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（百万円未満切捨て） 

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） 
（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 2,111 9.1 209 7.1 202 4.4 35 △52.8 
22年３月期第２四半期 1,936 5.9 196 10.4 193 5.3 75 2.3 

 

 
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 4 47 － 
22年３月期第２四半期 9 47 － 

 
（２） 財政状態 

 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 5,606 4,512 80.5 567 79 
22年３月期 5,952 4,689 78.8 589 97 

（参考） 自己資本  23年３月期第２四半期 4,512百万円  22年３月期 4,689百万円 

 
２．配当の状況 

 年間配当金 

（基準日） 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 － 24 00 24 00 
23年３月期 － 0 00    

23年３月期(予想)   －  18 00 18 00 

（注）配当予想の当四半期における修正の有無 ： 有・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） 

（％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 5,400 10.2 1,025 1.9 1,021 2.5 470 △10.5 59 14 

（注）業績予想の当四半期における修正の有無 ： 有・無 
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４．その他（詳細は【添付資料】Ｐ.３「その他の情報」をご覧下さい。） 
 

（１） 簡便な会計処理及び特有の会計処理の適用 ： 有・無 

（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・無 

② ①以外の変更 ： 有・無 

（注）「その他の情報」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） 

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 

 23年３月期第２四半期 7,950,000株 22年３月期 7,950,000株  

② 期末自己株式数 

 23年３月期第２四半期 2,106株 22年３月期 2,106株  

③ 期中平均株式数（四半期累計期間） 

 23年３月期第２四半期 7,947,894株 22年３月期第２四半期 7,947,894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が実施中です。 

 
※ 業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 

上記に記載した予想数値は、現時点で入手可能な情報に基づき作成したものであり、実際の業績等は今後様々な

要因により予想数値と異なる可能性があります。なお、上記予想に関する事項については、【添付資料】Ｐ.３

「（３）業績予想に関する定性的情報」をご覧下さい。 
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１．当四半期の業績等に関する定性的情報 

（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、欧米の景気先行き懸念から急激な円高が進行し、

国内景気の先行きに対する不安やデフレ懸念などから、雇用情勢、個人消費などは依然として厳し

い状況が続きました。 

このような状況の中、美容業界におきましても、美容室顧客の来店サイクルの長期化や来店客数

の減少、客単価の低下など、美容室経営にとっては引き続き厳しい経営環境が続きました。 

当第２四半期累計期間におきましては、当社の創業精神である「美容業界の近代化」をベースに、

美容室の経営管理システムである「旬報店システム」を軸に美容室の繁栄・成長を目指す「コンサ

ルティング・セールス」を引き続き展開いたしました。また、美容室の顧客に対する毛髪のカウン

セリングと店販の強化・提案、新規旬報店の開拓、カラー剤の新規取引先の開拓などを推進いたし

ました。 

費用につきましては、店販の対象となるトイレタリー（シャンプー、トリートメント）の販売が

好調であったことから原価率が低下する一方、研究職、営業職の採用増に伴い人件費が増加してお

ります。また、特別損失には退職給付債務の計算方法の変更に伴い、過年度退職給付費用134百万円

を計上しております。 

これらの結果、当第２四半期累計期間の売上高は2,111百万円（前年同四半期比9.1％増）、営業

利益は209百万円（前年同四半期比7.1％増）、経常利益は202百万円（前年同四半期比4.4％増）、

四半期純利益は35百万円（前年同四半期比52.8％減）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 

（総資産） 

当第２四半期会計期間末の総資産は、前事業年度末から346百万円減少し、5,606百万円となりま

した。 

主な要因としては、有価証券234百万円が増加した一方、売掛金480百万円及び投資有価証券81百

万円が減少したことによるものであります。 

(負債) 

当第２四半期会計期間末の負債は、前事業年度末から169百万円減少し、1,093百万円となりまし

た。 

主な要因としては、販売奨励引当金80百万円が増加した一方、未払金（その他流動負債）224百万

円が減少したことによるものであります。 
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（純資産） 

当第２四半期会計期間末の純資産は、前事業年度末から176百万円減少し、4,512百万円となりま

した。 

主な要因としては、利益剰余金155百万円が減少したことによるものであります。なお、自己資本

比率は、80.5％（前事業年度末78.8％）となりました。 

 

② キャッシュ・フローの状況 

当第２四半期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、前事業年度末よ

り146百万円増加し、2,014百万円（前年同四半期比815百万円増）となりました。 

当第２四半期会計期間末における各キャッシュ・フローの状況は以下のとおりであります。 

(a) 営業活動によるキャッシュ・フロー 

 営業活動により得られた資金は、311百万円（前年同四半期比284百万円増）となりました。 

主な要因としては、売上債権が452百万円減少したことによるものであります。 

(b) 投資活動によるキャッシュ・フロー 

 投資活動により得られた資金は、24百万円（前年同四半期比267百万円増）となりました。 

 収入の主な要因としては、投資有価証券の売却による収入20百万円及び投資有価証券の償還に 

よる収入30百万円であり、支出の主な要因としては、有形固定資産の取得による支出22百万円で 

あります。 

(c) 財務活動によるキャッシュ・フロー 

 財務活動により使用した資金は、189百万円（前年同四半期比70百万円増）となりました。 

 これは、配当金の支払いによる支出であります。 

 

（３） 業績予想に関する定性的情報 

平成23年３月期通期の業績予想につきましては、棚卸資産廃棄損（営業外費用）を計上したこと

及び退職給付債務の計算方法の変更により、経常利益及び当期純利益が前回予想（平成22年５月７

日公表）を下回る見込みであります。 

 

２．その他の情報 

（１） 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 

該当事項はありません。 

 

（２） 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 

① 会計処理基準に関する変更 

「資産除去債務に関する会計基準」等の適用 

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。 

これによる営業利益、経常利益及び税引前四半期純利益に与える影響は軽微であります。 
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② 表示方法の変更 

（四半期キャッシュ・フロー計算書関係） 

前第２四半期累計期間において、「営業活動によるキャッシュ・フロー」の「その他」に含めて

いた「前払年金費用の増減額（△は増加）」は重要性が増加したため、当第２四半期累計期間では

区分掲記することとしております。 

なお、前第２四半期累計期間の「営業活動によるキャッシュ・フロー」の「その他」に含まれる

「前払年金費用の増減額（△は増加）」は4,891千円であります。 

 

（追加情報） 

（退職給付関係） 

退職給付債務の計算方法について、従来簡便法によっておりましたが、期間損益計算の一層の精

緻化を図るため、第１四半期会計期間から原則法に変更しております。 

この変更に伴い、従来と同一の方法によった場合に比べ販売費及び一般管理費が933千円増加し、

営業利益及び経常利益がそれぞれ933千円減少しております。 

さらに、簡便法から原則法への変更時差異134,710千円を特別損失に計上しているため、税引前

四半期純利益が135,644千円減少しております。 
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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 217,687 305,448

受取手形 47,510 26,968

売掛金 490,114 970,332

有価証券 1,796,739 1,561,983

商品及び製品 461,525 399,949

仕掛品 7,605 6,472

原材料及び貯蔵品 131,915 158,842

その他 150,707 79,442

貸倒引当金 △452 △699

流動資産合計 3,303,352 3,508,741

固定資産   

有形固定資産   

建物（純額） 577,377 595,270

土地 1,104,273 1,104,273

その他（純額） 130,327 147,192

有形固定資産合計 1,811,978 1,846,735

無形固定資産 32,077 37,760

投資その他の資産   

投資有価証券 150,091 231,803

その他 308,854 327,452

投資その他の資産合計 458,946 559,255

固定資産合計 2,303,001 2,443,752

資産合計 5,606,354 5,952,493

負債の部   

流動負債   

買掛金 95,759 82,041

未払法人税等 146,000 323,000

賞与引当金 126,661 68,527

役員賞与引当金 9,202 －

販売奨励引当金 86,410 6,333

その他 137,101 362,507

流動負債合計 601,135 842,409

固定負債   

退職給付引当金 38,547 －

役員退職慰労引当金 365,508 334,470

長期預り保証金 88,400 86,587

固定負債合計 492,456 421,057

負債合計 1,093,591 1,263,466
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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) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 387,800 387,800

資本剰余金 330,800 330,800

利益剰余金 3,797,833 3,953,043

自己株式 △1,115 △1,115

株主資本合計 4,515,317 4,670,528

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △2,555 18,499

評価・換算差額等合計 △2,555 18,499

純資産合計 4,512,762 4,689,027

負債純資産合計 5,606,354 5,952,493
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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 1,936,310 2,111,753

売上原価 544,055 563,843

売上総利益 1,392,255 1,547,910

販売費及び一般管理費 1,196,226 1,337,993

営業利益 196,029 209,916

営業外収益   

受取利息 670 561

有価証券利息 1,354 820

受取配当金 1,721 1,130

投資有価証券売却益 － 5,215

受取賃貸料 1,495 1,454

その他 1,983 2,776

営業外収益合計 7,225 11,958

営業外費用   

投資有価証券売却損 3,555 －

たな卸資産廃棄損 3,475 17,746

賃貸費用 966 1,112

その他 1,750 1,008

営業外費用合計 9,747 19,867

経常利益 193,508 202,007

特別利益   

貸倒引当金戻入額 145 247

その他 17,436 －

特別利益合計 17,581 247

特別損失   

固定資産除却損 235 －

投資有価証券評価損 135 －

減損損失 85,450 －

過年度退職給付費用 － 134,710

その他 183 7,036

特別損失合計 86,004 141,747

税引前四半期純利益 125,085 60,508

法人税、住民税及び事業税 91,983 139,089

法人税等調整額 △42,130 △114,120

法人税等合計 49,853 24,969

四半期純利益 75,232 35,539
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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   

税引前四半期純利益 125,085 60,508

減価償却費 70,594 55,104

減損損失 85,450 －

貸倒引当金の増減額（△は減少） △145 △247

賞与引当金の増減額（△は減少） 6,908 58,134

役員賞与引当金の増減額（△は減少） 10,290 9,202

退職給付引当金の増減額（△は減少） － 38,547

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 7,792 31,038

その他の引当金の増減額（△は減少） 67,951 80,077

受取利息及び受取配当金 △3,746 △2,512

投資有価証券売却損益（△は益） 3,555 △5,215

売上債権の増減額（△は増加） 373,503 452,150

たな卸資産の増減額（△は増加） △225,638 △35,781

仕入債務の増減額（△は減少） 9,545 13,718

前払年金費用の増減額（△は増加） － 88,064

その他 △232,041 △217,171

小計 299,104 625,616

利息及び配当金の受取額 3,746 2,360

法人税等の支払額 △274,983 △316,089

営業活動によるキャッシュ・フロー 27,867 311,887

投資活動によるキャッシュ・フロー   

定期預金の払戻による収入 100,000 －

投資有価証券の取得による支出 △100 －

投資有価証券の売却による収入 － 20,015

投資有価証券の償還による収入 509 30,000

有形固定資産の取得による支出 △326,021 △22,586

その他 △16,750 △2,700

投資活動によるキャッシュ・フロー △242,362 24,728

財務活動によるキャッシュ・フロー   

配当金の支払額 △119,443 △189,622

財務活動によるキャッシュ・フロー △119,443 △189,622

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △333,938 146,993

現金及び現金同等物の期首残高 1,532,447 1,867,432

現金及び現金同等物の四半期末残高 1,198,509 2,014,426
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（４） 継続企業の前提に関する注記 

該当事項はありません。 

 

（５） 株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記 

該当事項はありません。 

 

４．補足情報 

生産、受注及び販売の状況 

（１） 生産実績 

当第２四半期累計期間における生産実績をセグメントごとに示すと、次のとおりであります。 

セグメントの名称  金額(千円) 

トイレタリー 1,320,213 

整髪料 464,536 

カラー剤 236,401 

育毛剤 80,122 

パーマ剤 62,042 

合計 2,163,317 

(注) 上記金額は、「代理店納入価×生産本数」により算出しており、消費税等は含まれておりません。 

 

（２） 外注実績 

製品の製造において一部を外注しております。 

当第２四半期累計期間における外注実績をセグメントごとに示すと、次のとおりであります。 

セグメントの名称  金額(千円) 

トイレタリー 3,789 

整髪料 27,004 

カラー剤 47,993 

育毛剤 5,867 

パーマ剤 7,871 

合計 92,525 

（注） 上記金額には、消費税等は含まれておりません。 
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（３）販売実績 

当第２四半期累計期間における販売実績をセグメントごとに示すと、次のとおりであります。 

セグメントの名称 金額(千円) 

製品 

トイレタリー 1,209,487 

整髪料 406,744 

カラー剤 253,509 

育毛剤 94,251 

パーマ剤 80,771 

小計 2,044,764 

その他 66,988 

合計 2,111,753 

(注) １ 上記金額には、消費税等は含まれておりません。 

２ 総販売実績のうち輸出高は、15,304千円（総販売実績に占める割合0.7％）であります。 

３ 総販売実績に対する売上高の割合が10％を超える販売先はありません。 

４ その他の主な内容は、美容室で利用されるＤＭやチラシ等の販促物のほか、美容器具、施術時に使用す

る小物品等や、美容室等の店舗増改築及び美容室専用の集客支援ソフト推進による業者等から受け取る

紹介手数料等であります。 
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