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(百万円未満切捨て)

(1) 連結経営成績 (％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 ％

 20年8月中間期   36,052  △0.7 1,080 134.3 1,327 53.4 △803 ─
 19年8月中間期   36,296 0.6 461 △86.6 865 △76.7 △568 ─

   20年2月期   74,998 2.0 4,066 △50.5 4,407 △50.0 590 △90.3

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

 20年8月中間期 △20 74 ─
 19年8月中間期 △14 69 ─

   20年2月期 15 25 ─

(参考) 持分法投資損益 20年8月中間期 ─百万円 19年8月中間期 ─百万円  20年2月期 ─百万円

(2) 連結財政状態

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8月中間期 83,562 65,861 78.7 1,698 24

 19年8月中間期 92,529 71,469 77.1 1,843 60

   20年2月期 90,352 70,426 77.9 1,816 84

(参考) 自己資本 20年8月中間期65,753百万円 19年8月中間期71,385百万円  20年2月期70,348百万円

(3) 連結キャッシュ・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8月中間期 340 975 △1,870 13,329

 19年8月中間期 1,634 △ 3,838 892 17,475

  20年2月期 5,512 △ 5,203 △ 3,944 14,979

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

20年2月期 30 00 50 00 80 00

21年2月期(実績) 5 00 ─ ─

21年2月期(予想) ─ ─ 15 00 20 00

(％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 74,000 △1.3 3,000 △26.2 3,300 △25.1 300 △49.2 7 75

－ 1 －



4. その他 

 

① 会計基準等の改正に伴う変更  無 

② ①以外の変更         無 

  

 
(注) １株当たり中間(当期)純利益（連結）の算定の基礎となる株式数については、31ページ「１株当たり情

報」をご覧ください。 

  

  20年8月中間期の個別業績（平成20年3月1日～平成20年8月31日） 

 

 
  

 
  

(2) 個別財政状態 

 

 

 
 ※ 業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
  
本資料に記載した業績予想は、現時点で入手可能な情報に基づき作成したものであり、実際の業績等は、今
後様々な要因により異なる場合があります。なお、上記予想に関する事項は、添付資料4ページをご覧くだ
さい。 

(1) 期中における重要な子会社の異動（連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動）  無

(2) 中間連結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（中間連結財務諸表作成のた

めの基本となる重要な事項の変更に記載されるもの）

(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)

20年8月中間期 41,713,388株 19年8月中間期 41,713,388株 20年2月期 41,713,388株

② 期末自己株式数 20年8月中間期 2,994,599株 19年8月中間期  2,992,733株 20年2月期  2,992,960株

(参考) 個別業績の概要

(1) 個別経営成績 (％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 ％

 20年8月中間期 735 △96.3 △885 ─ 2,472 △8.4 1,797 145.2
 19年8月中間期 20,024 △7.6 184 △92.6 2,698 △45.6 733 △83.6

   20年2月期 20,804 △51.2 △378 ― 2,233 △72.2 105 △98.1

１株当たり中間 
(当期)純利益

円 銭

 20年8月中間期 46 43

 19年8月中間期 18 95

  20年2月期 2 72

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8月中間期 63,946 61,566 96.3 1,590 08

 19年8月中間期 77,122 63,808 82.7 1,647 92

  20年2月期 65,186 61,644 94.6 1,592 05

(参考) 自己資本 20年8月中間期61,566百万円 19年8月中間期63,808百万円 20年2月期61,644百万円
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① 当中間連結会計期間の経営成績  

  当中間連結会計期間におきましては、当期から始まる3ヵ年中期経営計画の各事業セグメント別に策

定した事業戦略に基づく実行施策を遂行し、企業価値向上に努めました。しかしながら、米国での金融

不安による市場環境の変化や国内での個人消費の落ち込みなどにより、売上の拡大を図ることが得られ

ず前年同期に比べ減収となりました。このような事業環境下において、宣伝広告費など販管費の効率化

に努めた結果、減収ではありましたが営業増益を確保することができました。  

  この結果、当中間連結会計期間の売上高は、360億52百万円（前年同期比0.7％減）となりました。利

益面につきましては、原価の見直し、さらには販管費の効率的な運用を行ったことで収益性が改善し営

業利益が10億80百万円（前年同期比134.3%増）、経常利益13億27百万円（前年同期比53.4%増）となり

ましたが、大和生命保険㈱の破綻に伴い株式評価損7億1百万円を特別損失に計上したこと、法人税、住

民税及び事業税の支払いが増加したことで当期純損失は8億3百万円となりました。  

  当中間期の中間配当金は、前中間期より25円減配の1株につき5円とさせていただくことに決定いたし

ました。 

  所在地別セグメントの業績については次のとおりであります。 

<日本>  

  オーダーメイドかつらの売上高は、男性向けでは宣伝訴求を変更したことで、やや改善の兆しがみえ

るものの、女性向けでは、テレビCMを提供している番組の視聴率低下による問い合わせ件数の減少など

により新規顧客売上は前年を下回り、128億75百万円（前年同期比10.6％減）となりました。レディー

メイドかつらの売上高につきましては、今期から既存顧客への販売を強化しておりますが、ターゲット

年代層の消費マインドの落ち込みなどにより百貨店や直営店での販売が不振で42億31百万円（前年同期

比6.7％減）となりました。その他の毛髪関連商品は22億28百万円（前年同期比4.8％減）、サービス収

入は50億42百万円（前年同期比4.2%増）、その他の事業収入は2億3百万円（前年同期比10.2%減）、セ

グメント間の内部売上高は93百万円（前年同期比257.7％増）となりました。  

  以上の結果、売上高の合計は246億74百万円となり、前年同期に比べ16億87百万円（6.4％）減少いた

しました。営業利益は広告宣伝費などの販管費の見直しを行いましたが減収分を補えず19億2百万円と

前年同期に比べ3億36百万円（15.0％）減少いたしました。 

<アジア>  

  台湾市場では、顧客定着化の強化によりリピート売上が改善し、オーダーメイドかつらの売上高は1

億20百万円（前年同期比10.1％増）となりました。レディーメイドかつらの売上高は35百万円（前年同

期比0.0％減）、その他の毛髪関連商品は22百万円（前年同期比12％減）、サービス収入は50百万円

（前年同期比9.1％減）、セグメント間の内部売上高は生産工場が減収となったことで21億81百万円

（前年同期比11.0％減）となりました。  

  以上の結果、売上高の合計は24億9百万円となり、前年同期に比べ2億66百万円（9.9％）減少いたし

ました。営業利益は1億49百万円と前年同期に比べ99百万円（39.9％）減少いたしました。  

<北米>  

  レディーメイドかつらの売上高は13億2百万円（前年同期比7.7％減）、オーダーメイドかつらの売上

高は1億48百万円（前年同期比21.7％減）、その他の毛髪関連商品はセレブリティをイメージした新商

品や高付加価値商品が好調に推移し7億82百万円（前年同期比166.0％増）となりました。サービス収入

１ 経営成績

(1) 経営成績に関する分析
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はヘアトランスプラント事業が昨年度から連結対象となったMHR社の売上が寄与し68億60百万円（前

年同期比19.4％増）、セグメント間の内部売上高は8億2百万円（前年同期比16.0減）となりました。  

  以上の結果、売上高の合計は98億円97百万円となり、前年同期に比べ13億2百万円（15.2％）増加い

たしました。ヘアトランスプラント事業での営業強化による販管費の増加より営業損失は4億58百万円

となりました。  

<欧州>  

  今期より強化している、グループ欧州統一コレクションの売上が好調に推移し、オーダーメイドかつ

らの売上高が2億78百万円（前年同期比25.2%増）、レディ-メイドかつらの売上高は14億円（前年同期

比0.4%増）、その他の毛髪関連商品が4億6百万円（前年同期比1.5％減）、サービス収入は63百万円

（前年同期比7.4%減）となりました。  

 以上の結果、売上高の合計は21億50百万円、前年同期に比べ53百万円（2.5％）増加いたしました。

営業利益は1億32百万円と前年同期に比べ32百万円（32.0％）増加いたしました。  

 

  ② 通期の見通し  

  2008年度下半期につきましては、米国の金融不安による株価の下落、また円高による輸出企業の収益

悪化などにより、いっそうの景気減速が予想され、個人消費の落ち込みが当社の毛髪関連事業に大きな

影響を及ぼすものと予想されます。 

 以上により通期の連結業績予想としましては、売上高740億円（前年同期比1.3％減、当初計画比

6.4％減）、営業利益30億円（前年同期比26.2％減、当初計画比44.4％減）、経常利益33億円（前年同

期比25.1％減、当初計画比43.1％減）、当期純利益3億円（前年同期比49.2％減、当初計画比87.0％

減）を見込んでおります。 

  

当中間連結会計期間における連結ベースの現金及び現金同等物は、前連結会計年度末に比べ、 16億

50百万円減少し、当中間連結会計期間末には133億29百万円となりました。  

 当中間連結会計期間における営業活動、投資活動および財務活動による各キャッシュ・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」につきましては、税金等調整前中間純利益4億95百万円に減

価償却費13億83百万円、のれん償却額3億31百万円等を加え、支出では法人税等の支払額22億79百万円

等がありましたが、差し引きでは3億40百万円の増加となりました。  

 「投資活動によるキャッシュ・フロー」につきましては、有価証券の売却による収入が30億62百万

円、有価証券の取得による支出が5億68百万円、有形固定資産の取得による支出が13億15百万円、あっ

たことなどにより、差し引き9億75百万円の増加となりました。  

 「財務活動によるキャッシュ・フロー」につきましては、配当金の支払が19億33百万円、あったこと

などにより、18億70百万円の減少となりました。  

  

(2) 財政状態に関する分析
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(参考) キャッシュ・フロー関連指標の推移 

  

 
（注）1. 各指標の算出方法は次のとおりであり、いずれも連結ベースの財務数値により算出しております。  

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 

中間期末におけるキャッシュ・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×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  

2. 株式時価総額は、中間期末（期末）株価終値×中間期末（期末）発行済株式数(自己株式控除後)により算出

しております。  

3. 有利子負債は、（中間）連結貸借対照表に計上している利子を支払っている負債を対象としております。 

4. 利払いについては、（中間）連結キャッシュ・フロー計算書の利息の支払額を使用しております。 

  

当社は、株主に対する利益還元を経営の 重要政策のひとつとして位置づけており、高配当水準の継

続は勿論のこと、さらには自社株式の取得による株主還元を図ることを基本方針としております。配当

性向は連結当期純利益の50％、総還元性向は連結当期純利益の100％を目処としております。 

  

平成20年2月期 決算短信（平成20年４月17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.aderans.co.jp/hd/ 

（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 

  

   近の有価証券報告書(平成20年5月30日提出)における「事業系統図（事業の内容）」及び「関係 

 会社の状況」から重要な変更がないため開示を省略しております。 

  

平成17年2月期 平成18年2月期 平成19年2月期 平成20年2月期
平成20年8月

中間期

自己資本比率（％） 81.2 79.1 79.3 77.9 78.8

時価ベースの自己資本比率
（％）

120.2 144.5 128.8 81.5 80.0

キャッシュ・フロー対有利子
負債比率（％）

─ ─ 20.0 10.6 59.2

インタレスト・カバレッジ・
レシオ（倍）

715 945 175 56 23

(3）利益配分に関する基本方針及び当期の配当

(4) 事業等のリスク

２ 企業集団の状況

３ 経営方針

 平成20年2月期 決算短信（平成20年４月17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.aderans.co.jp/hd/ 

（東京証券取引所ホームページ（上場会社検索ページ））  

  http://www.tse.or.jp/listing/compsearch/index.html
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４ 中間連結財務諸表

(1) 中間連結貸借対照表

前中間連結会計期間末

(平成19年８月31日)

当中間連結会計期間末

(平成20年８月31日)

前連結会計年度の
要約連結貸借対照表 
(平成20年２月29日)

区分
注記 
番号

金額(百万円)
構成比
(％)

金額(百万円)
構成比 
(％)

金額(百万円)
構成比
(％)

(資産の部)

Ⅰ 流動資産

 １ 現金及び預金 14,146 10,660 14,138

 ２ 受取手形及び売掛金 5,166 5,389 5,944

 ３ 有価証券 7,402 4,404 3,905

 ４ たな卸資産 4,946 4,906 4,903

 ５ 繰延税金資産 1,126 1,515 1,619

 ６ その他 2,436 2,121 2,916

 ７ 貸倒引当金 △184 △59 △139

   流動資産合計 35,039 37.9 28,937 34.6 33,288 36.8

Ⅱ 固定資産

 １ 有形固定資産 ※1

  (1) 建物及び構築物 ※2 13,522 13,211 13,137

  (2) 土地 ※2 11,422 11,222 11,291

  (3) その他 3,065 28,010 30.3 2,984 27,418 32.8 3,171 27,600 30.6

 ２ 無形固定資産

  (1) のれん 2,588 3,780 4,289

  (2) その他 3,690 6,278 6.8 4,243 8,023 9.6 4,536 8,825 9.8

 ３ 投資その他の資産

  (1) 投資有価証券 12,119 8,465 9,783

  (2) 保証金及び敷金 3,967 4,028 4,012

  (3) 繰延税金資産 3,199 2,945 2,958

  (4) その他 5,079 3,907 5,185

  (5) 貸倒引当金 △1,164 23,201 25.0 △164 19,182 23.0 △1,302 20,637 22.8

   固定資産合計 57,490 62.1 54,624 65.4 57,063 63.2

   資産合計 92,529 100.0 83,562 100.0 90,352 100.0
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前中間連結会計期間末

(平成19年８月31日)

当中間連結会計期間末

(平成20年８月31日)

前連結会計年度の
要約連結貸借対照表 
(平成20年２月29日)

区分
注記 
番号

金額(百万円)
構成比
(％)

金額(百万円)
構成比 
(％)

金額(百万円)
構成比
(％)

(負債の部)

Ⅰ 流動負債

 １ 支払手形及び買掛金 2,067 1,717 1,224

 ２ 短期借入金 ※2 3,575 127 50

 ３ 賞与引当金 1,565 1,426 1,458

 ４ 役員賞与引当金 － － 10

 ５ 商品保証引当金 154 157 165

 ６ 返品調整引当金 86 82 119

 ７ 関係会社整理損失引当金 － 26 151

 ８ 未払法人税等 461 1,157 2,168

 ９ 前受金 2,502 2,352 2,964

 10 繰延税金負債 5 9 －

 11 その他 ※2 3,728 4,689 4,946

   流動負債合計 14,146 15.3 11,746 14.1 13,258 14.7

Ⅱ 固定負債

 １ 社債 180 170 170

 ２ 長期借入金 ※2 774 605 605

 ３ 長期未払金 781 197 781

 ４ 退職給付引当金 3,453 3,200 3,347

 ５ 繰延税金負債 34 9 9

 ６ その他 1,689 1,771 1,752

   固定負債合計 6,913 7.5 5,954 7.1 6,667 7.4

   負債合計 21,059 22.8 17,701 21.2 19,925 22.1

(純資産の部)

Ⅰ 株主資本

 １ 資本金 12,944 14.0 12,944 15.5 12,944 14.3

 ２ 資本剰余金 13,157 14.2 13,157 15.7 13,157 14.6

 ３ 利益剰余金 52,532 56.8 49,788 59.6 52,528 58.1

 ４ 自己株式 △9,031 △9.8 △9,033 △10.8 △9,030 △10.0

   株主資本合計 69,602 75.2 66,856 80.0 69,598 77.0

Ⅱ 評価・換算差額等

 １ その他有価証券評価差額金 392 0.4 68 0.1 9 0.0

 ２ 為替換算調整勘定 1,390 1.5 △1,170 △1.4 740 0.8

   評価・換算差額等合計 1,783 1.9 △1,102 △1.3 749 0.8

Ⅲ 新株予約権 0 0.0 0 0.0 0 0.0

Ⅳ 少数株主持分 84 0.1 107 0.1 77 0.1

  純資産合計 71,469 77.2 65,861 78.8 70,426 77.9

  負債純資産合計 92,529 100.0 83,562 100.0 90,352 100.0
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(2) 中間連結損益計算書

前中間連結会計期間

(自 平成19年３月１日
至 平成19年８月31日)

当中間連結会計期間

(自 平成20年３月１日
至 平成20年８月31日)

前連結会計年度の
要約連結損益計算書

(自 平成19年３月１日
至 平成20年２月29日)

区分
注記 
番号

金額(百万円)
百分比
(％)

金額(百万円)
百分比
(％)

金額(百万円)
百分比
(％)

Ⅰ 売上高 36,296 100.0 36,052 100.0 74,998 100.0

Ⅱ 売上原価 ※1 7,689 21.2 7,492 20.8 15,465 20.6

   売上総利益 28,607 78.8 28,560 79.2 59,533 79.4

Ⅲ 販売費及び一般管理費 ※2 28,146 77.5 27,480 76.2 55,467 74.0

   営業利益 461 1.3 1,080 3.0 4,066 5.4

Ⅳ 営業外収益

 １ 受取利息 172 137 314

 ２ 受取配当金 13 27 22

 ３ 不動産賃貸料 212 199 421

 ４ 為替差益 101 53 －

 ５ その他 206 707 1.9 158 575 1.6 336 1,093 1.5

Ⅴ 営業外費用

 １ 支払利息 43 45 98

 ２ 不動産賃貸費用 140 123 276

 ３ たな卸資産廃棄損 14 5 22

 ４ 貸倒引当金繰入額 11 2 13

 ５ その他 92 302 0.8 151 328 0.9 342 752 1.0

   経常利益 865 2.4 1,327 3.7 4,407 5.9

Ⅵ 特別利益

 １ 過年度費用修正益 3 － 2

 ２ 固定資産売却益 ※3 39 5 280

 ３ 貸倒引当金戻入益 13 25 9

 ４ 短期売買利益受贈益 ※4 － 59 －

 ５ その他 － 57 0.2 － 90 0.2 9 303 0.4

Ⅶ 特別損失

 １ 固定資産売却損 ※5 101 15 128

 ２ 固定資産除却損 ※6 52 15 188

 ３ 投資有価証券評価損 45 701 109

 ４ 貸倒引当金繰入額 580 － 676

 ５ たな卸資産評価損 101 167 101

 ６ その他 82 963 2.7 22 921 2.5 561 1,766 2.4

   税金等調整前中間  
   （当期）純利益又 
   は税金等調整前中 
   間純損失(△)

△40 △0.1 495 1.4 2,944 3.9

   法人税、住民税 
   及び事業税

611 1,268 2,519

   法人税等調整額 154 765 2.1 43 1,312 3.6 79 2,598 3.4

   少数株主損失 237 0.6 13 0.0 244 0.3

    中間純損失（△） 
   又は当期純利益

△568 △1.6 △803 △2.2 590 0.8
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前中間連結会計期間(自 平成19年３月１日 至 平成19年８月31日) 

  

 
  

 
  

(3) 中間連結株主資本等変動計算書

株主資本

資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計

平成19年２月28日残高(百万円) 12,944 13,157 55,042 △9,057 72,086

中間連結会計期間中の変動額

 剰余金の配当 △1,935 △1,935

 中間純損失（△） △568 △568

 自己株式の取得 △2 △2

 自己株式の処分 △5 28 22

 株主資本以外の項目の中間連結 

 会計期間中の変動額(純額)

中間連結会計期間中の変動額合計 

(百万円)
－ － △2,510 25 △2,484

平成19年８月31日残高(百万円) 12,944 13,157 52,532 △9,031 69,602

評価・換算差額等

新株予約権 少数株主持分 純資産合計
その他有価証券 

評価差額金

為替換算 

調整勘定

評価・換算 

差額等合計

平成19年２月28日残高(百万円) 602 10 613 0 321 73,021

中間連結会計期間中の変動額

 剰余金の配当 △1,935

 中間純損失（△） △568

 自己株式の取得 △2

自己株式の処分 22

 株主資本以外の項目の中間連結 

 会計期間中の変動額(純額)
△210 1,380 1,169 － △237 932

中間連結会計期間中の変動額合計 

(百万円)
△210 1,380 1,169 － △237 △1,551

平成19年８月31日残高(百万円) 392 1,390 1,783 0 84 71,469
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当中間連結会計期間(自 平成20年３月１日 至 平成20年８月31日) 

  

 
  

 
  

株主資本

資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計

平成20年２月29日残高(百万円) 12,944 13,157 52,528 △9,030 69,598

中間連結会計期間中の変動額

 剰余金の配当 △1,936 △1,936

 中間純損失（△） △803 △803

 自己株式の取得 △3 △3

 自己株式の処分 △0 0 0

 株主資本以外の項目の中間連結 

 会計期間中の変動額(純額)

中間連結会計期間中の変動額合計 

(百万円)
－ － △2,739 △3 △2,742

平成20年８月31日残高(百万円) 12,944 13,157 49,788 △9,033 66,856

評価・換算差額等

新株予約権 少数株主持分 純資産合計
その他有価証券 

評価差額金

為替換算 

調整勘定

評価・換算 

差額等合計

平成20年２月29日残高(百万円) 9 740 749 0 77 70,426

中間連結会計期間中の変動額

 剰余金の配当 △1,936

 中間純損失（△） △803

 自己株式の取得 △3

自己株式の処分 0

 株主資本以外の項目の中間連結 

 会計期間中の変動額(純額)
58 △1,911 △1,852 － 29 △1,823

中間連結会計期間中の変動額合計 

(百万円)
58 △1,911 △1,852 － 29 △4,565

平成20年８月31日残高(百万円) 68 △1,170 △1,102 0 107 65,861
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前連結会計年度の連結株主資本等変動計算書(自 平成19年３月１日 至 平成20年２月29日) 

  

 
  

 
  

  

株主資本

資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計

平成19年２月28日残高(百万円) 12,944 13,157 55,042 △9,057 72,086

連結会計年度中の変動額

 剰余金の配当 △3,097 △3,097

 当期純利益 590 590

 自己株式の取得 △5 △5

 自己株式の処分 △7 31 24

 株主資本以外の項目の連結 

 会計年度中の変動額(純額)

連結会計年度中の変動額合計 

(百万円)
－ － △2,513 26 △2,487

平成20年２月29日残高(百万円) 12,944 13,157 52,528 △9,030 69,598

評価・換算差額等

新株予約権 少数株主持分 純資産合計
その他有価証券 

評価差額金

為替換算 

調整勘定

評価・換算 

差額等合計

平成19年２月28日残高(百万円) 602 10 613 0 321 73,021

連結会計年度中の変動額

 剰余金の配当 △3,097

 当期純利益 590

 自己株式の取得 △5

自己株式の処分 24

 株主資本以外の項目の連結 

 会計年度中の変動額(純額)
△593 729 136 － △244 △108

連結会計年度中の変動額合計 

(百万円)
△593 729 136 － △244 △2,595

平成20年２月29日残高(百万円) 9 740 749 0 77 70,426
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(4) 中間連結キャッシュ・フロー計算書

前中間連結会計期間
 

(自 平成19年３月１日
至 平成19年８月31日)

当中間連結会計期間
 

(自 平成20年３月１日
至 平成20年８月31日)

前連結会計年度の
連結キャッシュ・
フロー計算書

(自 平成19年３月１日
至 平成20年２月29日)

区分
注記 
番号

金額(百万円) 金額(百万円) 金額(百万円)

Ⅰ 営業活動による 
  キャッシュ・フロー

 １  税金等調整前中間(当期) 
      純利益又は税金等調整前 
      中間純損失(△)

△40 495 2,944

 ２ 減価償却費 1,224 1,383 2,678

 ３ 減損損失 － － 393

 ４ 有形固定資産除却損 89 43 240

 ５ 投資有価証券評価損 45 701 109

 ６ のれん償却額 266 331 593

 ７ 賞与引当金の増減額 164 △25 11

 ８ 役員賞与引当金の増減額 △111 △10 △101

 ９ 退職給付引当金の増減額 △100 △114 △202

 10 受取利息及び受取配当金 △186 △164 △336

 11 支払利息 43 45 98

 12 売上債権の増減額 443 542 △348

 13 たな卸資産の増減額 △414 △217 △366

 14 仕入債務の増減額 395 529 △456

 15 保証金及び敷金の増減額 △42 △26 △99

 16 その他 727 △1,036 1,333

    小計 2,504 2,478 6,493

 17 利息及び配当金の受取額 186 186 331

 18 利息の支払額 △43 △45 △98

 19 法人税等の支払額 △1,012 △2,279 △1,213

   営業活動による 
   キャッシュ・フロー

1,634 340 5,512

Ⅱ 投資活動による 
  キャッシュ・フロー

 １ 定期預金の増減額 △98 △161 △0

 ２ 有価証券の取得による支出 △4,988 △568 △6,982

 ３ 有価証券の売却による収入 6,288 3,062 9,183

 ４ 有形固定資産の取得による 
   支出

△1,288 △1,315 △2,263

 ５ 無形固定資産の取得による 
   支出

△170 △96 △291

 ６ 投資有価証券の取得による 
   支出

△1 △291 △2,080

 ７ 投資有価証券の売却による 
   収入

－ － 8

 ８ 連結の範囲変更を伴う
   子会社株式の取得による 
   支出

－ － △3,367

 ９ 非連結子会社株式の 
   取得による支出

△3,697 － －

 10 その他 118 347 590

   投資活動による 
   キャッシュ・フロー

△3,838 975 △5,203
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前中間連結会計期間
 

(自 平成19年３月１日
至 平成19年８月31日)

当中間連結会計期間
 

(自 平成20年３月１日
至 平成20年８月31日)

前連結会計年度の
連結キャッシュ・
フロー計算書

(自 平成19年３月１日
至 平成20年２月29日)

区分
注記 
番号

金額(百万円) 金額(百万円) 金額(百万円)

Ⅲ 財務活動による 
  キャッシュ・フロー

 １ 自己株式の取得による支出 △2 △3 △5

 ２ 自己株式の処分による収入 22 0 24

 ３ 配当金の支払額 △1,933 △1,933 △3,094

 ４ 短期借入金の増減額 3,600 77 －

 ５ その他 △792 △10 △869

   財務活動による 
   キャッシュ・フロー

892 △1,870 △3,944

Ⅳ 現金及び現金同等物に係る 
  換算差額

829 △1,096 657

Ⅴ 現金及び現金同等物の増減額 △481 △1,650 △2,977

Ⅵ 現金及び現金同等物の 
  期首残高

17,956 14,979 17,956

Ⅶ 現金及び現金同等物の
  中間期末(期末)残高

17,475 13,329 14,979
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(5) 中間連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項

項目
前中間連結会計期間

(自 平成19年３月１日
至 平成19年８月31日)

当中間連結会計期間
(自 平成20年３月１日
至 平成20年８月31日)

前連結会計年度
(自 平成19年３月１日
至 平成20年２月29日)

１ 連結の範囲に

関する事項

(1) 連結子会社は33社であ

ります。

主要な連結子会社名

フォンテーヌ㈱

㈱エーディーエヌ

Aderans Holding 

Co., Inc.

(在外子会社)

Aderans Europe 

B.V.(在外子会社)

Aderans Thai Ltd.

(在外子会社)

なお、当中間連結会

計期間から、設立に

よりBosley  

Mexico,S.R.L.と  

Bosley  

International  

Holdings,LLCを連結

の範囲に含めており

ます。

(1) 連結子会社は35社であ

ります。

主要な連結子会社名
      ㈱アデランス

フォンテーヌ㈱
      ㈱エーディーエヌ

Aderans America

Holdings, Inc.

(在外子会社)

Aderans Europe 

B.V.(在外子会社)

Aderans Thai Ltd.

(在外子会社)

(1) 連結子会社は36社であ

ります。

主要な連結子会社名

㈱アデランス

フォンテーヌ㈱
      ㈱エーディーエヌ

Aderans America

Holdings, Inc. (旧

Aderans Holding 

Co., Inc.) 

(在外子会社)

Aderans Europe 

B.V.(在外子会社)

 Aderans Thai Ltd. 

なお、当連結会計年

度から、新規設立に

より㈱アデランス、

Aderans Medical  

Holdings,Inc.、 

Bosley International 

Holdings, LLC、 

Bosley Mexico, 

S.R.L.を、買 収 に よ

りMHR,Inc.を連結の 

範囲に含めておりま

す。

(2) 主要な非連結子会社は

ありません。

非連結子会社は、いず

れも中間連結財務諸表

に与える影響が軽微で

あるため、連結の範囲

から除外しておりま

す。

(2)    同左 (2) 主要な非連結子会社は

ありません。

非連結子会社は、いず

れも連結財務諸表に与

える影響が軽微である

ため、連結の範囲から

除外しております。

２ 持分法の適用に

関する事項

非連結子会社および関連会

社は、いずれも中間連結財

務諸表に与える影響が軽微

であるため、持分法を適用

しておりません。

非連結子会社は、いずれも

中間連結財務諸表に与える

影響が軽微であるため、持

分法を適用しておりませ

ん。

非連結子会社および関連会

社は、いずれも連結財務諸

表に与える影響が軽微であ

るため、持分法を適用して

おりません。

３ 連結子会社の 

(中間)決算日等

に関する事項

連結子会社のうち、国内連

結子会社４社および在外連

結子会社28社の中間決算日

は６月30日でありますが、

各社とも中間連結決算日と

の差異が３カ月を超えてい

ないので、当該中間決算日

の中間財務諸表を基礎とし

て連結を行っており、中間

連結決算日との間に生じた

重要な取引については連結

上必要な調整を行っており

ます。

連結子会社のうち、国内連

結子会社４社および在外連

結子会社29社の中間決算日

は６月30日でありますが、

各社とも中間連結決算日と

の差異が３カ月を超えてい

ないので、当該中間決算日

の中間財務諸表を基礎とし

て連結を行っており、中間

連結決算日との間に生じた

重要な取引については連結

上必要な調整を行っており

ます。

連結子会社のうち、国内連

結子会社４社および在外連

結子会社30社の決算日は12

月31日でありますが、各社

とも連結決算日との差異が

３カ月を超えていないの

で、当該決算日の財務諸表

を基礎として連結を行って

おり、連結決算日との間に

生じた重要な取引について

は連結上必要な調整を行っ

ております。
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項目
前中間連結会計期間

(自 平成19年３月１日
至 平成19年８月31日)

当中間連結会計期間
(自 平成20年３月１日
至 平成20年８月31日)

前連結会計年度
(自 平成19年３月１日
至 平成20年２月29日)

４ 会計処理基準に

関する事項

(1) 重要な資産の評価基準

及び評価方法

① 有価証券

満期保有目的の債券

償却原価法(定額

法)

(1) 重要な資産の評価基準

及び評価方法

① 有価証券

満期保有目的の債券

同左

(1) 重要な資産の評価基準

及び評価方法

① 有価証券

満期保有目的の債券

同左

子会社株式

移動平均法による

原価法

子会社株式

同左

子会社株式

同左

   その他有価証券

    時価のあるもの

     中間決算日の市

場価格等に基づ

く時価法(評価

差額は全部純資

産直入法により

処理し、売却原

価は移動平均法

により算定)

   その他有価証券

時価のあるもの

同左

   その他有価証券

    時価のあるもの

     決算日の市場価

格等に基づく時

価法(評価差額

は全部純資産直

入法により処理

し、売却原価は

移動平均法によ

り算定)

    時価のないもの

     移動平均法によ

る原価法

時価のないもの

同左

時価のないもの

同左

② たな卸資産

  商品・製品

   中間連結財務諸表提

出会社については、

かつらのうちオーダ

ーメイドは個別法に

よる原価法、レディ

ーメイドは総平均法

による原価法、その

他の商品は 終仕入

原価法によっており

ます。

   また、国内連結子会

社については、主と

して移動平均法によ

る原価法、在外連結

子会社については、

先入先出法による低

価法または移動平均

法による低価法によ

っております。

② たな卸資産

商品・製品

  ㈱アデランスについて

は、かつらのうちオー

ダーメイドは個別法に

よる原価法、レディー

メイドは総平均法によ

る原価法、その他の商

品は 終仕入原価法に

よっております。  

また、その他の国内連

結子会社については、

主として移動平均法に

よる原価法、在外連結

子会社については、先

入先出法による低価法

または移動平均法によ

る低価法によっており

ます。 

② たな卸資産

  商品・製品

     同左

   

  原材料・仕掛品

   連結子会社について

は先入先出法による

低価法または移動平

均法による低価法に

よっております。

原材料・仕掛品

同左

原材料・仕掛品

同左
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項目
前中間連結会計期間

(自 平成19年３月１日
至 平成19年８月31日)

当中間連結会計期間
(自 平成20年３月１日
至 平成20年８月31日)

前連結会計年度
(自 平成19年３月１日
至 平成20年２月29日)

  貯蔵品

   支給資材は個別法

による原価法、そ

の他の貯蔵品は主

として 終仕入原

価法によっており

ま す。た だ し、在

外連結子会社につ

いては先入先出法

による低価法によ

っております。

貯蔵品

同左

貯蔵品

同左

(2) 重要な減価償却資産

の減価償却の方法

(2) 重要な減価償却資産の

減価償却の方法

(2) 重要な減価償却資産の

減価償却の方法

  有形固定資産

  主として定率法(ただ

し、平成10年４月１日

以降取得した建物「建

物附属設備を除く」に

ついては定額法によっ

ております。)。一部の

国内連結子会社につい

ては定額法。ただし、

在外連結子会社の有形

固定資産については、

主として定額法によっ

ております。

なお、主な耐用年数は

以下のとおりでありま

す。

建物及び構築物

13～47年

有形固定資産

同左

有形固定資産

同左

（会計方針の変更）

 平成19年4月1日以降取得

した有形固定資産の償却方

法について、国内連結会社

については平成19年度税制

改正により導入された新た

な定額法および定率法に変

更しております。なお、こ

の変更による営業利益、経

常利益および税金等調整前

中間純損失に与える影響額

は軽微であります。

(追加情報) 

平成19年3月31日以前に取

得した有形固定資産につい

て、国内連結子会社につい

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

到達した連結会計年度の翌

連結会計年度より、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、減価償却に含

めて表示しております。 

これによる影響額は軽微で

あります。

（有形固定資産の減価償却

費の方法）  

平成19年４月１日以降取得

した有形固定資産の償却方

法について、国内連結子会

社については平成19年度税

制改正により導入された新

たな定額法および定率法に

変更しております。なお、

この変更による営業利益、

経常利益および税金等調整

前当期純利益に与える影響

額は軽微であります。  

 

無形固定資産

定額法

なお、自社利用のソ

フトウエアについて

は、社内における利用

可能期間(５年)に基づ

く定額法により償却し

ています。

無形固定資産

同左

無形固定資産

同左

  長期前払費用

   均等償却

長期前払費用

同左

長期前払費用

同左
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項目
前中間連結会計期間

(自 平成19年３月１日
至 平成19年８月31日)

当中間連結会計期間
(自 平成20年３月１日
至 平成20年８月31日)

前連結会計年度
(自 平成19年３月１日
至 平成20年２月29日)

(3) 重要な引当金の計上

基準

① 貸倒引当金

  債権の貸倒損失に備え

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

別に回収可能性を検討

し、回収不能見込額を

計上しております。な

お、在外連結子会社に

ついては、個々の債権

の回収可能性を検討し

計上しております。

(3) 重要な引当金の計上

基準

① 貸倒引当金

同左

(3) 重要な引当金の計上

基準

① 貸倒引当金

同左

② 賞与引当金

  中間連結財務諸表提出

会社および国内連結子

会社については、従業

員に対する賞与の支給

に備えるため、支給見

込額に基づき計上して

おります。

② 賞与引当金

同左

② 賞与引当金

  連結財務諸表提出会社

および国内連結子会社

については、従業員に

対する賞与の支給に備

えるため、支給見込額

に基づき計上しており

ます。

③ 商品保証引当金

  中間連結財務諸表提出

会社については、販売

商品の無償保証契約に

基づく補修費に充てる

ため、過去の補修実績

を基礎として、その必

要額を見積計上してお

ります。

③  商品保証引当金

   連結子会社のうち㈱ア

デランスについては、

販売商品の無償保証契

約に基づく補修費に充

てるため、過去の補修

実績を基礎として、そ

の必要額を見積計上し

てお 

ります。

③ 商品保証引当金

     同左

④ 返品調整引当金

  連結子会社のうちフォ

ンテーヌ㈱について

は、販売商品の返品に

よる損失に備えるた

め、売掛金残高に当上

半期および前期の平均

返品率と当上半期の売

上総利益率を乗じた額

を計上しております。

④ 返品調整引当金

同左

④ 返品調整引当金

  連結子会社のうちフォ

ンテーヌ㈱について

は、販売商品の返品に

よる損失に備えるた

め、売掛金残高に当期

および前期の平均返品

率と当期の売上総利益

率を乗じた額を計上し

ております。

⑤  ―――――― ⑤  ―――――― ⑤ 役員賞与引当金

連結子会社のフォンテ

ーヌ㈱および一部の在

外連結子会社について

は、役員に対する賞与

の支給に備えるため、

支給見込額に基づき計

上しております。
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項目
前中間連結会計期間

(自 平成19年３月１日
至 平成19年８月31日)

当中間連結会計期間
(自 平成20年３月１日
至 平成20年８月31日)

前連結会計年度
(自 平成19年３月１日
至 平成20年２月29日)

⑥ 退職給付引当金

    中間連結財務諸表提出

会社、国内連結子会社

および一部の在外連結

子会社については、従

業員に対する退職給付

に備えるため、当連結

会計年度末における退

職給付債務および年金

資産の見込額に基づ

き、当中間連結会計期

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。

    過去勤務債務について

は、その発生時の従業

員の平均残存勤務期間

以内の一定の年数(５

年)による定額法によ

り費用処理しておりま

す。

    数理計算上の差異につ

いては、その発生時の

従業員の平均残存勤務

期間以内の一定の年数

(５年)による定額法に

より翌連結会計年度よ

り費用処理しておりま

す。

 ⑦ ――――――

⑥ 退職給付引当金

同左

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
⑦ 関係会社整理損失引当
   金
    連結子会社の㈱サムソ
     ンは、関係会社の整理 
     に伴い新たに発生する 
     と見  込まれる損失額 
     を計上しております。

⑥ 退職給付引当金

  連結財務諸表提出会

社、国内連結子会社お

よび一部の在外連結子

会社については、従業

員に対する退職給付に

備えるため、当連結会

計年度末における退職

給付債務および年金資

産の見込額に基づき計

上しております。

過去勤務債務について

は、その発生時の従業

員の平均残存勤務期間

以内の一定の年数(５

年)による定額法によ

り費用処理しておりま

す。

  数理計算上の差異につ

いては、その発生時の

従業員の平均残存勤務

期間以内の一定の年数

(５年)による定額法に

より翌連結会計年度か

ら費用処理しておりま

す。

 

 

 

 
⑦ 関係会社整理損失引当
   金

同左

(4) 重要な外貨建の資産又

は負債の本邦通貨への

換算の基準

  外貨建金銭債権債務

は、中間決算日の直物

為替相場により円貨に

換算し、換算差額は損

益として処理しており

ます。なお、在外連結

子会社の資産および負

債は中間決算日の直物

為替相場により円貨に

換算し、収益及び費用

は期中平均相場により

円貨に換算し、換算差

額は純資産の部におけ

る為替換算調整勘定に

含めております。

(4) 重要な外貨建の資産又

は負債の本邦通貨への

換算の基準

同左

(4) 重要な外貨建の資産又

は負債の本邦通貨への

換算の基準

  外貨建金銭債権債務

は、連結決算日の直物

為替相場により円貨に

換算し、換算差額は損

益として処理しており

ます。なお、在外連結

子会社の資産および負

債は決算日の直物為替

相場により円貨に換算

し、収益及び費用は期

中平均相場により円貨

に換算し、換算差額は

純資産の部における為

替換算調整勘定に含め

て計上しております。
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項目
前中間連結会計期間

(自 平成19年３月１日
至 平成19年８月31日)

当中間連結会計期間
(自 平成20年３月１日
至 平成20年８月31日)

前連結会計年度
(自 平成19年３月１日
至 平成20年２月29日)

(5) 重要なリース取引の処

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。

(5) 重要なリース取引の処

理方法

同左

(5) 重要なリース取引の処

理方法

同左

(6) その他中間連結財務諸

表作成のための重要な

事項

(6) その他中間連結財務諸

表作成のための重要な

事項

(6) その他連結財務諸表作

成のための重要な事項

  消費税等の処理方法

   消費税及び地方消費

税の会計処理は、税

抜方式によっており

ます。

  消費税等の処理方法

同左

  消費税等の処理方法

同左

５ 中間連結キャッシ

ュ・フロー計算書

( 連 結 キ ャ ッ シ

ュ・フ ロ ー 計 算

書)における資金

の範囲

中間連結キャッシュ・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

な預金および流動性の高

い、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カ月以

内に満期日の到来する短期

的な投資からなります。

同左 連結キャッシュ・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

金および流動性の高い、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カ月以内に満

期日の到来する短期的な投

資からなります。
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(6) 中間連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更

前中間連結会計期間
(自 平成19年３月１日
至 平成19年８月31日)

当中間連結会計期間
(自 平成20年３月１日
至 平成20年８月31日)

前連結会計年度
(自 平成19年３月１日
至 平成20年２月29日)

（企業結合に係る会計基準等）

当中間連結会計期間から「企業結

合に係る会計基準」（企業会計審議

会平成15年10月31日）及び「事業分

離等に関する会計基準」（企業会計

基準委員会 平成17年12月27日 企

業会計基準第7号）並びに「企業結

合会計基準及び事業分離等会計基準

に関する適用指針」（企業会計基準

委員会 平成17年12月27日 終改

正平成18年12月22日 企業会計基準

適用指針第10号）を適用しておりま

す。

これによる損益に与える影響はあ

りません。

中間連結財務諸表規則の改正によ

る中間連結財務諸表の表示に関する

変更は以下のとおりであります。

（中間連結貸借対照表）

「連結調整勘定」及び「営業権」

は、当中間連結会計期間から「のれ

ん」として表示しております。

（中間連結キャッシュ・フロー計算

書）

「連結調整勘定償却額」は、当中

間連結会計期間から「のれん償却

額」として表示しております。

―――――― （企業結合に係る会計基準等） 

当連結会計年度から「企業結合に係

る会計基準」（企業会計審議会平成

15年10月31日)及び「事業分離等に

関する会計基準」（企業会計基準委

員会 平成17年12月27日 企業会計

基準第7号）並びに「企業結合会計

基準及び事業分離等会計基準に関す

る適用指針」（企業会計基準委員会

平成17年12月27日 終改正平成18

年12月22日 企業会計基準適用指針

第10号）を適用しております。これ

による損益に与える影響はありませ

ん。 

 

連結財務諸表規則の改正による連結

財務諸表の表示に関する変更は以下

のとおりであります。 

(連結貸借対照表) 

 「連結調整勘定」及び「営業権」

は、当連結会計年度から「のれん」

として表示しております。 

（連結キャッシュ・フロー計算書） 

 

「連結調整勘定償却額」は、当連結

会計年度から「のれん償却額」とし

て表示しております。
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(表示方法の変更)

前中間連結会計期間
(自 平成19年３月１日
至 平成19年８月31日)

当中間連結会計期間
(自 平成20年３月１日
至 平成20年８月31日)

（中間連結貸借対照表）

 中間連結財務諸表提出会社は、平成17年５月26日開催

の定時株主総会において、役員に対する退職慰労金の打

ち切り支給の決議をおこない、役員退職慰労金制度を廃

止しております。また、国内連結子会社２社についても

同様に過年度において同制度を廃止しております。この

たび監査第一委員会報告第42号「租税特別措置法上の準

備金及び特別法上の引当金又は準備金に関する監査上の

取扱い」に従い、従来「役員退職慰労引当金」として表

示しておりましたが、「長期未払金」に表示方法を変更

しております。

（中間連結キャシュ・フロー計算書）

 前中間連結会計期間において、「自己株式の売却によ

る収入」として表示しておりましたが、会計基準等との

整合性を図るため、「自己株式の処分による収入」とし

て表示しております。

――――――
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(7) 中間連結財務諸表に関する注記事項

(中間連結貸借対照表関係)

前中間連結会計期間末
(平成19年８月31日)

当中間連結会計期間末
(平成20年８月31日)

前連結会計年度末 
(平成20年２月29日)

※１ 有形固定資産減価償却累計額

は24,512百万円であります。

※１ 有形固定資産減価償却累計額

は24,998百万円であります。

※１ 有形固定資産減価償却累計額

は24,564百万円であります。

 

 

※２ 担保資産

   (1)担保資産

建物及び構築物 43百万円

土地 134百万円

計 177百万円

   (2)対応債務

流動負債のその他 80百万円

長期借入金 279百万円

計 360百万円

 

 

※２ 担保資産

   (1)担保資産

建物及び構築物 31百万円

土地 78百万円

計 109百万円

   (2)対応債務

流動負債のその他 30百万円

長期借入金 158百万円

計 188百万円

 

※２ 担保資産

   (1)担保資産

建物及び構築物 37百万円

土地 81百万円

計 119百万円

   (2)対応債務      

流動負債のその他 30百万円

長期借入金 158百万円

計 188百万円

 ３ 偶発債務

   連結子会社以外の会社等の金
融機関からの借入金に対する
債務保証

    ㈱セントラルアカデミー

83百万円

   連結子会社以外の会社等の不
動産賃借契約に対する債務保
証

    Samson International,Inc.

1,398百万円

 ３ 偶発債務

   連結子会社以外の会社等の金
融機関からの借入金に対する
債務保証

    ㈱セントラルアカデミー

68百万円

   
    

３ 偶発債務

  連結子会社以外の会社等の金
融機関からの借入金に対する
債務保証

    ㈱セントラルアカデミー

74百万円
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(中間連結損益計算書関係)

前中間連結会計期間
(自 平成19年３月１日
至 平成19年８月31日)

当中間連結会計期間
(自 平成20年３月１日
至 平成20年８月31日)

前連結会計年度
(自 平成19年３月１日
至 平成20年２月29日)

※１ 商品保証引当金繰入額78百万

円および返品調整引当金戻入

額23百万円が含まれておりま

す。

※１ 商品保証引当金繰入額74百万

円および返品調整引当金戻入

額36百万円が含まれておりま

す。

※１ 商品保証引当金繰入額88百万

円および返品調整引当金繰入

額8百万円が含まれておりま

す。

 

※２ 販売費及び一般管理費のうち

主要な費目および金額は、次

のとおりであります。

広告宣伝費 7,012百万円

給与手当 7,380百万円

賞与引当金 
繰入額

1,490百万円

退職給付費用 140百万円

減価償却費 1,058百万円

のれん償却額 282百万円
 

※２ 販売費及び一般管理費のうち

主要な費目および金額は、次

のとおりであります。

広告宣伝費 5,846百万円

給与手当 7,881百万円

賞与引当金
繰入額

1,342百万円

退職給付費用 110百万円

減価償却費 1,267百万円

のれん償却額 346百万円

※２ 販売費及び一般管理費のうち

主要な費目および金額は、次

のとおりであります。

広告宣伝費 13,159百万円

給与手当 16,817百万円

賞与引当金 
繰入額

1,006百万円

退職給付費用 262百万円

減価償却費 2,502百万円

のれん償却額 624百万円

※３ 固定資産売却益は、主として

土地の売却によるものであり

ます。

※３ 固定資産売却益は、主として

建物及び構築物によるもので

あります。

※３ 固定資産売却益の内訳は、次

のとおりであります。

土地 41百万円

その他 239百万円

 ※４        ―――――― ※４ 金融商品取引法第165条の2第

3項の規定に基づき、中間連

結財務諸表提出会社が特定組

合等から提供を受けた利益で

あります。

※４      ――――――

※５ 固定資産売却損は、主として

土地および建物の売却による

ものであります。

 

※５ 固定資産売却損の内訳は、次

のとおりであります。

土地 11百万円

その他 239百万円

※５ 固定資産売却損は、土地の売

却によるものであります。

※６ 固定資産除却損の内訳は、次

のとおりであります。

建物及び構築物 43百万円

その他 9百万円

※６ 固定資産除却損の内訳は、次

のとおりであります。

建物及び構築物 11百万円

その他 3百万円

※６ 固定資産除却損の内訳は、次

のとおりであります。

建物及び構築物 146百万円

その他 41百万円
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前中間連結会計期間 (自 平成19年3月1日 至 平成19年8月31日) 

１ 発行済株式の種類および総数に関する事項 

 
  

２ 自己株式の種類および株式数に関する事項 

 
(注) １ 増加株式数の内訳は、単元未満株式の買取りによる増加 1,114 株であります。 

２ 減少株式数の内訳は、ストックオプション行使による減少 9,300 株および単元未満株式の買い増し請求に

よる減少 102 株であります。 

  

３ 新株予約権に関する事項 

 
  

４ 配当に関する事項 

(1)  配当金支払額 

 
  

(2)  基準日が当中間連結会計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当中間連結会計期間末後となるもの 

 
  

(中間連結株主資本等変動計算書関係)

前連結会計年度末 

株式数

当中間連結会計期間 

増加株式数

当中間連結会計期間 

減少株式数

当中間連結会計期間 

末株式数

普通株式 (株) 41,713,388 － － 41,713,388

前連結会計年度末 

株式数

当中間連結会計期間 

増加株式数

当中間連結会計期間 

減少株式数

当中間連結会計期間 

末株式数

普通株式 (株) 3,001,021 1,114 9,402 2,992,733

内訳

目的とな 

る株式の 

種類

目的となる株式の数 （株） 当中間連 

結会計期 

間末残高 

(百万円)

前連結会 

計年度末

当中間連 

結会計期 

間増加

当中間連 

結会計期 

間減少

当中間連 

結会計期 

間末

連結子会社 － － － － － － 0

合計 － － － － 0

決議 株式の種類
配当金の総額 

(百万円)

1株当たりの 

配当額 (円)
基準日 効力発生日

平成19年5月24日 

定時株主総会
普通株式 1,935 50 平成19年2月28日 平成19年5月25日

決議 株式の種類 配当の原資

配当金の 

総額 

(百万円)

1株当た 

りの配当 

額 (円)

基準日 効力発生日

平成19年10月11日 

取締役会
普通株式 利益剰余金 1,161 30 平成19年8月31日 平成19年11月14日
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当中間連結会計期間 (自 平成20年3月1日 至 平成20年8月31日) 

１ 発行済株式の種類および総数に関する事項 

 
  

２ 自己株式の種類および株式数に関する事項 

 
(注) １ 増加株式数の内訳は、単元未満株式の買取りによる増加1,915株であります。 

２ 減少株式数の内訳は、単元未満株式の買い増し請求による減少276株であります。 

  

３ 新株予約権に関する事項 

 
  

４ 配当に関する事項 

(1)  配当金支払額 

 
  

(2)  基準日が当中間連結会計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当中間連結会計期間末後となるもの 

 
  

前連結会計年度末 

株式数

当中間連結会計期間 

増加株式数

当中間連結会計期間 

減少株式数

当中間連結会計期間 

末株式数

普通株式 (株) 41,713,388 ─ ─ 41,713,388

前連結会計年度末 

株式数

当中間連結会計期間 

増加株式数

当中間連結会計期間 

減少株式数

当中間連結会計期間 

末株式数

普通株式 (株) 2,992,960 1,915 276 2,994,599

内訳

目的とな 

る株式の 

種類

目的となる株式の数 （株） 当中間連 

結会計期 

間末残高 

(百万円)

前連結会 

計年度末

当中間連 

結会計期 

間増加

当中間連 

結会計期 

間減少

当中間連 

結会計期 

間末

連結子会社 － － － － － － 0

合計 － － － － 0

決議 株式の種類
配当金の総額 

(百万円)

1株当たりの 

配当額 (円)
基準日 効力発生日

平成20年5月29日

定時株主総会 普通株式 1,936 50 平成20年2月29日 平成20年5月30日

決議 株式の種類 配当の原資

配当金の 

総額 

(百万円)

1株当た 

りの配当 

額 (円)

基準日 効力発生日

平成20年10月16日 

取締役会
普通株式 利益剰余金 193 5 平成20年8月31日 平成20年11月19日
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前連結会計年度 (自 平成19年3月1日 至 平成20年2月29日) 

１ 発行済株式の種類および総数に関する事項 

 

２ 自己株式の種類および株式数に関する事項 

 
(注) １ 増加株式数の内訳は、単元未満株式の買取りによる増加2,267株であります。 

２ 減少株式数の内訳は、ストックオプション行使による減少9,300株および単元未満株式の買い増し請求によ

る減少1,028株であります。 

  

３ 新株予約権に関する事項 

 
  

４ 配当に関する事項 

(1)  配当金支払額 

 
  

 
  

(2)  基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が当連結会計年度後となるもの 

 
  

前連結会計年度末 

株式数

当連結会計年度 

増加株式数

当連結会計年度 

減少株式数

当連結会計年度 

末株式数

普通株式 (株) 41,713,388 ─ ─ 41,713,388

 

前連結会計年度末 

株式数

当連結会計年度 

増加株式数

当連結会計年度 

減少株式数

当連結会計年度 

末株式数

普通株式 (株) 3,001,021 2,267 10,328 2,992,960

内訳

目的とな 

る株式の 

種類

目的となる株式の数 （株） 当連結 

会計年 

度末残高 

(百万円)

前連結会 

計年度末

当連結 

会計年 

度増加

当連結 

会計年 

度減少

当連結 

会計年 

度末

連結子会社 － － － － － － 0

合計 － － － － 0

決議 株式の種類
配当金の総額 

(百万円)

1株当たりの 

配当額 (円)
基準日 効力発生日

平成19年5月24日

定時株主総会
普通株式 1,935 50 平成19年2月28日 平成19年5月25日

決議 株式の種類
配当金の総額 

(百万円)

1株当たりの 

配当額 (円)
基準日 効力発生日

平成19年10月11日

取締役会
普通株式 1,161 30 平成19年8月31日 平成19年11月14日

決議 株式の種類 配当の原資

配当金の 

総額 

(百万円)

1株当た 

りの配当 

額 (円)

基準日 効力発生日

平成20年5月29日

定時株主総会
普通株式 利益剰余金 1,936 50 平成20年2月29日 平成20年5月30日
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(中間連結キャッシュ・フロー計算書関係)

前中間連結会計期間
(自 平成19年３月１日
至 平成19年８月31日)

当中間連結会計期間
(自 平成20年３月１日
至 平成20年８月31日)

前連結会計年度
(自 平成19年３月１日
至 平成20年２月29日)

 

１ 現金及び現金同等物の中間期末

残高と中間連結貸借対照表に掲記

されている科目の金額との関係

現金及び預金勘定 14,146百万円

有価証券勘定に 
含まれるMMF等

3,504百万円

預入期間が３カ月を
超える定期預金

△175百万円

現金及び現金同等物 17,475百万円

  

１ 現金及び現金同等物の中間期末

残高と中間連結貸借対照表に掲記

されている科目の金額との関係

現金及び預金勘定 10,660百万円

有価証券勘定に
含まれるMMF等

2,903百万円

預入期間が３カ月を
超える定期預金

△234百万円

現金及び現金同等物 13,329百万円
 

１ 現金及び現金同等物の期末残高

と連結貸借対照表に掲記されてい

る科目の金額との関係

現金及び預金勘定 14,138百万円

有価証券勘定に 
含まれるMMF等

911百万円

預入期間が３カ月を
超える定期預金

△70百万円

現金及び現金同等物 14,979百万円
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前中間連結会計期間 (自 平成19年3月1日 至 平成19年8月31日) 

 全セグメントの売上高の合計、営業利益の合計額に占める「毛髪関連事業」の割合が、いずれも90％

を超えているため、事業の種類別セグメント情報の記載を省略しております。 

  

当中間連結会計期間 (自 平成20年3月1日 至 平成20年8月31日) 

 全セグメントの売上高の合計、営業利益の合計額に占める「毛髪関連事業」の割合が、いずれも90％

を超えているため、事業の種類別セグメント情報の記載を省略しております。 

  

前連結会計年度 (自 平成19年3月1日 至 平成20年2月29日) 

 全セグメントの売上高の合計、営業利益の合計額に占める「毛髪関連事業」の割合が、いずれも90％

を超えているため、事業の種類別セグメント情報の記載を省略しております。 

  

(セグメント情報)

１ 事業の種類別セグメント情報
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前中間連結会計期間 (自 平成19年3月1日 至 平成19年8月31日) 

  

 
  

当中間連結会計期間 (自 平成20年3月1日 至 平成20年8月31日) 

  

 
  

前連結会計年度 (自 平成19年3月1日 至 平成20年2月29日) 

  

 
(注) １ 国又は地域の区分は、地理的近接度によっております。 

２ 本邦以外の区分に属する主な国または地域 

(1) アジア・・・・・・・ タイ・フィリピン・台湾 

(2) 北 米・・・・・・・ 米国 

(3) 欧 州・・・・・・・ フランス・ドイツ・オランダ・ベルギー・イギリス・スウェーデン 

３ 営業費用のうち、消去又は全社の項目に含めた配賦不能営業費用の主なものは、親会社本社の総務部門等管

理部門および全社資産に係る費用であります。 

 
   (追加情報)  

 平成19年9月1日付の新設分割により親会社本社の管理部門の一部が事業会社に移転したため、配賦不能営

業費用が当中間連結会計期間及び前連結会計期間においてそれぞれ991百万円及び988百万円減少し、日本の

営業費用がそれぞれ同額だけ増加しております。 

２ 所在地別セグメント情報

日本 
(百万円)

アジア
(百万円)

北米
(百万円)

欧州
(百万円)

計
(百万円)

消去又は全社

(百万円)
連結

(百万円)

売上高

(1) 外部顧客に対する売上高 26,334 224 7,639 2,097 36,296 － 36,296

(2) セグメント間の内部

   売上高又は振替高 26 2,450 955 － 3,433 (3,433) －

計 26,361 2,675 8,595 2,097 39,730 (3,433) 36,296

営業費用 24,122 2,427 8,662 1,997 37,210 (1,374) 35,835

営業利益又は営業損失（△） 2,238 248 △67 100 2,519 (2,058) 461

日本 
(百万円)

アジア
(百万円)

北米
(百万円)

欧州
(百万円)

計
(百万円)

消去又は全社

(百万円)
連結

(百万円)

売上高

 (1) 外部顧客に対する売上高 24,581 228 9,094 2,148 36,052 － 36,052

 (2) セグメント間の内部

  売上高又は振替高 93 2,181 802 1 3,079 (3,079) －

計 24,674 2,409 9,897 2,150 39,132 (3,079) 36,052

営業費用 22,772 2,259 10,356 2,017 37,406 (2,434) 34,972

営業利益又は営業損失（△） 1,902 149 △458 132 1,725 ( 645) 1,080

日本 
(百万円)

アジア
(百万円)

北米
(百万円)

欧州
(百万円)

計
(百万円)

消去又は全社

(百万円)
連結

(百万円)

売上高

(1) 外部顧客に対する売上高 53,763 472 16,560 4,202 74,998 － 74,998

(2) セグメント間の内部

  売上高又は振替高 117 5,122 1,734 1 6,975 (6,975) －

計 53,880 5,594 18,295 4,203 81,974 (6,975) 74,998

営業費用 47,434 5,046 18,853 3,912 75,247 (4,315) 70,932

営業利益又は営業損失（△） 6,445 547 △557 291 6,727 (2,660) 4,066

前中間連結会計期間 2,112百万円
当中間連結会計期間 855百万円
前連結会計年度 2,646百万円
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前中間連結会計期間 (自 平成19年3月1日 至 平成19年8月31日) 

 
  

当中間連結会計期間 (自 平成20年3月1日 至 平成20年8月31日) 

 
  

前連結会計年度   (自 平成19年3月1日 至 平成20年2月29日) 

 
(注) 1 国又は地域の区分は、地理的近接度によっております。 

2 本邦以外の区分に属する主な国または地域 
(1)ア ジ ア・・・・・・ タイ・フィリピン・台湾・韓国・シンガポール・中国・マレーシア 

(2)北    米・・・・・・ 米国 

(3)欧    州・・・・・・ フランス・ドイツ・オランダ・ベルギー・イギリス・スウェーデン 

(4)その他の地域・・・・ 豪州・中南米 

3 海外売上高は、当社および連結子会社の本邦以外の国又は地域における売上高であります。 

  

３ 海外売上高

アジア 北米 欧州 その他の地域 計

(百万円) (百万円) (百万円) (百万円) (百万円)

1 海 外 売 上 高 216 7,577 2,117 58 9,969

2 連 結 売 上 高 ― ― ― ― 36,296

3 連結売上高に占める

 海外売上高の割合（％） 0.6 20.9 5.8 0.2 27.5

アジア 北米 欧州 その他の地域 計

(百万円) (百万円) (百万円) (百万円) (百万円)

1 海 外 売 上 高 236 9,059 2,131 63 11,490

2 連 結 売 上 高 ─ ─ ─ ─ 36,052

3 連結売上高に占める

 海外売上高の割合（％） 0.7 25.1 5.9 0.2 31.9

アジア 北米 欧州 その他の地域 計

(百万円) (百万円) (百万円) (百万円) (百万円)

1 海 外 売 上 高 461 16,293 4,233 112 21,100

2 連 結 売 上 高 ─ ─ ─ ─ 74,998

3 連結売上高に占める

 海外売上高の割合（％） 0.6 21.7 5.6 0.2 28.1
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(注) 算定上の基礎 

  

１ １株当たり純資産額 

 
  

(１株当たり情報)

項目
前中間連結会計期間
(自平成19年3月１日
至平成19年8月31日)

当中間連結会計期間
(自平成20年3月１日
至平成20年8月31日)

前連結会計年度
(自平成19年3月１日
至平成20年2月29日)

１株当たり純資産額 1,843円60銭 1,698円24銭 1,816円84銭

１株当たり中間純損失
(△)又は当期純利益

△14円69銭 △20円74銭 15円25銭

潜在株式調整後１株当た
り中間(当期)純利益

潜在株式は存在しま
すが１株当たり中間
純損失であるため記
載しておりません。

同左 潜在株式調整後１株当た
り当期純利益金額につい
ては、希薄化効果を有し
ている潜在株式が存在し
ないため記載しておりま
せん。

項目
前中間連結会計期間末
(平成19年8月31日)

当中間連結会計期間末
(平成20年8月31日)

前連結会計年度末
(平成20年2月29日)

中間連結貸借対照表(連結貸借対
照表)の純資産の部の合計額(百
万円)

71,469 65,861 70,426

普通株式に係る純資産額(百万
円)

71,385 65,753 70,348

差額の内訳(百万円)

新株予約権 0 0 0

 少数株主持分 84 107 77

普通株式の発行済株式数(株) 41,713,388 41,713,388 41,713,388

普通株式の自己株式数(株) 2,992,733 2,994,599 2,992,960

1株当たり純資産の算定に用いら
れた普通株式の数(株)

38,720,655 38,718,789 38,720,428
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２ １株当たり中間(当期)純利益又は中間純損失および潜在株式調整後1株当たり中間(当期)純利益 

 
  

項目
前中間連結会計期間
(自平成19年3月１日
至平成19年8月31日)

当中間連結会計期間
(自平成20年3月１日
至平成20年8月31日)

前連結会計年度
(自平成19年3月１日
至平成20年2月29日)

中間連結損益計算書上の中間純
損失(△)又は当期純利益(百万
円)

△568 △803 590

普通株式に係る中間純損失(△) 
又は当期純利益(百万円)

△568 △803 590

普通株主に帰属しない金額(百万
円)

－ － －

普通株式の期中平均株式数(株) 38,717,591 38,719,741 38,719,026

中間(当期)純利益調整額 
(百万円)

－ － －

潜在株式調整後１株当たり中間
(当期)純利益の算定に用いられ
た普通株式増加数の内訳(株)

新株予約権 － － －

普通株式増加数(株) － － －

希薄化効果を有しないため、潜
在株式調整後１株当たり中間(当
期)純利益の算定に含めなかった
潜在株式の概要

潜在株式の種類
（新株予約権証券）  
潜在株式の数  
（1,097,500株）

潜在株式の種類
（新株予約権証券）  
潜在株式の数  
（600,600株）

潜在株式の種類  
（新株予約権証券）  
潜在株式の数  
（1,062,500株）
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前中間連結会計期間 (自 平成19年3月1日 至 平成19年8月31日) 

  (重要な会社分割) 

１ 会社分割の実施 

当社は、平成19年４月20日開催の当社取締役会において決議され、平成19年５月24日開催の定

時株主総会において承認された当社を分割会社とする会社分割を実施し、純粋持株会社へ移行い

たしました。純粋持株会社化に伴い、平成19年９月１日付で当社の商号を「㈱アデランスホール

ディングス」に変更しております。 

２ 分割期日 

平成19年９月１日 

３ 会社分割の形態 

当社を分割会社として、新設する㈱アデランス(以下、新設会社という。)に本件事業を承継さ

せる新設分割で、当社に割当交付される新設会社の株式全ては当社が継続して保有する分社型

（物的）分割であります。 

４ 承継される資産・負債 

資産：21,926百万円 

負債： 8,603百万円 

  

当中間連結会計期間 (自 平成20年3月1日 至 平成20年8月31日) 

該当事項はありません。 

  

前連結会計年度 (自 平成19年3月1日 至 平成20年2月29日) 

該当事項はありません。 

  

リース取引、有価証券、デリバティブ取引、ストック・オプション等、企業結合等に関する注記事項に

ついては、中間決算短信における開示の必要性が大きくないと考えられるため開示を省略します。 

  

(重要な後発事象)

(開示の省略)
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５ 中間個別財務諸表

(1) 中間貸借対照表

前中間会計期間末

(平成19年８月31日)

当中間会計期間末

(平成20年８月31日)

前事業年度の
要約貸借対照表 

(平成20年２月29日)

区分
注記 
番号

金額(百万円)
構成比
(％)

金額(百万円)
構成比 
(％)

金額(百万円)
構成比
(％)

(資産の部)

Ⅰ 流動資産

 １ 現金及び預金 3,946 764 623

 ２ 受取手形 4 － －

 ３ 売掛金 2,410 － －

 ４ 有価証券 7,402 4,402 3,905

 ５ たな卸資産 1,686 6 6

 ６ 繰延税金資産 572 117 75

 ７ その他 1,058 740 1,521

 ８ 貸倒引当金 △6 － －

   流動資産合計 17,077 22.1 6,030 9.4 6,132 9.4

Ⅱ 固定資産

 １ 有形固定資産

  (1) 建物 10,640 4,466 4,613

  (2) 土地 10,952 8,535 8,535

  (3) その他 1,201 156 167

    有形固定資産合計 22,794 29.6 13,159 20.6 13,316 20.4

 ２ 無形固定資産 3,542 4.6 1,845 2.9 1,850 2.9

 ３  投資その他の資産

  (1) 投資有価証券 7,968 8,037 9,342

  (2) 関係会社株式 14,039 26,977 26,977

  (3) 長期貸付金 5,955 6,510 6,183

    (4) 保証金及び敷金 2,516 － 0

  (5) 繰延税金資産 2,028 826 819

  (6) その他 3,499 3,044 3,047

  (7) 貸倒引当金 △2,301 △2,484 △2,482

   投資その他の資産 
   合計

33,707 43.7 42,911 67.1 43,888 67.3

   固定資産合計 60,044 77.9 57,916 90.6 59,054 90.6

   資産合計 77,122 100.0 63,946 100.0 65,186 100.0
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前中間会計期間末

(平成19年８月31日)

当中間会計期間末

(平成20年８月31日)

前事業年度の
要約貸借対照表 

(平成20年２月29日)

区分
注記 
番号

金額(百万円)
構成比
(％)

金額(百万円)
構成比 
(％)

金額(百万円)
構成比
(％)

(負債の部)

Ⅰ 流動負債

 １ 買掛金 316 － －

 ２ 短期借入金 3,500 － －

 ３ 未払法人税等 219 26 －

 ４ 前受金 2,484 － －

 ５ 賞与引当金 1,100 29 30

 ６ 商品保証引当金 154 － －

 ７ その他 1,844 2,192 2,800

   流動負債合計 9,618 12.5 2,247 3.5 2,830 4.3

Ⅱ 固定負債

 １ 長期未払金 598 23 598

 ２ 退職給付引当金 2,702 95 98

 ３ その他 393 14 14

   固定負債合計 3,695 4.8 132 0.2 711 1.1

   負債合計 13,313 17.3 2,380 3.7 3,542 5.4
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前中間会計期間末

(平成19年８月31日)

当中間会計期間末

(平成20年８月31日)

前事業年度の
要約貸借対照表 

(平成20年２月29日)

区分
注記 
番号

金額(百万円)
構成比
(％)

金額(百万円)
構成比 
(％)

金額(百万円)
構成比
(％)

(純資産の部)

Ⅰ 株主資本

 １ 資本金 12,944 16.8 12,944 20.2 12,944 19.8

 ２ 資本剰余金

  (1) 資本準備金 13,157 13,157 13,157

   資本剰余金合計 13,157 17.0 13,157 20.6 13,157 20.2

 ３ 利益剰余金

  (1) 利益準備金 1,022 1,022 1,022

  (2) その他利益剰余金

    建物圧縮積立金 12 11 12

    別途積立金 25,000 25,000 25,000

    繰越利益剰余金 20,385 18,456 18,594

   利益剰余金合計 46,420 60.2 44,490 69.6 44,629 68.5

 ４ 自己株式 △9,079 △11.8 △9,082 △14.2 △9,079△13.9

   株主資本合計 63,442 82.2 61,509 96.2 61,651 94.6

Ⅱ 評価・換算差額等

 １ その他有価証券評 
   価差額金

366 0.5 56 0.1 △6 △0.0

   評価・換算差額等 
   合計

366 0.5 56 0.1 △6 △0.0

   純資産合計 63,808 82.7 61,566 96.3 61,644 94.6

   負債純資産合計 77,122 100.0 63,946 100.0 65,186 100.0
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(2) 中間損益計算書

前中間会計期間

(自 平成19年３月１日
至 平成19年８月31日)

当中間会計期間

(自 平成20年３月１日
至 平成20年８月31日)

前事業年度の
要約損益計算書

(自 平成19年３月１日
至 平成20年２月29日)

区分
注記 
番号

金額(百万円)
百分比
(％)

金額(百万円)
百分比
(％)

金額(百万円)
百分比
(％)

Ⅰ 売上高 20,024 100.0 735 100.0 20,804 100.0

Ⅱ 売上原価 3,776 18.9 － － 3,776 18.2

   売上総利益 16,248 81.1 735 100.0 17,027 81.8

Ⅲ 販売費及び 
  一般管理費

16,063 80.2 1,620 220.4 17,405 83.6

   営業利益 184 0.9 △885 △120.4 △378 △1.8

Ⅳ 営業外収益

 １ 受取利息 160 148 309

 ２ 受取配当金 2,299 2,930 2,307

 ３ その他の営業外 
   収益

306 2,766 13.8 557 3,636 494.6 731 3,348 16.0

Ⅴ 営業外費用 252 1.2 278 37.9 735 3.5

   経常利益 2,698 13.5 2,472 336.3 2,233 10.7

Ⅵ 特別利益 18 0.1 59 8.1 18 0.1

Ⅶ 特別損失

 １ 貸倒引当金繰入 
   額

1,180 － 1,360

 ２ 投資有価証券 
   評価損

－ 701 53

 ３ その他の特別 
   損失

184 1,364 6.8 － 701 95.4 158 1,571 7.5

   税引前中間 
   (当期)純利益

1,352 6.8 1,830 249.0 680 3.3

   法人税、住民税 
   及び事業税

364 123 219

   法人税等調整額 254 618 3.1 △91 32 4.5 356 575 2.8

   中間(当期) 
   純利益

733 3.7 1,797 244.5 105 0.5
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前中間会計期間 (自 平成19年３月１日 至 平成19年８月31日) 

  

 
  

 
  

(3) 中間株主資本等変動計算書

株主資本

資本金

資本剰余金 利益剰余金

資本準備金 利益準備金
その他利益剰余金

建物圧縮積立金 別途積立金 繰越利益剰余金

平成19年２月28日残高(百万円) 12,944 13,157 1,022 13 25,000 21,593

中間会計期間中の変動額

 剰余金の配当 △1,935

 建物圧縮積立金取崩額 △0 0

 中間純利益 733

 自己株式の取得

 自己株式の処分 △5

 株主資本以外の項目の中間会計
期間中の変動額(純額)

中間会計期間中の変動額合計 
(百万円)

－ － － △0 － △1,207

平成19年８月31日残高(百万円) 12,944 13,157 1,022 12 25,000 20,385

株主資本 評価・換算差額等

純資産合計
自己株式 株主資本合計

その他 
有価証券 

評価差額金

評価・換算 
差額等合計

平成19年２月28日残高(百万円) △9,105 64,624 568 568 65,192

中間会計期間中の変動額

 剰余金の配当 △1,935 △1,935

 建物圧縮積立金取崩額 － －

 中間純利益 733 733

 自己株式の取得 △2 △2 △2

 自己株式の処分 28 22 22

 株主資本以外の項目の中間会計
期間中の変動額(純額)

－ △201 △201 △201

中間会計期間中の変動額合計 
(百万円)

25 △1,182 △201 △201 △1,383

平成19年８月31日残高(百万円) △9,079 63,442 366 366 63,808
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当中間会計期間 (自 平成20年３月１日 至 平成20年８月31日) 

  

 
  

 
  

株主資本

資本金

資本剰余金 利益剰余金

資本準備金 利益準備金
その他利益剰余金

建物圧縮積立金 別途積立金 繰越利益剰余金

平成20年２月29日残高(百万円) 12,944 13,157 1,022 12 25,000 18,594

中間会計期間中の変動額

 剰余金の配当 △1,936

 建物圧縮積立金取崩額 △0 0

 中間純利益 1,797

 自己株式の取得

 自己株式の処分 △0

 株主資本以外の項目の中間会計
期間中の変動額(純額)

中間会計期間中の変動額合計 
(百万円)

─ ─ ─ △0 ─ △138

平成20年８月31日残高(百万円) 12,944 13,157 1,022 11 25,000 18,456

株主資本 評価・換算差額等

純資産合計
自己株式 株主資本合計

その他 
有価証券 

評価差額金

評価・換算 
差額等合計

平成20年２月29日残高(百万円) △9,079 61,651 △6 △6 61,644

中間会計期間中の変動額

 剰余金の配当 △1,936 △1,936

 建物圧縮積立金取崩額 － －

 中間純利益 1,797 1,797

 自己株式の取得 △3 △3 △3

 自己株式の処分 0 0 0

 株主資本以外の項目の中間会計
期間中の変動額(純額)

62 62 62

中間会計期間中の変動額合計 
(百万円)

△3 △141 62 62 △78

平成20年８月31日残高(百万円) △9,082 61,509 56 56 61,566
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前事業年度の株主資本等変動計算書 (自 平成19年３月１日 至 平成20年２月29日) 

  

 
  

 
  

株主資本

資本金

資本剰余金 利益剰余金

資本準備金 利益準備金
その他利益剰余金

建物圧縮積立金 別途積立金 繰越利益剰余金

平成19年２月28日残高(百万円) 12,944 13,157 1,022 13 25,000 21,593

事業年度中の変動額

 剰余金の配当 △3,097

 建物圧縮積立金取崩額 △0 0

 当期純利益 105

 自己株式の取得

 自己株式の処分 △7

 株主資本以外の項目の事業年度
中の変動額(純額)

事業年度中の変動額合計 
(百万円)

－ － － △0 － △2,998

平成20年２月29日残高(百万円) 12,944 13,157 1,022 12 25,000 18,594

株主資本 評価・換算差額等

純資産合計
自己株式 株主資本合計

その他 
有価証券 

評価差額金

評価・換算 
差額等合計

平成19年２月28日残高(百万円) △9,105 64,624 568 568 65,192

事業年度中の変動額

 剰余金の配当 △3,097 △3,097

 建物圧縮積立金取崩額 － －

 当期純利益 105 105

 自己株式の取得 △5 △5 △5

 自己株式の処分 31 24 24

 株主資本以外の項目の事業年度
中の変動額(純額)

△574 △574 △574

事業年度中の変動額合計 
(百万円)

26 △2,972 △574 △574 △3,547

平成20年２月29日残高(百万円) △9,079 61,651 △6 △6 61,644
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