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1.  平成22年2月期第2四半期の連結業績（平成21年3月1日～平成21年8月31日） 

 

(2) 連結財政状態 

  

(1) 連結経営成績（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 ％

22年2月期第2四半期 30,404 ― △186 ― △89 ― △3,612 ―

21年2月期第2四半期 36,052 △0.7 1,080 134.3 1,327 53.4 △803 ―

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

22年2月期第2四半期 △94.12 ―

21年2月期第2四半期 △20.74 ―

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

22年2月期第2四半期 70,312 56,093 79.6 1,521.39
21年2月期 76,102 61,344 80.5 1,582.09

（参考） 自己資本   22年2月期第2四半期  56,001百万円 21年2月期  61,255百万円

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  有  

平成22年2月期の期末配当については未定であります。 

1株当たり配当金

第1四半期末 第2四半期末 第3四半期末 期末 合計
円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭

21年2月期 ― 5.00 ― 15.00 20.00

22年2月期 ― 0.00

22年2月期 
（予想）

― ― ―

3.  平成22年2月期の連結業績予想（平成21年3月1日～平成22年2月28日） 
（％表示は対前期増減率）

（注）連結業績予想数値の当四半期における修正の有無  有  
 

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 56,700 △19.5 △8,200 ― △8,300 ― △11,900 ― △323.29
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4.  その他 

(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) 簡便な会計処理及び四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用  有  
[(注) 詳細は、５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) 四半期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（四半期連結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、５ページ【定性的情報・財務諸表等】 4. その他をご覧ください。] 

(4) 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 

1.通期の業績予想につきましては、平成21年７月14日に通期の業績見通しを未定とさせていただきましたが、本日業績予想を修正しております。詳細につ
きましては、５ページ【定性的情報・財務諸表等】３．連結業績予想に関する定性的情報および平成21年10月14日公表の「通期業績予想の修正に関するお
知らせ」をご覧ください。 
なお、上記の業績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、今後様々な要因によって予想数値と異なる場合が
あります。 
2.平成22年2月期の期末配当予想につきましては、現段階では未定であります。詳細につきましては平成21年10月14日公表の「剰余金の配当および期末
配当予想の修正に関するお知らせ」をご覧ください。 
3.当連結会計年度より「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、「四半期連結財務諸表規則」に従い四半期連結財務諸表を作成しております。 

新規 ―社 （社名 ） 除外 ―社 （社名 ）

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） 22年2月期第2四半期 40,213,388株 21年2月期  41,713,388株

② 期末自己株式数 22年2月期第2四半期  3,403,998株 21年2月期  2,995,260株

③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 22年2月期第2四半期 38,382,694株 21年2月期第2四半期 38,719,741株
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当第２四半期連結累計期間におけるわが国経済は、世界的な金融環境の悪化による海外景気の低迷で、
為替・株式相場も大きく安定感を欠くなか、雇用や設備投資面にも急速な調整圧力が加わり、その波及速
度は予想を上回るものとなりました。 
このような状況の中で、当社グループは国内市場ではコア事業であるウィッグ売上の回復を図るため、

男性向けには定額制の「アデランスヘアクラブ」に宣伝活動を特化し、また女性向けには新商品「アデラ
ンスイヴ」ソフトウィッグを３月に投入、さらには展示試着会の開催を大幅に増やしました。海外市場に
おきましては、特に市場が個人消費の冷え込みに大きな影響を受けている米国ヘアトランスプラント事業
では収益基盤の確立を主眼に事業展開いたしました。 
この結果、当第2四半期の売上高は304億４百万円（前年同期比15.7％減）、営業損失１億86百万円(前

年同期は営業利益10億80百万円)、経常損失89百万円(前年同期は経常利益13億27百万円)、米国子会社の
繰延税金資産の取崩しにより法人税等が22億20百万円増加したため、四半期純損失は36億12百万円(前年
同期は四半期純損失8億3百万円)となりました。  
  
所在地別セグメントの業績は、次のとおりであります。 
  

① 日本 
オーダーメイドウィッグの売上高は、期初には男性向けに「アデランスヘアクラブ（ＡＨＣ）」の宣伝

を展開し、女性向けには新商品を3月に投入しましたが、第２四半期より男性・女性市場ともにコミュニ
ケーション戦略の見直しのため広告出稿を控えた事で、新規顧客売上は前年同期を大幅に下回り、男女既
存顧客売上も低迷し112億54百万円（前年同期比12.6％減）となりました。レディーメイドウィッグの売
上高につきましては、景気低迷による個人消費の冷え込みによる買い控えや百貨店の閉鎖に伴う販売拠点
の減少による影響で38億２百万円（前年同期比10.1％減）となりました。その他の毛髪関連商品は19億24
百万円（前年同期比13.6％減）、サービス収入は47億11百万円（前年同期比6.6％減）、その他の事業収
入は１億70百万円（前年同期比16.3％減）、セグメント間の内部売上高は１億17百万円（前年同期比
25.8％増）となりました。 
以上の結果、売上高合計は219億80百万円となり、前年同期に比べ26億94百万円（10.9％）減少いたし

ました。宣伝広告費をなどの販管費の削減に努めましたが、営業利益は６億97百万円と前年同期に比べ12
億５百万円（63.4％）減少いたしました。 
  
② アジア 
 台湾市場では、競合会社が引き起こした育毛サービス関連の訴訟問題が当社グループ会社の売上にも

影響しました。商品別では、オーダーメイドウィッグの売上高が95百万円（前年同期比20.8％減）、レデ
ィーメイドウィッグは23百万円（前年同期比34.3％減）、その他の毛髪関連商品は14百万円（前年同期比
36.4％減）、サービス収入は40百万円（前年同期比20.0％減）、セグメント間の内部売上高は15億94百万
円（前年同期比26.9％減）となりました。  
  以上の結果、生産会社を含めた売上高合計は17億66百万円となり、前年同期に比べ６億43百万円
(26.7％）減少いたしました。営業利益は１億38百万円と前年同期に比べ11百万円(7.4％）減少いたしま
した。  
  

③ 北米 

コア事業（ウィッグ事業）は、新商品を投入しましたが、昨年度売上を伸長した一部の販売チャネルか
らの受注が減少した事や景気低迷の影響で、レディーメイドウィッグの売上高が11億59百万円（前年同期
比11.0％減）、オーダーメイドウィッグの売上高は１億19百万円（前年同期比19.6％減）となりました。
ヘア・トランスプラント事業のサービス収入は広告宣伝費の削減や消費低迷による問い合わせ件数と施術
件数が減少し48億28百万円（前年同期比29.6％減）、その他毛髪関連商品売上は昨年販売を開始し売上の
拡大に寄与したパリスヒルトンコレクションは当第2四半期に大幅に受注が減少したことで５億84百万円
（前年同期比25.3％減）、セグメント間の内部売上高は７億68百万円（前年同期比4.2％減）となりまし
た。 
以上の結果、売上高合計は74億60百万円となり、前年同期に比べ24億37百万円（24.6％）減少いたしま

した。コア事業、ヘア・トランスプラント事業とも販管費の抑制に努め、営業損失は３億18百万円と、前
年同期に比べ１億40百万円改善いたしました。 

・定性的情報・財務諸表等

1. 連結経営成績に関する定性的情報
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④ 欧州 

グループ欧州統一コレクションの売上は引き続き堅調に推移し、ユーロ建売上高は前年同期並を維持し
ましたが、円高の影響によりレディーメイドウィッグの売上高は11億２百万円（前年同期比21.3％減）、
オーダーメイドウィッグは２億24百万円（前年同期比19.4％減）、その他の毛髪関連商品は２億94百万円
（前年同期比27.6％減）、サービス収入は55百万円（前年同期比12.7％減）となりました。 
以上の結果、売上高合計は16億77百万円となり、前年同期に比べ４億73百万円（22.0％）減少しまし

た。営業利益は１億６百万円と前年同期に比べ26百万円（19.7％）減少となりました。 
なお、前年同期比較は参考として記載しております。 

  

  

(1)資産、負債、純資産の状況 

当第２四半期連結会計期間末の総資産は703億12百万円となり、前期末に比べ57億89百万円減少しまし
た。流動資産は239億43百万円で、前期末に比べ37億56百万円減少しました。主な要因として、現金及び
預金が18億27百万円増加した一方、有価証券が35億92百万円、受取手形及び売掛金が10億29百万円減少し
たためであります。固定資産は463億68百万円となり、前期末に比べ20億33百万円減少しました。有形固
定資産は260億20百万円と前期末に比べ54百万円増加し、無形固定資産は48億６百万円と前期末に比べ１
億25百万円減少しました。また、投資その他の資産は155億41百万円となり、前期末に比べ19億61百万円
減少しました。 
負債は142億18百万円となり、前期末に比べ５億39百万円減少しました。流動負債は96億31百万円とな

り、前期末に比べ３億63百万円減少しました。主な要因として前受金が５億28百万円、未払法人税等が２
億25百万円減少した一方、事業再編損失引当金が５億96百万円、賞与引当金が１億１百万円増加したため
であります。固定負債は45億86百万円で、前期末に比べ１億76百万円減少しました。 
純資産は560億93百万円で、前期末に比べ52億50百万円減少しました。主な要因として為替換算調整勘

定が12億12百万円、その他有価証券評価差額金が３億65百万円増加した一方、利益剰余金が88億79百万
円、自己株式が20億47百万円減少したためであります。 

  

(2)キャッシュ・フローの状況 

当第２四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物は、前連結会計年度末に比べ３億21百万円減
少し、115億52百万円(前年同期比13.3％減)となりました。 
（営業活動によるキャッシュ・フロー） 
営業活動は、税金等調整前四半期純損失が10億46百万円と前第２四半期に比べ15億41百万円減少しまし

たが、法人税等の支払額が４億90百万円と前第2四半期に比べ17億89百万円減少したため、差し引き19億
79百万円(前年同期は３億40百万円の収入)の増加となりました。この結果、営業活動全体として前第２四
半期と比べて収入が16億39百万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) 
投資活動は、有価証券の売却による収入が34億93百万円ありました。また有価証券の取得による支出が

19億95百万円、有形固定資産の取得による支出が９億43百万円あり、差し引き４億16百万円の増加となり
ました。この結果、投資活動全体として前第２四半期と比べて収入が５億59百万円の減少となりました。 
(財務活動によるキャッシュ・フロー) 
財務活動は、自己株式の取得による支出が25億円、配当金の支払額が５億79百万円ありました。この結

果、財務活動全体として前第２四半期と比べて支出が12億14百万円の増加となりました。 
なお、前年同期比較は参考として記載しております。 

  

2. 連結財政状態に関する定性的情報
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3. 連結業績予想に関する定性的情報 

  

今後の連結業績につきましては、本日（平成21年10月14日）公表しました「通期業績予想の修正に関す
るお知らせ」において通期業績予想を修正いたしました。 

＜ご参考＞ 

（平成22年２月期通期連結業績予想）             （単位：百万円） 

 
なお、上記に加え、配当予想につきましても本日（平成21年10月14日）公表しました「剰余金の配当

および期末配当予想の修正に関するお知らせ」において変更をお知らせしております。 

  

4. その他 

    該当事項はありません。 
  

①簡便な会計処理 
1)一般債権の貸倒見積高の算定方法 

      当第２四半期連結会計期間末の貸倒実績率の算定において、当第２四半期連結会計期間末の貸倒実
績率が前連結会計年度末に算定したものと著しい変化がないと認められるため、前連結会計年度末の
貸倒実績率を使用して貸倒見積高を算定しております。 

  
2)たな卸資産の評価方法 

     一部の連結子会社は、当第２四半期連結会計期間末における棚卸高の算出に際して、実地棚卸を省
略し前連結会計年度末に係る実地棚卸高を基礎として合理的な方法により算出しております。また、
棚卸資産の簿価切下げに関しては、収益性の低下が明らかなものについてのみ正味売却価額を見積
り、簿価切下げを行う方法によっております。 

  
3)繰延税金資産及び繰延税金負債の算定方法 

     繰延税金資産の回収可能性の判断に関しては、前連結会計年度末以降に経営環境等及び一時差異等
の発生状況に著しい変化がないと認められる場合、前連結会計年度末において使用した将来の業績予
測やタックス・プランニングを利用する方法により算定しております。 

  

②四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理 
税金費用の計算 
 税金費用については、当第２四半期を含む連結会計年度の税引前当期純利益に対する税効果会計
適用後の実効税率を合理的に見積り、税引前四半期純利益に当該見積実効税率を乗じて計算してお
ります。 

      ただし、当該見積実効税率を用いて税金費用を計算すると著しく合理性を欠く結果となる場合に
は、法定実効税率を使用する方法によっております。   
  なお、法人税等調整額は、「法人税等」に含めて表示しております。 

  

①四半期財務諸表に関する会計基準等の適用 
     当連結会計年度より「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、「四半期連結財務諸表規則」に従い四半期連結財務諸表を作成しております。 

  

売上高 営業利益 経常利益 当期純利益

前回発表予想(A)         
(平成21年7月14日発表) ─   ─ ─ ─

今回修正予想(B) 56,700 △8,200 △8,300 △11,900

増減額(B－A) ─ ─ ─ ─

増減率(％) ─ ─ ─ ─

(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)

(2) 簡便な会計処理及び四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用

(3) 四半期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
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②棚卸資産の評価に関する会計基準の適用 
     当社及び国内連結子会社は、第１四半期連結会計期間より、「棚卸資産の評価に関する会計基準」

（企業会計基準委員会 企業会計基準第９号 平成18年７月５日公表分）を適用することに伴い、原価
法から原価法（貸借対照表価額については収益性の低下に基づく簿価切下げの方法）に変更しており
ます。 

     この変更による当第２四半期連結会計期間およびセグメント情報の損益に与える影響はありませ
ん。 

  

③連結財務諸表作成における在外子会社の会計処理に関する当面の取扱いの適用 
     第１四半期連結会計期間より、「連結財務諸表作成における在外子会社の会計処理に関する当面の

取扱い」（企業会計基準委員会 実務対応報告第18号 平成18年５月17日公表分）を適用し、連結決算
上必要な修正を行っております。 
 この変更による期首の利益剰余金が１億28百万円減少しております。 
 なお、当第２四半期連結会計期間およびセグメント情報の損益に与える影響はありません。 

  

（追加情報） 

事業再編損失引当金 

当社及び連結子会社において発生することが見込まれる事業再編に伴う損失に備えるため、当該損失
見込額を当第２四半期連結会計期間にて計上しております。 
当第２四半期連結累計期間における損益に与える影響額は５億96百万円であり、特別損失に計上して

おります。 
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５.【四半期連結財務諸表】 
(1)【四半期連結貸借対照表】 

(単位：百万円)

当第２四半期連結会計期間末 
(平成21年８月31日) 

前連結会計年度末に係る 
要約連結貸借対照表 
(平成21年２月28日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 11,768 9,941 

受取手形及び売掛金 4,442 5,471 

有価証券 800 4,392 

商品及び製品 3,091 3,103 

仕掛品 205 174 

原材料及び貯蔵品 1,330 1,235 

繰延税金資産 1,045 1,268 

その他 1,318 2,161 

貸倒引当金 △58 △48 

流動資産合計 23,943 27,700 

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 12,198 12,428 

土地 11,402 11,133 

その他（純額） 2,418 2,404 

有形固定資産合計 26,020 25,966 

無形固定資産   

のれん 1,080 1,327 

その他 3,726 3,605 

無形固定資産合計 4,806 4,932 

投資その他の資産   

投資有価証券 5,916 5,493 

敷金及び保証金 3,868 3,982 

繰延税金資産 2,252 4,458 

その他 3,669 3,728 

貸倒引当金 △165 △157 

投資その他の資産合計 15,541 17,503 

固定資産合計 46,368 48,402 

資産合計 70,312 76,102 
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(単位：百万円)

当第２四半期連結会計期間末 
(平成21年８月31日) 

前連結会計年度末に係る 
要約連結貸借対照表 
(平成21年２月28日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 1,248 1,236 

短期借入金 1,003 960 

未払法人税等 181 406 

繰延税金負債 2 2 

賞与引当金 1,353 1,252 

商品保証引当金 142 145 

返品調整引当金 44 91 

関係会社整理損失引当金 0 0 

関係会社債務保証損失引当金 24 24 

事業再編損失引当金 596 － 

前受金 1,628 2,157 

その他 3,404 3,717 

流動負債合計 9,631 9,995 

固定負債   

社債 123 － 

長期借入金 10 44 

退職給付引当金 2,961 3,058 

繰延税金負債 6 6 

その他 1,485 1,653 

固定負債合計 4,586 4,763 

負債合計 14,218 14,758 

純資産の部   

株主資本   

資本金 12,944 12,944 

資本剰余金 13,157 13,157 

利益剰余金 39,345 48,225 

自己株式 △6,986 △9,034 

株主資本合計 58,460 65,292 

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 219 △145 

為替換算調整勘定 △2,678 △3,891 

評価・換算差額等合計 △2,459 △4,036 

少数株主持分 92 88 

純資産合計 56,093 61,344 

負債純資産合計 70,312 76,102 
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(2)【四半期連結損益計算書】 
 【第２四半期連結累計期間】 

(単位：百万円)

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成21年３月１日 
 至 平成21年８月31日) 

売上高 30,404 

売上原価 6,661 

売上総利益 23,742 

販売費及び一般管理費 23,929 

営業損失（△） △186 

営業外収益  

受取利息 70 

受取配当金 25 

不動産賃貸料 198 

その他 156 

営業外収益合計 450 

営業外費用  

支払利息 33 

不動産賃貸費用 174 

為替差損 115 

その他 31 

営業外費用合計 353 

経常損失（△） △89 

特別利益  

固定資産売却益 1 

貸倒引当金戻入額 1 

その他 1 

特別利益合計 4 

特別損失  

固定資産売却損 5 

減損損失 142 

固定資産除却損 24 

投資有価証券評価損 175 

事業再編損失引当金繰入額 596 

その他 16 

特別損失合計 961 

税金等調整前四半期純損失（△） △1,046 

法人税等 2,581 

少数株主損失（△） △15 

四半期純損失（△） △3,612 
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(3)【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】 

(単位：百万円)

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成21年３月１日 
 至 平成21年８月31日) 

営業活動によるキャッシュ・フロー  

税金等調整前四半期純損失（△） △1,046 

減価償却費 1,305 

減損損失 142 

有形固定資産除却損 47 

投資有価証券評価損益（△は益） 175 

のれん償却額 201 

賞与引当金の増減額（△は減少） 100 

退職給付引当金の増減額（△は減少） △110 

受取利息及び受取配当金 △95 

支払利息 33 

売上債権の増減額（△は増加） 1,624 

たな卸資産の増減額（△は増加） 26 

仕入債務の増減額（△は減少） △211 

敷金及び保証金の増減額（△は増加） 119 

その他 95 

小計 2,408 

利息及び配当金の受取額 94 

利息の支払額 △33 

法人税等の支払額 △490 

営業活動によるキャッシュ・フロー 1,979 

投資活動によるキャッシュ・フロー  

定期預金の増減額（△は増加） △47 

有価証券の取得による支出 △1,995 

有価証券の売却による収入 3,493 

有形固定資産の取得による支出 △943 

無形固定資産の取得による支出 △109 

その他 18 

投資活動によるキャッシュ・フロー 416 

財務活動によるキャッシュ・フロー  

自己株式の取得による支出 △2,500 

配当金の支払額 △579 

その他 △4 

財務活動によるキャッシュ・フロー △3,084 

現金及び現金同等物に係る換算差額 368 

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △321 

現金及び現金同等物の期首残高 11,873 

現金及び現金同等物の四半期末残高 11,552 
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当連結会計年度より「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、「四半期連結

財務諸表規則」に従い四半期連結財務諸表を作成しております。 

  

  当第２四半期連結累計期間（自 平成21年３月１日 至 平成21年８月31日） 

該当事項はありません。 

  

【事業の種類別セグメント情報】 

  当第２四半期連結累計期間 (自  平成21年３月１日  至  平成21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の情報の記載を省略しております。 

  
【所在地別セグメント情報】 

  当第２四半期連結累計期間(自 平成21年３月１日 至 平成21年８月31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国または地域の内訳は次のとおりであります。 

(1) アジア…………タイ、フィリピン、台湾 

(2) 北米……………米国、メキシコ 

(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 

  

【海外売上高】 

  当第２四半期連結累計期間(自 平成21年３月１日 至 平成21年８月31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又は地域の内訳は次のとおりであります。 

(1) アジア……………タイ、フィリピン、台湾、韓国、シンガポール 

(2) 北 米……………米国、メキシコ 

(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。 

(4) 継続企業の前提に関する注記

(5) 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)

  売上高及び営業損益

  売上高

 (1) 外部顧客に 
   対する売上高

21,862 172 6,691 1,677 30,404 ― 30,404

 (2) セグメント間の内部 
   売上高又は振替高

117 1,594 768 0 2,480 (2,480) ―

計 21,980 1,766 7,460 1,677 32,885 (2,480) 30,404

  営業利益又は 
  営業損失(△)

697 138 △318 106 625 （812） △186

アジア 北米 欧州 その他の地域 計

Ⅰ 海外売上高(百万円) 183 6,518 1,697 43 8,441

Ⅱ 連結売上高(百万円) ― ─ ― ― 30,404

Ⅲ 連結売上高に占める 
  海外売上高の割合(％)

0.6 21.4 5.6 0.1 27.7
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 ① 自己株式の取得 

  当社は、平成21年７月14日開催の取締役会において自己株式の取得を行うことを決議し、普通株式

1,908千株の取得を行いました。これにより、当第２四半期連結会計期間において自己株式が24億99百

万円増加しております。  

  

 ② 自己株式の消却 

  当社は、平成21年６月18日開催の取締役会において自己株式の消却を行うことを決議し、平成21年

６月30日付で普通株式1,500千株の消却を行いました。これにより、当第２四半期連結会計期間におい

て利益剰余金および自己株式が45億47百万円減少しております。  

  

（重要な後発事象） 

当第２四半期連結会計期間(自 平成21年６月１日 至 平成21年８月31日) 

（子会社の解散） 

１  解散及び特別清算の理由 

連結子会社である株式会社エーディーエヌは、広告代理業とゴルフ場経営を事業内容として今日

まで事業活動を行ってまいりましたが、現状における業績不振の状態を短期間に解消することは困

難であり、また、当社グループにおける経営資源の集中をすすめるため、平成21年10月14日開催の

当社取締役会において平成21年12月を目途として解散及び特別清算を申し立てる旨を決議いたしま

した。 

  

２  当該子会社の概要 

(1)名  称            株式会社エーディーエヌ 

(2)事業内容            広告代理業及びゴルフ場経営 

(3)持分比率            株式会社アデランスホールディングス 83.21％ 

(4)最近事業年度における状況     

（平成21年６月中間期）     

売上高        3,218百万円 

総資産合計      1,288百万円 

負債合計       3,579百万円 

(5)当該解散による損失見込み額 

当該子会社の解散による当社の連結財務諸表に与える影響は軽微であります。 

(6) 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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「参考資料」 

 前年同四半期に係る財務諸表等 

 （１）（要約）中間連結損益計算書 

 
  

科 目

前中間連結会計期間

（自 平成20年３月１日    

   至 平成20年８月31日)    

 

金額（百万円）

Ⅰ 売上高 36,052

Ⅱ 売上原価 7,492

  売上総利益 28,560

Ⅲ 販売費及び一般管理費 27,480

  営業利益 1,080

Ⅳ 営業外収益 575

Ⅴ 営業外費用 328

  経常利益 1,327

Ⅵ 特別利益 90

Ⅶ 特別損失 921

  税金等調整前中間純利益 495

    法人税、住民税及び事業税 1,268

  法人税等調整額 43

  少数株主損失 13

  中間純損失(△) △803
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（２）（要約）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20年３月１日    

   至 平成20年８月31日)  

区分 金額(百万円)

Ⅰ 営業活動によるキャッシュ・フロー

   税金等調整前中間純利益   495

   減価償却費 1,383

   有形固定資産除却損 43

   投資有価証券評価損 701

   のれん償却額 331

   賞与引当金の増減額 △25

   役員賞与引当金の増減額 △10

   退職給付引当金の増減額 △114

   受取利息及び受取配当金 △164

   支払利息 45

   売上債権の増減額 542

   たな卸資産の増減額 △217

   仕入債務の増減額 529

   保証金及び敷金の増減額 △26

   その他 △1,036

    小計 2,478

   利息及び配当金の受取額 186

   利息の支払額 △45

   法人税等の支払額 △2,279

  営業活動によるキャッシュ・フロー 340

Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー

   定期預金の増減額 △161

   有価証券の取得による支出 △568

   有価証券の売却による収入 3,062

   有形固定資産の取得による支出 △1,315

   無形固定資産の取得による支出 △96

   投資有価証券の取得による支出 △291

   その他 347

  投資活動によるキャッシュ・フロー 975

Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー

   自己株式の取得による支出 △3

   自己株式の処分による収入 0

   配当金の支払額 △1,933

      短期借入金の増減額 77

   その他 △10

  財務活動によるキャッシュ・フロー △1,870

Ⅳ 現金及び現金同等物に係る換算差額 △1,096

Ⅴ 現金及び現金同等物の増減額 △1,650

Ⅵ 現金及び現金同等物の期首残高 14,979

Ⅶ 現金及び現金同等物の中間期末残高 13,329

14

㈱アデランスホールディングス（8170）　平成22年2月期　第2四半期決算短信




