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1.  平成23年3月期第3四半期の業績（平成22年4月1日～平成22年12月31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3四半期 9,604 0.7 246 ― 233 ― 21 ―

22年3月期第3四半期 9,532 △3.4 △36 ― △31 ― △166 ―

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3四半期 4.19 ―

22年3月期第3四半期 △33.00 ―

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3四半期 8,847 4,467 50.5 883.43
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3四半期  4,467百万円 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「その他の情報」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3Q 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3Q  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3Q 5,057,140株 22年3月期3Q 5,057,219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 
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】P.3「業績予想に関する定性的情報」をご覧ください。 
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（１）経営成績に関する定性的情報 

 当第３四半期累計期間におけるわが国経済は、緩やかな回復基調にあるものの、厳しい雇用環境やデフレ状況は

依然として続いており、海外景気の下振れ懸念や為替レート・株価変動など先行きの不透明感は払拭されないまま

推移しております。 

 美容業界におきましても、個人所得や雇用環境の不安などによる節約志向は依然根強く、個人消費の低迷が長引

くなか、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、夏のシャーベットカラーに続き、秋の新色

としてデザートカラー８色を新たに導入し、お客様の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」の取組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。またTAYAサロン１店舗（けやき通り店）の全

面改装を実施いたしました。これにより当第３四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３四半期累計期間の業績は、売上高9,604百万円（前年同期比0.7％増）となり、営業利益

246百万円（前年同期は営業損失36百万円）、経常利益233百万円（前年同期は経常損失31百万円）となり、また、

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額及び減損損失を特別損失に計上し、四半期純利益は21百万円（前年同期

は四半期純損失166百万円）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３四半期会計期間末の総資産は8,847百万円となり、前事業年度末と比べて352百万円増加いたしまし

た。 

 流動資産の残高は2,722百万円となり、前事業年度末と比べて304百万円増加いたしました。固定資産の残高

は6,125百万円となり、前事業年度末と比べて47百万円増加いたしました。主な増加は、現金及び預金の増加

269百万円、売掛金の増加72百万円であります。 

 当第３四半期会計期間末の負債総額は4,379百万円となり、前事業年度末と比べて442百万円増加いたしまし

た。 

 流動負債の残高は2,516百万円となり、前事業年度末と比べて224百万円増加いたしました。固定負債の残高

は1,862百万円となり、前事業年度末と比べて217百万円増加いたしました。主な増加は、社債の純増234百万

円、資産除去債務の増加183百万円、主な減少は、長短借入金の減少121百万円、賞与引当金の減少99百万円で

あります。 

 当第３四半期会計期間末の純資産は4,467百万円となり、前事業年度末と比べて90百万円減少いたしまし

た。以上の結果、自己資本比率は前事業年度末53.7％から50.5％に減少いたしました。 

②キャッシュ・フローの状況 

 当第３四半期累計期間における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、前事業年度末に比べ254百

万円増加し、1,514百万円となりました。 

 当第３四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３四半期累計期間において、営業活動の結果獲得した資金は448百万円（前年同期は65百万円の使用）と

なりました。 

 これは主に、税引前四半期純利益129百万円、減価償却費209百万円、資産除去債務会計基準の適用に伴う影響

額85百万円、仕入債務の増加51百万円に対して、賞与引当金の減少99百万円、売上債権の増加72百万円があった

ことによるものであります。 

（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

 当第３四半期累計期間において、投資活動の結果使用した資金は153百万円（前年同期は365百万円の使用）と

なりました。 

 これは主に、新規出店にともなう有形固定資産の取得による支出118百万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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（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

 当第３四半期累計期間において、財務活動の結果使用した資金は40百万円（前年同期は365百万円の獲得）と

なりました。 

 これは主に、社債の純増234百万円に対して、長短借入金の純減121百万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 

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月期の通期業績予想につきましては、

平成22年10月28日公表の平成23年３月期第２四半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 

 資産除去債務に関する会計基準の適用  

 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。 

 これにより、当第３四半期累計期間の営業利益、経常利益はそれぞれ28百万円減少しており、税引前四半期純

利益は114百万円減少しております。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３四半期会計期間末 
(平成22年12月31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 1,755,544 1,486,084

売掛金 618,906 546,543

商品 63,887 40,602

美容材料 32,726 31,974

その他 252,283 313,347

貸倒引当金 △1,184 △1,184

流動資産合計 2,722,164 2,417,368

固定資産   

有形固定資産   

建物（純額） 1,859,317 1,866,979

土地 1,377,828 1,377,828

その他（純額） 81,696 87,621

有形固定資産合計 3,318,843 3,332,429

無形固定資産 42,272 44,955

投資その他の資産   

敷金及び保証金 2,146,725 2,134,183

その他 629,091 577,982

貸倒引当金 △11,708 △11,708

投資その他の資産合計 2,764,109 2,700,457

固定資産合計 6,125,225 6,077,842

資産合計 8,847,390 8,495,211
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（単位：千円）

当第３四半期会計期間末 
(平成22年12月31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 489,454 437,673

短期借入金 267,200 217,260

1年内返済予定の長期借入金 339,924 426,492

1年内償還予定の社債 126,000 66,000

未払費用 606,571 523,823

未払法人税等 125,160 60,995

賞与引当金 119,120 219,090

その他 443,513 340,674

流動負債合計 2,516,944 2,292,008

固定負債   

社債 308,000 134,000

長期借入金 864,399 949,255

退職給付引当金 360,170 347,431

資産除去債務 183,642 －

その他 146,578 214,791

固定負債合計 1,862,791 1,645,477

負債合計 4,379,736 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 1,403,860 1,493,932

自己株式 △118,632 △118,632

株主資本合計 4,467,653 4,557,725

純資産合計 4,467,653 4,557,725

負債純資産合計 8,847,390 8,495,211
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（２）四半期損益計算書 
（第３四半期累計期間） 

（単位：千円）

前第３四半期累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年12月31日) 

当第３四半期累計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22年12月31日) 

売上高 9,532,682 9,604,132

売上原価 8,431,220 8,249,780

売上総利益 1,101,461 1,354,351

販売費及び一般管理費 1,137,485 1,108,296

営業利益又は営業損失（△） △36,024 246,055

営業外収益   

受取利息 3,524 1,478

不動産賃貸料 10,435 8,092

その他 29,763 19,936

営業外収益合計 43,724 29,507

営業外費用   

支払利息 26,210 25,525

不動産賃貸費用 6,151 8,006

社債発行費 3,917 6,024

その他 2,827 2,410

営業外費用合計 39,106 41,967

経常利益又は経常損失（△） △31,406 233,594

特別利益   

会員権償還益 3,755 －

貸倒引当金戻入額 242 －

特別利益合計 3,997 －

特別損失   

固定資産除却損 47,198 2,552

減損損失 30,905 15,585

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 128,103 103,809

税引前四半期純利益又は税引前四半期純損失（△） △155,513 129,785

法人税、住民税及び事業税 45,069 104,373

法人税等調整額 △33,687 4,226

法人税等合計 11,382 108,599

四半期純利益又は四半期純損失（△） △166,896 21,185
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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３四半期累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年12月31日) 

当第３四半期累計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22年12月31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又は税引前四半期純損失
（△）

△155,513 129,785

減価償却費 189,908 209,314

減損損失 30,905 15,585

賞与引当金の増減額（△は減少） △107,586 △99,969

退職給付引当金の増減額（△は減少） 22,883 12,739

貸倒引当金の増減額（△は減少） △242 －

受取利息 △3,524 △1,478

支払利息 26,210 25,525

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） △71,047 △72,362

たな卸資産の増減額（△は増加） 5,628 △23,784

仕入債務の増減額（△は減少） 34,866 51,781

その他 157,019 153,934

小計 199,227 489,295

利息の受取額 4,439 1,575

利息の支払額 △24,710 △23,182

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 △194,092 △30,173

営業活動によるキャッシュ・フロー △65,136 448,507
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（単位：千円）

前第３四半期累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年12月31日) 

当第３四半期累計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22年12月31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 △697,962 △318,915

定期預金の払戻による収入 775,434 303,854

有形固定資産の取得による支出 △426,679 △118,004

敷金及び保証金の差入による支出 △43,820 △18,312

敷金及び保証金の回収による収入 35,925 4,686

会員権の償還による収入 3,800 －

その他 △11,862 △6,598

投資活動によるキャッシュ・フロー △365,164 △153,289

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 939,000 433,000

短期借入金の返済による支出 △735,200 △383,060

長期借入れによる収入 487,000 267,000

長期借入金の返済による支出 △285,438 △438,424

長期未払金の返済による支出 △23,479 △24,096

リース債務の返済による支出 △15,812 △18,388

社債の発行による収入 200,000 300,000

社債の償還による支出 △90,000 △66,000

自己株式の取得による支出 △75 －

配当金の支払額 △110,600 △110,627

財務活動によるキャッシュ・フロー 365,393 △40,595

現金及び現金同等物に係る換算差額 △138 △222

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △65,046 254,399

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 1,351,725 1,514,475
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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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