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1.  平成23年3月期第2四半期の業績（平成22年4月1日～平成22年9月30日） 

 

(2) 財政状態 

  

(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2四半期 6,272 0.5 47 ― 40 ― △63 ―

22年3月期第2四半期 6,240 ― △163 ― △159 ― △223 ―

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2四半期 △12.64 ―

22年3月期第2四半期 △44.25 ―

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2四半期 8,583 4,382 51.1 866.61
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2四半期  4,382百万円 22年3月期  4,557百万円

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  
 

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 ― 0.00

23年3月期 
（予想）

― 22.00 22.00

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） 
（％表示は、対前期増減率）

（注）当四半期における業績予想の修正有無  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

通期 12,700 0.3 270 ― 264 ― 30 ― 5.93



(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 

（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） 

4.  その他 （詳細は、【添付資料】P.３「その他」をご覧ください。）

① 会計基準等の改正に伴う変更 有

② ①以外の変更 無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 23年3月期2Q 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2Q  42,860株 22年3月期  42,860株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 23年3月期2Q 5,057,140株 22年3月期2Q 5,057,230株

※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 
１．上記の業績予想につきましては、平成22年５月７日に公表しました内容から変更しております。詳細につきましては、平成22年10月22日付の「業績予想
の修正に関するお知らせ」をご参照下さい。 
２．上記の予想は、本資料の発表日現在における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。 
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（１）経営成績に関する定性的情報 

    当第２四半期累計期間におけるわが国経済は、輸出や生産の増加により企業収益や業況感は緩やかな回復基調にあ

るものの、デフレの影響や厳しい雇用環境は依然続いており、海外景気の下振れ懸念や長期化する円高株安の影響

など、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。 

美容施術といたしましては、ヘアカラーでは、春のマカロンカラー８色に続き、夏の新色としてシャーベットカ

ラー８色を新たに導入しお客様ニーズを喚起すると共に、当社独自の「スタイルチェックサポートサービス」の強

化によりお客様のヘアスタイルの鮮度維持に努めてまいりました。 

店舗といたしましては、館の閉鎖に伴いShampooサロン１店舗（四条河原町阪急店）を閉鎖いたしましたが、近隣

にShampooサロン１店舗（京都四条店）を新規開設いたしました。これにより当第２四半期累計期間末の店舗数は、

美容室145店舗と小売店１店舗であります。 

以上の結果、当社の第２四半期累計期間の業績は、売上高6,272百万円（前年同四半期比0.5％増）となり、営業

利益47百万円（前年同四半期は営業損失163百万円）、経常利益40百万円（前年同四半期は経常損失159百万円）と

なり、また、資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額を特別損失に計上し、四半期純損失は63百万円（前年同四

半期は四半期純損失223百万円）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２四半期会計期間末の総資産は8,583百万円となり、前事業年度末と比べて88百万円増加いたしました。 

 流動資産の残高は2,454百万円となり、前事業年度末と比べて37百万円増加いたしました。固定資産の残高は

6,129百万円となり、前事業年度末と比べて51百万円増加いたしました。主な増加は、現金及び預金の増加142百万

円、主な減少は、売掛金の減少85百万円であります。 

 当第２四半期会計期間末の負債総額は4,201百万円となり、前事業年度末と比べて263百万円増加いたしました。

 流動負債の残高は2,238百万円となり、前事業年度末と比べて53百万円減少いたしました。固定負債の残高は

1,962百万円となり、前事業年度末と比べて317百万円増加いたしました。主な増加は、社債の純増267百万円、資

産除去債務の増加178百万円、主な減少は、長短借入金の減少139百万円であります。 

 当第２四半期会計期間末の純資産は4,382百万円となり、前事業年度末と比べて175百万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51.1％に減少いたしました。 

  

②キャッシュ・フローの状況 

 当第２四半期累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128百

万円増加し、1,388百万円となりました。  

当第２四半期累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２四半期累計期間において、営業活動の結果取得した資金は237百万円（前年同期は149百万円の使用）とな

りました。 

 これは主に、税引前四半期純損失47百万円に対して減価償却費138百万円、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85百万円があったことによるものです。 

１．当四半期の業績等に関する定性的情報
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（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

 当第２四半期累計期間において、投資活動の結果使用した資金は97百万円（前年同期は316百万円の使用）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77百万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２四半期累計期間において、財務活動の結果使用した資金は11百万円（前年同期は59百万円の使用）となり

ました。 

 これは主に、社債の純増267百万円があったものの、長短借入金の純減139百万円及び配当金の支払額110百万円

があったことによるものであります。 

  

（３）業績予想に関する定性的情報 

国内景気の先行き不透明感の中、消費スタイルは引き続き生活防衛型が進行し、個人消費の回復には時間がかか

るものと予測されます。当社といたしましては、お客様に喜ばれるサービスやメニューの提供に努める一方経営の

効率化を図ってまいりますが、上半期の売上減少による通期への影響に加え、依然と厳しさが続く個人消費の冷え

込みも考慮し、業績予想の見直しを図り、平成22年10月22日に「業績予想の修正に関するお知らせ」を発表いたし

ました。これによる通期の業績見通しは、売上高12,700百万円（前事業年度比0.3％増）、営業利益270百万円（前

事業年度比49.0倍）、経常利益264百万円（前事業年度比27.2倍）、当期純利益30百万円（前事業年度は当期純損失

176百万円）となる見込みであります。 

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。 

  

  

（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 

 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、当第２四半期累計期間の営業利益、経常利益はそれぞれ19百万円減少しており、税引前四半期純

損失は104百万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
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３．四半期財務諸表 
（１）四半期貸借対照表 

（単位：千円）

当第２四半期会計期間末 
(平成22年９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 1,628,154 1,486,084

売掛金 460,850 546,543

商品 40,339 40,602

美容材料 33,483 31,974

その他 292,611 313,347

貸倒引当金 △982 △1,184

流動資産合計 2,454,456 2,417,368

固定資産   

有形固定資産   

建物（純額） 1,880,587 1,866,979

土地 1,377,828 1,377,828

その他（純額） 85,752 87,621

有形固定資産合計 3,344,168 3,332,429

無形固定資産 43,236 44,955

投資その他の資産   

敷金及び保証金 2,132,988 2,134,183

その他 620,611 577,982

貸倒引当金 △11,701 △11,708

投資その他の資産合計 2,741,898 2,700,457

固定資産合計 6,129,302 6,077,842

資産合計 8,583,759 8,495,211
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（単位：千円）

当第２四半期会計期間末 
(平成22年９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 424,843 437,673

短期借入金 194,450 217,260

1年内返済予定の長期借入金 335,774 426,492

1年内償還予定の社債 126,000 66,000

未払費用 513,616 523,823

未払法人税等 66,817 60,995

賞与引当金 211,246 219,090

その他 365,638 340,674

流動負債合計 2,238,386 2,292,008

固定負債   

社債 341,000 134,000

長期借入金 923,533 949,255

退職給付引当金 353,892 347,431

資産除去債務 178,381 －

その他 166,001 214,791

固定負債合計 1,962,809 1,645,477

負債合計 4,201,195 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 1,318,770 1,493,932

自己株式 △118,632 △118,632

株主資本合計 4,382,563 4,557,725

純資産合計 4,382,563 4,557,725

負債純資産合計 8,583,759 8,495,211
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（２）四半期損益計算書 
（第２四半期累計期間） 

（単位：千円）

前第２四半期累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年９月30日) 

当第２四半期累計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22年９月30日) 

売上高 6,240,842 6,272,278

売上原価 5,618,464 5,479,226

売上総利益 622,377 793,052

販売費及び一般管理費 785,845 745,604

営業利益又は営業損失（△） △163,468 47,447

営業外収益   

受取利息 2,508 1,298

不動産賃貸料 7,127 5,528

その他 18,706 14,915

営業外収益合計 28,342 21,743

営業外費用   

支払利息 17,499 17,501

不動産賃貸費用 4,242 4,526

社債発行費 － 6,024

その他 2,543 840

営業外費用合計 24,286 28,893

経常利益又は経常損失（△） △159,411 40,297

特別利益   

会員権償還益 3,755 －

貸倒引当金戻入額 242 209

特別利益合計 3,997 209

特別損失   

固定資産除却損 47,198 2,552

減損損失 30,905 －

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 128,103 88,223

税引前四半期純損失（△） △283,518 △47,716

法人税、住民税及び事業税 29,834 36,229

法人税等調整額 △89,555 △20,042

法人税等合計 △59,721 16,187

四半期純損失（△） △223,797 △63,904
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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２四半期累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年９月30日) 

当第２四半期累計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22年９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（△） △283,518 △47,716

減価償却費 121,688 138,839

減損損失 30,905 －

賞与引当金の増減額（△は減少） △10,860 △7,843

退職給付引当金の増減額（△は減少） 12,480 6,461

貸倒引当金の増減額（△は減少） △242 △209

受取利息 △2,508 △1,298

支払利息 17,499 17,501

固定資産除却損 23,473 2,552

会員権償還益 △3,755 －

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） 75,418 85,693

たな卸資産の増減額（△は増加） 9,240 △882

仕入債務の増減額（△は減少） 26,364 △12,829

その他 12,937 6,770

小計 79,123 272,708

利息の受取額 3,593 1,164

利息の支払額 △17,925 △17,575

退店補償金の受取額 － 10,991

役員退職慰労金の支払額 △50,000 －

法人税等の支払額 △164,338 △29,993

営業活動によるキャッシュ・フロー △149,547 237,295

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 △570,869 △302,738

定期預金の払戻による収入 555,980 288,849

有形固定資産の取得による支出 △267,779 △77,381

敷金及び保証金の差入による支出 △43,820 △4,269

敷金及び保証金の回収による収入 15,903 4,558

会員権の償還による収入 3,800 －

その他 △9,555 △6,628

投資活動によるキャッシュ・フロー △316,340 △97,610

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 507,000 249,000

短期借入金の返済による支出 △361,900 △271,810

長期借入れによる収入 235,000 267,000

長期借入金の返済による支出 △213,026 △383,440

長期未払金の返済による支出 △15,872 △16,290

リース債務の返済による支出 △10,210 △12,386

社債の発行による収入 － 300,000

社債の償還による支出 △90,000 △33,000

自己株式の取得による支出 △29 －

配当金の支払額 △110,226 △110,379

財務活動によるキャッシュ・フロー △59,265 △11,307

現金及び現金同等物に係る換算差額 △170 △197

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △525,324 128,180

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 891,447 1,388,256
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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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