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(百万円未満切捨て)
1. 平成21年3月期第１四半期の業績（平成20年4月１日～平成20年6月30日）

　(1) 経営成績(累計)
(％表示は対前年同四半期増減率)

売上高 営業利益 経常利益 四半期純利益
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

21年3月期第1四半期 3,776 ─ 95 ─ 94 ─ △217 ─
20年3月期第1四半期 3,738 6.8 220 3.3 196 2.7 106 3.5

１株当たり
四半期純利益

潜在株式調整後１株
当たり四半期純利益

円 銭 円 銭

21年3月期第1四半期 △46 24 ─ ─

20年3月期第1四半期 22 63 ─ ─

　(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

21年3月期第1四半期 9,165 5,088 55.5 1,082 01

20年3月期 8,656 5,398 62.4 1,148 02
(参考) 自己資本 21期3月期第1四半期 5,088百万円 20年3月期 5,398百万円

2. 配当の状況

１株当たり配当金

(基準日) 第1四半期末 第2四半期末 第3四半期末 期末 年間
円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭

20年3月期 ─ 20 00 ─ 20 00 40 00

21年3月期 ─ ─ ─ ─ ─

21年3月期(予想) ─ 20 00 ─ 20 00 40 00
(注) 配当予想の当四半期における修正の有無 ： 無

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 7,600 ─ 350 ─ 346 ─ △145 ─ △30 83

通期 15,600 3.7 919 4.0 910 1.5 227 △54.0 48 27
(注) 業績予想数値の当四半期における修正の有無 ： 無

4. その他
(1) 簡便な会計処理及び四半期財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 ： 有

　 [(注) 詳細は、2ページ【定性的情報・財務諸表等】 4. その他をご覧ください。]

(2) 四半期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（四半期財務諸表作成のための基本となる
重要な事項等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 ： 有
　 [(注) 詳細は、2ページ【定性的情報・財務諸表等】 4. その他をご覧ください。]
(3) 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) 21年3月期第1四半期 4,703,063株 20年3月期 4,703,063株

②期末自己株式数 21年3月期第1四半期 264株 20年3月期 264株

③期中平均株式数（四半期累計期間） 21年3月期第1四半期 4,703,063株 20年3月期第1四半期 4,703,063株

※ 業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項

当事業年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」(企業会計基準第12号)及び「四半期財務諸表に関する会計基準
の適用指針」(企業会計基準適用指針第14号)を適用しております。また、「四半期財務諸表等規則」に従い四半期財務
諸表を作成しております。なお、上記の予想は本資料の発表日現在において入手可能な情報に基づき作成したものであ
り、実際の業績は今後様々な要因により予想数値と異なる場合があります。
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【定性的情報・財務諸表等】

1. 経営成績に関する定性的情報
　当第1四半期会計期間において、当社は主力であるハウス オブ ローゼ事業において安定的、着実な収益を計上する
ことに主眼をおきつつ、リフレクソロジー事業の伸長および新規事業の育成と事業基盤の確立に注力してまいりまし
た。 
  ハウス オブ ローゼ事業は、客数およびスタッフ効率の伸び悩みにより直営店売上高が前年同期比で0.5％の減少と
なりました。直営店舗の出退店につきましては、専門店を1店舗出店し百貨店を1店舗退店しております。 
  リフレクソロジー事業につきましては2店舗を出店、売上高は前年同期比で8.7％の増加となっております。 
  カーブス事業は、今期は新規出店をせず前期までに出店した店舗の育成に注力しておりますが、会員数も順調に増
加しており、売上高は前年同期比156.5％増と大きく伸長しております。 
  以上の結果、第28期第1四半期の当社売上高は、37億76百万円（前年同期比1.0％増）と微増いたしましたが、売上
原価率が0.5ポイント上昇したこと、また人件費をはじめとする経費の増加により営業利益は9千5百万円（同56.5％
減）、経常利益は9千4百万円（同51.9％減）となりました。 
　なお、6月に「東京化粧品厚生年金基金」の承認に基づき当基金から脱退いたしましたので、当基金に対する脱退特
別掛金4億54百万円を特別損失として計上いたしました。その結果、税引前四半期純損失3億50百万円、四半期純損失2
億17百万円となりました。 

2. 財政状態に関する定性的情報
　当第1四半期末の総資産は前事業年度末に比べ5億9百万円増加し91億65百万円となりました。

①流動資産
  当第1四半期の流動資産は前事業年度末に比べ5億17百万円増加し、53億93百万円となりました。

  主な要因は、受取手形及び売掛金が1億31百万円及び商品が1億98百万円増加したためであります。
②固定資産

  当第1四半期の固定資産は前事業年度末に比べ8百万円減少し37億72百万円となりました。
  主な要因は、差入保証金が8百万円減少したためであります。

③流動負債
  当第1四半期の流動負債は前事業年度末に比べ6億34百万円増加し30億70百万円となりました。

　  主な要因は、短期借入金の増加5億50百万円増加及び賞与引当金が1億56百万円増加したためであります。
④固定負債

  当第1四半期の固定負債は前事業年度末に比べ1億84百万円増加し、10億6百万円となりました。
　  主な要因は、長期借入金の増加1億56百万円であります。

⑤純資産の部
  当第1四半期の純資産の部は前事業年度末に比べ3億10百万円減少し、50億88百万円となりました。

　  主な要因は、四半期純損失の計上により利益剰余金が減少したことによるものであります。

3. 業績予想に関する定性的情報
  業績予想につきましては、前回発表（平成20年５月14日決算短信）に記載の業績予想に変更はありません。上記の
予想は本資料の発表日現在において入手可能な情報に基づき作成したものであり、実際の業績は今後様々な要因によ
り予想数値と異なる場合があります。

4. その他
(1) 簡便な会計処理及び四半期財務諸表の作成に特有の会計処理の適用

　  棚卸資産の評価方法
　当第1四半期会計期間末の棚卸高の算出に関しては、実地棚卸を省略し、前事業年度末の実地棚卸高を基礎として
合理的な方法により算定する方法によっております。

(2) 四半期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
①当事業年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」(企業会計基準第12号)及び「四半期財務諸表に関する会計基

準の適用指針」(企業会計基準適用指針第14号)を適用しております。また、「四半期財務諸表等規則」に従い四半
期財務諸表を作成しております。

②棚卸資産の評価に関する会計基準の適用
「棚卸資産の評価に関する会計基準」(企業会計基準委員会 平成18年７月５日 企業会計基準第９号）を当第１四
半期会計期間から適用し、評価基準については、原価法から原価法(収益性の低下による簿価切下げの方法）に変
更しております。
　なお、これによる損益に与える影響はありません。

③リース取引に関する会計基準等の適用
「リース取引に関する会計基準」(企業会計基準委員会 平成５年６月17日 最終改正平成19年３月30日 企業会
計基準第13号）及び「リース取引に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準委員会 平成６年１月18日 最終改
正平成19年３月30日 企業会計基準適用指針第16号）を当第１四半期連結会計期間から早期に適用し、所有権移転
外ファイナンス・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から通常の売買取引に係
る方法に準じた会計処理に変更し、リース資産として計上しております。
　また、リース資産の減価償却の方法は、リース期間を耐用年数とし、残存価額をゼロとして算定する方法によっ
ております。
　なお、リース取引開始日が適用初年度前の所有権移転外ファイナンス・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を引き続き採用しております。
　この結果、従来の方法によった場合に比べて、リース資産が有形固定資産に29,087千円計上しております。
　なお、これによる損益に与える影響はありません。
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5. 四半期財務諸表

(1) 四半期貸借対照表

（単位：千円）

当第１四半期会計期間末

(平成20年6月30日)

前会計年度末に係る

要約貸借対照表

(平成20年3月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 2,409,922 2,369,795

受取手形及び売掛金 1,152,479 1,020,527

商品 1,557,642 1,359,043

その他 275,031 127,815

貸倒引当金 △1,632 △1,632

流動資産合計 5,393,443 4,875,549

固定資産

有形固定資産

土地 1,520,473 1,520,473

建物（純額） 546,686 552,774

リース資産（純額） 29,087 －

有形固定資産合計 2,096,246 2,073,248

無形固定資産 2,692 2,692

投資その他の資産

差入保証金 1,045,929 1,054,815

その他 627,344 650,156

投資その他の資産合計 1,673,273 1,704,971

固定資産合計 3,772,211 3,780,912

資産合計 9,165,655 8,656,461

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 1,414,615 1,428,137

短期借入金 550,000 －

1年内返済予定の長期借入金 274,440 170,520

未払法人税等 15,729 230,250

賞与引当金 346,666 190,666

その他 469,221 416,366

流動負債合計 3,070,672 2,435,941

固定負債

長期借入金 470,030 313,880

退職給付引当金 377,899 374,240

役員退職慰労引当金 109,602 113,788

その他 48,957 19,687

固定負債合計 1,006,488 821,596

負債合計 4,077,161 3,257,537
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（単位：千円）

当第１四半期会計期間末

(平成20年6月30日)

前会計年度末に係る

要約貸借対照表

(平成20年3月31日)

純資産の部

株主資本

資本金 934,682 934,682

資本剰余金 1,282,222 1,282,222

利益剰余金 3,909,163 4,220,681

自己株式 △203 △203

株主資本合計 6,125,863 6,437,382

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 9,055 7,967

土地再評価差額金 △1,046,426 △1,046,426

評価・換算差額等合計 △1,037,370 △1,038,459

純資産合計 5,088,493 5,398,923

負債純資産合計 9,165,655 8,656,461
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(2) 四半期損益計算書

（単位：千円）

当第１四半期累計期間

(自 平成20年4月 1日

 至 平成20年6月30日)

売上高 3,776,147

売上原価 1,074,099

売上総利益 2,702,047

販売費及び一般管理費 2,606,324

営業利益 95,723

営業外収益

受取利息 19

受取配当金 485

不動産賃貸料 2,548

受取保険金 8,009

その他 1,201

営業外収益合計 12,265

営業外費用

支払利息 4,088

上場関連費用 9,095

営業外費用合計 13,183

経常利益 94,805

特別利益

投資有価証券売却益 9,053

特別利益合計 9,053

特別損失

厚生年金基金解約損 454,018

特別損失合計 454,018

税引前四半期純利益 △350,159

法人税、住民税及び事業税 1,000

法人税等調整額 △133,696

法人税等合計 △132,696

四半期純利益 △217,462
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当事業年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」(企業会計基準第12号)及び「四半期財務諸表に関す
る会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第14号)を適用しております。また、「四半期財務諸表等規
則」に従い四半期財務諸表を作成しております。

(3) 継続企業の前提に関する注記
該当事項はありません。

(4) 株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記
該当事項はありません。
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「参考」

　前四半期に係る財務諸表

（要約）四半期損益計算書
前第1四半期累計期間

(自 平成19年4月１日

  至 平成19年6月30日）

科目 金額（千円）

Ⅰ 売上高 3,738,940

Ⅱ 売上原価 1,042,356

売上総利益 2,696,584

Ⅲ 販売費及び一般管理費 2,476,390

営業利益 220,193

Ⅳ 営業外収益 5,742

Ⅴ 営業外費用 29,015

経常利益 196,920

Ⅵ 特別利益 12,979

Ⅶ 特別損失 ─

税引前四半期純利益 209,900

法人税等 103,500

四半期純利益 106,400
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6. その他の情報

　
(1)商品仕入実績

区分

当第1四半期累計期間
(自 平成20年4月１日
至 平成20年6月30日)

(千円)

前年同期比（％）

スキンケア化粧品 345,143 ─

メイクアップ化粧品 68,048 ─

頭髪・ボディ・バスプロダクツ 450,674 ─

化粧雑貨品 167,341 ─

健康食品・その他 90,413 ─

リフレクソロジー 2,623 ─

合計 1,124,245 ─

(注)上記の金額には、消費税等は含まれておりません。

(2)事業区分別売上実績

区分

当第1四半期累計期間
(自 平成20年4月１日
至 平成20年6月30日)

(千円)

前年同期比（％）

直営店 3,452,129 ─

卸 290,486 ─

その他 33,531 ─

合計 3,776,147 ─

(注)1 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。

　 2 その他は社員に対する販売等であります。

(3)商品分類別売上実績

区分

当第1四半期累計期間
(自 平成20年4月１日
至 平成20年6月30日)

(千円)

前年同期比（％）

スキンケア化粧品 1,623,643 ─

メイクアップ化粧品 367,080 ─

頭髪・ボディ・バスプロダクツ 1,014,230 ─

化粧雑貨品 327,385 ─

健康食品・その他 146,274 ─

リフレクソロジー 297,532 ─

合計 3,776,147 ─

(注)上記の金額には、消費税等は含まれておりません。
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