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１．平成20年３月期の業績（平成19年４月１日～平成20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 ％

20年３月期 13,429 △1.3 643 2.9 647 4.1 302 12.2

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

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 ％ ％ ％

20年３月期 59.85 － 6.5 7.6 4.8

19年３月期 53.34 － 6.0 7.0 4.6

（参考）持分法投資損益 20年３月期 －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

20年３月期 8,314 4,757 57.2 940.76

19年３月期 8,836 4,566 51.7 902.91

（参考）自己資本 20年３月期 4,757百万円 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

20年３月期 370 △174 △423 1,190

19年３月期 641 △434 △462 1,417

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
(第2四半期末)

期末 年間

円 銭 円 銭 円 銭 百万円 ％ ％

19年３月期 － 22.00 22.00 111 41.2 2.5

20年３月期 － 22.00 22.00 111 36.8 2.4

21年３月期（予想） － 22.00 22.00 － 31.8 －

３．平成21年３月期の業績予想（平成20年４月１日～平成21年３月31日）

（％表示は、通期は対前期、第２四半期累計期間は対前年同四半期増減率）

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

第２四半期累計期間 6,840 0.9 360 19.7 350 16.4 145 18.2 28.67

通期 14,000 4.2 790 22.8 770 18.9 350 15.6 69.20
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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、15ページ「重要な会計方針」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） 20年３月期 5,100,000株 19年３月期 5,100,000株

②　期末自己株式数 20年３月期 42,561株 19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、26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

  本資料に記載されている業績見通し等の将来に関する記述は、本資料の発表日において当社が入手している情報

及び合理的と判断する一定の前提に基づいており、実際の業績等は様々な要因によって大きく異なる可能性があり

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、前半は好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等に支え

られ、緩やかな景気回復基調で推移いたしました。しかしながら、後半は米国サブプライムローン問題に端を発

した国際的金融不安や、原油価格高騰の長期化による原材料価格の上昇等、景気の先行きは不透明感が強まって

おります。

　美容業界におきましても、過当競争の激化に加え、個人消費の抑制や天候不順等の影響もあり、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、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るお子様向けのヘアスタイルを開発し発売いた

しました。

　下期においては、髪だけでなくヘア＆メイクのトータルビューティの提案ということで、スキンケア化粧品

「トゥール・ザン・レール」シリーズを発売いたしました。また、男性のお客様には「アイブローカット」の無

料サービスを開始いたしました。

　美容室店舗につきましては、「TAYA池袋メトロポリタンプラザ店」をはじめ３店舗を開設し、４店舗の改装、

１店舗の転換、３店舗の移転を行い、一方で、４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143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

期比0.9％減と厳しい結果で終わりました。

　しかしながら、美容師の技術ランクアップや適性配置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13,429百万円（前期比1.3％減）と減収となりましたが、営業利益は643百万円（前期比

2.9％増）、経常利益は647百万円（前期比4.1％増）、当期純利益は302百万円（前期比12.2％増）と増益となり

ました。

 

（次期の見通し）

　次期の見通しにつきましては、原材料価格の高騰に伴う物価上昇懸念、年金や税制改革の問題等将来の生活への不

安要因により個人消費が一層減退するなど、美容業界を取り巻く経営環境は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、当社といたしましては、この３年間取組んでまいりました、「技・質・志の向上」の仕上げ

として、「心技一体」をテーマに、お客様一人ひとりの満足を創造し続けることを最重点項目として、業績向上の体

制強化に努めてまいります。

　また、現在遂行中の中期経営計画「TAYA-Solid 2010」を推進し、効率経営による企業価値の向上を図り、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。

 

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21年３月期業績予想）

売上高　　　　　 14,000 百万円　（前期比　　4.2 ％増）

営業利益　　　　　　790 百万円　（前期比　 22.8 ％増）

経常利益　　　　　　770 百万円　（前期比　 18.9 ％増）

当期純利益　　　　　350 百万円　（前期比　 15.6 ％増）
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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8,314百万円となり、前期末比522百万円の減少となりました。

　流動資産の残高は2,615百万円（前期末比213百万円減少）、固定資産の残高は5,699百万円（前期末比308百万

円減少）となりました。主な増加は、未収入金の増加65百万円であり、主な減少は、現金及び預金の減少205百万

円、敷金保証金の減少161百万、減価償却等による有形固定資産の減少146百万円であります。

　当事業年度末の負債総額は3,556百万円となり、前期末比713百万円の減少となりました。

　流動負債の残高は2,368百万円（前期末比363百万円減少）、固定負債の残高は1,187百万円（前期末比349百万

円減少）となりました。主な減少は、償還や約定弁済による社債・借入金の減少312百万円、支払手形の減少92百

万円、未払金の減少86百万円であります。

　当事業年度末の純資産は4,757百万円となり、前期末比191百万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51.7％から57.2％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227百万円減少し、1,190

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370百万円（前年同期比270百万円の減少）となりました。

これは主に、税引前当期純利益が624百万円になったものの、仕入債務の減少額96百万円（前年同期は増加額33百

万円）、法人税等の支払額386百万円（前年同期は254百万円）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174百万円（前年同期比260百万円の減少）となりました。

これは主に、有形固定資産の取得263百万円（前年同期は261百万円）、店舗閉鎖に伴う敷金保証金の回収184百万

円（前年同期は86百万円）、定期預金等の純増21百万円（前年同期は純増205百万円）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423百万円（前年同期比38百万円の減少）となりました。

これは主に、長短借入金の純減132百万円（前年同期は純減180百万円）と配当金の支払額111百万円(前年同期は

102百万円)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32期
18年３月期

第33期
19年３月期

第34期
20年３月期

自己資本比率（％） 49.4 51.7 57.2

時価ベースの自己資本比率（％） 60.2 56.0 44.7

キャッシュ・フロー対有利子負債比率（年） 3.4 3.4 4.6

インタレスト・カバレッジ・レシオ（倍） 20.5 18.4 10.3

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／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円を予定しております。また、次期につきまして

も、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。

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　  6.5％）

   ②売上高経常利益率　・・・・・　10％　　　　（当期実績  　4.8％）

   ③１株当たり当期純利益　・・・ 150円　　　  （当期実績　59.85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。

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「ＣＳＲ(社会的責任)の実行」

進捗状況

　本中期経営計画（平成19年度から平成21年度の３ヵ年計画）の初年度を終了し、初年度売上高14,000百万円を

目標としておりましたが、都市部の地価高騰による賃料相場の高騰や契約形態の変化等により出店環境が厳しく

なり、見込んでいた新規出店が図れなかったため、目標が未達成となりました。このため、計画の見直しを行い、

本日（平成20年５月８日）中期経営計画の修正を公表いたしました。

 

(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。

　平成20年度は、中期経営計画「TAYA-Solid 2010」の２年度目として、その目標を達成すべく、中期経営計画にあ

る各施策を実行してまいります。
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４．財務諸表
(1）貸借対照表

前事業年度
（平成19年３月31日）

当事業年度
（平成20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 1,818,070 1,612,139  

２．売掛金 583,359 539,791  

３．商品 83,183 70,614  

４．美容材料 52,587 49,493  

５．貯蔵品 30,487 32,432  

６．前払費用 135,654 122,223  

７．繰延税金資産 103,810 98,696  

８．未収入金 － 88,214  

９．その他 24,070 3,316  

貸倒引当金 △2,406 △1,866  

流動資産合計 2,828,817 32.0 2,615,057 31.5 △213,759

Ⅱ　固定資産

１．有形固定資産

(1)建物 ※１ 3,559,667 3,543,166

減価償却累計額 1,518,933 2,040,734 1,647,791 1,895,374  

(2)構築物 16,656 16,656

減価償却累計額 9,083 7,573 10,119 6,537  

(3)器具備品 64,116 59,774

減価償却累計額 60,047 4,068 56,277 3,497  

(4)土地 ※１ 1,377,828 1,377,828  

有形固定資産合計 3,430,205 38.8 3,283,238 39.5 △146,967

２．無形固定資産

(1)ソフトウェア 3,324 2,798  

(2)その他 30,097 30,097  

無形固定資産合計 33,422 0.4 32,895 0.4 △526
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前事業年度
（平成19年３月31日）

当事業年度
（平成20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 136 136  

(2)従業員長期貸付金 2,561 2,507  

(3)破産更生債権等 11,650 11,650  

(4)長期前払費用 30,479 51,272  

(5)繰延税金資産 146,018 150,448  

(6)敷金保証金 ※１ 2,321,915 2,160,888  

(7)会員権 10,190 10,190  

(8)その他 32,881 7,845  

貸倒引当金 △11,795 △11,684  

投資その他の資産合
計

2,544,036 28.8 2,383,253 28.6 △160,783

固定資産合計 6,007,664 68.0 5,699,387 68.5 △308,277

資産合計
8,836,481 100.0 8,314,445 100.0 △522,036

（負債の部）

Ⅰ　流動負債

１．支払手形 429,616 337,219  

２．買掛金 80,885 76,300  

３．短期借入金 ※１ 153,001 152,800  

４．１年以内返済予定長
期借入金

※１ 348,937 343,646  

５．１年以内償還予定社
債

 180,000 180,000  

６．未払金 351,507 264,912  

７．未払費用 589,716 533,681  

８．未払法人税等 259,412 194,133  

９．未払消費税等 81,513 66,335  

10．預り金 78,548 41,307  

11．前受収益 1,187 1,381  

12．賞与引当金 178,090 177,056  

流動負債合計 2,732,417 30.9 2,368,774 28.5 △363,643

㈱田谷（4679）　平成 20 年３月期決算短信（非連結）

－ 8 －



前事業年度
（平成19年３月31日）

当事業年度
（平成20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  310,000 130,000  

２．長期借入金 ※１ 663,244 536,687  

３．退職給付引当金 270,060 284,238  

４．長期未払金 292,603 236,137  

５．その他 1,684 780  

固定負債合計 1,537,592 17.4 1,187,842 14.3 △349,749

負債合計 4,270,010 48.3 3,556,617 42.8 △713,392

（純資産の部）         

Ⅰ　株主資本         

１．資本金   1,480,180 16.7  1,480,180 17.8 －

２．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 19.3  1,702,245 20.5 －

３．利益剰余金         

(1）利益準備金  66,920   66,920    

(2）その他利益剰余金         

別途積立金  860,000   860,000    

繰越利益剰余金  575,504   766,906    

利益剰余金合計   1,502,424 17.0  1,693,826 20.3 191,402

４．自己株式   △118,377 △1.3  △118,423 △1.4 △45

株主資本合計   4,566,471 51.7  4,757,827 57.2 191,356

純資産合計   4,566,471 51.7  4,757,827 57.2 191,356

負債純資産合計   8,836,481 100.0  8,314,445 100.0 △522,036
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(2）損益計算書

前事業年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

当事業年度
（自　平成19年４月１日
至　平成20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 12,220,605 12,045,171

２．商品売上高 1,296,152 1,325,558

３．その他の売上高 85,797 13,602,555 100.0 59,227 13,429,957 100.0 △172,597

Ⅱ　売上原価

１．美容施術売上原価 10,888,439 10,670,087

２．商品売上原価 578,531 607,063

３．その他の売上原価 64,801 11,531,772 84.8 33,331 11,310,482 84.2 △221,290

売上総利益 2,070,782 15.2 2,119,475 15.8 48,692

Ⅲ　販売費及び一般管理費 ※１ 1,445,588 10.6 1,476,300 11.0 30,711

営業利益 625,194 4.6 643,175 4.8 17,981

Ⅳ　営業外収益

１．受取利息 2,001 4,613

２．不動産賃貸料収入 13,492 15,428

３．その他 29,171 44,664 0.3 31,363 51,405 0.4 6,740

Ⅴ　営業外費用

１．支払利息 31,618 30,775

２．社債利息 4,100 3,903

３．不動産賃貸費用 7,496 8,182

４．その他 4,747 47,962 0.3 4,214 47,076 0.4 △886

経常利益 621,896 4.6 647,504 4.8 25,608

Ⅵ　特別利益

１．休業補償収入 － 36,639

２．退店補償収入 － 40,000

３．保険金収入 － 34,868

４．貸倒引当金戻入益 989 989 0.0 651 112,158 0.9 111,169
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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）

当事業年度
（自　平成19年４月１日
至　平成20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 27,259 71,853

３．減損損失 ※３ 10,055 14,746

４．火災損失  － 48,815 0.4 48,154 134,754 1.0 85,939

税引前当期純利益 574,070 4.2 624,908 4.7 50,838

法人税、住民税及び
事業税

315,632 321,558

法人税等調整額 △11,357 304,275 2.2 683 322,241 2.4 17,966

当期純利益 269,794 2.0 302,667 2.3 32,872
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(3）株主資本等変動計算書

前事業年度（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。

当事業年度（自　平成19年４月１日　至　平成20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

事業年度中の変動額

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

当期純利益      302,667 302,667  302,667 302,667

自己株式の取得        △45 △45 △45

事業年度中の変動額合計
（千円）

－ － － － － 191,402 191,402 △45 191,356 191,356

平成20年３月31日　残高
（千円）

1,480,180 1,702,245 1,702,245 66,920 860,000 766,906 1,693,826 △118,423 4,757,827 4,757,827
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(4）キャッシュ・フロー計算書

前事業年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

当事業年度
（自　平成19年４月１日
至　平成20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 574,070 624,908  

減価償却費 214,665 208,796  

減損損失 10,055 14,746  

賞与引当金の減少額 △10,443 △1,034  

退職給付引当金の増加額 16,062 14,177  

貸倒引当金の減少額 △989 △651  

受取利息 △2,001 △4,613  

支払利息 31,618 30,775  

固定資産除却損 27,259 61,721  

休業補償収入 － △36,639  

退店補償収入 － △40,000  

保険金収入 － △34,868  

火災損失 － 48,154  

売上債権の減少額（増加額） △56,678 43,568  

たな卸資産の減少額（増加額） △10,056 13,717  

仕入債務の増加額（減少額） 33,172 △96,982  

未払消費税等の減少額 △13,345 △15,177  

その他 116,117 △86,564  

小計 929,507 744,036 △185,471

利息の受取額 1,592 4,437  

利息の支払額 △34,926 △35,881  

休業補償金の受取額 － 24,825  

退店補償金の受取額 － 40,000  

火災に伴う支出額 － △20,442  

法人税等の支払額 △254,621 △386,378  

営業活動によるキャッシュ・フロー 641,551 370,597 △270,954
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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）

当事業年度
（自　平成19年４月１日
至　平成20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

定期預金等の預入れによる支出 △545,378 △715,419  

定期預金等の払出しによる収入 337,820 693,761  

有形固定資産の取得による支出 △261,464 △263,077  

敷金保証金の支払による支出 △43,712 △32,697  

敷金保証金の回収による収入 86,949 184,079  

その他 △9,021 △40,836  

投資活動によるキャッシュ・フロー △434,805 △174,190 260,615

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 691,000 820,000  

短期借入金の返済による支出 △645,799 △820,201  

長期借入れによる収入 100,000 225,700  

長期借入金の返済による支出 △325,890 △357,548  

社債の償還による支出 △180,000 △180,000  

自己株式の取得による支出 － △45  

配当金の支払額 △102,023 △111,899  

財務活動によるキャッシュ・フロー △462,712 △423,994 38,718

 Ⅳ　現金及び現金同等物の減少額 △255,967 △227,587 28,379

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

Ⅵ　現金及び現金同等物の期末残高 ※ 1,417,682 1,190,095 △227,587
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重要な会計方針

項目
前事業年度

（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

当事業年度
（自　平成19年４月１日
至　平成20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

　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

（会計方針の変更）

　法人税法の改正に伴い、当事業年度よ

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。

(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
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項目
前事業年度

（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

当事業年度
（自　平成19年４月１日
至　平成20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事業年度の負担

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

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18年４月１日

至　平成19年３月31日）

当事業年度
（自　平成19年４月１日
至　平成20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18年４月１日

至　平成19年３月31日）

当事業年度
（自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日）

（貸借対照表）

　前事業年度に区分掲記しておりました「未収入金」(当

事業年度末残高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。

（貸借対照表）

　前事業年度に流動資産の「その他」に含めて表示して

おりました「未収入金」は、当事業年度において、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、前事業年度末の「未収入金」は22,686千円であ

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19年３月31日）

当事業年度
（平成20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 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

建物 527,633千円

土地 1,317,838千円

敷金保証金       287,525千円

計 2,132,997千円

(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      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

短期借入金 152,800千円

長期借入金

（１年以内返済予定長期

借入金を含む）

880,333千円

計 1,033,133千円

　２．偶発債務

金融機関からの借入金に対する保証

　２．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
34,756千円

社員独立支援制度に基

づく元社員への保証

 

     28,576千円
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（損益計算書関係）

前事業年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

当事業年度
（自　平成19年４月１日
至　平成20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。

※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7.6％であり、一般管理費に属する

費用のおおよその割合は92.4％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。

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

広告宣伝費      112,535千円

役員報酬 148,548千円

給与・賞与 600,794千円

賞与引当金繰入額   31,659千円

退職給付費用    4,400千円

福利費 88,572千円

旅費交通費 55,874千円

減価償却費 23,350千円

※２．固定資産除却損 ※２．固定資産除却損

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

建物   45,979千円

原状回復費      10,026千円

その他       15,848千円

合計       71,853千円

※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

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。

※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

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。
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（株主資本等変動計算書関係）

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
（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 5,100,000 － － 5,100,000

合計 5,100,000 － － 5,100,000

自己株式

普通株式 42,500 － － 42,500

合計 42,500 － － 42,500

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
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当事業年度（自平成19年４月１日　至平成20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 5,100,000 － － 5,100,000

合計 5,100,000 － － 5,100,000

自己株式

普通株式（注） 42,500 61 － 42,561

合計 42,500 61 － 42,561

（注）普通株式の自己株式の株式数の増加61株は、単元未満株式の買取りによる増加であります。

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

(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20年６月24日

定時株主総会
普通株式 111,263  利益剰余金 22 平成20年３月31日 平成20年６月25日

（キャッシュ・フロー計算書関係）

前事業年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

当事業年度
（自　平成19年４月１日
至　平成20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19年３月31日現在） （平成20年３月31日現在）

 （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

 （千円）

現金及び預金勘定 1,612,139

預入期間が３ヶ月を超える定期預金等 △422,044

現金及び現金同等物 1,190,095
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（リース取引関係）

前事業年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

当事業年度
（自　平成19年４月１日
至　平成20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 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

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 708,821 413,617 7,506 287,698

ソフトウェア 21,240 20,178 － 1,062

合計 730,061 433,795 7,506 288,760

(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      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

１年内      117,598千円

１年超      177,443千円

合計      295,042千円

 リース資産減損勘定の残高    780千円

(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 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

支払リース料 179,321千円

リース資産減損勘定の取崩額 5,173千円

減価償却費相当額   165,950千円

支払利息相当額     7,786千円

減損損失 4,269千円

(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19年３月31日現在）

該当事項はありません。

当事業年度（平成20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18年４月１日
至　平成19年３月31日）

当事業年度
（自　平成19年４月１日
至　平成20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

①　ヘッジ会計の方法

同左

②　ヘッジ手段と対象

ヘッジ手段

同左

ヘッジの対象

同左

③　ヘッジの方針

同左

④　ヘッジ有効性評価の方法

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19年３月31日）

当事業年度
（平成20年３月31日）

退職給付債務

(1）退職給付債務（千円） △270,060 △284,238

(2）退職給付引当金（千円） △270,060 △284,238

３．退職給付費用の内訳

前事業年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

当事業年度
（自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日）

退職給付費用（千円） 61,796 57,010

(1）勤務費用（千円） 53,010 55,996

(2）利息費用（千円） 5,079 5,245

(3）数理計算上の差異の費用処理額（千円） 3,706 △4,231

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19年３月31日）

当事業年度
（平成20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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（ストック・オプション等関係）

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。

当事業年度（自平成19年４月１日　至平成20年３月31日）

　該当事項はありません。

（税効果会計関係）

前事業年度
（平成19年３月31日）

当事業年度
（平成20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

賞与引当金否認 72,044

減損損失 7,757

未払事業税否認 19,375

退職給付引当金否認 115,656

その他 34,311

繰延税金資産合計 249,145

繰延税金資産の純額 249,145

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

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 9.6

その他 △0.6

税効果会計適用後の法人税等の負担率 51.6

（持分法損益等）

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。

当事業年度（自平成19年４月１日　至平成20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。

当事業年度（自平成19年４月１日　至平成20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18年４月１日
至　平成19年３月31日）

当事業年度
（自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日）

１株当たり純資産額（円） 902.91 940.76

１株当たり当期純利益金額（円） 53.34 59.85

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、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18年４月１日
至　平成19年３月31日)

当事業年度
(自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日)

当期純利益（千円） 269,794 302,667

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） 269,794 302,667

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20年６月24日付予定）

　　１．新任取締役候補

　　　　　　　松 本　泰 人　　　［現　常務執行役員　人事部長］

　　　　　　　上 原　俊 晴　　　［現　常務執行役員　関西支社長］

　　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

　　　　　　　該当事項はありません。

　　４．退任予定監査役

 　　　　　　 該当事項はありません。

 

(2）その他

 区分別売上高比較

区分

前事業年度
自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日

当事業年度
自　平成19年４月１日
至　平成20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 12,220,605 89.9 12,045,171 89.7 △175,434

商品 1,296,152 9.5 1,325,558 9.9 29,405

その他 85,797 0.6 59,227 0.4 △26,569

合計 13,602,555 100.0 13,429,957 100.0 △172,597
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