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1.  平成22年2月期第3四半期の連結業績（平成21年3月1日～平成21年11月30日）
(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3四半期 43,533 ― △1,742 ― △1,738 ― △5,240 ―
21年2月期第3四半期 53,526 △1.0 702 21.0 765 △25.4 △1,393 ―

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3四半期 △138.40 ―
21年2月期第3四半期 △36.00 ―

(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
22年2月期第3四半期 67,949 54,018 79.4 1,465.16

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3四半期  53,931百万円 21年2月期  61,255百万円

2.  配当の状況
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） ― ―

（注）配当予想の当四半期における修正の有無  無
平成22年2月期の期末配当については未定であります。

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）

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

（注）連結業績予想数値の当四半期における修正の有無  無
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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
新規 ―社 （社名 ） 除外 ―社 （社名 ）

(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）
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、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）
① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 22年2月期第3四半期 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3四半期 3,404,003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3四半期 37,862,072株 21年2月期第3四半期 38,719,360株

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項
1.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、実際の業績は、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。業績予想に関する事項につきましては、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
情報をご覧ください。
2.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。
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当第３四半期連結累計期間においては、世界的な金融環境の悪化による国内外の経済状況に依然として
回復の兆しが見えず、さらに国内では企業収益や雇用情勢の悪化傾向が続いており、景気は全般的に厳し
い状況で推移しました。 
このような状況の中で、当社グループはコア事業であるウィッグ売上の回復を図るために、男性向けで

は定額制の「アデランスヘアクラブ」に宣伝を特化し、女性向けには新商品「アデランスイヴ」ソフトウ
ィッグを投入、百貨店で展示試着会を開催いたしました。さらには、ロゴの刷新や女性ブランドを「フォ
ンテーヌ」に統一するなど、新たなマーケティング戦略を11月より開始いたしました。海外市場におきま
しては、特に個人消費の落ち込みの影響が大きい米国ヘアトランスプラント事業では、継続して収益基盤
の確立を主眼に事業展開いたしました。 
この結果、当第３四半期の売上高は435億33百万円（前年同期比18.7％減）、営業損失17億42百万円(前

年同期は営業利益７億２百万円)、経常損失17億38百万円(前年同期は経常利益７億65百万円)、米国子会
社の繰延税金資産の取崩しなどにより法人税等が23億15百万円となったため、四半期純損失は52億40百万
円(前年同期は四半期純損失13億93百万円)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」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・女性市場ともマーケティング戦略を
抜本的に見直すために広告出稿を控えた事、企業価値向上に向けCS強化の営業体制の再構築をスタートさ
せたことなどにより、女性新規顧客売上は回復傾向を示したものの、女性既存顧客売上や男性売上は前年
同期を下回り、149億５百万円（前年同期比19.5％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低迷による買い控えや出店していた百貨店の閉鎖に伴う販売
拠点の減少による影響などで62億49百万円（前年同期比10.8％減）となりました。その他の毛髪関連商品
は27億69百万円（前年同期比12.6％減）、サービス収入は68億３百万円（前年同期比8.2％減）、その他
の事業収入は３億４百万円（前年同期比9.8％減）、セグメント間の内部売上高は１億68百万円（前年同
期比1.2％減）となりました。 
以上の結果、売上高合計は312億１百万円となり、前年同期に比べ54億８百万円（14.8％）減少いたし

ました。宣伝広告費などの販管費の削減に努めましたが売上高の減少を補うことができず、前年同期より
営業利益が25億46百万円減少し、５億50百万円の営業損失となりました。 
  
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引き続き当社グループの営業活

動にも影響いたしました。オーダーメイドウィッグの売上高が１億51百万円（前年同期比7.4％減）、レ
ディーメイドウィッグは25百万円（前年同期比56.1％減）、その他の毛髪関連商品は21百万円（前年同期
比34.4％減）、サービス収入は58百万円（前年同期比25.6％減）、主に生産会社が対象となるセグメント
間の内部売上高は23億16百万円（前年同期比29.7％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25億73百万円となり、前年同期に比べ10億52百万円
（29.0％）減少いたしました。営業利益は１億10百万円と前年同期に比べ１億60百万円（59.3％）減少い
たしました。 
  

③ 北米 

コア事業（ウィッグ事業）は、昨年度売上が拡大した商品が当四半期においては一部販売チャンネルか
らの受注が減少したことや、新商品を投入したにもかかわらず景気低迷の影響で売上が伸びないこともあ
り、レディーメイドウィッグの売上高が16億７百万円（前年同期比16.6％減）、オーダーメイドウィッグ
の売上高は１億84百万円（前年同期比18.6％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
入は景気低迷や広告宣伝費抑制の影響で71億58百万円（前年同期比28.9％減）、その他毛髪関連商品売上
はパリスヒルトンコレクションの販売が大幅に減少したことで７億80百万円（前年同期比43.3％減）、セ
グメント間の内部売上高は12億64百万円（前年同期比9.2％増）となりました。  
以上の結果、売上高合計は109億95百万円となり、前年同期に比べ37億57百万円（25.5％）減少いたし

ました。特に、ヘアトランスプラント事業で販管費の削減に努め、大幅減収ではありましたが営業損失３
億74百万円と、前年同期に比べ３億94百万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や医療向けウィッグの売上が引き続き堅調に推移し、ユーロ建て現地通
貨ベース売上高は前年同期並みとなりましたが、円高の影響によりレディーメイドウィッグの売上高は15
億59百万円（前年同期比21.8％減）、オーダーメイドウィッグは４億２百万円（前年同期比17.1％減）、
その他の毛髪関連商品は４億70百万円（19.0％減）、サービス収入は80百万円（前年同期比20.8％減）と
なりました。 
以上の結果、売上高合計は25億13百万円となり、前年同期に比べ６億52百万円（20.6％）減少いたしま

した。営業利益は１億45百万円と前年同期に比べ95百万円（39.6％）減少いたしました。 
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３四半期連結会計期間末の総資産は679億49百万円となり、前期末に比べ81億52百万円減少しまし
た。流動資産は231億84百万円で、前期末に比べ45億15百万円減少しました。主な要因として、現金及び
預金が12億66百万円増加した一方、有価証券が43億92百万円、受取手形及び売掛金が９億34百万円減少し
たためであります。固定資産は447億65百万円となり、前期末に比べ36億37百万円減少しました。有形固
定資産は254億59百万円と前期末に比べ５億７百万円減少し、無形固定資産は45億31百万円と前期末に比
べ４億１百万円減少しました。また、投資その他の資産は147億75百万円となり、前期末に比べ27億28百
万円減少しました。 
負債は139億30百万円となり、前期末に比べ８億27百万円減少しました。流動負債は94億77百万円とな

り、前期末に比べ５億17百万円減少しました。主な要因として賞与引当金が７億39百万円、事業再編損失
引当金が４億44百万円増加した一方、前受金が７億27百万円、支払手形及び買掛金が５億42百万円減少し
たためであります。 
純資産は540億18百万円で、前期末に比べ73億25百万円減少しました。主な要因として為替換算調整勘

定が９億62百万円、その他有価証券評価差額金が１億73百万円増加した一方、利益剰余金が105億８百万
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３四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９億23百万円減
少し、109億50百万円(前年同期比16.6％増)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29億38百万円と前第３四半期に比べ24億35百万円減少しまし

たが、法人税等の支払額が３億23百万円と前第3四半期に比べ28億75百万円減少したため、差し引き７億
92百万円(前年同期は16億53百万円の支出)の増加となりました。この結果、営業活動全体として前第３四
半期と比べて収入が24億45百万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42億93百万円ありました。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10億87百万円あり、差し引き８億78百万円の増加となり
ました。この結果、投資活動全体として前第３四半期と比べて収入が12億19百万円（前年同期は３億41百
万円の支出）の増加となりました。 
(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５億80百万円ありました。この結

果、財務活動全体として前第３四半期と比べて支出が９億51百万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、新たなマーケティング戦略による広告宣伝展開や新商品の投入、お客
様定着を図るためのCS活動の実践や店舗展開などに積極的に投資し業績の回復に努めておりますが、来期
以降の業績の回復に貢献するものと予想しておりますので、平成21年10月14日に公表いたしました今期の
連結業績予想の修正は行いません。 

  

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３四半期連結会計期間末の貸倒実績率の算定において、当第３四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 

     当社および連結子会社は、当第３四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
を省略し第２四半期連結会計期間末、または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３四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。 

  

(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３四半期連結累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３四半期連結累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。 
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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３四半期連結会計期間末 
(平成21年11月30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 11,207 9,941 

受取手形及び売掛金 4,537 5,471 

有価証券 － 4,392 

商品及び製品 2,877 3,103 

仕掛品 180 174 

原材料及び貯蔵品 1,268 1,235 

繰延税金資産 1,112 1,268 

その他 2,057 2,161 

貸倒引当金 △56 △48 

流動資産合計 23,184 27,700 

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 11,859 12,428 

土地 11,394 11,133 

その他（純額） 2,205 2,404 

有形固定資産合計 25,459 25,966 

無形固定資産   

のれん 941 1,327 

その他 3,589 3,605 

無形固定資産合計 4,531 4,932 

投資その他の資産   

投資有価証券 5,195 5,493 

敷金及び保証金 3,883 3,982 

繰延税金資産 2,382 4,458 

その他 3,477 3,728 

貸倒引当金 △164 △157 

投資その他の資産合計 14,775 17,503 

固定資産合計 44,765 48,402 

資産合計 67,949 76,102 
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(単位：百万円)

当第３四半期連結会計期間末 
(平成21年11月30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 694 1,236 

短期借入金 1,001 960 

未払法人税等 191 406 

繰延税金負債 2 2 

賞与引当金 1,991 1,252 

商品保証引当金 124 145 

返品調整引当金 161 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 444 － 

前受金 1,429 2,157 

その他 3,411 3,717 

流動負債合計 9,477 9,995 

固定負債   

社債 103 － 

長期借入金 10 44 

退職給付引当金 2,913 3,058 

繰延税金負債 6 6 

その他 1,420 1,653 

固定負債合計 4,453 4,763 

負債合計 13,930 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 37,716 48,225 

自己株式 △6,986 △9,034 

株主資本合計 56,831 65,292 

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 28 △145 

為替換算調整勘定 △2,928 △3,891 

評価・換算差額等合計 △2,900 △4,036 

少数株主持分 87 88 

純資産合計 54,018 61,344 

負債純資産合計 67,949 76,102 
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 (2)【四半期連結損益計算書】 
  【第３四半期連結累計期間】 

(単位：百万円)

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成21年３月１日 
 至 平成21年11月30日) 

売上高 43,533 

売上原価 9,934 

売上総利益 33,599 

販売費及び一般管理費 35,342 

営業損失（△） △1,742 

営業外収益  

受取利息 90 

受取配当金 32 

不動産賃貸料 293 

その他 222 

営業外収益合計 638 

営業外費用  

支払利息 52 

不動産賃貸費用 249 

為替差損 276 

その他 55 

営業外費用合計 633 

経常損失（△） △1,738 

特別利益  

固定資産売却益 10 

貸倒引当金戻入額 2 

その他 1 

特別利益合計 14 

特別損失  

固定資産売却損 37 

減損損失 141 

固定資産除却損 235 

投資有価証券評価損 267 

事業再編損失引当金繰入額 444 

その他 89 

特別損失合計 1,215 

税金等調整前四半期純損失（△） △2,938 

法人税等 2,315 

少数株主損失（△） △14 

四半期純損失（△） △5,240 
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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３四半期連結累計期間 
(自 平成21年３月１日 
 至 平成21年11月30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（△） △2,938 

減価償却費 1,974 

減損損失 141 

有形固定資産除却損 298 

投資有価証券評価損益（△は益） 267 

のれん償却額 293 

賞与引当金の増減額（△は減少） 740 

退職給付引当金の増減額（△は減少） △149 

受取利息及び受取配当金 △122 

支払利息 52 

売上債権の増減額（△は増加） 1,491 

たな卸資産の増減額（△は増加） 223 

仕入債務の増減額（△は減少） △743 

敷金及び保証金の増減額（△は増加） 98 

その他 △599 

小計 1,027 

利息及び配当金の受取額 122 

利息の支払額 △33 

法人税等の支払額 △323 

営業活動によるキャッシュ・フロー 792 

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） △102 

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 4,293 

有形固定資産の取得による支出 △1,087 

無形固定資産の取得による支出 △145 

その他 △84 

投資活動によるキャッシュ・フロー 878 

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 △580 

その他 △10 

財務活動によるキャッシュ・フロー △3,091 

現金及び現金同等物に係る換算差額 497 

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △923 

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 10,950 
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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３四半期連結累計期間（自 平成21年３月１日 至 平成21年11月30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３四半期連結累計期間 (自  平成21年３月１日  至  平成21年11月30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３四半期連結累計期間(自 平成21年３月１日 至 平成21年11月30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３四半期連結累計期間(自 平成21年３月１日 至 平成21年11月30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

31,032 256 9,731 2,513 43,533 ― 43,533

 (2) セグメント間の内部 
   売上高又は振替高

168 2,316 1,264 0 3,750 (3,750) ―

計 31,201 2,573 10,995 2,513 47,283 (3,750) 43,533

  営業利益又は 
  営業損失(△)

△550 110 △374 145 △668 (1,074) △1,742

アジア 北米 欧州 その他の地域 計

Ⅰ 海外売上高(百万円) 270 9,547 2,536 72 12,426

Ⅱ 連結売上高(百万円) ― ─ ― ― 43,533

Ⅲ 連結売上高に占める 
  海外売上高の割合(％)

0.6 21.9 5.8 0.2 28.5
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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３四半期連結累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３四半期連結累計期間におい

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３四半期連結会計期間(自 平成21年９月１日 至 平成21年11月30日) 

該当事項はありません。 

(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）四半期連結損益計算書 

 
  

科 目
平成21年２月期 

第３四半期    

 

金額（百万円）

Ⅰ 売上高 53,526

Ⅱ 売上原価 11,302

  売上総利益 42,224

Ⅲ 販売費及び一般管理費 41,521

  営業利益 702

Ⅳ 営業外収益 727

Ⅴ 営業外費用 665

  経常利益 765

Ⅵ 特別利益 211

Ⅶ 特別損失 1,480

  税金等調整前四半期純損失(△) △503

    税金費用 915

  少数株主損失 25

  四半期純損失(△) △1,393
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（２）（要約）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

 

平成21年２月期

 第３四半期

区分 金額(百万円)

Ⅰ 営業活動によるキャッシュ・フロー

   税金等調整前四半期純損失(△)   △503

   減価償却費 2,129

   有形固定資産除却損 25

   投資有価証券評価損 1,267

   のれん償却額 500

   賞与引当金の増減額 604

   役員賞与引当金の増減額 △10

   退職給付引当金の増減額 △155

   受取利息及び受取配当金 △230

   支払利息 63

   売上債権の増減額 △336

   たな卸資産の増減額 △367

   仕入債務の増減額 555

   保証金及び敷金の増減額 △94

   その他 △2,112

    小計 1,333

   利息及び配当金の受取額 249

   利息の支払額 △39

   法人税等の支払額 △3,198

  営業活動によるキャッシュ・フロー △1,653

Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー

   定期預金の増減額 △126

   有価証券の取得による支出 △1,567

   有価証券の売却による収入 3,492

   有形固定資産の取得による支出 △2,233

   無形固定資産の取得による支出 △61

   投資有価証券の取得による支出 △291

   その他 447

  投資活動によるキャッシュ・フロー △341

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 △4

   自己株式の処分による収入 0

   配当金の支払額 △2,129

      短期借入金の増減額 77

   その他 △84

  財務活動によるキャッシュ・フロー △2,140

Ⅳ 現金及び現金同等物に係る換算差額 △1,448

Ⅴ 現金及び現金同等物の増減額 △5,584

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期末残高 9,395
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