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1.  平成21年3月期第3四半期の業績（平成20年4月1日～平成20年12月31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3四半期 11,532 ― 629 ― 607 ― 49 ―

20年3月期第3四半期 11,342 4.1 732 △14.8 728 △15.4 407 △10.3

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3四半期 10.45 ―

20年3月期第3四半期 86.60 ―

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3四半期 8,714 5,259 60.4 1,118.36
20年3月期 8,656 5,398 62.4 1,148.02

（参考） 自己資本   21年3月期第3四半期  5,259百万円 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 15,150 0.7 666 △24.6 638 △28.8 101 △79.6 21.48

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】 4.その他をご覧下さい。］  

(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） 

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

(3) 発行済株式数（普通株式） 

※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。  

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3四半期  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3四半期  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3四半期  4,702,799株 20年3月期第3四半期  4,702,799株
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  第３四半期に入り、国内経済は米国発の金融不安が連鎖する形で急速に景気が悪化、円高も伴って、これまで日
本経済を牽引してきた主力製造業も業績が低迷し、深刻な雇用問題も生じることとなりました。株価が暴落し政治
の混迷がますます深まる中、消費者心理は一層冷え込み、百貨店や大手量販店の小売市場においても総じて厳しい
状況となりました。  
  
ハウス オブ ローゼ事業  
 化粧品販売を主力とするハウス オブ ローゼ事業は、直営店舗においては既存顧客様の売上は堅調に推移いたし
ましたが新規客様の売上が若干伸び悩み、第３四半期累計期間売上高は前年同期比で0.4％の微増に留まりました。
また、スタッフ数の増加に伴い既存店のスタッフ一人あたりの生産性（スタッフ効率）は、同2.8％の減少となりま
した。なお、12月の下旬から開催した年間最大のキャンペーンである「ウインターセール」は、順調な立ち上がり
となりました。  
 直営店舗の出退店につきましては、当期間中は出店、退店とも４店舗実施いたしましたので、12月末時点の店舗
数は中間期と同数の257店舗となっております。  
  
リフレクソロジー事業  
 冬場に入り若干売上が低迷しておりますが、サロン全体の第３四半期累計期間売上高は前年同期比で5.1％の増加
と順調に推移しております。当期間中の出退店はありません。  
  
カーブス事業  
 会員数は当期間中、約170名増加し好調に推移しております。今期は出退店は行わず既存店舗の育成に注力してお
りますが、第３四半期累計期間売上高は前年同期比で76.5％の大幅な増加となっております。  
  
 以上の結果、第28期第3四半期累計期間における当社売上高は、115億32百万円（前年同期比1.7％増）となってお
りますが、原価率の高いカーブスやリフレクソロジー事業の売上シェアの拡大並びに原材料費の高騰等により売上
原価率が0.6ポイント上昇したこと、また物件費、人件費等経費の増加により営業利益は6億29百万円（前年同期比
14.0％減）、経常利益は6億7百万円（前年同期比16.6％減）となりました。  
 また、第１四半期において「東京化粧品厚生年金基金」脱退特別掛金4億54百万円を特別損失処理した影響で、四
半期純利益49百万円（前年同期比87.9％減）となりました。   
                   
※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３四半期末の総資産は前事業年度末に比べ57百万円増加し87億14百万円となりました。 

①流動資産 
  当第３四半期の流動資産は前事業年度末に比べ1億41百万円増加し50億16百万円となりました。 

   主な要因は、現金及び預金が5億8百万円減少したものの、売掛金が4億32百万円増加及び商品が2億41百万円増 
    加したためであります。 

②固定資産 
  当第３四半期の固定資産は前事業年度末に比べ83百万円減少し36億97百万円となりました。 

   主な要因は、保険積立金が94百万円減少したためであります。 
③流動負債 

  当第３四半期の流動負債は前事業年度末に比べ77百万円増加し25億13百万円となりました。 
   主な要因は、未払法人税等が2億14百万円減少したものの、短期借入金が2億円増加及び1年以内の返済予定の長 
    期借入金が1億4百万円増加したためであります。 

④固定負債 
  当第３四半期の固定負債は前事業年度末に比べ1億19百万円増加し9億41百万円となりました。 

   主な要因は、退職給付引当金が25百万円増加及びリース債務が78百万円増加したためであります。 
⑤純資産の部 

  当第３四半期の純資産の部は前事業年度末に比べ1億39百万円減少し、52億59百万円となりました。 
   主な要因は、配当金の支払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21年2月6日業績予想）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。 
  

 棚卸資産の評価方法 
当第3四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、第2四半期末の実地棚卸高を基礎とし
て合理的な方法により算出する方法によっております。 
               

【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) 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
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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軽微であります。               

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）を第１四半期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74百万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。 

(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
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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３四半期会計期間末 
(平成20年12月31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 1,861,779 2,369,795

受取手形及び売掛金 1,452,421 1,020,527

商品 1,600,778 1,359,043

その他 103,309 127,815

貸倒引当金 △1,632 △1,632

流動資産合計 5,016,656 4,875,549

固定資産   

有形固定資産   

土地 1,519,206 1,520,473

建物（純額） 528,694 552,774

リース資産（純額） 74,300 －

有形固定資産合計 2,122,201 2,073,248

無形固定資産 2,504 2,692

投資その他の資産   

差入保証金 1,021,410 1,054,815

その他 551,246 650,156

投資その他の資産合計 1,572,656 1,704,971

固定資産合計 3,697,362 3,780,912

資産合計 8,714,019 8,656,461

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 1,524,432 1,428,137

短期借入金 200,000 －

1年内返済予定の長期借入金 275,180 170,520

未払法人税等 15,555 230,250

賞与引当金 52,000 190,666

その他 445,893 416,366

流動負債合計 2,513,062 2,435,941

固定負債   

長期借入金 332,070 313,880

退職給付引当金 399,418 374,240

役員退職慰労引当金 115,806 113,788

その他 94,203 19,687

固定負債合計 941,498 821,596

負債合計 3,454,560 3,257,537
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（単位：千円）

当第３四半期会計期間末 
(平成20年12月31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 4,081,700 4,220,681

自己株式 △203 △203

株主資本合計 6,298,401 6,437,382

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 7,484 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 △1,038,942 △1,038,459

純資産合計 5,259,459 5,398,923

負債純資産合計 8,714,019 8,656,461
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(2)【四半期損益計算書】 
【第３四半期累計期間】 

（単位：千円）

当第３四半期累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年12月31日) 

売上高 11,532,116

売上原価 3,302,344

売上総利益 8,229,771

販売費及び一般管理費 7,600,360

営業利益 629,411

営業外収益  

受取利息 1,789

受取配当金 979

不動産賃貸料 7,129

受取保険金 8,009

償却債権取立益 2,922

その他 3,961

営業外収益合計 24,790

営業外費用  

支払利息 10,831

保険解約損 22,733

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 47,138

経常利益 607,063

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

投資有価証券評価損 9,813

特別損失合計 463,832

税引前四半期純利益 152,285

法人税、住民税及び事業税 26,575

過年度法人税等 19,625

法人税等調整額 56,954

法人税等合計 103,154

四半期純利益 49,130
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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
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（要約）四半期損益計算書 

 
  

「参考」

 前年同四半期に係る財務諸表

前第3四半期累計期間 

(自 平成19年 4月 1日 

  至 平成19年12月31日）

科目 金額（千円）

Ⅰ 売上高 11,342,326

Ⅱ 売上原価 3,180,105

売上総利益 8,162,221

Ⅲ 販売費及び一般管理費 7,429,922

営業利益 732,298

Ⅳ 営業外収益 14,897

Ⅴ 営業外費用 19,023

経常利益 728,173

Ⅵ 特別利益 12,979

Ⅶ 特別損失 8,710

税引前中間純利益 732,443

法人税等 325,204

四半期純利益 407,238
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 当第３四半期会計期間（自 平成20年10月１日 至 平成20年12月31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３四半期累計期間（自 平成20年４月１日 至 平成20年12月31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３四半期会計期間（自 平成20年10月１日 至 平成20年12月31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３四半期累計期間（自 平成20年４月１日 至 平成20年12月31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 391,825 ─

メイクアップ化粧品 73,490 ─

ヘアケア・ボディ・バスプロダクツ 464,515 ─

化粧雑貨品 199,535 ─

健康食品・その他 101,476 ─

リフレクソロジー 3,197 ─

合計 1,234,040 ─

区分 仕入高（千円） 前年同期比（％）

スキンケア化粧品 938,604 104.5

メイクアップ化粧品 206,036 95.7

ヘアケア・ボディ・バスプロダクツ 1,184,465 106.1

化粧雑貨品 493,764 97.6

健康食品・その他 258,726 81.3

リフレクソロジー 8,619 97.6

合計 3,090,217 100.9

(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 3,660,846 ─

卸 355,109 ─

その他 31,557 ─

合計 4,047,513 ─

区分 売上高(千円) 前年同期比（％）

直営店 10,546,702 101.6

卸 883,730 102.2

その他 101,683 104.9

合計 11,532,116 101.7
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 当第３四半期会計期間（自 平成20年10月１日 至 平成20年12月31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３四半期累計期間（自 平成20年４月１日 至 平成20年12月31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 1,810,822 ─

メイクアップ化粧品 348,370 ─

ヘアケア・ボディ・バスプロダクツ 1,059,006 ─

化粧雑貨品 376,971 ─

健康食品・その他 194,854 ─

リフレクソロジー 257,488 ─

合計 4,047,513 ─

区分 売上高(千円) 前年同期比（％）

スキンケア化粧品 4,999,462 109.2

メイクアップ化粧品 1,082,724 77.6

ヘアケア・ボディ・バスプロダクツ 3,063,358 107.3

化粧雑貨品 1,034,114 99.3

健康食品・その他 476,123 74.6

リフレクソロジー 876,333 105.1

合計 11,532,116 101.7
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