
  

１．平成23年12月期第２四半期の連結業績（平成23年１月１日～平成23年６月30日） 

  

  

（２）連結財政状態 

  

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 

   23年12月（予想）期末配当金の内訳 普通配当 円 銭 記念配当 円 銭  
  

３．平成23年12月期の連結業績予想（平成23年１月１日～平成23年12月31日） 

（注）当四半期における業績予想の修正有無 ： 無 
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  （百万円未満切捨て）

（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12月期第２四半期       2,990  2.0      176  △4.7       172  △3.4       40  △37.7

22年12月期第２四半期  2,931  △14.3  184  10.1  178  14.0  65  －

  
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12月期第２四半期 762.63       753.31

22年12月期第２四半期 1,205.69 1,191.20

  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12月期第２四半期       7,398       1,983  26.8 37,147.14

22年12月期  7,231  2,018  27.9 37,482.35

（参考）自己資本 23年12月期第２四半期 1,983百万円 22年12月期 2,018百万円

  
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12月期 ― 0.00 ―  1,000.00 1,000.00

23年12月期 ― 0.00       

23年12月期（予想）     ―     1,100.00 1,100.00

1,000 00 100 00

  （％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  6,250  2.5  500  15.2  480  9.8  190  11.5 3,552.41



４．その他（詳細は、［添付資料］P.４「その他の情報」をご覧ください。） 

（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 ： 有 

（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 

①  会計基準等の改正に伴う変更 ： 有 

②  ①以外の変更               ： 無 

（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。なお、上記予想に

関する事項は、［添付資料］P.３「連結業績予想に関する定性的情報」をご覧ください。 

  

（参考）個別業績予想  

平成23年12月期の個別業績予想（平成23年１月１日～平成23年12月31日） 

  （注）個別業績予想数値の当四半期における修正の有無 ： 無 

  

①  期末発行済株式数（自己株式を含む） 23年12月期２Ｑ 56,440株 22年12月期 56,440株

②  期末自己株式数 23年12月期２Ｑ 3,032株 22年12月期 2,594株

③  期中平均株式数（四半期累計） 23年12月期２Ｑ 53,562株 22年12月期２Ｑ 54,348株

（％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  2,500  3.0 280 5.3 240 1.6 90  3.0 1,682.72



  

  

※ 当社は、以下のとおりアナリスト向け説明会を開催する予定です。この説明会で配布した資料等については、当社

ホームページで掲載する予定です。 

・平成23年８月８日（月）・・・・・・アナリスト向け決算説明会  
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（１）連結経営成績に関する定性的情報 

当第２四半期連結累計期間（平成23年１月１日～平成23年６月30日）のわが国経済は、平成23年３月11日に発生し

た東日本大震災による甚大な被害と混乱の影響から、個人消費や企業の生産活動・輸出の減少、電力供給の制約や原子

力発電所事故の長期化など、先行き不透明な状況が継続し、景気は大変厳しい状況で推移しました。 

美容業界におきましても、消費者の生活防衛意識が強く影響し、顧客の節約志向がより一層顕著となり、入客数の

減少、客単価の低下など、景気に連動した傾向が見受けられました。 

このような状況の中、当社グループにおきましては、東日本大震災により３月に一時的に大きな影響を受けました

が、震災発生後直ちに、全社一丸となって変動費及び固定費の経費削減に取り組むとともに、当第２四半期連結累計期

間におきましても、「理美容事業への注力」という中期経営方針に基づき、本業である理美容事業の基盤強化となる各

種施策を展開し、リーズナブルな価格で顧客満足度の高いサービスの提供に取り組んでまいりました。 

その結果、当第２四半期連結累計期間末（平成23年６月30日）においては、東日本大震災の影響は限定的となって

おります。 

当社グループの当第２四半期連結累計期間におけるグループチェーン全店売上高合計は、7,891百万円（前年同四半

期比98.4％）となりました。 

また、当第２四半期連結累計期間における当社グループの店舗数（注１）は、238店舗（株式会社アッシュ「以下、

Ａｓｈ」103店舗、株式会社ニューヨーク・ニューヨーク「以下、ＮＹＮＹ」28店舗、株式会社スタイルデザイナー

「以下、ＳＤ」105店舗、株式会社ＡＭＧ２店舗）となり、グループにおけるＦＣ店舗数（注２）は、212店舗（Ａｓｈ

100店舗、ＮＹＮＹ10店舗、ＳＤ102店舗）となりました。 

以上の結果、当第２四半期連結累計期間における連結売上高は2,990百万円（前年同四半期比102.0％）、営業利益

は176百万円（同95.3％）、経常利益は172百万円（同96.6％）となりました。 

また、資産除去債務に関する会計基準の適用や減損損失及び災害による損失等の特別損失の計上により四半期純利

益は40百万円（同62.3％）となりました。 

  

  （注１）グループ店舗数238店舗には、トレーニングサロンが含まれておりません。 

 （注２）グループＦＣ店舗数212店舗には、トレーニングサロンが含まれておりません。 

  

（２）連結財政状態に関する定性的情報 

①財政状態の分析（資産、負債及び純資産の状況） 

（資産） 

  流動資産は、前連結会計年度末に比べて、248百万円増加して2,965百万円となりました。  

 これは主として、現金及び預金の増加464百万円、売掛金の減少72百万円によるものであります。 

 固定資産は、前連結会計年度末に比べて、81百万円減少して4,433百万円となりました。 

 これは主として、建物の減少52百万円、敷金及び保証金の減少28百万円によるものであります。 

 この結果、総資産は前連結会計年度末に比べて、167百万円増加して、7,398百万円となりました。 

（負債）  

 流動負債は、前連結会計年度末に比べて、284百万円減少して2,134百万円となりました。 

 これは主として、未払金の減少332百万円によるものであります。 

 固定負債は、前連結会計年度末に比べて、486百万円増加して3,280百万円となりました。 

 これは主として、長期借入金の増加565百万円によるものであります。 

 この結果、負債合計は前連結会計年度末に比べて、201百万円増加して5,414百万円となりました。  

（純資産）  

 純資産は、前連結会計年度末に比べて、34百万円減少して1,983百万円となりました。 

 これは主として、配当金53百万円を計上したことによる利益剰余金の減少16百万円、自己株式の取得に伴う減少17百

万円によるものであります。  

 この結果、自己資本比率は前連結会計年度末の27.9％から26.8％となりました。 

  

②キャッシュ・フローの状況 

 当第２四半期連結累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、前連結会計年度末に比べ488

百万円増加し、1,808百万円となりました。  

  

 （営業活動によるキャッシュ・フロー） 

 営業活動の結果得られた資金は250百万円（前年同四半期は69百万円の収入）となりました。 

 これは主に、税金等調整前四半期純利益108百万円、立替金の減少額103百万円があったことによるものです。 

１．当四半期の連結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） 

 投資活動の結果支出した資金は240百万円（前年同四半期は280百万円の支出）となりました。 

 これは主に、有形固定資産の取得による支出230百万円があったことによるものです。 

  

 （財務活動によるキャッシュ・フロー） 

 財務活動の結果得られた資金は478百万円（前年同四半期は120百万円の支出）となりました。 

 これは主に、長期借入れによる収入1,015百万円で得られた資金に対し、長期借入金の返済による支出402百万円、配

当金の支払額53百万円、社債の償還による支出40百万円、割賦債務の返済による支出22百万円、自己株式の取得による

支出17百万円があったことによるものです。 

  

（３）連結業績予想に関する定性的情報  

 当社グループ店舗は、全店舗通常営業しておりますが、原発事故による電力供給懸念は引き続き解消されず、第３四

半期連結累計期間以降、経営成績に重要な影響を与える要因が発生する可能性があります。 

 しかしながら、東日本大震災の影響は限定的となっており、平成23年２月10日に公表いたしました平成23年12月期通

期（連結・個別）の業績予想は変更しておりません。 

 なお、当社グループとして電力使用量15％削減目標を掲げ、具体策として以下のとおり実施し、電力使用量の削減に

積極的に取り組んでおります。  

  ①本社 

   1）空調の設定温度を28℃とし、運転時間は必要 小限とする。 

   2）照明の間引き、白熱球からＬＥＤ電球への切替の実施 

   3）パソコンの省電力設定の実施、及び離席時のパソコンのスリープ状態、モニター電源ＯＦＦの実施 

   4）例年より実施期間を延長したクールビズ対応の実施 

  

  ②店舗 

   1）空調機のオーバーホール及びこまめなフィルター清掃の実施 

   2）バックヤード等の空調、照明等の使用抑制の実施 

   3）消費電力の小さいＬＥＤ電球への切替の実施    
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（１）重要な子会社の異動の概要 

当第２四半期連結累計期間において、重要な関係会社の異動はありません。  

  

（２）簡便な会計処理及び特有の会計処理の概要 

 ①簡便な会計処理  

 （固定資産の減価償却費の算定方法） 

 減価償却の方法として定率法を採用している固定資産の減価償却費については、連結会計年度に係る減価償却費の額

を期間按分して算定しております。  

  （退職給付引当金の算定方法） 

 従業員の退職給付に備えるため、当連結会計年度末における退職給付債務の見込額に基づき、年間予定額を期間按分

して算定しております。 

  

 ②特有の会計処理 

 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 

 ①会計基準等の改正による変更  

 （資産除去債務に関する会計基準の適用） 

 第１四半期連結累計期間より、「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、営業利益及び経常利益が1,403千円、税金等調整前四半期純利益が14,555千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19,441千円であります。 

  

 ②表示方法の変更 

 （四半期連結損益計算書関係）  

 「連結財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第22号 平成20年12月26日）に基づく「財務諸表等の用語、様式

及び作成方法に関する規則等の一部を改正する内閣府令（平成21年３月24日 内閣府令第５号）の適用により、第２四

半期連結累計期間では、「少数株主損益調整前四半期純利益」の科目で表示しております。 

  

２．その他の情報

㈱アルテサロンホールディングス　（2406）　平成23年12月期　第２四半期決算短信

－　4　－



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２四半期連結会計期間末
(平成23年６月30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12月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 1,937,976 1,473,666

売掛金 247,081 319,146

商品 34,553 36,321

貯蔵品 21,394 18,923

その他 724,396 868,569

貸倒引当金 △256 －

流動資産合計 2,965,145 2,716,627

固定資産   

有形固定資産   

建物 4,747,340 4,741,859

減価償却累計額及び減損損失累計額 △2,942,194 △2,884,101

建物（純額） 1,805,145 1,857,757

車両運搬具 11,802 11,802

減価償却累計額 △8,215 △6,114

車両運搬具（純額） 3,587 5,688

工具、器具及び備品 640,812 615,606

減価償却累計額及び減損損失累計額 △466,925 △437,378

工具、器具及び備品（純額） 173,887 178,227

土地 134,200 134,200

リース資産 3,486 3,486

減価償却累計額 △290 △41

リース資産（純額） 3,195 3,444

建設仮勘定 － 1,451

有形固定資産合計 2,120,016 2,180,770

無形固定資産   

のれん 382,173 383,725

その他 114,851 84,066

無形固定資産合計 497,024 467,791

投資その他の資産   

敷金及び保証金 1,553,932 1,582,012

その他 293,272 299,802

貸倒引当金 △30,665 △15,338

投資その他の資産合計 1,816,539 1,866,475

固定資産合計 4,433,580 4,515,037

資産合計 7,398,725 7,231,665
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（単位：千円）

当第２四半期連結会計期間末
(平成23年６月30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12月31日) 

負債の部   

流動負債   

買掛金 59,187 68,437

1年内返済予定の長期借入金 731,384 684,408

1年内償還予定の社債 80,000 80,000

未払金 1,083,794 1,416,326

未払法人税等 59,189 92,161

その他 121,174 78,351

流動負債合計 2,134,729 2,419,685

固定負債   

社債 120,000 160,000

長期借入金 2,806,756 2,241,182

退職給付引当金 24,538 22,669

その他 328,746 369,853

固定負債合計 3,280,041 2,793,705

負債合計 5,414,770 5,213,390

純資産の部   

株主資本   

資本金 324,360 324,360

資本剰余金 860,292 860,292

利益剰余金 896,289 913,186

自己株式 △96,930 △79,521

株主資本合計 1,984,010 2,018,317

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △56 △42

評価・換算差額等合計 △56 △42

純資産合計 1,983,954 2,018,274

負債純資産合計 7,398,725 7,231,665

㈱アルテサロンホールディングス　（2406）　平成23年12月期　第２四半期決算短信

－　6　－



（２）四半期連結損益計算書 
（第２四半期連結累計期間） 

（単位：千円）

前第２四半期連結累計期間 
(自 平成22年１月１日 
 至 平成22年６月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成23年１月１日 
 至 平成23年６月30日) 

売上高 2,931,998 2,990,735

売上原価 2,010,485 2,069,395

売上総利益 921,512 921,339

販売費及び一般管理費 736,739 745,187

営業利益 184,773 176,151

営業外収益   

受取利息 2,397 1,166

受取手数料 4,117 5,870

期限到来チケット精算収入 12,293 13,593

その他 5,852 4,925

営業外収益合計 24,662 25,555

営業外費用   

支払利息 23,512 21,679

その他 7,580 7,670

営業外費用合計 31,092 29,350

経常利益 178,342 172,357

特別利益   

貸倒引当金戻入額 2,309 1,377

債権譲渡益 1,038 －

固定資産売却益 1,811 1,919

ＦＣ契約解約益 － 31,465

特別利益合計 5,158 34,762

特別損失   

前期損益修正損 594 90

固定資産売却損 104 －

固定資産除却損 25,105 3,314

減損損失 590 24,008

災害による損失 － 26,423

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 13,152

その他 16,338 31,799

特別損失合計 42,733 98,788

税金等調整前四半期純利益 140,768 108,331

法人税、住民税及び事業税 66,940 61,329

法人税等調整額 8,300 6,153

法人税等合計 75,240 67,482

少数株主損益調整前四半期純利益 － 40,848

四半期純利益 65,527 40,848
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（第２四半期連結会計期間） 

（単位：千円）

前第２四半期連結会計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22年６月30日) 

当第２四半期連結会計期間 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成23年６月30日) 

売上高 1,514,768 1,572,148

売上原価 1,025,586 1,071,344

売上総利益 489,182 500,803

販売費及び一般管理費 379,812 374,514

営業利益 109,369 126,289

営業外収益   

受取利息 1,076 386

受取手数料 1,871 3,316

期限到来チケット精算収入 5,331 6,037

その他 4,337 3,263

営業外収益合計 12,617 13,002

営業外費用   

支払利息 11,583 11,537

その他 5,240 328

営業外費用合計 16,823 11,866

経常利益 105,162 127,426

特別利益   

貸倒引当金戻入額 2,154 141

債権譲渡益 38 －

固定資産売却益 499 1,819

ＦＣ契約解約益 － 2,343

特別利益合計 2,692 4,305

特別損失   

前期損益修正損 － 90

固定資産売却損 104 －

固定資産除却損 13,561 2,177

減損損失 590 10,089

災害による損失 － 7,837

その他 6,265 10,508

特別損失合計 20,521 30,702

税金等調整前四半期純利益 87,332 101,028

法人税、住民税及び事業税 41,772 26,897

法人税等調整額 △8,203 23,796

法人税等合計 33,568 50,693

少数株主損益調整前四半期純利益 － 50,335

四半期純利益 53,763 50,335
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（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

（単位：千円）

前第２四半期連結累計期間 
(自 平成22年１月１日 
 至 平成22年６月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成23年１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 140,768 108,331

減価償却費 254,999 268,919

減損損失 590 24,008

のれん償却額 34,432 35,352

その他の償却額 7,856 5,138

前期損益修正損益（△は益） 594 －

貸倒引当金の増減額（△は減少） △1,108 15,583

退職給付引当金の増減額（△は減少） 2,929 1,868

受取利息及び受取配当金 △2,433 △1,204

支払利息 23,512 21,679

為替差損益（△は益） 2,580 △522

有形固定資産売却損益（△は益） △1,706 △1,919

有形固定資産除却損 25,105 3,314

店舗閉鎖損失 1,222 －

原状回復費 1,054 12,457

債権譲渡益 △1,038 －

ＦＣ契約解約損益（△は益） － △31,177

災害損失 － 26,423

投資有価証券評価損益（△は益） 3,600 4,440

売上債権の増減額（△は増加） 110,157 72,065

たな卸資産の増減額（△は増加） △8,621 △703

立替金の増減額（△は増加） △42,838 103,853

その他の資産の増減額（△は増加） 15,317 27,390

仕入債務の増減額（△は減少） △119,921 △9,250

未払金の増減額（△は減少） △245,061 △328,574

未払消費税等の増減額（△は減少） △16,391 14,899

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 13,152

その他の負債の増減額（△は減少） 30,926 7,664

その他 － 60

小計 216,527 393,250

利息及び配当金の受取額 3,163 1,077

利息の支払額 △24,989 △23,560

法人税等の支払額 △124,964 △94,301

災害損失の支払額 － △26,249

営業活動によるキャッシュ・フロー 69,736 250,216
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（単位：千円）

前第２四半期連結累計期間 
(自 平成22年１月１日 
 至 平成22年６月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成23年１月１日 
 至 平成23年６月30日) 

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 △278,284 △230,637

有形固定資産の売却による収入 49,036 10,167

無形固定資産の取得による支出 △9,560 △39,198

投資有価証券の取得による支出 △67 △70

投資有価証券の売却による収入 － 2,400

定期預金の預入による支出 △12,005 △12,005

定期預金の払戻による収入 － 36,000

子会社株式の取得による支出 － △3,900

のれんの取得による支出 － △13,800

貸付けによる支出 △13,436 △7,110

貸付金の回収による収入 43,158 34,934

保険積立金の積立による支出 △4,029 △4,029

保険積立金の解約による収入 － 7

敷金及び保証金の差入による支出 △71,448 △36,566

敷金及び保証金の回収による収入 77,276 58,347

預り保証金の返還による支出 △63,184 △44,845

預り保証金の受入による収入 2,492 10,098

投資活動によるキャッシュ・フロー △280,053 △240,206

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 50,000 －

長期借入れによる収入 610,000 1,015,000

長期借入金の返済による支出 △603,604 △402,450

社債の償還による支出 △40,000 △40,000

自己株式の取得による支出 △19,890 △17,408

自己株式の売却による収入 570 －

配当金の支払額 △54,378 △53,722

割賦債務の返済による支出 △62,920 △22,861

リース債務の返済による支出 － △261

財務活動によるキャッシュ・フロー △120,223 478,295

現金及び現金同等物に係る換算差額 △15 －

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △330,555 488,304

現金及び現金同等物の期首残高 1,638,458 1,320,606

現金及び現金同等物の四半期末残高 1,307,902 1,808,910
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  該当事項はありません。 

  

  

【事業の種類別セグメント情報】 

前第２四半期連結累計期間（自 平成22年１月１日 至 平成22年６月30日） 

 当社グループの事業は、美容室のチェーン展開を行う単一事業であり、当該事業以外に事業の種類がないた

め記載を省略しております。  

    

【所在地別セグメント情報】 

 前第２四半期連結累計期間（自 平成22年１月１日 至 平成22年６月30日） 

 本邦以外の国又は地域に所在する連結子会社及び重要な存外支店がないため、該当事項はありません。 

  

【海外売上高】 

前第２四半期連結累計期間（自 平成22年１月１日 至 平成22年６月30日） 

 海外売上高がないため、該当事項はありません。 

  

【セグメント情報】 

 当第２四半期連結累計期間（自 平成23年１月１日 至 平成23年６月30日）  

 当社グループの事業は、美容室のチェーン展開を行う事業の単一セグメントであるため記載を省略しており

ます。 

   

（追加情報） 

 第１四半期連結会計期間より、「セグメント情報等の開示に関する会計基準」（企業会計基準第17号 平成21

年３月27日）及び「セグメント情報等の開示に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第20号 平

成20年３月21日）を適用しております。 

  

  

 該当事項はありません。  

  

  

 平成23年８月３日開催の取締役会において、会社法第165条第３項の規定により読み替えて適用される同法第156

条の規定に基づき、自己株式取得に係る事項を決議いたしました。 

  

 １．自己株式の取得を行う理由 

 経済情勢の変化に対応した機動的な経営を行うため、自己株式を取得するものであります。 

  

 ２．取得に係る事項の内容 

（１）取得対象株式の種類    当社普通株式 

（２）取得する株式の総数    600株（上限） 

    （発行済株式総数に対する割合1.0％） 

（３）株式の取得価額の総額   27百万円（上限） 

（４）自己株式取得の日程     平成23年８月４日から平成23年９月22日まで 

  

（ご参考）平成23年８月３日時点における自己株式の保有 

      発行済株式総数  56,440株  

      自己株式数     3,032株 

（４）継続企業の前提に関する注記

（５）セグメント情報

（６）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記

（７）後発事象
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