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1.  平成23年3月期第3四半期の連結業績（平成22年4月1日～平成22年12月31日） 

 

(2) 連結財政状態 

  

(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 ％

23年3月期第3四半期 21,796 3.5 1,147 △8.3 1,240 0.7 45 △92.2

22年3月期第3四半期 21,058 △6.7 1,251 △43.6 1,230 △49.5 590 △52.4

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 2.81 2.81
22年3月期第3四半期 35.75 35.66

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 25,103 14,860 59.2 914.66
22年3月期 26,125 15,859 60.7 960.31

（参考） 自己資本   23年3月期第3四半期  14,858百万円 22年3月期  15,857百万円

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 ― 25.00 ― 25.00 50.00
23年3月期 ― 25.00 ―

23年3月期 
（予想）

25.00 50.00

3.  平成23年3月期の連結業績予想（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 30,115 3.0 2,658 12.5 2,759 16.8 883 △20.6 53.52



(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  無  
（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 

（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予想等の将来に関する記述は、当社が現在までに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、当社の業績等は、様々な要因により大きく異なる可能性があります。 

4.  その他 （詳細は、【添付資料】Ｐ３．「２．その他の情報」をご覧ください。）

新規 ―社 （社名 ）、 除外 ―社 （社名 ）

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  16,517,100株 22年3月期  16,514,700株

② 期末自己株式数 23年3月期3Q  272,111株 22年3月期  2,111株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 23年3月期3Q  16,318,736株 22年3月期3Q  16,507,287株
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（１）連結経営成績に関する定性的情報 

当第３四半期連結累計期間における我が国経済は、政府の景気対策による耐久消費財の消費の持ち直しや新興国

向けを中心とした輸出の回復等により企業収益の改善が続く一方、欧州の財政不安や長引くデフレ、失業率が高水

準で推移するなど、景気の足踏み状態が続きました。また、当社グループの属する毛髪業界については、こうした

経済状況の中、薄毛に対する医薬品の普及等により、依然として厳しい環境が続いております。 

このような状況のもと当社グループでは、２期連続減収減益からの脱却を目指し、「製造・販売一体となったお

客様満足の追求」、「新業態・新販売チャネルへの積極的な取組み」を実施するとともに、新商品の投入、受注拡

大のための積極的な広告宣伝の展開、展示試着会の開催等の諸施策を実施いたしました。 

この結果、当第３四半期連結累計期間の売上高については、女性向け売上高の増加が牽引し21,796百万円(前年

同四半期比3.5%増)となりました。しかしながら、受注拡大のための広告宣伝活動の強化、展示会の積極的開催等

による販売費増加に伴い、販売費および一般管理費が前年同四半期比増加したことにより、営業利益では1,147百

万円(同8.3%減)と前年同四半期比減益となりましたが、受取利息の増加等による営業外収支の改善により経常利益

は1,240百万円(同0.7%増）と若干の増益となりました。また、当連結会計年度より「資産除去債務に関する会計基

準」の適用により、期首に過年度費用を特別損失に431百万円計上したこと等により、四半期純利益は45百万円(同

92.2%減)となりました。 

セグメント別の売上高は以下のとおりです。 

（男性向け売上高） 

男性向け売上高については、新商品の発売、お客様担当制の強化、販売員のスキル向上による営業力の強化等の

諸施策を実施し受注高の増大を図りましたが、計画通りの受注を確保する事ができなかったことから、オーダーメ

ードかつら、サービス収入が前年同四半期を上回る事ができず、売上高は14,124百万円(前年同四半期比1.2%減)と

なりました。 

（女性向け売上高） 

女性向け売上高については、新商品の発売に伴う広告宣伝活動の強化、展示試着会の積極的開催等により顧客数

が増加した結果、オーダーメードかつら、その他商品、サービス収入ともに前年同四半期を上回ったため、売上高

は7,082百万円(同8.7%増)となりました。 

  

  

（２）連結財政状態に関する定性的情報 

〔財政状態の変動状況〕 

（総資産） 

当第３四半期連結会計期間末における総資産は、前連結会計年度末と比べ1,021百万円減少し、25,103百万円と

なりました。これは、法人税等の納税、配当金の支払、不動産の購入等の支出があったため、現金及び預金が減少

したこと等により流動資産が2,003百万円減少した一方、事務所用不動産の購入による有形固定資産の増加等によ

り固定資産が981万円増加したことによるものです。 

（負債） 

当第３四半期連結会計期間末における負債は、前連結会計年度末と比べ22百万円減少し、10,243百万円となりま

した。これは、未払法人税等の減少等により流動負債が983百万円減少した一方、当連結会計年度より「資産除去

債務に関する会計基準」の適用により、将来の原状回復費用を「資産除去債務」として911百万円を計上したこと

等により、固定負債が960百万円増加したことによるものです。 

（純資産） 

当第３四半期連結会計期間末における純資産は、前連結会計年度末と比べ998百万円減少し、14,860百万円とな

りました。これは、配当金の支払等より利益剰余金が773百万円減少したこと、自己株式206百万円を取得したこと

等によるものです。 

〔キャッシュ・フローの状況〕 

当第３四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、10,480百万円と前連結会

計年度末比3,090百万円減少しております。なお、減少額のうち500百万円は営業外収益増大のための短期資金運用

に伴う有価証券の取得を投資活動によるキャッシュ・フローとしたことによるものです。 

当第３四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況及びそれらの要因は、次のとおりです。 

（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793百万円、減価償却費534百万円、資産除去債務に関する会計基準適用による影響額

431百万円、退職給付引当金の増加167百万円、前受金の増加313百万円等があった一方、売上債権の増加750百万

円、賞与引当金の減少379百万円、法人税等の支払1,388百万円等により181百万円の資金支出(前年同四半期は

1,907百万円の資金収入)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



（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

営業外収益増大のための短期資金運用に伴う有価証券取得による支出1,000百万円(うち500百万円は償還済）、

有形固定資産の取得による支出1,036百万円等により1,633百万円の資金支出(前年同四半期は2,461百万円の資金支

出)となりました。 

（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

社債の償還による支出204百万円、自己株式の取得による支出206百万円、配当金の支払814百万円等により1,255

百万の資金支出(前年同四半期は1,549百万円の資金支出)となりました。 

  

  

（３）連結業績予想に関する定性的情報 

平成23年３月期の業績予想につきましては、平成22年５月13日に発表いたしました業績予想から変更ありませ

ん。 

  

  

（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 

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 

第１四半期連結会計期間より、「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３四半期連結累計期間の営業利益及び経常利益はそれぞれ23,510千円減少しており、税金等

調整前四半期純利益は455,497千円減少し、四半期純利益は636,683千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876,999千円であります。 

  

  

（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



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３四半期連結会計期間末
(平成22年12月31日) 

前連結会計年度末に係る 
要約連結貸借対照表 
(平成22年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 8,464,180 11,555,775

受取手形及び売掛金 － 1,232,009

売掛金 1,981,505 －

有価証券 2,516,023 2,014,974

商品及び製品 698,109 745,323

仕掛品 47,735 44,146

原材料及び貯蔵品 363,987 326,072

その他 754,470 910,684

貸倒引当金 △1,589 △1,132

流動資産合計 14,824,422 16,827,853

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 3,444,037 2,823,912

その他（純額） 2,414,948 1,879,474

有形固定資産合計 5,858,986 4,703,387

無形固定資産   

のれん 11,127 44,494

その他 528,470 610,616

無形固定資産合計 539,598 655,111

投資その他の資産   

その他 3,945,515 4,008,105

貸倒引当金 △65,080 △69,206

投資その他の資産合計 3,880,434 3,938,899

固定資産合計 10,279,019 9,297,397

資産合計 25,103,442 26,125,250



（単位：千円）

当第３四半期連結会計期間末
(平成22年12月31日) 

前連結会計年度末に係る 
要約連結貸借対照表 
(平成22年３月31日) 

負債の部   

流動負債   

買掛金 153,967 250,350

短期借入金 － 9,900

1年内償還予定の社債 － 204,000

未払法人税等 322,310 1,220,861

前受金 3,915,015 3,601,107

賞与引当金 331,958 711,068

役員賞与引当金 75,000 100,000

商品保証引当金 34,315 14,557

ポイント引当金 32,352 －

その他 2,047,212 1,783,839

流動負債合計 6,912,133 7,895,684

固定負債   

退職給付引当金 1,424,999 1,258,285

役員退職慰労引当金 905,338 998,006

資産除去債務 911,173 －

その他 89,506 114,111

固定負債合計 3,331,017 2,370,403

負債合計 10,243,150 10,266,088

純資産の部   

株主資本   

資本金 2,999,565 2,999,205

資本剰余金 2,887,065 2,886,705

利益剰余金 9,245,733 10,018,769

自己株式 △206,622 △612

株主資本合計 14,925,741 15,904,066

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △1,884 △878

為替換算調整勘定 △65,163 △46,013

評価・換算差額等合計 △67,048 △46,892

少数株主持分 1,599 1,987

純資産合計 14,860,292 15,859,162

負債純資産合計 25,103,442 26,125,250



（２）四半期連結損益計算書 
（第３四半期連結累計期間） 

（単位：千円）

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

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

売上高 21,058,595 21,796,922

売上原価 6,165,826 6,239,080

売上総利益 14,892,768 15,557,841

販売費及び一般管理費 13,641,709 14,410,537

営業利益 1,251,059 1,147,304

営業外収益   

受取利息 9,506 46,957

受取配当金 4,912 947

為替差益 35,201 －

その他 56,175 115,371

営業外収益合計 105,794 163,277

営業外費用   

支払利息 8,455 1,068

コミットメントライン手数料 29,817 －

支払保証料 － 23,873

投資有価証券評価損 79,788 12,926

その他 7,812 32,630

営業外費用合計 125,874 70,498

経常利益 1,230,980 1,240,083

特別利益   

固定資産売却益 922 387

投資有価証券売却益 93,949 －

貸倒引当金戻入額 21,740 2,403

特別利益合計 116,612 2,790

特別損失   

固定資産除却損 10,021 14,293

減損損失 43,192 －

会員権評価損 － 3,500

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 431,987

特別損失合計 53,213 449,780

税金等調整前四半期純利益 1,294,378 793,093

法人税、住民税及び事業税 492,099 492,048

法人税等調整額 212,495 254,032

法人税等合計 704,595 746,081

少数株主損益調整前四半期純利益 － 47,012

少数株主利益又は少数株主損失（△） △403 1,107

四半期純利益 590,186 45,904



（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

（単位：千円）

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

当第３四半期連結累計期間 
(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   

税金等調整前四半期純利益 1,294,378 793,093

減価償却費 602,842 534,948

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 431,987

減損損失 43,192 －

のれん償却額 39,474 33,367

貸倒引当金の増減額（△は減少） △21,061 △3,668

賞与引当金の増減額（△は減少） △426,597 △379,085

役員賞与引当金の増減額（△は減少） △25,000 △25,000

商品保証引当金の増減額(△は減少) △1,697 19,758

ポイント引当金の増減額（△は減少） － 32,352

退職給付引当金の増減額（△は減少） 154,656 167,040

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 32,811 △92,668

受取利息及び受取配当金 △14,418 △47,905

支払利息 8,455 1,068

固定資産除却損 10,021 14,293

固定資産売却損益（△は益） △922 △387

匿名組合投資損益（△は益） △14,749 △31,250

投資有価証券売却損益（△は益） △93,949 －

投資有価証券評価損益（△は益） 79,788 12,926

売上債権の増減額（△は増加） △413,550 △750,067

たな卸資産の増減額（△は増加） △18,613 2,517

仕入債務の増減額（△は減少） △32,333 △95,745

前受金の増減額（△は減少） 812,428 313,908

会員権評価損 － 3,500

その他 23,252 229,060

小計 2,038,410 1,164,043

利息及び配当金の受取額 11,821 45,240

利息の支払額 △12,389 △1,656

法人税等の支払額 △129,967 △1,388,652

営業活動によるキャッシュ・フロー 1,907,873 △181,024



（単位：千円）

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

当第３四半期連結累計期間 
(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   

有価証券の取得による支出 △2,000,000 △1,000,000

有価証券の償還による収入 － 500,000

有形固定資産の取得による支出 △445,455 △1,036,224

有形固定資産の売却による収入 1,332 1,385

無形固定資産の取得による支出 △113,642 △75,527

投資有価証券の売却による収入 194,029 －

長期貸付けによる支出 △1,884 －

長期貸付金の回収による収入 4,031 3,312

敷金及び保証金の差入による支出 △156,931 △68,402

敷金及び保証金の回収による収入 60,930 31,663

その他 △4,364 10,053

投資活動によるキャッシュ・フロー △2,461,953 △1,633,740

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 － 9,800

短期借入金の返済による支出 △300,229 △19,600

社債の償還による支出 △422,000 △204,000

リース債務の返済による支出 △15,337 △21,974

株式の発行による収入 4,320 720

少数株主からの払込みによる収入 3,000 －

自己株式の取得による支出 △49 △206,392

配当金の支払額 △819,400 △814,067

財務活動によるキャッシュ・フロー △1,549,697 △1,255,514

現金及び現金同等物に係る換算差額 472 △20,267

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △2,103,304 △3,090,546

現金及び現金同等物の期首残高 12,882,936 13,570,750

現金及び現金同等物の四半期末残高 10,779,631 10,480,204



該当事項はありません。  

  

  

該当事項はありません。  

  

  

（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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