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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 5,335 △11.6 △60 ― △76 ― △115 ―
23年3月期第1四半期 6,039 △27.3 △167 ― △185 ― △312 ―

（注）包括利益 24年3月期第1四半期 △114百万円 （―％） 23年3月期第1四半期 △319百万円 （―％）

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 △3.64 ―
23年3月期第1四半期 △10.74 ―

総資産 純資産 自己資本比率
百万円 百万円 ％

24年3月期第1四半期 10,821 1,852 2.3
23年3月期 11,328 1,984 3.2
（参考） 自己資本   24年3月期第1四半期  250百万円 23年3月期  361百万円

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 ― 0.00 ― 0.00 0.00
24年3月期 ―
24年3月期（予想） 0.00 ― 0.00 0.00

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) 11,150 △11.2 10 ― △30 ― △90 ― △2.96
通期 23,680 △8.8 350 84.2 280 81.8 130 ― 3.51



(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は、金融商品取引法に基づく四半期報告書の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
基づく連結財務諸表及び財務諸表の監査手続が実施中です。 

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
・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、1株当たり当期純利益の算定方法につきましては、当期純利益の予想値から普通株主に帰
属しない金額（優先配当額）を控除して算出しております。 
 
・当社は、決算補足説明資料及び動画による決算説明を、この決算短信公表後速やかに当社ホームページに掲載する予定です。 

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 32,797,058 株 23年3月期 32,707,058 株
② 期末自己株式数 24年3月期1Q 15,966 株 23年3月期 15,966 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 24年3月期1Q 32,695,048 株 23年3月期1Q 29,472,850 株



  
  
  
  

普通株式と権利関係の異なる種類株式に係る１株当たりの配当金の内訳及び配当金総額は以下のとおりで

す。 

Ａ種優先株式 

 
(注)Ａ種優先株式の発行数は１株であります。また、平成23年３月期期末配当金は、当社定款に規程される分配

可能額(5,000千円)に達しなかったため配当は行いませんが、当社定款に定められた配当額及び優先株式の

累積条項に従い、前期までの累積配当額5,041千円は累積され、当期の配当額5,000千円と合わせて優先株主

に対して配当を行う予定であります。 

Ｂ種優先株式 

 
(注)Ｂ種優先株式の発行数は１株であります。また、平成23年３月期期末配当金は、当社定款に規程される分配

可能額(10,556千円)に達しなかったため配当は行いませんが、当社定款に定められた配当額及び優先株式の

累積条項に従い、前期までの累積配当額10,643千円は累積され、当期の配当額10,556千円と合わせて優先株

主に対して配当を行う予定であります。 

  

 

種類株式の配当の状況

 １株当たり配当金 配当金総額 
（合計） 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 百万円 

 22年３月期 ― ― ― 0 00 0 00 ― 

 23年３月期 ― ― ― 0 00 0 00 ― 

 24年３月期 
（予想） 

― ― ― 5,000,000 00 5,000,000 00  

 １株当たり配当金 配当金総額 
（合計） 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 百万円 

 22年３月期 ― ― ― 0 00 0 00 ― 

 23年３月期 ― ― ― 0 00 0 00 ― 

 24年３月期 
（予想） 

― ― ― 10,556,564 20 10,556,564 20  
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１．当四半期決算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、東日本大震災の影響により景気は急激に悪化いたし

ましたが、生産活動の持ち直しや、生活必需品を中心とした需要増などにより、景気は回復の動きを見せ

ました。 

当社グループが属する美容業界や衣料品小売業界におきましても、震災に伴う消費マインドの悪化、原

発事故による悪天候時の外出控え等の影響により厳しい状況で推移しておりましたが、社会全体が落ち着

きを見せる中、４月、５月の天候がよかったことも影響し、来店客数や売上高に弱含みながらも回復の兆

しが見えはじめております。 

そのような状況のもと、当社グループは、第二創業の２年目となる当期におきましても、前期同様「ソ

フトと価値の提供」をテーマとした、商品以外のサービス・満足の提供を目指した施策を引続き実施し、

来期以降の出店・拡大に向けたビジネスモデルの確立に取り組んでおります。 

当第１四半期連結累計期間におきましては、２月決算である美容事業において、震災が発生した３月度

の売上高が著しく減少し、４月、５月度も前年を下回って推移いたしました。店舗販売事業であるスポー

ツ事業、和装事業及び宝飾事業においては、前期の店舗閉鎖等により減収となっているものの、各施策が

奏功し既存店売上高では前年同四半期比98.9％と、概ね前年並のトレンドで推移しております。また、卸

売事業においては構造改革を実施し、セグメント損失は改善いたしました。 

その結果、当第１四半期連結累計期間における売上高は、53億35百万円（前年同四半期比11.6％減）と

なりましたが、震災の影響を受けながらも、事業効率の向上により営業損失は60百万円（前年同四半期は

営業損失１億67百万円）、経常損失76百万円（前年同四半期は経常損失１億85百万円）と改善しており、

また、四半期純損失は１億15百万円（前年同四半期は四半期純損失３億12百万円）となりました。 

セグメントの業績は、以下のとおりであります。 

  

1）「美容事業」 

美容事業につきましては、他社との差別化戦略として、ターゲットを明確化したサロン設計として

「ファミリーサロン」「アンチエイジングサロン」への店舗改修や新規出店を実施しております。また

他社との差別化メニューとして「山野式ヘッドスパ」のサービス提供を開始、当第１四半期累計期間に

おいては15店舗に導入し、１店あたりの獲得件数も順調に伸びております。また、「ファミリーサロ

ン」を心斎橋に新規出店いたしました。 

しかしながら３月度震災発生後の来店客数の著しい減少や、計画停電による営業時間短縮などにより

売上が落ち込み、４月、５月は回復を見せたものの、雨天による外出控えなどにより、来客数、売上高

ともに前年同四半期比減少となりました。また、このような状況を鑑み、店舗リニューアルや移転、出

店の計画を延期することといたしました。 

この結果、美容事業の売上高は、７億48百万円（前年同四半期比8.1％減）、セグメント利益は61百

万円（前年同四半期比26.2％減）となりました。 

  

2）「スポーツ事業」 

スポーツ事業につきましては、ソフトと価値の提供として①専門店ならではの提案力の強化、②体験

サービスイベントの開催、③メンテナンスサービスの商品化、④ＷＥＢ通販の拡大を行っております。

当第１四半期累計期間におきましては、震災後、防災関連商品の特別需要があり、ランタン、ポリタ

ンクなどのアウトドア用品を始め、スポーツ、アウトドアブランドのウェアが好調な売行きとなりまし

た。ＷＥＢ通販につきましては、当第１四半期累計期間より専任部署を立ちあげ、若年層から中高年層

へのアプローチとして「スーパークールビズ」対応のウェアなどを強化し、掲載点数を前年比110％と

した結果、ＷＥＢ通販の売上高は前年同四半期比で103％と伸長しております。 

また、６月から８月まで期間限定で「スポーツワールドＨＡＴ神戸店」をオープンし、時流、トレン

ドに合わせたスポット出店という新たなビジネスモデルケースとして営業をスタートしております。 

この結果、前期における店舗閉鎖の影響もあり、スポーツ事業の売上高は、７億87百万円（前年同四

半期比8.1％減）、セグメント損失は30百万円（前年同四半期はセグメント損失33百万円）となりまし

（１）連結経営成績に関する定性的情報
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た。 

  

3）「ＤＳＭ事業」  

ＤＳＭ事業につきましては、ミシン点検サービスや布団の丸洗いクリーニングなどのサービス機能を

拡充し、お客様との関係性の深耕に努め、催事集客強化による販売施策を行っております。また、1909

プラザ事業部とショッピングプラザ事業部のシステム統合に伴い、ショッピングプラザ事業部において

も積立会員の獲得を開始いたしました。 

３月に発生した震災の影響により、当第１四半期累計期間においても催事の中止や延期が発生し、取

引先に働きかけ東北支援のための催事を追加実施いたしましたが、前年同四半期に比べ開催数、集客人

数ともに減少、また津波の被害があった地域や原発関連の区域での活動縮小や、消費意欲の減退により

催事販売並びに訪問販売ともに売上高が減少いたしました。 

この結果、前期における事業所の統廃合の影響もあり、ＤＳＭ事業の売上高は、８億91百万円（前年

同四半期比11.7％減）となり、全社経費の負担が前期比増加したことも影響し、セグメント利益は20百

万円（前年同四半期比51.8％減）となりました。 

  

4）「和装事業」 

和装事業につきましては、①店頭における着方教室「前楽結び着方教室」、②きものパーティなど

「着る機会の提供」、③お手入れサービス「きものクリニック」の３施策を柱として、顧客の活性化、

定着化に努めております。 

昨年度より取り組んできた上記施策が奏功し、また高級呉服の構成比も徐々に上がり、低下トレンド

だった売上総利益率が改善してまいりました。 

しかしながら加工委託先の火災などにより加工品の納品が遅れ、未引渡し商品が増加したことが影響

し既存店前年同四半期比でも減収となりました。 

この結果、前期における店舗閉鎖の影響もあり、和装事業の売上高は、５億95百万円（前年同四半期

比18.4％減）となりましたが、セグメント損失は43百万円（前年同四半期はセグメント損失68百万円）

と改善いたしました。 

  

5）「卸売事業」 

卸売事業につきましては、震災の影響から個人消費が低迷した事に加え、寝装部門において量販店と

の取組を見直したことにより売上高は減少いたしましたが、事業所統合による賃料の削減、前述の取引

見直しに伴う物流コストの大幅な削減等により、利益は改善いたしました。 

この結果、卸売事業の売上高は、18億41百万円（前年同四半期比6.2％減）、セグメント損失は12百

万円（前年同四半期はセグメント損失72百万円）と改善いたしました。 

  

6）「宝飾事業」 

宝飾事業につきましては、店外大型催事への参加による売上増に取り組んでまいりましたが、閉店セ

ールや高額品の買い控えなどにより、利益率が低下するなど、厳しい状況となりました。 

この結果、前期における店舗閉鎖の影響もあり、宝飾事業の売上高は、２億43百万円（前年同四半期

比15.8％減）となり、セグメント損失は24百万円（前年同四半期はセグメント損失12百万円）となりま

した。 

  

7）「その他の事業」 

その他の事業の事業内容は、主にかねもり事業部の代理店を通じた呉服等を中心とした催事販売、RC

卸事業部の健康器具卸、堀田（上海）貿易有限公司の意匠撚糸の販売、株式会社アールエフシー及び株

式会社ヤマノ1909セイビングの前払式特定取引業による手数料収益であります。 

その他の事業の売上高は、平成22年５月に化粧品卸事業を譲渡した影響により、２億28百万円（前年

同四半期比39.7％減）となりましたが、セグメント損失は２百万円（前年同四半期はセグメント損失15

百万円）と改善いたしました。 

㈱ヤマノホールディングス（7571）　平成24年3月期　第1四半期決算短信

- 3 -



  

平成24年３月期の業績予想につきましては、前回（平成23年５月18日発表「平成23年３月期決算短信」

に記載しております。）の内容から変更はありません。 

今後、業績予想に変更の必要が生じた場合は、速やかにお知らせいたします。 

なお、業績予想は、現時点で入手可能な情報に基づき作成しておりますが、実際の数値は今後様々な要

因により予想数値と異なる結果になる可能性があります。 

  

  

２．サマリー情報(その他)に関する事項 

該当事項はありません。 

  

該当事項はありません。 

  

該当事項はありません。 

  

（２）連結業績予想に関する定性的情報

（１）当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動

（２）四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用

（３）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示
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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）

     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 1,786,979 1,146,608
  受取手形及び売掛金 2,513,629 2,495,452
  商品及び製品 2,761,590 2,947,370
  仕掛品 23,015 16,149
  原材料及び貯蔵品 82,216 87,402
  その他 390,647 364,556
  貸倒引当金 △90,212 △81,118

  流動資産合計 7,467,866 6,976,421
 固定資産   
  有形固定資産   
   建物及び構築物 1,962,278 1,926,416
    減価償却累計額 △1,220,375 △1,193,170

    建物及び構築物（純額） 741,903 733,246
   機械装置及び運搬具 39,750 39,529
    減価償却累計額 △37,675 △37,627

    機械装置及び運搬具（純額） 2,074 1,902
   工具、器具及び備品 670,107 657,043
    減価償却累計額 △607,219 △595,342

    工具、器具及び備品（純額） 62,887 61,700
   土地 982,245 982,245
   リース資産 14,262 14,262
    減価償却累計額 △1,942 △2,655

    リース資産（純額） 12,320 11,607

   有形固定資産合計 1,801,431 1,790,702
  無形固定資産   
   その他 90,088 82,335

   無形固定資産合計 90,088 82,335
  投資その他の資産   
   投資有価証券 152,694 154,269
   長期貸付金 72,131 71,117
   敷金及び保証金 1,651,351 1,633,168
   その他 870,663 867,340
   貸倒引当金 △777,897 △753,547

   投資その他の資産合計 1,968,943 1,972,347

  固定資産合計 3,860,463 3,845,385

 資産合計 11,328,330 10,821,806
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（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   
  支払手形及び買掛金 3,138,162 2,887,615
  短期借入金 2,152,815 2,116,565
  1年内返済予定の長期借入金 234,453 238,313
  1年内償還予定の社債 187,500 145,000
  未払金 971,351 924,500
  前受金 953,798 969,391
  未払法人税等 79,560 34,034
  賞与引当金 20,300 15,971
  返品調整引当金 20,184 16,487
  ポイント引当金 77,048 72,221
  株主優待引当金 4,101 4,101
  その他 660,535 722,281

  流動負債合計 8,499,811 8,146,484
 固定負債   
  社債 111,250 100,000
  長期借入金 153,035 131,031
  長期未払金 227,553 246,998
  繰延税金負債 951 704
  退職給付引当金 96,837 99,503
  資産除去債務 174,304 172,309
  負ののれん 26,791 23,345
  その他 53,169 48,763

  固定負債合計 843,892 822,655

 負債合計 9,343,703 8,969,139

純資産の部   
 株主資本   
  資本金 1,573,246 1,574,738
  資本剰余金 1,997,697 1,999,189
  利益剰余金 △3,115,932 △3,231,180
  自己株式 △3,019 △3,019

  株主資本合計 451,992 339,729
 その他の包括利益累計額   
  その他有価証券評価差額金 △10,391 △8,791
  為替換算調整勘定 △79,726 △80,803

  その他の包括利益累計額合計 △90,117 △89,595
 新株予約権 1,044 1,030
 少数株主持分 1,621,707 1,601,503

 純資産合計 1,984,626 1,852,667

負債純資産合計 11,328,330 10,821,806
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四半期連結損益計算書 

 第１四半期連結累計期間 

（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

（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 6,039,455 5,335,971

売上原価 3,522,443 3,163,346

売上総利益 2,517,012 2,172,624

販売費及び一般管理費 2,684,686 2,232,745

営業損失（△） △167,674 △60,121

営業外収益   
 受取利息 2,163 1,632
 受取地代家賃 4,478 4,487
 協賛金収入 2,660 3,532
 負ののれん償却額 8,440 3,455
 その他 22,261 15,184

 営業外収益合計 40,005 28,292

営業外費用   
 支払利息 38,186 32,268
 手形売却損 284 401
 その他 19,372 12,067

 営業外費用合計 57,843 44,736

経常損失（△） △185,512 △76,565

特別利益   
 固定資産売却益 123 196
 貸倒引当金戻入額 4,106 －
 債務免除益 4,000 －
 その他 7,286 1

 特別利益合計 15,516 198

特別損失   
 固定資産除却損 2,633 4,482
 災害による損失 － 4,395
 店舗閉鎖損失 13,787 2,596
 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 104,973 －
 その他 24,705 9,296

 特別損失合計 146,100 20,771

税金等調整前四半期純損失（△） △316,096 △97,138

法人税、住民税及び事業税 19,769 18,237

法人税等合計 19,769 18,237

少数株主損益調整前四半期純損失（△） △335,865 △115,376

少数株主損失（△） △23,179 △128

四半期純損失（△） △312,686 △115,247
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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損失（△） △335,865 △115,376

その他の包括利益   
 その他有価証券評価差額金 △5,374 1,391
 為替換算調整勘定 21,392 △625

 その他の包括利益合計 16,018 766

四半期包括利益 △319,847 △114,609

（内訳）   
 親会社株主に係る四半期包括利益 △295,539 △115,428
 少数株主に係る四半期包括利益 △24,307 819
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該当事項はありません。 

  

  

Ⅰ  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) 

１．報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報 

 
   

 
(注) １  その他には、報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、金融事業及びその他事業等を含んでおり

ます。 

２  セグメント利益の調整額△92,033千円には、セグメント間取引消去5,694千円、各報告セグメントに配分し

ていない全社費用△102,437千円及び棚卸資産の調整額4,709千円が含まれております。全社費用は、主に報

告セグメントに帰属しない一般管理費であります。 

３  セグメント利益又は損失(△)は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。 

  

２．報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報 

 該当事項はありません。 

  

（３）継続企業の前提に関する注記

（４）セグメント情報等

     (単位：千円) 

 
報告セグメント

美容 スポーツ ＤＳＭ 和装 卸売

売上高      

  外部顧客への売上高 814,061 856,228 1,009,558 728,903 1,962,316 

  セグメント間の内部売上高 
  又は振替高 

― ― ― ― 51,396 

計 814,061 856,228 1,009,558 728,903 2,013,712 

セグメント利益又は損失(△) 83,620 △33,556 43,141 △68,100 △72,003 

 
報告セグメント

その他 
(注１)

合計
調整額 
(注２)

四半期連結 
損益計算書 
計上額 
(注３)宝飾 計

売上高       

  外部顧客への売上高 289,781 5,660,849 378,606 6,039,455 ― 6,039,455 

  セグメント間の内部売上高 
  又は振替高 

― 51,396 7,567 58,963 △58,963 ― 

計 289,781 5,712,245 386,173 6,098,419 △58,963 6,039,455 

セグメント利益又は損失(△) △12,985 △59,884 △15,756 △75,640 △92,033 △167,674 
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Ⅱ  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) 

１．報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報 

 
   

 
(注) １  その他には、報告セグメントに含まれない事業セグメントである金融事業及びその他事業等を含んでおりま

す。 

２  セグメント利益の調整額△28,425千円には、セグメント間取引消去857千円、各報告セグメントに配分して

いない全社費用△33,476千円及び棚卸資産の調整額4,193千円が含まれております。全社費用は、主に報告

セグメントに帰属しない一般管理費であります。 

３  セグメント利益又は損失(△)は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。 

  

２．報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報 

 該当事項はありません。 

  

  

該当事項はありません。 

     (単位：千円) 

 
報告セグメント

美容 スポーツ ＤＳＭ 和装 卸売

売上高      

  外部顧客への売上高 748,510 787,010 891,686 595,065 1,841,423 

  セグメント間の内部売上高 
  又は振替高 

― ― ― ― 31,821 

計 748,510 787,010 891,686 595,065 1,873,245 

セグメント利益又は損失(△) 61,749 △30,748 20,794 △43,744 △12,954 

 
報告セグメント

その他 
(注１)

合計
調整額 
(注２)

四半期連結 
損益計算書 
計上額 
(注３)宝飾 計

売上高       

  外部顧客への売上高 243,942 5,107,639 228,331 5,335,971 ― 5,335,971 

  セグメント間の内部売上高 
  又は振替高 

― 31,821 4,848 36,670 △36,670 ― 

計 243,942 5,139,461 233,180 5,372,641 △36,670 5,335,971 

セグメント利益又は損失(△) △24,357 △29,260 △2,434 △31,695 △28,425 △60,121 

（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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