
  

１．平成23年３月期第１四半期の業績（平成22年４月１日～平成22年６月30日） 

  

  

（２）財政状態 

  

２．配当の状況 

（注）当四半期における配当予想の修正有無：無 

  

３．平成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） 

（注）当四半期における業績予想の修正有無：無 
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  （百万円未満切捨て）

（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 ％ 

23年３月期第１四半期  3,133  △0.4  △13  －  △16  －  △78  －

22年３月期第１四半期  3,146  △2.7  △116  －  △115  －  △138  －

  
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 

23年３月期第１四半期  △15  54  －  －

22年３月期第１四半期  △27  33  －  －

  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 

23年３月期第１四半期  8,397  4,367  52.0  863  71

22年３月期  8,495  4,557  53.7  901  25

（参考）自己資本 23年３月期第１四半期 4,367百万円 22年３月期 4,557百万円

  
年間配当金

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 

22年３月期  －  －  0 00 － － 22 00  22  00

23年３月期  －  －

23年３月期（予想）  0 00 － － 22 00  22  00

  （％表示は、通期は対前期、第２四半期（累計）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）  6,400  2.6  177  －  175  －  10  －  1  98

通期  13,000  2.6  400  －  400  －  120  －  23  73



４．その他（詳細は、［添付資料］Ｐ．３「その他の情報」をご覧ください。） 

（１）簡便な会計処理及び特有の会計処理の適用：有 

（注）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の有無となります。 

  

（２）会計処理の原則・手続、表示方法等の変更 

①  会計基準等の改正に伴う変更：有 

②  ①以外の変更              ：無 

（注）「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、表示方法等の変更の有無となります。 

  

（３）発行済株式数（普通株式） 

  
  

※  四半期レビュー手続の実施状況に関する表示 

この四半期決算短信は、金融商品取引法に基づく四半期レビュー手続きの対象外であり、この四半期決算短信の開

示時点において、金融商品取引法に基づく四半期財務諸表のレビュー手続きを実施中です。 

  

※  業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 

 本資料に記載されている業績見通し等の将来に関する記述は、当社が現在入手している情報及び合理的であると

判断する一定の前提に基づいており、実際の業績等は様々な要因により大きく異なる可能性があります。業績予想

の前提となる条件及び業績予想のご利用にあたっての注意事項等については、四半期決算短信（添付資料）３ペー

ジ「業績予想に関する定性的情報」をご覧ください。 

  

①  期末発行済株式数（自己株式を含む） 23年３月期１Ｑ 5,100,000株 22年３月期 5,100,000株

②  期末自己株式数 23年３月期１Ｑ 42,860株 22年３月期 42,860株

③  期中平均株式数（四半期累計期間） 23年３月期１Ｑ 5,057,140株 22年３月期１Ｑ 5,057,232株
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（１）経営成績に関する定性的情報  

 当第１四半期におけるわが国経済は、輸出の増加や生産の持ち直し等を背景に企業収益が改善し、自律的回復の 

基盤が整いつつあるものの、欧州諸国の財政不安による世界景気の下振懸念も影響し円高株安傾向が強まるなど、

依然として先行き不透明な状況が続いてまいりました。 

美容業界におきましても、雇用・所得環境の悪化による節約志向は依然強く個人消費は低迷しており、価格競争

などの過当競争がますます激化し、経営環境は引き続き厳しい状況で推移しております。 

このような状況の下、当社といたしましては、「チャンス（CHANCE）、キャッチ（CATCH）、チャレンジ

（CHALLENGE）」の３Ｃをスローガンに、「技術を磨き、お客様の綺麗になりたいを叶える」ため、お客様に喜んで

いただくサービス・メニューの提供を行い、美容師の技術力、接客・サービス力の向上に努め、既存店の強化を行

ってまいりました。 

 以上の結果、当社の第１四半期会計期間の業績は、売上高3,133百万円（前年同期比0.4％減）となり、営業損失 

13百万円（前年同期は営業損失116百万円）、経常損失16百万円（前年同期は経常損失115百万円）となり、また、

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額85百万円を特別損失に計上し、四半期純損失は78百万円（前年同期は四

半期純損失138百万円）となりました。 

  

（２）財政状態に関する定性的情報 

①資産、負債及び純資産の状況 

 当第１四半期末の総資産は8,397百万円となり、前事業年度末と比べて97百万円減少いたしました。 

 流動資産の残高は2,261百万円となり、前事業年度末と比べて156百万円減少いたしました。固定資産の残高は

6,136百万円となり、前事業年度末と比べて58百万円増加いたしました。主な減少は、現金及び預金の減少102百万

円、売掛金の減少46百万円であります。 

 当第１四半期末の負債総額は4,030百万円となり、前事業年度末と比べて92百万円増加いたしました。 

 流動負債の残高は2,358百万円となり、前事業年度末と比べて66百万円増加いたしました。固定負債の残高は

1,671百万円となり、前事業年度末と比べて26百万円増加いたしました。主な増加は、短期借入金の増加117百万

円、社会保険料等及び源泉所得税等による預り金の増加42百万円、主な減少は、賞与引当金の減少111百万円であり

ます。 

 当第１四半期末の純資産は4,367百万円となり、前事業年度末と比べて189百万円減少いたしました。以上の結

果、自己資本比率は前事業年度末53.7％から52.0％に減少いたしました。 

②キャッシュ・フローの状況 

 当第１四半期会計期間における現金及び現金同等物は（以下「資金」という。）は、前事業年度末に比べ112百万

円減少し、1,148百万円となりました。  

当第１四半期会計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因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） 

 当第１四半期会計期間において、営業活動の結果獲得した資金は82百万円（前年同期は125百万円の使用）となり

ました。 

 これは主に、税引前四半期純損失102百万円及び賞与引当金の減少額111百万円に対して減価償却費67百万円、資

産除去債務会計基準の適用に伴う影響額85百万円、売上債権の減少額46百万円及びその他の増加131百万円があった

ことによるものです。 

（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

 当第１四半期会計期間において、投資活動の結果使用した資金は59百万円（前年同期は173百万円の使用）となり

ました。 

 これは主に、前期の新規出店にともなう有形固定資産の取得による支出41百万円があったことによるものであり

ます。 

（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

 当第１四半期会計期間において、財務活動の結果使用した資金は135百万円（前年同期は82百万円の獲得）となり

ました。 

 これは主に、長短借入金の純減７百万円（前年同期は171万円の純増）及び社債の償還による支出33百万円と配当

金の支払額80百万円があったことによるものであります。 

１．当四半期の業績等に関する定性的情報
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（３）業績予想に関する定性的情報 

業績予想につきましては、現時点で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、これら予想数値と異なる可能性があります。なお、平成23年3月期の第2四半期累計期間及び通期の業

績予想につきましては、平成22年5月7日公表の平成22年3月期決算短信の予想数値から変更はございません。 

  

（１）簡便な会計処理及び特有の会計処理の概要 

固定資産の減価償却費の算定方法  

  定率法を採用している資産については、事業年度に係る減価償却費の額を期間按分して算定する方法によってお

ります。  

  

（２）会計処理の原則・手続、表示方法等の変更の概要 

 当第１四半期会計期間より、「資産除去債務に関する会計基準」（企業会計基準第18号 平成20年３月31日）及

び「資産除去債務に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第21号 平成20年３月31日）を適用して

おります。  

 これにより、営業損失、経常損失はそれぞれ９百万円増加しており、税引前四半期純損失は94百万円増加して

おります。また、当会計基準等の適用開始による資産除去債務の変動額は168百万円であります。 

  

（３）継続企業の前提に関する重要事象等の概要 

 該当事項はございません。 

  

２．その他の情報

㈱田谷(4679)　平成23年３月期  第１四半期決算短信（非連結）

- 3 -



３．四半期財務諸表 
（１）四半期貸借対照表 

（単位：千円）

当第１四半期会計期間末 
(平成22年６月30日) 

前事業年度末に係る 
要約貸借対照表 

(平成22年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 1,383,554 1,486,084

売掛金 499,662 546,543

商品 43,317 40,602

美容材料 31,602 31,974

その他 304,084 313,347

貸倒引当金 △982 △1,184

流動資産合計 2,261,238 2,417,368

固定資産   

有形固定資産   

建物（純額） 1,889,199 1,866,979

土地 1,377,828 1,377,828

その他（純額） 81,862 87,621

有形固定資産合計 3,348,890 3,332,429

無形固定資産 44,199 44,955

投資その他の資産   

敷金及び保証金 2,133,301 2,134,183

その他 621,964 577,982

貸倒引当金 △11,701 △11,708

投資その他の資産合計 2,743,564 2,700,457

固定資産合計 6,136,654 6,077,842

資産合計 8,397,893 8,495,211
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（単位：千円）

当第１四半期会計期間末 
(平成22年６月30日) 

前事業年度末に係る 
要約貸借対照表 

(平成22年３月31日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 423,168 437,673

短期借入金 335,000 217,260

1年内返済予定の長期借入金 384,717 426,492

1年内償還予定の社債 66,000 66,000

未払費用 559,681 523,823

未払法人税等 33,107 60,995

賞与引当金 107,530 219,090

その他 449,067 340,674

流動負債合計 2,358,272 2,292,008

固定負債   

社債 101,000 134,000

長期借入金 865,567 949,255

退職給付引当金 350,091 347,431

資産除去債務 168,869 －

その他 186,204 214,791

固定負債合計 1,671,732 1,645,477

負債合計 4,030,004 3,937,486

純資産の部   

株主資本   

資本金 1,480,180 1,480,180

資本剰余金 1,702,245 1,702,245

利益剰余金 1,304,096 1,493,932

自己株式 △118,632 △118,632

株主資本合計 4,367,889 4,557,725

純資産合計 4,367,889 4,557,725

負債純資産合計 8,397,893 8,495,211
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（２）四半期損益計算書 
（第１四半期累計期間） 

（単位：千円）

前第１四半期累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年６月30日) 

当第１四半期累計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22年６月30日) 

売上高 3,146,456 3,133,405

売上原価 2,860,558 2,770,102

売上総利益 285,897 363,302

販売費及び一般管理費 402,508 376,458

営業損失（△） △116,610 △13,156

営業外収益   

受取利息 1,556 601

不動産賃貸料 3,520 2,905

その他 7,592 4,992

営業外収益合計 12,669 8,499

営業外費用   

支払利息 8,620 8,637

不動産賃貸費用 2,595 2,973

その他 722 462

営業外費用合計 11,938 12,073

経常損失（△） △115,879 △16,730

特別利益   

貸倒引当金戻入額 242 209

特別利益合計 242 209

特別損失   

固定資産除却損 4,010 －

役員退職慰労金 50,000 －

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 85,671

特別損失合計 54,010 85,671

税引前四半期純損失（△） △169,647 △102,192

法人税、住民税及び事業税 15,197 15,025

法人税等調整額 △46,638 △38,639

法人税等合計 △31,441 △23,613

四半期純損失（△） △138,206 △78,579
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（３）四半期キャッシュ・フロー計算書 

（単位：千円）

前第１四半期累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年６月30日) 

当第１四半期累計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22年６月30日) 

営業活動によるキャッシュ・フロー   

税引前四半期純損失（△） △169,647 △102,192

減価償却費 59,026 67,702

賞与引当金の増減額（△は減少） △115,536 △111,559

退職給付引当金の増減額（△は減少） 6,167 2,660

貸倒引当金の増減額（△は減少） △242 △209

受取利息 △1,556 △601

支払利息 8,620 8,637

固定資産除却損 0 －

役員退職慰労金 50,000 －

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 85,671

売上債権の増減額（△は増加） 33,676 46,881

たな卸資産の増減額（△は増加） 1,983 △2,089

仕入債務の増減額（△は減少） 14,278 △14,504

その他 158,237 131,458

小計 45,007 111,855

利息の受取額 1,320 293

利息の支払額 △8,274 △9,047

退店補償金の受取額 － 10,991

法人税等の支払額 △163,968 △31,132

営業活動によるキャッシュ・フロー △125,914 82,960

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 △145,010 △15,535

定期預金の払戻による収入 136,132 6,000

有形固定資産の取得による支出 △134,154 △41,130

敷金及び保証金の差入による支出 △13,438 △4,269

敷金及び保証金の回収による収入 2,430 1,779

その他 △19,749 △6,603

投資活動によるキャッシュ・フロー △173,792 △59,759

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 387,000 249,000

短期借入金の返済による支出 △170,500 △131,260

長期借入れによる収入 66,000 －

長期借入金の返済による支出 △111,202 △125,463

社債の償還による支出 － △33,000

自己株式の取得による支出 △29 －

長期未払金の返済による支出 △7,910 △8,118

リース債務の返済による支出 △4,622 △6,111

配当金の支払額 △76,404 △80,209

財務活動によるキャッシュ・フロー 82,330 △135,162

現金及び現金同等物に係る換算差額 △44 △104

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △217,420 △112,066

現金及び現金同等物の期首残高 1,416,771 1,260,076

現金及び現金同等物の四半期末残高 1,199,351 1,148,009
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 該当事項はございません。 

  

  

 該当事項はございません。 

  

  

（４）継続企業の前提に関する注記

（５）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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