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1.  平成22年12月期第1四半期の連結業績（平成22年1月1日～平成22年3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12月期第1四半期 1,417 △16.0 73 25.0 73 45.1 11 ―

21年12月期第1四半期 1,686 △7.8 58 6.2 50 89.6 △19 ―

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12月期第1四半期 215.77 205.84
21年12月期第1四半期 △353.06 ―

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12月期第1四半期 6,916 1,872 27.1 34,558.61
21年12月期 7,492 1,934 25.8 35,398.54

（参考） 自己資本   22年12月期第1四半期  1,872百万円 21年12月期  1,934百万円

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12月期 ― 0.00 ― 1,000.00 1,000.00
22年12月期 ―

22年12月期 
（予想）

0.00 ― 1,000.00 1,000.00

3.  平成22年12月期の連結業績予想（平成22年1月1日～平成22年12月31日） 
（％表示は通期は対前期、第2四半期連結累計期間は対前年同四半期増減率）

（注）連結業績予想数値の当四半期における修正の有無  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

第2四半期 
連結累計期間

3,000 △12.3 190 13.2 180 15.1 50 ― 919.98

通期 6,200 △8.6 460 17.9 432 14.0 150 47.2 2,764.33
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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・財務情報等]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） 

(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 

（注）平成22年２月12日発表の連結業績予想を修正しておりません。連結業績予想は、現時点で入手可能な情報に基づき判断した見通しであり、多分に不
確定な要素を含んでおります。実際の業績等は、業況の変化等により、予想数値と異なる場合があります。なお、連結業績予想に関する[定性的情報・財
務情報等]「３．連結業績予想に関する定性的情報」をご覧ください。 

新規 ―社 （社名 ） 除外 ―社 （社名 ）

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12月期第1四半期 56,440株 21年12月期  56,440株

② 期末自己株式数 22年12月期第1四半期  2,262株 21年12月期  1,792株

③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 22年12月期第1四半期 54,521株 21年12月期第1四半期 55,383株
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（参考）個別業績予想

平成22年12月期の個別業績予想（平成22年１月１日～平成22年12月31日） 

（％表示は、通期は対前期、第２四半期累計期間は対前年同四半期増減率） 

  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

第２四半期累計期間  1,180  △3.2 130 △0.4 110 2.6 25  △7.9 459 99

通期  2,400  △1.3 270 △7.1 230 △5.3 80  △11.3 1,474 31

（注）個別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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経営成績の分析  

当第１四半期連結累計期間（平成22年１月１日～平成22年３月31日）の国内消費動向は、政府による景気対策効果

もあり景況感に若干の改善がみられるものの、厳しい雇用・所得環境が続き、依然低調に推移いたしました。  

 このような中、手頃な価格でより良い商品やサービスなどを求める消費者の志向が定着し、美容業界全体におきま

しても、顧客が支出を抑制する目的で、来店周期の延び、客単価の低下などの傾向が引き続き見受けられました。 

当社グループの美容室におきましては、このような消費動向を意識し、平成20年７月以降、より値頃感のある価格

設定を示すことによる入客数増加方針への取り組みを継続してまいりました。 

その結果、当社子会社の中核である、株式会社アッシュ（以下、Ａｓｈ）と株式会社ニューヨーク・ニューヨーク

（以下、ＮＹＮＹ）両チェーンの客単価は、7,488円と前年同期比で1.7％低下いたしましたが、入客数は、347千人と

前年同期を1.9％上回り、当第１四半期連結累計期間における両チェーンの全店売上高合計は、2,605百万円（前年同

期比100.2％）と前年同期を上回る結果となりました。 

株式会社スタイルデザイナー（以下、ＳＤ）におきましては、前述の消費者の志向に応えるべく、平成20年12月期

に着手いたしました新ブランドによる小規模美容室のフランチャイズ（以下、ＦＣ）展開が、当第１四半期連結累計期

間末において12店舗となり、チェーン展開が順調に推移しております。 

 当第１四半期連結累計期間末における当社グループの店舗数（注１）は、227店舗（Ａｓｈ92店舗、ＮＹＮＹ26店

舗、ＳＤ105店舗、株式会社ＡＭＧ２店舗、株式会社エッセンシュアルズジャパン１店舗、株式会社ａｊ（以下、ａ

ｊ）１店舗）となりました。 

 なお、当第１四半期連結累計期間における当社グループチェーンの全店売上高合計は、3,894百万円（前年同期比

99.4％）となっております。 

 また、個店強化策として直営店からＦＣ店への転換を引き続き着実に進めております。 

 その結果、当社グループのＦＣ店舗（注２）は、204店舗（Ａｓｈ92店舗、ＮＹＮＹ６店舗、ＳＤ105店舗、ａｊ １

店舗）となっております。 

当社は、平成20年７月より「理美容事業への注力」という中期経営方針を掲げ、本業である理美容事業の基盤強化と

なる各種施策を当社グループで展開しており、当第１四半期連結累計期間におきましても、リーズナブルな価格で顧客

満足度の高いサービスを展開してまいりました。 

以上の結果、当第１四半期連結累計期間における連結売上高は1,417百万円（前年同期比84.0％）、営業利益は73百

万円（同125.0％）、経常利益は73百万円（同145.1％）、四半期純利益は11百万円（前年同四半期は四半期純損失19百

万円）となりました。 

 このうち、連結売上高が、前第１四半期連結累計期間を下回っておりますのは、店舗売上高が連結売上高に計上され

る直営店から、賃貸収入、ロイヤリティー等が連結売上高に計上されるＦＣ店への転換を進めたことによるものであり

ます。 

  （注１）グループ店舗数227店舗には、トレーニングサロンが含まれておりません。 

 （注２）グループＦＣ店舗数204店舗には、トレーニングサロンが含まれておりません。 

  

（1）財政状態の分析（資産、負債及び純資産の状況） 

（資産） 

 流動資産は、前連結会計年度末に比べて、589百万円減少して2,347百万円となりました。これは主として、現金及び

預金の減少445百万円、売掛金の減少137百万円によるものであります。 

 固定資産は、前連結会計年度末に比べて、13百万円増加して4,568百万円となりました。これは主として、有形固定

資産の増加54百万円、のれんの減少17百万円によるものであります。 

 この結果、総資産は前連結会計年度末に比べて、575百万円減少して、6,916百万円となりました。 

（負債）  

 流動負債は、前連結会計年度末に比べて、224百万円減少して2,385百万円となりました。これは主として、買掛金の

減少113百万円、未払金の減少43百万円によるものであります。 

 固定負債は、前連結会計年度末に比べて、289百万円減少して2,658百万円となりました。これは主として、長期借入

金の減少246百万円によるものであります。 

 この結果、負債合計は前連結会計年度末に比べて、513百万円減少して5,044百万円となりました。  

（純資産）  

 純資産は、前連結会計年度末に比べて、62百万円減少して1,872百万円となりました。 

 これは主として、配当金54百万円を計上したことによる利益剰余金の減少43百万円、自己株式の取得に伴う減少18百

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

２．連結財政状態に関する定性的情報
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万円によるものであります。  

 この結果、自己資本比率は前連結会計年度末の25.8％から27.1％となりました。 

  

（2）キャッシュ・フローの状況 

 当第１四半期連結累計期間末における現金及び現金同等物（以下「資金」という）は、前連結会計年度末に比べ445

百万円減少し、1,192百万円となりました。  

 （営業活動によるキャッシュ・フロー） 

 営業活動の結果得られた資金は６百万円（前年同四半期は62百万円の収入）でした。 

 これは主に、税金等調整前四半期純利益53百万円、減価償却費121百万円で得られた資金に対し、法人税等の支払額

128百万円、立替金の増加額20百万円、利息の支払額12百万円があったことによるものです。 

 （投資活動によるキャッシュ・フロー） 

 投資活動の結果支出した資金は98百万円（前年同四半期は147百万円の支出）となりました。 

 これは主に、有形固定資産の取得による支出93百万円によるものです。 

 （財務活動によるキャッシュ・フロー） 

 財務活動の結果支出した資金は353百万円（前年同四半期は374百万円の支出）となりました。 

 これは主に、長期借入金の返済による支出246百万円、配当金の支払額47百万円、割賦債務の返済による支出40百万

円によるものです。  

  

 当期の業績予想につきましては、平成22年２月12日に公表いたしました平成22年12月期第２四半期累計期間（連 

結・個別）及び通期（連結・個別）の業績予想のとおりであり、その後に、特段の該当する事項はございません。 

  

該当事項はありません。 

  

    １．簡便な会計処理 

     ①固定資産の減価償却費の算定方法 

     減価償却の方法として定率法を採用している固定資産の減価償却費については、連結会計年度に係る減価 

    償却費の額を期間按分して算定しております。  

        ②退職給付引当金の算定方法 

     従業員の退職給付に備えるため、当連結会計年度末における退職給付債務の見込額に基づき、年間予定額 

    を期間按分して算定しております。 

  

２．四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理 

  該当事項はありません。  

  

該当事項はありません。  

  

  

３．連結業績予想に関する定性的情報

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）

（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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５．四半期連結財務諸表 
（１）四半期連結貸借対照表 

（単位：千円）

当第１四半期連結会計期間末
(平成22年３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12月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 1,333,710 1,779,505

売掛金 201,980 339,068

商品 31,813 34,958

貯蔵品 22,209 23,091

その他 758,094 760,209

流動資産合計 2,347,809 2,936,834

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 4,651,258 4,653,573

減価償却累計額及び減損損失累計額 △2,772,811 △2,804,902

建物及び構築物（純額） 1,878,446 1,848,671

機械装置及び運搬具 11,751 11,751

減価償却累計額及び減損損失累計額 △7,121 △6,616

機械装置及び運搬具（純額） 4,630 5,134

工具、器具及び備品 563,779 530,619

減価償却累計額及び減損損失累計額 △407,559 △400,109

工具、器具及び備品（純額） 156,219 130,509

土地 134,200 134,200

有形固定資産合計 2,173,497 2,118,516

無形固定資産   

のれん 435,373 452,589

その他 85,778 82,649

無形固定資産合計 521,152 535,239

投資その他の資産   

敷金及び保証金 1,571,995 1,568,854

その他 321,731 352,742

貸倒引当金 △19,626 △19,781

投資その他の資産合計 1,874,100 1,901,815

固定資産合計 4,568,750 4,555,571

資産合計 6,916,559 7,492,406
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（単位：千円）

当第１四半期連結会計期間末
(平成22年３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12月31日) 

負債の部   

流動負債   

買掛金 63,056 176,863

1年内返済予定の長期借入金 787,208 787,208

1年内償還予定の社債 80,000 80,000

未払金 1,293,287 1,336,634

未払法人税等 17,842 121,595

その他 144,170 107,905

流動負債合計 2,385,564 2,610,207

固定負債   

社債 240,000 240,000

長期借入金 1,965,188 2,211,990

退職給付引当金 18,936 17,205

その他 434,554 478,543

固定負債合計 2,658,679 2,947,738

負債合計 5,044,243 5,557,946

純資産の部   

株主資本   

資本金 324,360 324,360

資本剰余金 860,292 860,292

利益剰余金 754,623 798,597

自己株式 △66,925 △48,694

株主資本合計 1,872,349 1,934,554

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △33 △94

評価・換算差額等合計 △33 △94

純資産合計 1,872,316 1,934,459

負債純資産合計 6,916,559 7,492,406
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（２）四半期連結損益計算書 
（第１四半期連結累計期間） 

（単位：千円）

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

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成22年１月１日 
 至 平成22年３月31日) 

売上高 1,686,497 1,417,229

売上原価 1,263,947 987,154

売上総利益 422,549 430,074

販売費及び一般管理費 364,026 356,926

営業利益 58,523 73,148

営業外収益   

受取利息 2,558 1,321

受取手数料 2,423 4,502

期限到来チケット精算収入 － 6,961

その他 5,076 1,515

営業外収益合計 10,058 14,301

営業外費用   

支払利息 15,517 11,928

その他 2,633 2,339

営業外費用合計 18,151 14,268

経常利益 50,430 73,180

特別利益   

貸倒引当金戻入額 417 154

前期損益修正益 539 －

債権譲渡益 － 1,000

固定資産売却益 － 1,311

その他 122 －

特別利益合計 1,078 2,466

特別損失   

前期損益修正損 4,129 594

固定資産売却損 1,511 －

固定資産除却損 － 11,544

減損損失 8,965 －

店舗閉鎖損失 － 6,828

その他 2,796 3,245

特別損失合計 17,402 22,211

税金等調整前四半期純利益 34,106 53,435

法人税、住民税及び事業税 44,875 25,167

法人税等調整額 △3,416 16,503

法人税等合計 41,458 41,671

少数株主利益 12,201 －

四半期純利益又は四半期純損失（△） △19,553 11,763
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（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

（単位：千円）

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

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成22年１月１日 
 至 平成22年３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利益 34,106 53,435

減価償却費 141,943 121,971

減損損失 8,965 －

のれん償却額 17,175 17,216

その他の償却額 3,866 5,262

前期損益修正損益（△は益） － 594

貸倒引当金の増減額（△は減少） △417 △154

退職給付引当金の増減額（△は減少） 2,424 1,731

受取利息及び受取配当金 △2,558 △1,321

支払利息 15,517 11,928

為替差損益（△は益） △1,787 1,231

有形固定資産売却損益（△は益） 1,388 △1,311

有形固定資産除却損 1,396 11,544

店舗閉鎖損失 － 6,828

原状回復費用 － 1,054

債権譲渡益 － △1,000

売上債権の増減額（△は増加） 89,695 137,088

たな卸資産の増減額（△は増加） 3,130 4,027

立替金の増減額（△は増加） 34,240 △20,585

その他の資産の増減額（△は増加） 8,770 13,305

仕入債務の増減額（△は減少） △53,306 △113,806

未払金の増減額（△は減少） △195,764 △131,596

未払消費税等の増減額（△は減少） △7,429 △12,700

その他の負債の増減額（△は減少） 11,340 41,199

小計 112,696 145,941

利息及び配当金の受取額 2,286 1,218

利息の支払額 △16,059 △12,211

法人税等の支払額 △36,912 △128,921

営業活動によるキャッシュ・フロー 62,011 6,027
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（単位：千円）

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

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成22年１月１日 
 至 平成22年３月31日) 

投資活動によるキャッシュ・フロー   

有形固定資産の取得による支出 △22,396 △93,665

有形固定資産の売却による収入 41,271 17,533

無形固定資産の取得による支出 △242 △5,430

無形固定資産の売却による収入 265 －

投資有価証券の取得による支出 △30 △30

子会社株式の取得による支出 △150,000 －

貸付けによる支出 △16,089 △3,803

貸付金の回収による収入 34,400 24,930

保険積立金の積立による支出 △1,577 △2,014

敷金及び保証金の差入による支出 △46,510 △46,876

敷金及び保証金の回収による収入 8,675 37,957

預り保証金の返還による支出 △4,480 △27,896

預り保証金の受入による収入 2,835 1,262

会員権の売却による収入 1,592 －

その他 5,000 －

投資活動によるキャッシュ・フロー △147,286 △98,033

財務活動によるキャッシュ・フロー   

長期借入金の返済による支出 △292,182 △246,802

自己株式の取得による支出 △9,109 △19,890

自己株式の売却による収入 － 570

配当金の支払額 △37,314 △47,196

割賦債務の返済による支出 △36,290 △40,469

財務活動によるキャッシュ・フロー △374,896 △353,788

現金及び現金同等物に係る換算差額 0 △0

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △460,172 △445,794

現金及び現金同等物の期首残高 1,995,777 1,638,458

現金及び現金同等物の四半期末残高 1,535,605 1,192,664
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 該当事項はありません。 

  

 当社グループの事業は、美容室のチェーン展開を行う単一事業であり、事業の種類別セグメント情報の開示は

実施しておりません。 

  

 本邦以外の国又は地域に所在する連結子会社及び重要な存外支店がないため、該当事項はありません。  

  

 海外売上高がないため該当事項はありません。  

  

 該当事項はありません。 

   

  該当事項はありません。  

  

  

（４）継続企業の前提に関する注記

（５）セグメント情報

〔事業の種類別セグメント情報〕

〔所在地別セグメント情報〕

〔海外売上高〕

（６）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記

６．その他の情報
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