
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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（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  3,487  △3.5  81  △10.6  85  △8.5  32  △22.8

22年３月期第１四半期  3,613  △4.3  91  △4.6  93  △1.3  42  －

  
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  6  91  －      

22年３月期第１四半期  8  95  －      

  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  8,900  5,204  58.5  1,106  65

22年３月期  8,456  5,269  62.3  1,120  44

（参考）自己資本 23年３月期第１四半期 5,204百万円 22年３月期 5,269百万円

  
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  －        20 00 －      20 00  40  00

23年３月期  －      

23年３月期（予想）  20 00 －      20 00  40  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）  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



４．その他（詳細は、添付資料Ｐ.３「2.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き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報告書の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報告書のレビュー手続きを実施しています。 

  
  

※ 業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 

  業績予想については、現時点で入手可能な情報に基づき算出したものであり、実際の業績は今後さまざまな要因に

よって予想値と異なる場合があります。業績予想に関する事項は、添付資料Ｐ.３「1.当四半期の業績等に関する定

性的情報（3）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 4,703,063株 22年３月期 4,703,063株

②  期末自己株式数 23年３月期１Ｑ 348株 22年３月期 264株

③  期中平均株式数（四半期累計） 23年３月期１Ｑ 4,702,772株 22年３月期１Ｑ 4,702,799株
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（１）経営成績に関する定性的情報 

  国内経済は着実に回復基調にあるといわれておりますが、未だ個人消費の回復は力強さを欠き、小売り各社はコ

スト削減により利益確保を図っておりますが、収益の回復は足踏み状態となっております。 

 今期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及び漸減している利益の回

復を図っております。 

  

（直営店商品販売事業） 

 当事業は直営店舗におけるハウス オブ ローゼ化粧品販売事業を中心としており、今期は駅ビル等に出店してい

る専門店の販売力強化及び新規顧客様の増加を主要課題として取組んでおります。当第1四半期では未だ課題に対

する施策の成果は十分には出ておりませんが、新客数につきましては前年同期に比べ減少しているものの減少幅は

小さくなりました。しかしお客さま一人当たりのお買上単価が若干減少いたしましたので、直営店におけるハウス 

オブ ローゼ化粧品販売事業売上高は、26億98百万円で前年同期より1億31百万円の減少となりました。さらにビュ

ーティデリ、ビーハニーといった新規の事業等を加えた当事業の第1四半期売上高は28億40百万円、同1億36百万円

（4.6％）の減少となりました。なお当事業における第１四半期セグメント利益は60百万円となりました。 

  

（直営店サービス事業） 

 リフレクソロジー事業につきましては、客数も回復傾向にあり売上高は５月度及び６月度において前年同月売上

高をそれぞれ上回る等、ようやく持ち直しの兆しが見えてまいりました。結果、リフレクソロジー事業売上高は２

億57百万円となりました。 

 またカーブス事業につきましては５月に神奈川県内に１店舗出店、既存店も会員数の伸びと共に順調に推移いた

しました。カーブス事業売上高は１億円、前年同期より18百万円（22.2％）の増加となりました。 

 その他を加えた当事業の第1四半期売上高は3億64百万円、同24百万円（7.2％）の増加となり、セグメント利益

は9百万円となりました。 

  

（卸販売事業） 

 当事業はハウス オブ ローゼ化粧品卸売事業を中心として構成しております。 

 ハウス オブ ローゼ化粧品卸売事業の売上高は2億73百万円、前年同期より13百万円の減少となりました。これ

にその他卸売事業売上高を加えた当事業の第1四半期売上高は2億82百万円、同13百万円（4.7％）の減少となりセ

グメント利益は11百万円となりました。 

  

 以上の結果、当第1四半期会計期間の売上高は34億87百万円（前年同期比3.5％減）となりました。また経費の削

減に努め販売費及び一般管理費は前年同期比で3.6％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81百万円（前年同期比10.6％減）、経常利益は85百万円（前年同期比8.5％減）となりました。 

 さらに直営店舗の資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額として19百万円、また関係会社に係る事業整理損と

して67百万円をそれぞれ特別損失に計上いたしました結果、法人税等調整後、当第1四半期純利益は32百万円（前

年同期比22.8％減）となりました。   

  

（２）財政状態に関する定性的情報 

当第１四半期末の総資産は前事業年度末に比べ４億44百万円増加し、89億円となりました。 

①流動資産 

当第１四半期の流動資産は前事業年度末に比べ４億63百万円増加し、51億33百万円となりました。 

主な要因は、売掛金が２億27百万円増加したためであります。 

②固定資産 

当第１四半期の固定資産は前事業年度末に比べ19百万円減少し、37億66百万円となりました。 

主な要因は、リース資産が45百万円増加、差入保証金が72百万円減少したためであります。 

③流動負債 

当第１四半期の流動負債は前事業年度末に比べ４億96百万円増加し、29億6百万円となりました。 

主な要因は、短期借入金が４億50百万円増加、買掛金が２億75百万円増加したためであります。 

１．当四半期の業績等に関する定性的情報



④固定負債 

当第１四半期の固定負債は前事業年度末に比べ12百万円増加し、７億89百万円となりました。 

主な要因は、リース債務が28百万円増加、退職給付引当金が18百万円増加し、長期借入金が29百万円減少したた

めであります。 

⑤純資産の部 

当第１四半期の純資産の部は前事業年度末に比べ64百万円減少し、52億4百万円となりました。 

主な原因は、配当金支払により利益剰余金が減少したためであります。  

  

（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、前回発表（平成22年５月10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。 

  

（１）簡便な会計処理及び特有の会計処理の概要 

棚卸資産の評価方法  

当第１四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、前事業年度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。 

  

（２）会計処理の原則・手続、表示方法等の変更の概要 

 「資産除去債務に関する会計基準」等の適用 

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、営業利益、経常利益はそれぞれ627千円減少し、税引前四半期純損失は19,730千円増加しておりま

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19,102千円であります。 

２．その他の情報



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 2,356,318 2,307,704

売掛金 1,130,175 902,639

商品及び製品 1,433,451 1,281,077

その他 254,797 183,536

貸倒引当金 △41,086 △4,783

流動資産合計 5,133,655 4,670,173

固定資産   

有形固定資産   

建物（純額） 496,457 501,428

土地 1,519,206 1,519,206

リース資産（純額） 153,397 106,455

有形固定資産合計 2,169,062 2,127,091

無形固定資産 14,057 15,116

投資その他の資産   

差入保証金 925,946 998,748

その他 733,187 720,765

貸倒引当金 △75,549 △75,549

投資その他の資産合計 1,583,584 1,643,964

固定資産合計 3,766,704 3,786,171

資産合計 8,900,360 8,456,345

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 1,319,276 1,279,182

短期借入金 450,000 －

1年内返済予定の長期借入金 176,210 207,920

未払法人税等 40,715 274,060

賞与引当金 353,774 199,679

その他 566,672 449,479

流動負債合計 2,906,648 2,410,321

固定負債   

長期借入金 33,400 62,920

退職給付引当金 531,617 512,926

役員退職慰労引当金 111,634 109,264

その他 112,814 91,687

固定負債合計 789,466 776,797

負債合計 3,696,115 3,187,119



（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) 

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 4,036,284 4,097,832

自己株式 △305 △203

株主資本合計 6,252,882 6,314,533

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △3,945 △615

土地再評価差額金 △1,044,692 △1,044,692

評価・換算差額等合計 △1,048,637 △1,045,307

純資産合計 5,204,244 5,269,225

負債純資産合計 8,900,360 8,456,345



（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 3,613,786 3,487,893

売上原価 1,036,314 1,009,466

売上総利益 2,577,472 2,478,427

販売費及び一般管理費 2,486,135 2,396,817

営業利益 91,336 81,609

営業外収益   

受取利息 62 1,817

受取配当金 870 1,134

不動産賃貸料 2,665 1,530

その他 1,232 1,550

営業外収益合計 4,831 6,032

営業外費用   

支払利息 2,616 1,505

不動産賃貸原価 － 571

営業外費用合計 2,616 2,076

経常利益 93,551 85,565

特別損失   

事業整理損 － 67,848

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 19,102

特別損失合計 － 86,951

税引前四半期純利益又は税引前四半期純損失（△） 93,551 △1,386

法人税、住民税及び事業税 124,578 27,611

法人税等調整額 △73,109 △61,505

法人税等合計 51,468 △33,893

四半期純利益 42,082 32,507



 該当事項はありません。  

  

 該当事項はありません。 

  

（販売及び仕入の状況）  

（１）販売実績 

当第１四半期会計期間における販売実績をセグメント別に示すと、次のとおりであります。 

（注）１．上記の金額には、消費税等は含まれておりません。  

    ２．当第１四半期会計期間における販売実績を商品分類別に示すと、次のとおりであります。 

    （商品分類別販売実績）  

   （注）上記の金額には、消費税等は含まれておりません。  

  

（２）仕入実績 

当第１四半期会計期間における仕入実績を商品分類別に示すと、次のとおりであります。 

   （注）上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

  

（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

４．補足情報

セグメントの名称 売上高（千円） 前年同四半期比（％）

直営店商品販売事業  2,840,800  －

直営店サービス事業  364,632  －

卸販売事業  282,460  －

合計  3,487,893  －

区分 売上高（千円） 前年同四半期比（％）

スキンケア化粧品  1,480,990  95.0

メイクアップ化粧品  321,385  95.4

ヘアケア・ボディ・バスプロダクツ  1,004,324  98.1

化粧雑貨品  268,839  92.3

リフレクソロジー  257,639  99.8

その他  154,713  107.0

合計  3,487,893  96.5

区分 仕入高（千円） 前年同四半期比（％）

スキンケア化粧品  327,766  96.3

メイクアップ化粧品  51,782  92.1

ヘアケア・ボディ・バスプロダクツ  420,936  115.5

化粧雑貨品  129,050  99.3

リフレクソロジー  2,407  104.7

その他  76,011  101.9

合計  1,007,955  104.2
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