（当期）純利益 （千

円）
129,591 122,656 269,794

期中平均株式数（千株） 5,057 5,057 5,057

（重要な後発事象）

（前中間会計期間）（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。 

（当中間会計期間）（自　平成19年４月１日　至　平成19年９月30日）

　該当事項はありません。 

（前事業年度）（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。

㈱田谷（4679）　平成 20 年３月期　中間決算短信（非連結）

－ 23 －



５．区分別売上高比較

区分

前中間会計期間
（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

当中間会計期間
（自　平成19年４月１日
至　平成19年９月30日）

前事業年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

美容施術 6,168,400 90.4 6,096,201 89.9 12,220,605 89.9

商品 630,090 9.2 663,980 9.8 1,296,152 9.5

その他 27,761 0.4 20,382 0.3 85,797 0.6

合計 6,826,252 100.0 6,780,564 100.0 13,602,555 100.0
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