
  

１．平成22年12月期第２四半期の連結業績（平成22年１月１日～平成22年６月30日） 

  

  

（２）連結財政状態 

  

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） 

（注）当四半期における業績予想の修正有無：無 
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四半期決算説明会開催の有無      ：有（アナリスト向け）     

  （百万円未満切捨て）

（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２四半期  2,931  △14.3  184  10.1  178  14.0  65  －

21年12月期第２四半期  3,420  △10.4  167  19.5  156  34.7  2  －

  
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２四半期  1,205  69  1,191  20

21年12月期第２四半期  49  43  48  85

  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２四半期  7,024  1,926  27.4  35,550  49

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２四半期 1,926百万円 21年12月期 1,934百万円

  
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 

21年12月期 ―       0 00 ― 1,000 00  1,000  00

22年12月期 ―       0 00

22年12月期（予想） ― 1,000 00  1,000  00

  （％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  6,200  △8.6  460  17.9  432  14.0  150  47.2  2,764  33



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）当四半期中における重要な子会社の異動 ：無 

（注）当四半期会計期間における連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動の有無となります。 

  

（２）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連結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。 

  

（３）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：無 

②  ①以外の変更              ：無 

（注）「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、表示方法等の変更の有無となります。 

  

（４）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は終了していません。 

  

※  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。なお、上記予想

に関する事項は、［添付資料］Ｐ．３「連結業績予想に関する定性的情報をご覧ください。 

  

（参考）個別業績予想  

（注）個別業績予想数値の当四半期における修正の有無 ： 無 

①  期末発行済株式数（自己株式を含む） 22年12月期２Ｑ 56,440株 21年12月期 56,440株

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

③  期中平均株式数（四半期累計） 22年12月期２Ｑ 54,348株 21年12月期２Ｑ 55,234株

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） 

（％表示は対前期） 

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



  

  

※ 当社は、以下のとおりアナリスト向け説明会を開催する予定です。この説明会で配布した資料等については、当社

ホームページで掲載する予定です。 

・平成22年８月９日（月）・・・・・・アナリスト向け決算説明会  
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（１）連結経営成績に関する定性的情報 

 経営成績の分析  

当第２四半期連結累計期間（平成22年１月１日～平成22年６月30日）の国内消費動向は、政府による景気対策効果

もあり耐久消費財を中心に個人消費に持ち直しがみられるなど景気は緩やかに回復しつつあるものの、厳しい雇用、所

得環境及び円高の進行やデフレ状況など依然として厳しい状況で推移いたしました。  

 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するとともに、当第２四半期連結会計期間よりサービスメ

ニューの拡充により客単価向上の施策を実施しております。 

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、7,477円と前年同四半期比で0.4％低下いたしましたが、入客数は、725千

人と前年同四半期を0.4％上回り、当第２四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、5,421百万円

（前年同四半期比100.1％）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２四半期連結累計期

間末において14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２四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、229店舗（Ａｓｈ94店舗、ＮＹＮＹ26店

舗、ＳＤ106店舗、株式会社ＡＭＧ２店舗、株式会社ａｊ（以下、ａｊ）１店舗）となりました。 

 なお、当第２四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、8,026百万円（前年同四半期

比98.4％）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、208店舗（Ａｓｈ94店舗、ＮＹＮＹ７店舗、ＳＤ106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２四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２四半期連結累計期間における連結売上高は2,931百万円（前年同四半期比85.7％）、営業利益は

184百万円（同110.1％）、経常利益は178百万円（同114.0％）、四半期純利益は65百万円（前年同四半期は2百万円の

四半期純利益）となりました。 

このうち、連結売上高が、前第２四半期連結会計期間を下回っておりますのは、材料取引形態を変更したことによ

るもの、及び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229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208店舗には、トレーニングサロンが含まれておりません。 

  

（２）連結財政状態に関する定性的情報 

 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402百万円減少し、2,534百万円となりました。これは主として、現預金の減

少318百万円、売掛金の減少110百万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65百万円減少し、4,490百万円となりました。これは主として、のれんの減

少34百万円、長期貸付金の減少16百万円、敷金及び保証金の減少12百万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467百万円減少し、7,024百万円となりました。 

 

（負債）  

 流動負債は、前連結会計年度末に比べて392百万円減少し、2,217百万円となりました。これは主として、未払金の減

少227百万円、買掛金の減少119百万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67百万円減少し、2,880百万円となりました。これは主として、社債の減少

40百万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459百万円減少し、5,098百万円となりました。  

 

１．当四半期の連結業績等に関する定性的情報
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（純資産）  

 純資産は、前連結会計年度末に比べて８百万円減少し、1,926百万円となりました。 

 これは主として、利益剰余金の増加９百万円、自己株式の取得に伴う減少18百万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27.4％となりました。 

  

 ②キャッシュ・フローの状況  

 当第２四半期連結会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330

百万円減少し、1,307百万円となりました。  

  

 （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69百万円（前年同四半期は213百万円の収入）でした。 

 これは主に、税金等調整前四半期純利益140百万円、のれん償却額34百万円で得られた資金に対し、法人税等の支払

額124百万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280百万円（前年同四半期は269百万円の支出）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278百万円によるものです。 

  

 （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120百万円（前年同四半期は651百万円の支出）となりました。 

 これは主に、短期借入れによる収入50百万円、長期借入れによる収入610百万円で得られた資金に対し、長期借入金

の返済による支出603百万円、社債の償還による支出40百万円、割賦債務の返済による支出62百万円、配当金の支払額

54百万円があったことによるものです。  
  

（３）連結業績予想に関する定性的情報 

 平成22年２月12日に公表いたしました業績予想につきまして、平成22年12月期第２四半期累計期間（平成22年１月１

日～平成22年６月30日）の連結・個別業績予想を修正いたしました。 

 なお、通期の連結・個別業績予想につきましては、修正はございません。 

 修正の内容ならびに修正の理由につきましては、平成22年８月４日に別途公表しております「業績予想の修正に関す

るお知らせ」（平成22年12月期第２四半期累計期間（連結・個別））をご参照下さい。  

  

（１）重要な子会社の異動の概要 

該当事項はありません。  

  

（２）簡便な会計処理及び特有の会計処理の概要 

  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。  

  

（３）会計処理の原則・手続、表示方法等の変更の概要 

   該当事項はありません。  

  

（４）継続企業の前提に関する重要事象等の概要 

   該当事項はありません。  

  

２．その他の情報
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３．四半期連結財務諸表 
（１）四半期連結貸借対照表 

（単位：千円）

当第２四半期連結会計期間末
(平成22年６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12月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 1,460,954 1,779,505

売掛金 228,911 339,068

商品 46,630 34,958

貯蔵品 20,041 23,091

その他 777,659 760,209

流動資産合計 2,534,197 2,936,834

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 4,630,829 4,653,573

減価償却累計額及び減損損失累計額 △2,797,985 △2,804,902

建物及び構築物（純額） 1,832,844 1,848,671

機械装置及び運搬具 11,802 11,751

減価償却累計額及び減損損失累計額 △2,346 △6,616

機械装置及び運搬具（純額） 9,456 5,134

工具、器具及び備品 557,611 530,619

減価償却累計額及び減損損失累計額 △404,856 △400,109

工具、器具及び備品（純額） 152,754 130,509

土地 134,200 134,200

有形固定資産合計 2,129,255 2,118,516

無形固定資産   

のれん 418,157 452,589

その他 85,673 82,649

無形固定資産合計 503,830 535,239

投資その他の資産   

敷金及び保証金 1,556,825 1,568,854

その他 318,971 352,742

貸倒引当金 △18,672 △19,781

投資その他の資産合計 1,857,123 1,901,815

固定資産合計 4,490,210 4,555,571

資産合計 7,024,408 7,492,406

㈱アルテサロンホールディングス　（2406）　平成22年12月期　第２四半期決算短信

－　4　－



（単位：千円）

当第２四半期連結会計期間末
(平成22年６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12月31日) 

負債の部   

流動負債   

買掛金 56,941 176,863

1年内返済予定の長期借入金 735,608 787,208

1年内償還予定の社債 80,000 80,000

未払金 1,108,876 1,336,634

未払法人税等 63,571 121,595

その他 172,761 107,905

流動負債合計 2,217,759 2,610,207

固定負債   

社債 200,000 240,000

長期借入金 2,269,986 2,211,990

退職給付引当金 20,135 17,205

その他 390,474 478,543

固定負債合計 2,880,595 2,947,738

負債合計 5,098,354 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 808,387 798,597

自己株式 △66,925 △48,694

株主資本合計 1,926,113 1,934,554

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △59 △94

評価・換算差額等合計 △59 △94

純資産合計 1,926,054 1,934,459

負債純資産合計 7,024,408 7,492,406
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（２）四半期連結損益計算書 
（第２四半期連結累計期間） 

（単位：千円）

前第２四半期連結累計期間 
(自 平成21年１月１日 
 至 平成21年６月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成22年１月１日 
 至 平成22年６月30日) 

売上高 3,420,943 2,931,998

売上原価 2,509,809 2,010,485

売上総利益 911,134 921,512

販売費及び一般管理費 743,318 736,739

営業利益 167,815 184,773

営業外収益   

受取利息 4,522 2,397

受取手数料 3,520 4,117

期限到来チケット精算収入 － 12,293

為替差益 6,239 －

その他 12,184 5,852

営業外収益合計 26,466 24,662

営業外費用   

支払利息 29,293 23,512

その他 8,612 7,580

営業外費用合計 37,906 31,092

経常利益 156,376 178,342

特別利益   

貸倒引当金戻入額 1,241 2,309

前期損益修正益 4,198 －

債権譲渡益 － 1,038

固定資産売却益 － 1,811

その他 396 －

特別利益合計 5,836 5,158

特別損失   

前期損益修正損 4,572 594

固定資産売却損 1,511 104

固定資産除却損 － 25,105

減損損失 49,724 590

その他 24,799 16,338

特別損失合計 80,607 42,733

税金等調整前四半期純利益 81,605 140,768

法人税、住民税及び事業税 81,247 66,940

法人税等調整額 △14,573 8,300

法人税等合計 66,673 75,240

少数株主利益 12,201 －

四半期純利益 2,730 65,527
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（第２四半期連結会計期間） 

（単位：千円）

前第２四半期連結会計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年６月30日) 

当第２四半期連結会計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22年６月30日) 

売上高 1,734,446 1,514,768

売上原価 1,245,861 1,025,586

売上総利益 488,584 489,182

販売費及び一般管理費 379,291 379,812

営業利益 109,292 109,369

営業外収益   

受取利息 1,964 1,076

受取手数料 1,096 1,871

期限到来チケット精算収入 － 5,331

為替差益 4,452 －

その他 8,895 4,337

営業外収益合計 16,408 12,617

営業外費用   

支払利息 13,776 11,583

その他 5,979 5,240

営業外費用合計 19,755 16,823

経常利益 105,945 105,162

特別利益   

貸倒引当金戻入額 824 2,154

前期損益修正益 3,659 －

債権譲渡益 － 38

固定資産売却益 － 499

その他 273 －

特別利益合計 4,758 2,692

特別損失   

前期損益修正損 442 －

固定資産売却損 － 104

固定資産除却損 － 13,561

減損損失 40,758 590

その他 22,003 6,265

特別損失合計 63,205 20,521

税金等調整前四半期純利益 47,498 87,332

法人税、住民税及び事業税 36,371 41,772

法人税等調整額 △11,156 △8,203

法人税等合計 25,214 33,568

四半期純利益 22,283 53,763
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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２四半期連結累計期間 
(自 平成21年１月１日 
 至 平成21年６月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成22年１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   

税金等調整前四半期純利益 81,605 140,768

減価償却費 288,925 254,999

減損損失 49,724 590

貸倒損失 835 －

のれん償却額 34,391 34,432

その他の償却額 9,630 7,856

前期損益修正損益（△は益） － 594

貸倒引当金の増減額（△は減少） 539 △1,108

退職給付引当金の増減額（△は減少） 902 2,929

受取利息及び受取配当金 △4,555 △2,433

支払利息 29,293 23,512

為替差損益（△は益） △6,239 2,580

有形固定資産売却損益（△は益） 1,115 △1,706

有形固定資産除却損 13,234 25,105

店舗閉鎖損失 － 1,222

原状回復費 － 1,054

債権譲渡益 － △1,038

投資有価証券評価損益（△は益） 1,000 3,600

売上債権の増減額（△は増加） 94,225 110,157

たな卸資産の増減額（△は増加） 10,133 △8,621

立替金の増減額（△は増加） 26,996 △42,838

その他の資産の増減額（△は増加） 2,537 15,317

仕入債務の増減額（△は減少） △52,347 △119,921

未払金の増減額（△は減少） △315,722 △245,061

未払消費税等の増減額（△は減少） △6,374 △16,391

その他の負債の増減額（△は減少） 22,611 30,926

小計 282,462 216,527

利息及び配当金の受取額 5,009 3,163

利息の支払額 △29,532 △24,989

法人税等の支払額 △44,276 △124,964

営業活動によるキャッシュ・フロー 213,661 69,736
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（単位：千円）

前第２四半期連結累計期間 
(自 平成21年１月１日 
 至 平成21年６月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成22年１月１日 
 至 平成22年６月30日) 

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 △30,000 △12,005

有形固定資産の取得による支出 △112,894 △278,284

有形固定資産の売却による収入 44,449 49,036

無形固定資産の取得による支出 △25,337 △9,560

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 △65 △67

子会社株式の取得による支出 △150,000 －

のれんの取得による支出 △814 －

貸付けによる支出 △18,467 △13,436

貸付金の回収による収入 63,239 43,158

保険積立金の積立による支出 △3,228 △4,029

敷金及び保証金の差入による支出 △62,307 △71,448

敷金及び保証金の回収による収入 43,686 77,276

預り保証金の返還による支出 △27,730 △63,184

預り保証金の受入による収入 3,463 2,492

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 △269,148 △280,053

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 － 50,000

長期借入れによる収入 － 610,000

長期借入金の返済による支出 △483,084 △603,604

社債の償還による支出 △40,000 △40,000

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 △49,672 △54,378

割賦債務の返済による支出 △69,152 △62,920

財務活動によるキャッシュ・フロー △651,018 △120,223

現金及び現金同等物に係る換算差額 0 △15

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △706,504 △330,555

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 1,289,273 1,307,902
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該当事項はありません。  

  

  

  〔事業の種類別セグメント情報〕 

 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。 

  

〔所在地別セグメント情報〕 

 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〕 

 海外売上高がないため該当事項はありません。  

  

  

著しい変動がないため、記載しておりません。  

  

  

（４）継続企業の前提に関する注記

（５）セグメント情報

（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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