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1.  22年3月期の業績（平成21年4月1日～平成22年3月31日） 

 

(2) 財政状態 

 

(3) キャッシュ・フローの状況 

  

(1) 経営成績 （％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
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

22年3月期 14,290 △4.8 579 △15.0 492 △23.1 195 230.4
21年3月期 15,008 △0.3 681 △22.8 639 △28.6 59 △88.0

1株当たり当期純利益
潜在株式調整後1株当たり

当期純利益
自己資本当期純利

益率
総資産経常利益率 売上高営業利益率

円 銭 円 銭 ％ ％ ％

22年3月期 41.64 ― 3.7 5.8 4.1
21年3月期 12.60 ― 1.1 7.5 4.5

（参考） 持分法投資損益 22年3月期  ―百万円 21年3月期  ―百万円

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 8,456 5,269 62.3 1,120.44
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  5,269百万円 21年3月期  5,261百万円

営業活動によるキャッシュ・フロー 投資活動によるキャッシュ・フロー 財務活動によるキャッシュ・フロー 現金及び現金同等物期末残高

百万円 百万円 百万円 百万円

22年3月期 635 △162 △502 1,327
21年3月期 161 155 △147 1,358

2.  配当の状況 

 

1株当たり配当金 配当金総額
（合計）

配当性向
純資産配当

率第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 百万円 ％ ％

21年3月期 ― 20.00 ― 20.00 40.00 188 317.4 3.6
22年3月期 ― 20.00 ― 20.00 40.00 188 96.1 3.6

23年3月期 
（予想）

― 20.00 ― 20.00 40.00 62.7

3.  23年3月期の業績予想（平成22年4月1日～平成23年3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

7,200 1.1 290 12.2 290 15.7 135 11.3 28.71

通期 14,500 1.5 600 3.5 600 21.9 300 53.2 63.79
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4.  その他 

(1) 重要な会計方針の変更 

(2) 発行済株式数（普通株式） 

(注）1株当たり当期純利益の算定の基礎となる株式数については、19ページ「1株当たり情報」をご覧下さい。 

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 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  264株 21年3月期  264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。実際の業績は今後様々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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(1）経営成績に関する分析 

①当期の経営成績 

当事業年度における国内経済は、アジア向けを中心とした輸出の増加を背景として景気回復の兆しがみられ、企業

収益も一部には徐々に持ち直しの傾向が見られるものの自律性に乏しく、また雇用情勢の厳しさが続く中、全体感と

して回復の実感には程遠い状況で推移いたしました。個人消費につきましては政府の経済対策効果により一部には上

向きの動きも見られましたが、百貨店やGMS等はデフレによる消費性向の変化や新型インフルエンザの流行懸念及び

異常気象等により売上高が低迷、小売業を取巻く環境は総じて厳しい状況が続きました。 

このような環境の下、当社は主力であるハウス オブ ローゼ事業の業績回復に注力すると共にカーブス事業等新規

事業の育成を図ってまいりました。 

  

【ハウス オブ ローゼ事業】 

（ハウス オブ ローゼ店舗における化粧品、雑貨商品等の販売事業） 

卸売部門を含めた当事業の売上高は124億30百万円、景気低迷の影響を受け前事業年度比で4.9％減という結果とな

りました。 

当事業年度におきましては、消費環境の厳しい現況に鑑みお客さま一人ひとりに対する親切で丁寧なコンサルティ

ング販売を一層強化することでリピート購入の促進を図ってまいりました。結果的には直営全店舗における既存客数

及び同売上高は前事業年度より微減いたしましたが、百貨店店舗の既存客数はこの厳しい状況にも拘らず微増となる

等、比較的堅調に推移いたしました。反面、新規顧客数及び同売上高につきましては、下半期に若干持ち直したもの

の前事業年度から大きく減少いたしました。 

また専門店店舗（駅ビルやファッションビル等に出店している店舗）の業績向上策の一環として、専門店店舗の中

から10店舗程度を選抜し、毎月テーマに沿って商品の展示を大胆に演出する「ウエルカムステージ」を実験的に展開

いたしました。展開店舗ではお客様の関心を引き活性化が促進するといった成果がみられました。 

新商品につきましては、10月に主力スキンケアライン「カモマイルド」ラインをリニューアルした新ブランド「マ

イセンシュア」ラインを発売いたしました。低刺激な品質と産地にこだわった国産和ハーブエキスを全品に配合した

やさしい使用感は、従来品を超えて幅広いご支持をいただき好調に推移いたしました。また、ギフトでも安定した人

気の「クラシックプー」シリーズを大幅にリニューアルし彩りも新たに10月に発売、イメージを一新した明るいカラ

ーで幅広い層からご支持をいただき売上にも貢献いたしました。 

直営店舗の出退店状況につきましては、百貨店店舗4店舗、専門店店舗3店舗の合計7店舗を出店、また退店につき

ましては出店先の閉鎖等もあり、百貨店店舗5店舗（うち出店先の閉鎖4店舗）、専門店店舗2店舗（うち出店先改装

による一時閉鎖1店舗）の合計7店舗と出退店数が同数でしたので、期末店舗数は期首と変わらず250店舗でした。 

  

【リフレクソロジー事業】 

当事業売上高は9億81百万円、前事業年度に比べ11.5％減という厳しい結果となりました。 

景気低迷の影響により業界全体が業績不振に陥っている中、当事業も様々な販売促進策を講じましたが年間を通し

て非常に厳しい状況で推移いたしました。特に客数の減少が著しく、第4四半期には若干底打ちの兆しが見られたも

のの年間では前事業年度比で14.1％と大きく減少いたしました。 

出退店につきましては当事業年度末に出店した2店舗を含め合計3店舗を出店、2店舗を退店いたしましたので期末

店舗数は1店舗純増し30店舗となりました。 

  

【カーブス事業】 

米国発祥の女性専用小型フィットネスクラブ「カーブス」のフランチャイジー事業につきましては、当事業年度に

おいても新規出店は行わず既存店舗の育成と拡充を図ってまいりました。店舗の状況に応じ店舗ごとに独自の販売促

進策や会員獲得に向けた施策を実施した結果、店舗間で差異はあるものの総じて売上の増加並びに会員数の増加を遂

げることができました。期末時点の総会員数は約5,500名、期初より約850名の増加となりました。 

当事業売上高は3億72百万円、前事業年度より21.7％の増加となりました。また、事業損益は約43百万円の赤字で

したが、赤字額は前事業年度より約66百万円改善いたしました。 

  

１．経営成績
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以上の結果、第29期売上高は142億90百万円（前期比4.8％減）となりました。こうした状況の中、経費の削減に努

め販売費一般管理費は前事業年度に比べ4億24百万円減少、費用の抑制が図られ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5億79百万円（前期比15.0%減）となりました。 

また営業外費用において、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計上した等の結果、経常利益は4億92百万円（前期比23.1％減）となりました。 

また、当期純利益は1億95百万円となりましたが、前事業年度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、当事業年度は1億36百万円の増益となりました。 

  

②次期の見通し 

 国内経済は、景気の持ち直し傾向がみられるものの業種により業績回復力の差が大きくなってくるものと思われま

す。デフレが続き所得が伸び悩む現況の中で小売業界は総じて厳しい状況にありますが、一方で売上高の減少傾向に

は若干底打ちの兆しも見えてきており、今後は消費者ニーズへの創造力や対応力、実践力の差により優劣が更に鮮明

になってくるものと思われます。また百貨店やGMS等の閉鎖、統合が今後もあり得ると考えております。  

このような状況の中、当社におきましては景気低迷の影響により2期連続して減少した売上高の増加並びに漸減して 

いる利益の回復を急務と捉え最大の課題として対処してまいります。 

 なお、次期の業績見通しは、売上高145億円（前期比1.5％増）、営業利益６億円（前期比3.5％増）、経常利益６

億円（前期比21.9％増）、当期純利益３億円（前期比53.2％増）を計画しております。   

  

(2）財政状態に関する分析 

①資産、負債及び純資産の状況 

 当事業年度における総資産は、8,456,345千円となり、前事業年度末に比べ14,957千円減少（前年同期比0.2％減）

となりました。 

資産の部の主な変動といたしましては、投資有価証券102,613千円増加、商品60,238千円減少及び保険積立金58,230

千円減少によるものであります。 

負債の部の主な変動といたしましては、未払法人税等162,641千円増加、退職給付引当金113,148千円増加、長期借入

金207,920千円減少によるものであります。 

純資産の主な変動といたしましては、当期純利益の増加により、利益剰余金が7,725千円増加したことによるもので

あります 

  

②キャッシュ・フローの状況 

 当事業年度における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、30,334千円減少し、1,327,704千円となり

ました。 

また当事業年度におけるキャッシュ・フローは次のとおりであります。 

（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、635,150千円となりました。これは主に税引前当期純利益460,566千円によるもので

あります。 

（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

投資活動に使用した資金は、162,949千円となりました。これは主に投資有価証券の購入によるものであります。 

（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

財務活動に使用した資金は、502,535千円となりました。これは主に長期借入金の返済によるものであります。 

  

(3）利益配分に関する基本方針及び当期・次期の配当 

 当社は、業績、経営環境等を総合的に勘案した利益還元を行っていくことを基本方針とし、かつ安定的な配当の継

続を図ってまいります。同時に、長期的、安定的な将来の事業展開に備え、財務体質を一層強化するため、内部留保

の充実にも努めます。当期の期末利益配当金１株当たり20円を予定しております。これにより年間配当額は40円にな

ります。 

 次期の配当は、中間、期末とも20円の年間40円を予定しております。  

  

(4）事業等のリスク 

 最近の有価証券報告書（平成21年６月23日提出）における記載から重要な変更がないため開示を省略いたします。

㈱ﾊｳｽｵﾌﾞﾛｰｾﾞ（7506）平成22年3月期決算短信（非連結）

－4－



 最近の有価証券報告書（平成21年６月23日提出）における「事業系統図（事業の内容）」及び「関係会社の状況」か

ら重要な変更がないため開示を省略いたします。  

  

  

(1）会社の経営の基本方針 

 「お客様にありがとうと言われるような販売を続ける」という社是のもと、良い商品づくりをすすめ、お使いにな

られたお客様が充分に納得し、ご満足されることを使命として「利益ある成長」を続ける「強くて良い会社」を目指

しております。 

  

(2）目標とする経営指標 

 当社の組織運営においては、スタッフ効率（店舗スタッフ一人当たり売上高）をもっとも重視しており、この結果

を表わす経営指標が営業利益率となります。 

当期の営業利益率は、4.1％でありますが、現行の中期経営計画では、最終年度である平成25年３月期において営業

利益率5.0％を目標といたしております。 

  

(3）中長期的な会社の経営戦略 

 今後とも、「美しさと健康と快適な生活を願われる人々のために、優れた商品と真心のこもったサービスを提供す

る」という当社の経営理念のもとに、主力事業であるスキンケア・バス・ボディケア商品等の物販事業においては、

25歳から35歳の女性に支持される店舗及び商品開発に注力し、新規客との接点を拡大し、安定的な売上増及び利益増

を目指してまいります。 

また、リフレクソロジー事業・カーブスのフランチャイジー事業を中心としたサービス提供事業の売上拡大を図り、

当社事業の第2の柱を確立してまいります。 

  

(4）会社の対処すべき課題 

 国内経済は、景気の持ち直し傾向がみられるものの業種により業績回復力の差が大きくなってくるものと思われま

す。デフレが続き所得が伸び悩む現況の中で小売業界は総じて厳しい状況にありますが、一方で売上高の減少傾向に

は若干底打ちの兆しも見えてきており、今後は消費者ニーズへの創造力や対応力、実践力の差により優劣が更に鮮明

になってくるものと思われます。また百貨店やGMS等の閉鎖、統合が今後もあり得ると考えております。  

このような状況の中、当社におきましては景気低迷の影響により2期連続して減少した売上高の増加並びに漸減して 

いる利益の回復を急務と捉え最大の課題として対処してまいります。 

  

２．企業集団の状況

３．経営方針
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４．財務諸表 
（１）貸借対照表 

（単位：千円）

前事業年度 
(平成21年３月31日) 

当事業年度 
(平成22年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 2,338,038 2,307,704

売掛金 941,326 902,639

商品及び製品 1,341,315 1,281,077

前渡金 10,591 33,191

前払費用 4,025 5,777

短期貸付金 15,000 15,751

繰延税金資産 112,852 127,319

その他 1,203 1,497

貸倒引当金 △5,647 △4,783

流動資産合計 4,758,704 4,670,173

固定資産   

有形固定資産   

建物 ※1  1,006,534 ※1  1,006,534

減価償却累計額 △483,856 △505,105

建物（純額） 522,677 501,428

土地 ※1, ※2  1,519,206 ※1, ※2  1,519,206

リース資産 68,296 150,617

減価償却累計額 △10,301 △44,161

リース資産（純額） 57,995 106,455

有形固定資産合計 2,099,879 2,127,091

無形固定資産   

借地権 442 442

商標権 2,000 1,750

リース資産 19,920 19,920

減価償却累計額 △3,012 △6,996

リース資産（純額） 16,908 12,924

無形固定資産合計 19,350 15,116

投資その他の資産   

投資有価証券 166,896 269,510

関係会社株式 47,400 31,680

関係会社長期貸付金 21,670 75,549

破産更生債権等 15,710 －

長期前払費用 24,688 12,361

差入保証金 985,799 998,748

保険積立金 123,357 65,127

繰延税金資産 222,556 266,536

貸倒引当金 △14,710 △75,549

投資その他の資産合計 1,593,368 1,643,964

固定資産合計 3,712,598 3,786,171

資産合計 8,471,303 8,456,345
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（単位：千円）

前事業年度 
(平成21年３月31日) 

当事業年度 
(平成22年３月31日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形 1,174,746 1,091,457

買掛金 183,989 187,725

1年内返済予定の長期借入金 ※1  267,800 ※1  207,920

リース債務 25,877 55,223

未払金 89,265 98,451

未払費用 221,926 215,730

未払法人税等 111,418 274,060

未払消費税等 44,393 41,384

前受金 － 8,263

預り金 20,875 21,139

賞与引当金 199,404 199,679

その他 10,110 9,288

流動負債合計 2,349,808 2,410,321

固定負債   

長期借入金 ※1  270,840 ※1  62,920

リース債務 52,770 70,125

退職給付引当金 399,777 512,926

役員退職慰労引当金 117,770 109,264

長期預り保証金 8,732 8,732

その他 9,747 12,829

固定負債合計 859,636 776,797

負債合計 3,209,445 3,187,119

純資産の部   

株主資本   

資本金 934,682 934,682

資本剰余金   

資本準備金 1,282,222 1,282,222

資本剰余金合計 1,282,222 1,282,222

利益剰余金   

利益準備金 119,666 119,666

その他利益剰余金   

別途積立金 2,800,000 2,800,000

繰越利益剰余金 1,170,441 1,178,166

利益剰余金合計 4,090,107 4,097,832

自己株式 △203 △203

株主資本合計 6,306,808 6,314,533

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △258 △615

土地再評価差額金 △1,044,692 △1,044,692

評価・換算差額等合計 △1,044,950 △1,045,307

純資産合計 5,261,857 5,269,225

負債純資産合計 8,471,303 8,456,345
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（２）損益計算書 

（単位：千円）

前事業年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成22年３月31日) 

売上高 ※1  15,008,584 ※1  14,290,540

売上原価   

商品期首たな卸高 1,359,043 1,341,315

当期商品仕入高 3,716,735 3,482,155

他勘定受入高 ※3  595,468 ※3  596,007

合計 5,671,248 5,419,478

商品期末たな卸高 1,341,315 1,281,077

売上原価合計 4,329,932 4,138,401

売上総利益 10,678,651 10,152,139

販売費及び一般管理費   

店舗家賃 3,192,361 3,067,865

荷造運搬費 360,147 339,896

広告宣伝費 360,596 364,089

役員報酬 92,230 85,748

給料及び手当 3,126,812 2,986,926

賞与 392,574 397,641

賞与引当金繰入額 199,404 189,679

退職給付費用 56,169 147,036

役員退職慰労引当金繰入額 12,590 10,369

法定福利及び厚生費 750,738 713,451

旅費及び交通費 106,583 83,292

消耗品費 188,218 174,709

事業所税 7,200 7,343

減価償却費 35,967 64,272

賃借料 487,819 401,748

貸倒引当金繰入額 18,725 －

その他 608,610 538,425

販売費及び一般管理費合計 9,996,752 9,572,496

営業利益 681,899 579,642

営業外収益   

受取利息 3,569 4,558

受取配当金 1,545 1,605

不動産賃貸料 ※5  8,064 ※5  9,204

業務受託料 ※2  1,428 ※2  1,428

保険解約返戻金 2,245 －

受取保険金 8,009 －

雑収入 8,376 3,117

営業外収益合計 33,238 19,915
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（単位：千円）

前事業年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成22年３月31日) 

営業外費用   

支払利息 12,850 6,807

不動産賃貸原価 2,673 2,461

リース解約損 12,947 5,286

上場関連費用 9,095 －

保険積立金解約金 37,736 17,373

貸倒引当金繰入額 － 75,549

雑損失 12 －

営業外費用合計 75,316 107,478

経常利益 639,821 492,078

特別利益   

投資有価証券売却益 9,053 －

貸倒引当金戻入額 － 1,853

特別利益合計 9,053 1,853

特別損失   

厚生年金基金解約損 454,018 －

投資有価証券評価損 9,581 －

関係会社株式評価損 － 16,000

減損損失 ※4  8,129 ※4  17,366

特別損失合計 471,730 33,366

税引前当期純利益 177,144 460,566

法人税、住民税及び事業税 115,985 322,932

過年度法人税等 19,625 －

法人税等調整額 △17,737 △58,202

法人税等合計 117,873 264,729

当期純利益 59,271 195,837
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（３）株主資本等変動計算書 

（単位：千円）

前事業年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成22年３月31日) 

株主資本   

資本金   

前期末残高 934,682 934,682

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 934,682 934,682

資本剰余金   

資本準備金   

前期末残高 1,282,222 1,282,222

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 1,282,222 1,282,222

資本剰余金合計   

前期末残高 1,282,222 1,282,222

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 1,282,222 1,282,222

利益剰余金   

利益準備金   

前期末残高 119,666 119,666

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 119,666 119,666

その他利益剰余金   

別途積立金   

前期末残高 2,600,000 2,800,000

当期変動額   

別途積立金の積立 200,000 －

当期変動額合計 200,000 －

当期末残高 2,800,000 2,800,000

繰越利益剰余金   

前期末残高 1,501,015 1,170,441

当期変動額   

剰余金の配当 △188,111 △188,111

別途積立金の積立 △200,000 －

当期純利益 59,271 195,837

土地再評価差額金の取崩 △1,734 －

当期変動額合計 △330,574 7,725

当期末残高 1,170,441 1,178,166

利益剰余金合計   

前期末残高 4,220,681 4,090,107

当期変動額   

剰余金の配当 △188,111 △188,111

別途積立金の積立 － －

当期純利益 59,271 195,837

土地再評価差額金の取崩 △1,734 －

当期変動額合計 △130,574 7,725

当期末残高 4,090,107 4,097,832
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（単位：千円）

前事業年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成22年３月31日) 

自己株式   

前期末残高 △203 △203

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 △203 △203

株主資本合計   

前期末残高 6,437,382 6,306,808

当期変動額   

剰余金の配当 △188,111 △188,111

当期純利益 59,271 195,837

土地再評価差額金の取崩 △1,734 －

当期変動額合計 △130,574 7,725

当期末残高 6,306,808 6,314,533

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金   

前期末残高 7,967 △258

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △8,225 △357

当期変動額合計 △8,225 △357

当期末残高 △258 △615

土地再評価差額金   

前期末残高 △1,046,426 △1,044,692

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 1,734 －

当期変動額合計 1,734 －

当期末残高 △1,044,692 △1,044,692

評価・換算差額等合計   

前期末残高 △1,038,459 △1,044,950

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △6,491 △357

当期変動額合計 △6,491 △357

当期末残高 △1,044,950 △1,045,307

純資産合計   

前期末残高 5,398,923 5,261,857

当期変動額   

剰余金の配当 △188,111 △188,111

当期純利益 59,271 195,837

土地再評価差額金の取崩 △1,734 －

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △6,491 △357

当期変動額合計 △137,066 7,368

当期末残高 5,261,857 5,269,225
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（４）キャッシュ・フロー計算書 

（単位：千円）

前事業年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成21年４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   

税引前当期純利益 177,144 460,566

減価償却費 37,572 65,652

賞与引当金の増減額（△は減少） 8,737 275

退職給付引当金の増減額（△は減少） 25,536 113,148

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 3,982 △8,506

貸倒引当金の増減額（△は減少） 18,725 59,974

投資有価証券評価損益（△は益） 9,581 －

関係会社株式評価損 － 16,000

受取利息及び受取配当金 △5,114 △6,164

支払利息 12,850 6,807

有価証券及び投資有価証券売却損益（△は益） △9,053 －

減損損失 8,129 17,366

厚生年金基金解約損 454,018 －

売上債権の増減額（△は増加） 79,201 38,686

たな卸資産の増減額（△は増加） 17,728 60,238

仕入債務の増減額（△は減少） △69,401 △79,553

未払消費税等の増減額（△は減少） △3,418 1,434

未払費用の増減額（△は減少） △11,403 △6,196

その他の流動資産の増減額（△は増加） 3,148 △24,646

その他の流動負債の増減額（△は減少） △10,440 14,891

その他の固定資産の増減額（△は増加） 133,666 86,517

その他の固定負債の増減額（△は減少） △3,823 △14,283

小計 877,367 802,210

利息及び配当金の受取額 4,293 5,190

利息の支払額 △12,850 △6,807

厚生年金基金解約金の支払額 △454,018 －

法人税等の支払額 △253,742 △165,443

営業活動によるキャッシュ・フロー 161,048 635,150

投資活動によるキャッシュ・フロー   

定期預金の預入による支出 △980,000 △980,000

定期預金の払戻による収入 1,180,000 980,000

有形固定資産の売却による収入 7,105 －

投資有価証券の取得による支出 △103,669 △103,685

投資有価証券の売却による収入 40,779 190

関係会社株式の取得による支出 △16,000 －

貸付けによる支出 △70,000 △119,700

貸付金の回収による収入 33,329 73,194

差入保証金の差入による支出 △28,328 △66,922

差入保証金の回収による収入 97,344 53,973

預り保証金の返還による支出 △5,513 －

投資活動によるキャッシュ・フロー 155,046 △162,949
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（単位：千円）

前事業年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成22年３月31日) 

財務活動によるキャッシュ・フロー   

短期借入れによる収入 750,000 650,000

短期借入金の返済による支出 △750,000 △650,000

長期借入れによる収入 300,000 －

長期借入金の返済による支出 △245,760 △267,800

リース債務の返済による支出 △13,979 △46,623

配当金の支払額 △188,111 △188,111

財務活動によるキャッシュ・フロー △147,851 △502,535

現金及び現金同等物に係る換算差額 － －

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 168,243 △30,334

現金及び現金同等物の期首残高 1,189,795 1,358,038

現金及び現金同等物の期末残高 ※1  1,358,038 ※1  1,327,704
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 該当事項はありません。   

   

（5）継続企業の前提に関する注記

（6）重要な会計方針

  
前事業年度

（自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日） 

当事業年度 
（自 平成21年４月１日 
至 平成22年３月31日） 

１ 有価証券の評価基準及び

評価方法 

(1）子会社株式及び関連会社株式 

総平均法による原価法 

(1) 満期保有目的の債券 

     原価法 

  (2）その他有価証券 

時価のあるもの 

決算日の市場価格等に基づく時価法

（評価差額は全部純資産直入法により

処理し、売却原価は総平均法により算

定しております。） 

(2) 子会社株式及び関連会社株式  

   同左 

  

(3）その他有価証券 

時価のあるもの 

 同左 

  時価のないもの 

総平均法による原価法 

時価のないもの 

 同左 

２ デリバティブ等の評価基

準及び評価方法 

時価法     同左 

３ たな卸資産の評価基準及

び評価方法 

移動平均法に基づく原価法（収益性の低下

による簿価切下げの方法） 

   同左 

４ 固定資産の減価償却の方

法 

(1）有形固定資産（リース資産を除く） 

    定率法 

ただし、平成10年４月１日以降に取得

した建物（附属設備を除く）について

は定額法 

 なお、主な耐用年数は以下のとおり

であります。 

建物       15～50年 

(1）有形固定資産（リース資産を除く） 

    定率法 

     同左 

  (2）無形固定資産（リース資産を除く） 

     定額法 

(2）無形固定資産（リース資産を除く） 

     同左 

  (3）長期前払費用 

   定額法 

(3）長期前払費用 

     同左 

  (4）リース資産 

所有権移転外ファイナンス・リース取引

に係るリース資産 

 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、所有権移転外ファイナンス・リ

ース取引のうち、リース取引開始日が平

成20年３月31日以前のリース取引につい

ては、通常の賃貸借取引に係る方法に準

じた会計処理によっております。 

(4）リース資産 

   同左  

５ 引当金の計上基準 (1）貸倒引当金 

 債権の貸倒れによる損失に備えるた

め、一般債権については貸倒実績率によ

り、貸倒懸念債権等特定の債権について

は個別に回収可能性を勘案し、回収不能

見込額を計上しております。 

(1）貸倒引当金 

     同左 

  (2）賞与引当金 

 従業員に対して支給する賞与の支出に

充てるため、支給見込額のうち当期の負

担額を計上しております。 

(2）賞与引当金 

     同左 
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前事業年度

（自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日） 

当事業年度 
（自 平成21年４月１日 
至 平成22年３月31日） 

  (3）退職給付引当金 

 従業員の退職給付に備えるため、当事

業年度末における退職給付債務見込額を

計上しております。 

 数理計算上の差異は、翌期一括で費用

処理することとしております。 

(3）退職給付引当金 

     同左 

  (4）役員退職慰労引当金 

 役員の退職慰労金の支給に備えるた

め、内規に基づく期末要支給額を計上し

ております。 

(4）役員退職慰労引当金 

     同左 

６ キャッシュ・フロー計算

書における資金の範囲 

 キャッシュ・フロー計算書における資金

（現金及び現金同等物）は、手許現金、随

時引き出し可能な預金及び容易に換金可能

であり、かつ、価値の変動について僅少な

リスクしか負わない短期投資（取得日から

３カ月以内に満期又は償還期限の到来する

もの）からなっております。 

   同左 

７ その他財務諸表作成のた

めの基本となる重要な事

項 

消費税等の会計処理 

 税抜き方式によっております。 

消費税等の会計処理 

   同左 

（7）重要な会計処理の変更

前事業年度
（平成21年３月31日） 

当事業年度 
（平成22年３月31日） 

（棚卸資産の評価に関する会計基準） 

 「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）を当事業

年度より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。

  

――――― 

（リース取引に関する会計基準等） 

 所有権移転外ファイナンス・リース取引については、従

来、賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっており

ましたが、当事業年度より「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）を当事業年度より適用し、通常の売買

取引に係る方法に準じた会計処理によっております。 

 なお、リース取引開始日が適用初年度開始前の所有権移

転外ファイナンス・リース取引については、引き続き通常

の賃貸借処理に係る方法に準じた会計処理を適用しており

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57,995千円、無形固定資産に16,908千

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。 

  

――――― 
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（8）財務諸表に関する注記事項

（貸借対照表関係）

前事業年度
（平成21年３月31日） 

当事業年度 
（平成22年３月31日） 

※１ 担保に供している資産及びこれに対応する債務は次

のとおりであります。 

(イ)担保に供している資産 

※１ 担保に供している資産及びこれに対応する債務は次

のとおりであります。 

(イ)担保に供している資産 

建物 千円353,140

土地 千円817,500

計 千円1,170,640

建物 千円341,551

土地 千円817,500

計 千円1,159,051

(ロ)上記に対応する債務 (ロ)上記に対応する債務 

１年以内返済予定長期借入金 千円70,000

長期借入金 千円42,500

計 千円112,500

１年以内返済予定長期借入金 千円42,500

長期借入金 千円－

計 千円42,500

※２ 土地再評価 

 土地の再評価に関する法律（平成10年３月31日公布

法律第34号）に基づき、事業用の土地の再評価を行

い、再評価差額から再評価に係る繰延税金資産を控除

した金額を「土地再評価差額金」として純資産の部に

計上しております。 

再評価の方法 

 土地の再評価に関する法律施行令（平成10年３月

31日公布政令第119号）第２条第３号に定める固定

資産税評価額、ならびに第５号に定める鑑定評価に

基づき、時点修正等の合理的な調整を行って算定す

る方法に基づいて算定しております。 

再評価を行った年月日    平成14年３月31日

※２ 土地再評価 

    同左 

（損益計算書関係）

前事業年度 

（自 平成20年４月１日 

至 平成21年３月31日） 

当事業年度 

（自 平成21年４月１日 

至 平成22年３月31日） 

※１ 卸売上高 千円が含まれています。 1,104,380 ※１ 卸売上高 千円が含まれています。 1,052,717

※２ 全額関係会社からのものであります。 ※２ 同左 

※３  リフレクソロジー事業及びカーブス事業にかかる販

売費及び一般管理費（人件費）の受入であります。 

※３ リフレクソロジー事業及びカーブス事業等にかかる

販売費及び一般管理費（人件費）の受入であります。

※４ 減損損失 

 当事業年度において、当社は、以下の資産について

減損損失を計上しております。 

※４ 減損損失 

 当事業年度において、当社は、以下の資産について

減損損失を計上しております。 

用途 種類 場所 金額

直営店舗 
（３店舗） 

リース資産 東京都他 千円 8,129

用途 種類 場所 金額

直営店舗
（７店舗） 

リース資産 東京都他 千円 17,366

 当社は、キャッシュ・フローを生み出す最小単位と

して、店舗を基本単位とした資産のグルーピングを行

っております。 

 営業活動から生じる損益が、継続してマイナスであ

る資産グループの帳簿価額を回収可能価額まで減額

し、当該減少額 千円（リース資産）を減損損失

として特別損失に計上しております。また、資産グル

ープの回収可能額はリース資産の使用価値により測定

しており、将来キャッシュフローを資本コストの３％

で割り引いて算定しております。 

8,129

 当社は、キャッシュ・フローを生み出す最小単位と

して、店舗を基本単位とした資産のグルーピングを行

っております。 

 営業活動から生じる損益が、継続してマイナスであ

る資産グループの帳簿価額を回収可能価額まで減額

し、当該減少額 千円（リース資産）を減損損失

として特別損失に計上しております。また、資産グル

ープの回収可能額はリース資産の使用価値により測定

しており、将来キャッシュフローを資本コストの３％

で割り引いて算定しております。 

17,366

※５ 関係会社に係る注記 

  営業外収益の不動産賃貸料 千円の内 千円

は、関係会社との取引により発生した収益でありま

す。 

8,064 3,336

※５ 関係会社に係る注記 

  営業外収益の不動産賃貸料 千円の内 千円

は、関係会社との取引により発生した収益でありま

す。 

9,204 7,004
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前事業年度（自 平成20年４月１日 至 平成21年３月31日） 

１ 発行済株式に関する事項 

  

２ 自己株式に関する事項 

  

３ 新株予約権等に関する事項 

 該当事項はありません。 

  

４ 配当に関する事項 

(1）配当金支払額 

  

(2）基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの 

  

  

当事業年度（自 平成21年４月１日 至 平成22年３月31日） 

１ 発行済株式に関する事項 

  

２ 自己株式に関する事項 

  

３ 新株予約権等に関する事項 

 該当事項はありません。 

  

（株主資本等変動計算書関係）

株式の種類 前事業年度末 増加 減少 当事業年度末

普通株式（株）  4,703,063  ─  ─  4,703,063

株式の種類 前事業年度末 増加 減少 当事業年度末

普通株式（株）  264  ─  ─  264

決議 株式の種類
配当金の総額
（千円） 

１株当たり配当額
（円） 

基準日 効力発生日

平成20年６月20日 

定時株主総会 
普通株式  94,055  20.00 平成20年３月31日 平成20年６月23日

平成20年11月14日 

取締役会 
普通株式  94,055  20.00 平成20年９月30日 平成20年12月８日

決議 株式の種類 配当の原資 
配当金の総額
（千円） 

１株当たり配
当額（円） 

基準日 効力発生日

平成21年６月19日 

定時株主総会 
普通株式 利益剰余金  94,055  20.00 平成21年３月31日 平成21年６月22日

株式の種類 前事業年度末 増加 減少 当事業年度末

普通株式（株）  4,703,063  ─  ─  4,703,063

株式の種類 前事業年度末 増加 減少 当事業年度末

普通株式（株）  264  ─  ─  264
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４ 配当に関する事項 

(1）配当金支払額 

  

(2）基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの 

  

  

   

 （開示の省略） 

  

リース取引、金融商品、有価証券、関連当事者との取引、税効果会計、退職給付、賃貸等不動産に関する注記事項

については、決算短信における開示の必要性が大きくないと考えられるため開示を省略いたします。  

  

  

前事業年度（自平成20年４月１日 至平成21年３月31日） 

 関連会社に関する事項 

 当社が有しているすべての関連会社は、利益基準及び利益剰余金基準等からみて重要性の乏しい関連会社で

あるため、記載を省略しております。 

  

当事業年度（自平成21年４月１日 至平成22年３月31日） 

 関連会社に関する事項 

 該当事項はありません。 

  

決議 株式の種類
配当金の総額
（千円） 

１株当たり配当額
（円） 

基準日 効力発生日

平成21年６月19日 

定時株主総会 
普通株式  94,055  20.00 平成21年３月31日 平成21年６月22日

平成21年11月６日 

取締役会 
普通株式  94,055  20.00 平成21年９月30日 平成21年12月７日

決議 株式の種類 配当の原資 
配当金の総額
（千円） 

１株当たり配
当額（円） 

基準日 効力発生日

平成22年６月25日 

定時株主総会 
普通株式 利益剰余金  94,055  20.00 平成22年３月31日 平成22年６月28日

（キャッシュ・フロー計算書関係）

前事業年度
（自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日） 

当事業年度 
（自 平成21年４月１日 
至 平成22年３月31日） 

※１ 現金及び現金同等物の期末残高と貸借対照表に掲記

されている科目の金額との関係 

（平成21年３月31日現在） 

※１ 現金及び現金同等物の期末残高と貸借対照表に掲記

されている科目の金額との関係 

（平成22年３月31日現在） 

  

現金及び預金勘定 千円2,338,038

預入れ期間が３カ月を超える

定期預金 
千円△980,000

現金及び現金同等物 千円1,358,038
  

現金及び預金勘定 千円2,307,704

預入れ期間が３カ月を超える

定期預金 
千円△980,000

現金及び現金同等物 千円1,327,704

（持分法損益等）
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（注） 算定上の基礎 

１株当たり当期純利益 

  

  

(1）役員の異動 

  代表者の異動  

 該当事項はありません。 

  

  

(2）その他  

    平成22年6月25日付 

 新任 業務執行役員  人事・総務部長 桃田 辰範  （現 人事・総務部長） 

  

  

（１株当たり情報）

前事業年度
（自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日） 

当事業年度 
（自 平成21年４月１日 
至 平成22年３月31日） 

１株当たり純資産額 円1,118.88

１株当たり当期純利益 円12.60

１株当たり純資産額 円1,120.44

１株当たり当期純利益 円41.64

 潜在株式調整後１株当たり当期純利益については、潜在

株式が存在しないため記載しておりません。 

 潜在株式調整後１株当たり当期純利益については、潜在

株式が存在しないため記載しておりません。 

項目 
前事業年度

（自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日） 

当事業年度 
（自 平成21年４月１日 
至 平成22年３月31日） 

損益計算書上の当期純利益（千円）  59,271  195,837

普通株式に係る当期純利益（千円）  59,271  195,837

普通株式に帰属しない金額の内訳  ─  ─

期中平均株式数（千株）  4,702  4,702

（重要な後発事象）

前事業年度
（自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日） 

当事業年度 
（自 平成21年４月１日 
至 平成22年３月31日） 

――――― ――――― 

   

５．その他
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