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1.  平成21年3月期第2四半期の業績（平成20年4月1日～平成20年9月30日） 

 

(2) 財政状態 

  

(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2四半期 7,484 ― 324 ― 306 ― △106 ―

20年3月期第2四半期 7,320 4.2 345 △19.3 344 △19.7 194 △19.2

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2四半期 △22.69 ―

20年3月期第2四半期 41.45 ―

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2四半期 8,250 5,194 63.0 1,104.46
20年3月期 8,650 5,398 62.4 1,148.02

（参考） 自己資本   21年3月期第2四半期  5,194百万円 20年3月期  5,398百万円

2.  配当の状況 

（注）配当予想の当四半期における修正の有無  無  
 

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 ― 20.00 ――― ――― ―――

21年3月期（予想） ――― ――― ― 20.00 40.00

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） 
（％表示は対前期増減率）

（注）業績予想数値の当四半期における修正の有無  無  
 

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 15,600 3.7 919 4.0 910 1.5 227 △54.0 48.27

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  無  

(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） 

（注）詳細は、2ページ【定性的情報・財務情報等】4.その他をご覧下さい  

(3) 発行済株式数（普通株式） 

※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、実際の業務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。  

① 会計基準等の改正に伴う変更 有

② ①以外の変更 有

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 21年3月期第2四半期  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2四半期  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2四半期  4,702,799株 20年3月期第2四半期  4,702,799株
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 当第2四半期累計期間における国内経済は、サブプライム住宅ローン問題を契機とした米国における金融不安の高
まりの影響を受け、株式、為替市場が大きく変動いたしました。さらに仕入原材料の高騰等も企業収益を圧迫する
こととなり、景気は後退局面から更なる下振れリスクを懸念せざるを得ない状況となりました。また所得の伸び悩
みや先行きの不安感から消費マインドが悪化し、小売業界におきましても総じて厳しい経営環境となりました。  
 このような状況の下、当社はメインのハウス 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カーブス事業等新規事業の育成ならびに事業基盤の確立に注力
しております。  
 お客さま一人ひとりに対し親切で丁寧な接客を続けるという当社創業からの販売（サービス）のあり方は、市場
環境が厳しい中で安定的に強みを発揮するものと考えております。  
 ハウス オブ ローゼ事業では、4月に主力スキンケアラインのリニューアルとして「ミルキュア ピュア」ライン
を発売いたしました。この商品を中心にスキンケアの販売比率を高め、固定客化とリピート購入の促進を図ること
に注力しております。  
 リフレクソロジー事業につきましては、サロンスタッフの充足を推進し売上高の伸長を図ると共に運営効率を高
め事業利益の増加を図っております。  
 またカーブス事業につきましては、出店を控え既存店舗の育成に注力することで事業基盤の確立を図っておりま
す。おかげさまで会員数も順調に増加し、期初計画を上回る業績推移をいたしております。  
 この結果、当第2四半期累計売上高は74億84百万円（前年同期比2.2％増）となりました。しかし売上原価の上昇
や新規事業の育成を始めとする経費の増加により営業利益は3億24百万円（前年同期比6.1％減）となりました。経
常利益は3億6百万円（前年同期比11.0％減）となりました。  
 また、当社が加入しておりました「東京化粧品厚生年金基金」の将来に亘る財政状態への不安と当基金に対する
費用対効果を勘案し、本年６月に当基金から脱退いたしました。そのため脱退特別掛金として当基金に対し4億54百
万円の支払いが発生いたしました。これを特別損失として処理したことにより、四半期純損失は1億6百万円となり
ました。  
 なお、中間配当金につきましては、普通配当として1株当たり20円とさせていただきます。  
  
※上記の前年同期比増減率は参考として記載しております。 
  

 当第2四半期末の総資産は前事業年度末に比べ4億5百万円減少し82億50百万円となりました。 

①流動資産 
  当第2四半期の流動資産は前事業年度末に比べ3億79百万円減少し、44億96百万円となりました。 

   主な要因は、現金及び預金が3億92百万円及売掛金が1億3百万円減少したためであります。 
②固定資産 

  当第2四半期の固定資産は前事業年度末に比べ26百万円減少し37億54百万円となりました。 
   主な要因は、保険積立金が41百万円減少したためであります。 

③流動負債 
  当第2四半期の流動負債は前事業年度末に比べ3億38百万円減少し20億97百万円となりました。 

   主な要因は、未払法人税等が2億2百万円減少及び支払手形が1億90百万円減少したためであります。 
④固定負債 

  当第2四半期の固定負債は前事業年度末に比べ1億37百万円増加し、9億58百万円となりました。 
   主な要因は、長期借入金が87百万円増加及びリース債務が37百万円増加したためであります。 

⑤純資産の部 
  当第2四半期の純資産の部は前事業年度末に比べ2億4百万円減少し、51億94百万円となりました。 

   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。 
  

  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。 
  

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。 
               

【定性的情報・財務諸表等】

1. 経営成績に関する定性的情報

2. 財政状態に関する定性的情報

3. 業績予想に関する定性的情報

4. その他
(1) 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
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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 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

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35,892千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。 

㈱ハウスオブローゼ（7506）平成21年３月期第２四半期決算短信
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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２四半期会計期間末 
(平成20年９月30日) 

前事業年度末に係る 
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 1,977,643 2,369,795 

受取手形及び売掛金 916,779 1,020,527 

商品 1,391,932 1,359,043 

その他 211,541 127,815 

貸倒引当金 △1,632 △1,632 

流動資産合計 4,496,263 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） 540,597 552,774 

リース資産（純額） 35,892 － 

有形固定資産合計 2,096,962 2,073,248 

無形固定資産 2,567 2,692 

投資その他の資産 

差入保証金 1,044,131 1,054,815 

その他 610,827 650,156 

投資その他の資産合計 1,654,959 1,704,971 

固定資産合計 3,754,488 3,780,912 

資産合計 8,250,752 8,656,461 

負債の部 

流動負債 

支払手形及び買掛金 1,207,663 1,428,137 

1年内返済予定の長期借入金 274,440 170,520 

未払法人税等 27,774 230,250 

賞与引当金 198,646 190,666 

その他 389,284 416,366 

流動負債合計 2,097,807 2,435,941 

固定負債 

長期借入金 401,420 313,880 

退職給付引当金 389,761 374,240 

役員退職慰労引当金 112,884 113,788 

その他 54,830 19,687 

固定負債合計 958,895 821,596 

負債合計 3,056,703 3,257,537 
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（単位：千円） 

当第２四半期会計期間末 
(平成20年９月30日) 

前事業年度末に係る 
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 4,019,939 4,220,681 

自己株式 △203 △203 

株主資本合計 6,236,639 6,437,382 

評価・換算差額等 

その他有価証券評価差額金 3,835 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 △1,042,591 △1,038,459 

純資産合計 5,194,048 5,398,923 

負債純資産合計 8,250,752 8,656,461 
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(2)【四半期損益計算書】

  【第２四半期累計期間】

（単位：千円） 

当第２四半期累計期間 
(自 平成20年4月 1日 
至 平成20年9月30日) 

売上高 7,484,602 

売上原価 2,131,742 

売上総利益 5,352,860 

販売費及び一般管理費 5,028,558 

営業利益 324,302 

営業外収益 

受取利息 1,727 

受取配当金 811 

不動産賃貸料 5,496 

受取保険金 8,009 

その他 2,645 

営業外収益合計 18,690 

営業外費用 

支払利息 7,600 

保険解約損 15,151 

上場関連費用 9,095 

リース解約損 3,140 

その他 1,336 

営業外費用合計 36,325 

経常利益 306,667 

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 

税引前四半期純損失（△） △138,297 

法人税、住民税及び事業税 17,968 

過年度法人税等 19,625 

法人税等調整額 △69,204 

法人税等合計 △31,610 

四半期純損失（△） △106,686 
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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。 

  

該当事項はありません。 
  

該当事項はありません。 
  

(3) 継続企業の前提に関する注記

(4) 株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記

㈱ハウスオブローゼ（7506）平成21年３月期第２四半期決算短信

7



（要約）前中間損益計算書 

 
  

「参考」

 前年同四半期に係る財務諸表

前中間会計期間 

(自 平成19年4月１日 

  至 平成19年9月30日）

科目 金額（千円）

Ⅰ 売上高 7,320,809

Ⅱ 売上原価 2,033,693

売上総利益 5,287,116

Ⅲ 販売費及び一般管理費 4,941,905

営業利益 345,210

Ⅳ 営業外収益 11,263

Ⅴ 営業外費用 11,877

経常利益 344,596

Ⅵ 特別利益 12,979

Ⅶ 特別損失 8,710

税引前中間純利益 348,865

法人税等 153,940

中間純利益 194,925

㈱ハウスオブローゼ（7506）平成21年３月期第２四半期決算短信
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 当第２四半期会計期間（自 平成20年７月１日 至 平成20年９月30日） 

 
(注)上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

  
 当第２四半期累計期間（自 平成20年４月１日 至 平成20年９月30日） 

 
(注)上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

  

 当第２四半期会計期間（自 平成20年７月１日 至 平成20年９月30日） 

 
(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。 

  
 当第２四半期累計期間（自 平成20年４月１日 至 平成20年９月30日） 

 
(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。 

  

6. その他の情報

(1)商品仕入実績

区分 仕入高（千円） 前年同期比（％）

スキンケア化粧品 201,635 ─

メイクアップ化粧品 64,497 ─

ヘアケア・ボディ・バスプロダクツ 269,274 ─

化粧雑貨品 126,888 ─

健康食品・その他 66,837 ─

リフレクソロジー 2,798 ─

合計 731,932 ─

区分 仕入高（千円） 前年同期比（％）

スキンケア化粧品 546,779 99.4

メイクアップ化粧品 132,546 82.7

ヘアケア・ボディ・バスプロダクツ 719,949 113.1

化粧雑貨品 294,229 126.5

健康食品・その他 157,250 63.0

リフレクソロジー 5,422 97.0

合計 1,856,177 101.2

(2)事業区分別売上実績

区分 売上高(千円) 前年同期比（％）

直営店 3,433,726 ─

卸 238,134 ─

その他 36,593 ─

合計 3,708,455 ─

区分 売上高(千円) 前年同期比（％）

直営店 6,885,855 102.6

卸 528,621 97.7

その他 70,125 105.8

合計 7,484,602 102.2
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 当第２四半期会計期間（自 平成20年７月１日 至 平成20年９月30日） 

 
(注)上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

  
 当第２四半期累計期間（自 平成20年４月１日 至 平成20年９月30日） 

 
(注)上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

  

(3)商品分類別売上実績

区分 売上高(千円) 前年同期比（％）

スキンケア化粧品 1,564,995 ─

メイクアップ化粧品 367,273 ─

ヘアケア・ボディ・バスプロダクツ 990,121 ─

化粧雑貨品 329,757 ─

健康食品・その他 134,995 ─

リフレクソロジー 321,312 ─

合計 3,708,455 ─

区分 売上高(千円) 前年同期比（％）

スキンケア化粧品 3,188,639 101.8

メイクアップ化粧品 734,354 95.4

ヘアケア・ボディ・バスプロダクツ 2,004,352 105.1

化粧雑貨品 657,142 104.2

健康食品・その他 281,269 93.7

リフレクソロジー 618,845 106.7

合計 7,484,602 102.2
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