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1.  平成24年3月期第1四半期の連結業績（平成23年4月1日～平成23年6月30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 ％

24年3月期第1四半期 6,603 △2.0 122 ― 154 132.5 60 ―

23年3月期第1四半期 6,739 2.6 5 △94.9 66 △30.6 △504 ―

（注）包括利益 24年3月期第1四半期 81百万円 （―％） 23年3月期第1四半期 △483百万円 （―％）

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

24年3月期第1四半期 3.75 3.74
23年3月期第1四半期 △30.64 ―

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

24年3月期第1四半期 25,683 15,219 59.2 936.58
23年3月期 26,324 15,543 59.0 956.68

（参考） 自己資本   24年3月期第1四半期  15,215百万円 23年3月期  15,541百万円

2.  配当の状況 

（注）直近に公表されている配当予想からの修正の有無  ：  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

23年3月期 ― 25.00 ― 25.00 50.00

24年3月期 ―

24年3月期（予想） 25.00 ― 25.00 50.00

3.  平成24年3月期の連結業績予想（平成23年4月1日～平成24年3月31日） 
（％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）

（注）直近に公表されている業績予想からの修正の有無  ：  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

第2四半期(累計) 14,515 3.8 266 △15.5 296 △28.2 131 ― 8.09
通期 31,231 2.9 1,992 △23.3 2,057 △22.3 994 33.3 61.23



(1) 当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動（連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動）  ：  無  

(2) 四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用  ：  無  

(3) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 

(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の開示時点において、金融商品取引法に基づく四半期連結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 
（将来に関する記述等についてのご注意） 
本資料に掲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。 

4.  その他

新規 ―社 （社名） 、 除外 ―社 （社名）

① 会計基準等の改正に伴う会計方針の変更   ：  無

② ①以外の会計方針の変更   ：  無

③ 会計上の見積りの変更   ：  無

④ 修正再表示   ：  無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 24年3月期1Q 16,518,300 株 23年3月期 16,517,700 株

② 期末自己株式数 24年3月期1Q 272,111 株 23年3月期 272,111 株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 24年3月期1Q 16,245,780 株 23年3月期1Q 16,468,414 株
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（１）連結経営成績に関する定性的情報 

  当第１四半期連結累計期間における我が国経済は、平成23年３月11日に発生した東日本大震災の影響による生産

活動や経済活動の停滞に加え、原子力発電所事故の長期化に伴う電力供給不足等により、先行きが不透明な状況で

推移しました。 

 このような状況のもと当社グループでは、更なる成長を目指し、「お客様満足の追求」「お客様の増加」「新規

事業への積極的取組み」を方針とし、営業体制の刷新、新商品の積極的販売、お客様担当制の徹底による定着推進

等の諸施策を実施いたしました。 

この結果、4月以降の受注高は前年同四半期比増加傾向にあるものの、震災後の自粛ムードによって減少した３月

の受注高の影響を克服できず、当第１四半期連結累計期間の売上高は6,603百万円(前年同四半期比2.0%減)となりま

した。 

利益については、広告宣伝費等販売費の効果的投入等、効率的に経費を使用した結果、販売費及び一般管理費が

前年同四半期比344百万円下回ったことにより、営業利益は122百万円(前年同四半期は５百万円)、経常利益は154百

万円(前年同四半期は66百万円）、四半期純利益は60百万円(前年同四半期は△504百万円)と前年同四半期比増益と

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、3月に発売した新商品の積極的販売、足が遠のいたお客様の呼び戻し推進、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、受注高では前年同四半期に比べ増加しましたが、３月の受注

高減少の影響をカバーしきれず、オーダーメードかつら、サービス収入の売上高が前年同四半期を下回ったため、

4,115百万円(前年同四半期比3.0%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、3月に発売した新商品の積極的販売、販売員のスキル向上、お客様の定着推進等の諸

施策を実施し、受注高では前年同四半期に比べ増加しましたが、３月の受注高減少の影響をカバーしきれず、オー

ダーメードかつらの売上高が前年同四半期を下回ったため、2,244百万円(同4.9%減)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１四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641百万円減少し、25,683百万円となり

ました。これは、法人税等の納税や配当金の支払い等を主因に現金及び預金が減少したこと等により流動資産が643

百万円減少したこと等によるものです。 

（負債） 

 当第１四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317百万円減少し、10,464百万円となりま

した。これは、退職給付引当金が増加したこと等により固定負債が108百万円増加した一方、法人税等の納税により

未払法人税等が減少したこと等により流動負債が425百万円減少したことによるものです。 

（純資産） 

 当第１四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324百万円減少し、15,219百万円となり

ました。これは、配当金の支払い等により利益剰余金が345百万円減少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１四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、10,474百万円と前連結会

計年度末比1,111百万円減少しております。 

当第１四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161百万円、減価償却費176百万円、賞与引当金の増加291百万円、前受金の増加480百

万円があった一方、売上債権の増加164百万円、たな卸資産の増加123百万円、法人税等の支払1,129百万円等によ

り、539百万円の資金支出(前年同四半期は1,141百万円の資金支出)となりました。 

（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

 有形固定資産の取得による支出198百万円、無形固定資産の取得による支出25百万円等により、206百万円の資金

支出(前年同四半期は144百万円の資金支出)となりました。 

（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

 配当金の支払360百万円、リース債務返済による支出8百万円等により、368百万円の資金支出(前年同四半期は780

百万円の資金支出)となりました。 

  

１．当四半期決算に関する定性的情報



（３）連結業績予想に関する定性的情報 

 平成24年３月期の業績予想につきましては、平成23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）当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動 

該当事項はありません。  

  

  

（２）四半期連結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。  

  

  

（３）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 

該当事項はありません。  

  

  

該当事項はありません。  

  

  

２．サマリー情報（その他）に関する事項

３．継続企業の前提に関する重要事象等の概要



４．四半期連結財務諸表 
（１）四半期連結貸借対照表 

（単位：千円）

前連結会計年度 
(平成23年３月31日) 

当第１四半期連結会計期間 
(平成23年６月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 9,569,495 8,457,805

売掛金 2,109,576 2,273,656

有価証券 2,016,345 2,016,642

商品及び製品 728,525 800,200

仕掛品 60,104 44,411

原材料及び貯蔵品 393,301 463,642

その他 1,018,777 1,196,194

貸倒引当金 △2,049 △2,412

流動資産合計 15,894,076 15,250,140

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 3,568,141 3,542,755

その他（純額） 2,430,758 2,441,353

有形固定資産合計 5,998,900 5,984,109

無形固定資産   

その他 525,478 518,056

無形固定資産合計 525,478 518,056

投資その他の資産   

その他 3,970,898 3,995,342

貸倒引当金 △64,550 △63,984

投資その他の資産合計 3,906,347 3,931,357

固定資産合計 10,430,726 10,433,523

資産合計 26,324,803 25,683,664



（単位：千円）

前連結会計年度 
(平成23年３月31日) 

当第１四半期連結会計期間 
(平成23年６月30日) 

負債の部   

流動負債   

買掛金 155,609 191,213

未払法人税等 1,212,987 165,728

前受金 3,181,339 3,662,290

賞与引当金 666,044 957,829

役員賞与引当金 100,000 25,000

商品保証引当金 37,026 41,562

ポイント引当金 37,355 55,463

その他 1,954,578 1,820,404

流動負債合計 7,344,939 6,919,491

固定負債   

退職給付引当金 1,493,021 1,569,521

役員退職慰労引当金 915,943 926,548

資産除去債務 915,611 923,415

その他 111,837 125,268

固定負債合計 3,436,413 3,544,754

負債合計 10,781,352 10,464,246

純資産の部   

株主資本   

資本金 2,999,655 2,999,745

資本剰余金 2,887,155 2,887,245

利益剰余金 9,946,264 9,601,030

自己株式 △206,622 △206,622

株主資本合計 15,626,452 15,281,398

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 △1,884 △1,760

為替換算調整勘定 △82,757 △63,781

その他の包括利益累計額合計 △84,642 △65,542

少数株主持分 1,639 3,561

純資産合計 15,543,450 15,219,417

負債純資産合計 26,324,803 25,683,664



（２）四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書 
（四半期連結損益計算書） 
（第１四半期連結累計期間） 

（単位：千円）

前第１四半期連結累計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22年６月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成23年６月30日) 

売上高 6,739,931 6,603,746

売上原価 1,969,968 2,061,219

売上総利益 4,769,962 4,542,527

販売費及び一般管理費 4,764,497 4,420,177

営業利益 5,465 122,349

営業外収益   

受取利息 9,105 28,244

投資有価証券評価益 24,585 14,081

その他 41,641 12,074

営業外収益合計 75,332 54,400

営業外費用   

支払利息 505 －

為替差損 4,758 2,163

支払保証料 4,307 16,615

その他 4,861 3,662

営業外費用合計 14,432 22,441

経常利益 66,365 154,308

特別利益   

固定資産売却益 297 8,369

貸倒引当金戻入額 667 －

特別利益合計 964 8,369

特別損失   

固定資産除却損 719 1,230

会員権評価損 3,050 －

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 435,756 1,230

税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期
純損失（△）

△368,427 161,447

法人税、住民税及び事業税 52,191 140,121

法人税等調整額 84,908 △40,454

法人税等合計 137,100 99,667

少数株主損益調整前四半期純利益又は少数株主損益
調整前四半期純損失（△）

△505,527 61,780

少数株主利益又は少数株主損失（△） △998 874

四半期純利益又は四半期純損失（△） △504,528 60,905



（四半期連結包括利益計算書） 
（第１四半期連結累計期間） 

（単位：千円）

前第１四半期連結累計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22年６月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成23年６月30日) 

少数株主損益調整前四半期純利益又は少数株主損益
調整前四半期純損失（△）

△505,527 61,780

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △397 124

為替換算調整勘定 22,580 20,022

その他の包括利益合計 22,182 20,147

四半期包括利益 △483,344 81,927

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 △484,141 80,005

少数株主に係る四半期包括利益 796 1,921



（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

（単位：千円）

前第１四半期連結累計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22年６月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成23年６月30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又は税金等調整前四半
期純損失（△）

△368,427 161,447

減価償却費 174,084 176,896

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 431,987 －

のれん償却額 11,122 －

貸倒引当金の増減額（△は減少） △295 △202

賞与引当金の増減額（△は減少） 252,136 291,755

役員賞与引当金の増減額（△は減少） △75,000 △75,000

商品保証引当金の増減額（△は減少） 12,210 4,536

ポイント引当金の増減額（△は減少） 13,595 18,108

退職給付引当金の増減額（△は減少） 68,177 76,492

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △113,878 10,605

受取利息 △9,105 △28,244

支払利息 505 －

固定資産除却損 719 1,230

固定資産売却損益（△は益） △297 △8,369

匿名組合投資損益（△は益） △7,891 －

投資有価証券評価損益（△は益） △24,585 △14,081

会員権評価損 3,050 －

売上債権の増減額（△は増加） △85,528 △164,434

たな卸資産の増減額（△は増加） 54,891 △123,776

仕入債務の増減額（△は減少） △139,914 35,456

前受金の増減額（△は減少） △80,127 480,951

その他 △100,661 △261,383

小計 16,768 581,988

利息の受取額 3,359 7,963

利息の支払額 △1,093 －

法人税等の支払額 △1,160,693 △1,129,112

営業活動によるキャッシュ・フロー △1,141,659 △539,159

投資活動によるキャッシュ・フロー   

有形固定資産の取得による支出 △116,529 △198,865

有形固定資産の売却による収入 1,817 9,915

無形固定資産の取得による支出 △30,104 △25,675

長期貸付金の回収による収入 901 738

敷金及び保証金の差入による支出 △19,378 △22,398

敷金及び保証金の回収による収入 19,219 28,011

その他 △267 1,834

投資活動によるキャッシュ・フロー △144,342 △206,438



（単位：千円）

前第１四半期連結累計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22年６月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成23年６月30日) 

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 △204,000 －

リース債務の返済による支出 △7,324 △8,193

株式の発行による収入 270 180

自己株式の取得による支出 △206,392 －

配当金の支払額 △363,223 △360,714

財務活動によるキャッシュ・フロー △780,671 △368,728

現金及び現金同等物に係る換算差額 △2,785 2,934

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △2,069,457 △1,111,392

現金及び現金同等物の期首残高 13,570,750 11,585,840

現金及び現金同等物の四半期末残高 11,501,292 10,474,448



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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