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1.  平成22年3月期第3四半期の業績（平成21年4月1日～平成21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 ％

22年3月期第3四半期 10,965 △4.9 506 △19.6 416 △31.3 164 235.2
21年3月期第3四半期 11,532 ― 629 ― 607 ― 49 ―

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3月期第3四半期 35.02 ―

21年3月期第3四半期 10.45 ―

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

22年3月期第3四半期 8,782 5,234 59.6 1,113.05
21年3月期 8,471 5,261 62.1 1,118.88

（参考） 自己資本   22年3月期第3四半期  5,234百万円 21年3月期  5,261百万円

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

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3月期 ― 20.00 ― 20.00 40.00
22年3月期 ― 20.00 ―

22年3月期 
（予想）

20.00 40.00

3.  平成22年3月期の業績予想（平成21年4月1日～平成22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 14,650 △2.4 580 △14.9 560 △12.5 270 355.5 57.41
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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、3ページ【定性的情報・財務諸表等】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） 

(3) 発行済株式数（普通株式） 

① 会計基準等の改正に伴う変更 無

② ①以外の変更 無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 22年3月期第3四半期 4,703,063株 21年3月期  4,703,063株

② 期末自己株式数 22年3月期第3四半期  264株 21年3月期  264株

③ 期中平均株式数（四半期累計期間） 22年3月期第3四半期 4,702,799株 21年3月期第3四半期 4,702,799株

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 

業績予想は本資料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ます。実際の業績は今後さまざまな要因によって予想数値と異なる
結果となる可能性があります。 
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      当第3四半期累計期間におけるわが国経済は、アジアを中心とした海外経済の改善等を背景に一部では持ち直しの

声もありますが、一方で11月に政府から「デフレ宣言」が発せられる等、全体感としては依然厳しい状況が続いて

おります。景気低迷による消費者の節約志向及び消費マインドの低迷により価格競争が激化する中、当社の主力出

店先である百貨店の売上高が年間ベースで過去最大の減少率を記録する等、小売業を取巻く環境もますます厳しさ

を増しております。 

このような状況の下、当社ハウス オブ ローゼ事業では既存顧客様での安定的な売上高確保と共に、課題である新

規顧客様の増加獲得に努めております。10月には主力スキンケアのリニューアルとして「ゆらぎ敏感肌対応」スキン

ケアライン「マイセンシュア」を発売、また人気のクラシックプーシリーズも大幅にリニューアルし、既存客様のみ

ならず新規顧客様の獲得に大きく寄与いたしました。直営店舗の出退店につきましては第3四半期会計期間（10～12

月度）において2店舗を出店、12月末日現在249店舗となりました。 

以上の結果、第29期第３四半期累計期間の全社売上高は109億65百万円（前年同期比4.9％減）となりました。また

売上原価率は前年同期比で0.2ポイント上昇いたしました。この状況に鑑み、経費の削減に努めたことにより販売費

一般管理費の支出は前年同期より4.0％減少いたしましたが、売上高の減少をカバーするに至らず、営業利益は5億6

百万円（前年同期比19.6％減）となりました。 

さらに当社関係会社に対する貸付金について約定期間での回収に懸念が生じたことから75百万円を貸倒引当金繰入

額として営業外費用に計上した結果、経常利益は4億16百万円（前年同期比31.3％減）となりました。 

また、同関係会社株式16百万円を減損処理し、特別損失計上したことにより、当第3四半期累計期間純利益は1億64

百万円（235.2%増）となりました。 

なお、前年同期は東京化粧品厚生年金基金脱退に伴う特別掛金4億54百万円を特別損失処理いたしましたので前第3

四半期累計期間純利益は49百万円となっており、その比較では1億15百万円の増加となっております。  

   

当第３四半期末の総資産は前事業年度末に比べ３億10百万円増加し、87億82百万円となりました。 

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２億67百万円増加し、50億25百万円となりました。 

主な要因は、売掛金が４億64百万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43百万円増加し、37億56百万円となりました。 

主な要因は、投資有価証券が97百万円増加、保険積立金が59百万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４億11百万円増加し、27億61百万円となりました。 

主な要因は、短期借入金が２億50百万円増加、買掛金が１億55百万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73百万円減少し、７億86百万円となりました。 

主な要因は、退職給付引当金が89百万円増加、長期借入金が１億73百万円減少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27百万円減少し、52億34百万円となりました。 

主な原因は、利益剰余金が23百万円減少したためであります。  

  

 業績予想につきましては、前回発表（平成21年11月６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。   

  

 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。  

  

 該当事項はありません。    

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）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

（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21年12月31日) 

前事業年度末に係る 
要約貸借対照表 

(平成21年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 2,089,063 2,338,038

受取手形及び売掛金 1,409,365 941,326

商品及び製品 1,455,040 1,341,315

その他 78,140 143,672

貸倒引当金 △5,647 △5,647

流動資産合計 5,025,961 4,758,704

固定資産   

有形固定資産   

建物（純額） 506,299 522,677

土地 1,519,206 1,519,206

リース資産（純額） 111,101 57,995

有形固定資産合計 2,136,607 2,099,879

無形固定資産 16,174 19,350

投資その他の資産   

差入保証金 973,744 985,799

その他 720,027 622,279

貸倒引当金 △90,259 △14,710

投資その他の資産合計 1,603,512 1,593,368

固定資産合計 3,756,294 3,712,598

資産合計 8,782,255 8,471,303

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 1,548,877 1,358,735

短期借入金 250,000 －

1年内返済予定の長期借入金 234,920 267,800

未払法人税等 138,060 111,418

賞与引当金 53,000 199,404

その他 536,825 412,450

流動負債合計 2,761,682 2,349,808

固定負債   

長期借入金 97,150 270,840

退職給付引当金 489,477 399,777

役員退職慰労引当金 106,894 117,770

その他 92,583 71,249

固定負債合計 786,105 859,636

負債合計 3,547,787 3,209,445
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（単位：千円）

当第３四半期会計期間末 
(平成21年12月31日) 

前事業年度末に係る 
要約貸借対照表 

(平成21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 4,066,693 4,090,107

自己株式 △203 △203

株主資本合計 6,283,394 6,306,808

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △4,234 △258

土地再評価差額金 △1,044,692 △1,044,692

評価・換算差額等合計 △1,048,926 △1,044,950

純資産合計 5,234,467 5,261,857

負債純資産合計 8,782,255 8,471,303
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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）

前第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) 

当第３四半期累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年12月31日) 

売上高 11,532,116 10,965,722

売上原価 3,302,344 3,161,652

売上総利益 8,229,771 7,804,069

販売費及び一般管理費 7,600,360 7,297,948

営業利益 629,411 506,121

営業外収益   

受取利息 1,789 2,664

受取配当金 979 1,303

不動産賃貸料 7,129 7,343

受取保険金 8,009 －

償却債権取立益 2,922 －

その他 3,961 2,897

営業外収益合計 24,790 14,209

営業外費用   

支払利息 10,831 5,757

保険解約損 22,733 17,373

上場関連費用 9,095 －

リース解約損 3,140 3,628

貸倒引当金繰入額 － 75,549

その他 1,336 1,230

営業外費用合計 47,138 103,539

経常利益 607,063 416,792

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 －

関係会社株式評価損 － 16,000

減損損失 － 8,371

特別損失合計 463,832 24,371

税引前四半期純利益 152,285 392,420

法人税、住民税及び事業税 26,575 192,544

過年度法人税等 19,625 －

法人税等調整額 56,954 35,177

法人税等合計 103,154 227,722

四半期純利益 49,130 164,698
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 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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前第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３四半期累計期間（自 平成21年４月１日 至 平成21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。 

  

前第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。 

  

当第３四半期累計期間（自 平成21年４月１日 至 平成21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） 前年同四半期比（％）

スキンケア化粧品  938,604 － 

メイクアップ化粧品  206,036 － 

ヘアケア・ボディ・バスプロダクツ  1,184,465 － 

化粧雑貨品  493,764 － 

リフレクソロジー  8,619 － 

その他  258,726 － 

合計  3,090,217 － 

区分 仕入高（千円） 前年同四半期比（％）

スキンケア化粧品  883,437  94.1

メイクアップ化粧品  195,530  94.9

ヘアケア・ボディ・バスプロダクツ  1,098,233  92.7

化粧雑貨品  427,480  86.6

リフレクソロジー  7,343  85.2

その他  213,908  82.7

合計  2,825,933  91.5

（２）事業区分別売上実績

区分 売上高（千円） 前年同四半期比（％）

直営店  10,546,702 － 

卸  883,730 － 

その他  101,683 － 

合計  11,532,116 － 

区分 売上高（千円） 前年同四半期比（％）

直営店  10,023,967 95.0 

卸  836,432  94.7

その他  105,322  103.6

合計  10,965,722 95.1 
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 前第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３四半期累計期間（自 平成21年４月１日 至平成21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）商品分類売上実績

区分 売上高（千円） 前年同四半期比（％）

スキンケア化粧品  4,999,462 － 

メイクアップ化粧品  1,082,724 － 

ヘアケア・ボディ・バスプロダクツ  3,063,358 － 

化粧雑貨品  1,034,114 － 

リフレクソロジー  876,333 － 

その他  476,123 － 

合計  11,532,116 － 

区分 売上高（千円） 前年同四半期比（％）

スキンケア化粧品  4,788,839  95.8

メイクアップ化粧品  997,523 92.1 

ヘアケア・ボディ・バスプロダクツ  3,061,352  99.9

化粧雑貨品  930,946  90.0

リフレクソロジー  764,126  87.2

その他  422,934 88.8 

合計  10,965,722 95.1 
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