
  

１．平成23年12月期第３四半期の連結業績（平成23年１月１日～平成23年９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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コ ー ド 番 号 2406 ＵＲＬ  http://www.arte-hd.com 

代  表  者 （役職名） 代表取締役社長 （氏名）西江 陽一 

問合せ先責任者 （役職名） 
執行役員 

（決算・財務、ＩＲ・開示担当） 
（氏名）小田 俊也 （ＴＥＬ）  045（663）6123 

四半期報告書提出予定日 平成23年11月14日 配当支払開始予定日 ― 

四半期決算補足説明資料作成の有無 ： 無     

四半期決算説明会開催の有無      ： 無     

  （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３四半期      4,536 1.6      256  △5.5    233  △12.6     40 △62.2

22年12月期第３四半期  4,464  △11.3  270  12.8  266  19.2  107  276.0

  
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３四半期 760.14       750.68

22年12月期第３四半期 1,979.64 1,955.86

  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３四半期       7,048       1,956  27.8 37,044.13

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３四半期 1,956百万円 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 3,566.64



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３Ｑ 56,440株 22年12月期 56,440株

②  期末自己株式数 23年12月期３Ｑ 3,618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３Ｑ 53,422株 22年12月期３Ｑ 54,262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 1,689.46
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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（平成23年１月１日～平成23年９月30日）のわが国経済は、回復傾向で推移する中で発

生した東日本大震災の影響により急激な落ち込みがありましたが、サプライチェーンの復旧やエコ関連財消費等により

震災復興に向けた回復基調の動きがみられました。一方、原子力発電所事故に伴う電力供給の問題、円高の進行、中国

をはじめとしたアジア各国の金融引き締め政策やユーロ圏の財政問題等による海外の景気減速など、先行き不透明な状

況が継続し、景気は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３四半期連結累計期

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３四半期連結会計期間末（平成23年９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３四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、12,047百万円（前年同四

半期比98.7％）となりました。 

また、当第３四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、241店舗（株式会社アッシュ「以下、

Ａｓｈ」102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」109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、214店舗（Ａｓｈ

97店舗、ＮＹＮＹ10店舗、ＳＤ107店舗）となりました。 

以上の結果、当第３四半期連結累計期間における連結売上高は4,536百万円（前年同四半期比101.6％）、営業利益

は256百万円（同94.5％）、経常利益は233百万円（同87.4％）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37.8％）となりました。 

  

（注１）グループ店舗数241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214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52百万円減少し、2,663百万円となりました。これは主として、売掛金の減

少110百万円によるものです。  

 固定資産は、前連結会計年度末に比べて130百万円減少し、4,384百万円となりました。これは主として、建物及び構

築物（純額）の減少77百万円、敷金及び保証金の減少39百万円によるものです。 

 この結果、総資産は前連結会計年度末に比べて183百万円減少し、7,048百万円となりました。  

 

（負債）  

 流動負債は、前連結会計年度末に比べて442百万円減少し、1,977百万円となりました。これは主として、未払金の減

少495百万円、1年内返済予定の長期借入金の増加65百万円によるものです。 

 固定負債は、前連結会計年度末に比べて320百万円増加し、3,114百万円となりました。これは主として、長期借入金

の増加390百万円、社債の減少40百万円によるものです。 

 この結果、負債合計は前連結会計年度末に比べて121百万円減少し、5,091百万円となりました。  

 

（純資産）  

 純資産は、前連結会計年度末に比べて61百万円減少し、1,956百万円となりました。 

 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17百万円、自己株式の取得に伴う減少44百

万円によるものです。  

 この結果、自己資本比率は前連結会計年度末の27.9％から27.8％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
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②キャッシュ・フローの状況  

 当第３四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262

百万増加し、1,582百万円となりました。 

  

（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331百万円（前年同四半期は96百万円の収入）となりました。 

 これは主に、税金等調整前四半期純利益139百万円、売上債権の減少額110百万円、減価償却費411百万円、立替金の

減少額159百万円で得られた資金に対し、未払金の減少額507百万円、法人税等の支払額140百万円があったことによる

ものです。 

  

（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355百万円（前年同四半期は521百万円の支出）となりました。 

 これは主に、敷金及び保証金の回収による収入96百万円で得られた資金に対し、有形固定資産の取得による支出324

百万円、敷金及び保証金の差入による支出65百万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285百万円（前年同四半期は111百万円の支出）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558百万円、配

当金の支払額53百万円、自己株式の取得による支出44百万円、社債の償還による支出40百万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。 
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（１）重要な子会社の異動の概要 

 当第３四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1,186千円、税金等調整前四半期純利益が28,468千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３四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
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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）

当第３四半期連結会計期間末
(平成23年９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 1,711,733 1,473,666

売掛金 208,848 319,146

商品 37,405 36,321

貯蔵品 23,759 18,923

その他 685,042 868,569

貸倒引当金 △2,964 －

流動資産合計 2,663,825 2,716,627

固定資産   

有形固定資産   

建物 4,786,435 4,741,859

減価償却累計額及び減損損失累計額 △3,006,083 △2,884,101

建物（純額） 1,780,352 1,857,757

車両運搬具 11,802 11,802

減価償却累計額 △8,687 △6,114

車両運搬具（純額） 3,114 5,688

工具、器具及び備品 662,590 615,606

減価償却累計額及び減損損失累計額 △489,978 △437,378

工具、器具及び備品（純額） 172,612 178,227

土地 134,200 134,200

リース資産 3,486 3,486

減価償却累計額 △415 △41

リース資産（純額） 3,071 3,444

建設仮勘定 2,672 1,451

有形固定資産合計 2,096,023 2,180,770

無形固定資産   

のれん 363,267 383,725

その他 117,150 84,066

無形固定資産合計 480,417 467,791

投資その他の資産   

敷金及び保証金 1,542,340 1,582,012

その他 310,254 299,802

貸倒引当金 △44,699 △15,338

投資その他の資産合計 1,807,895 1,866,475

固定資産合計 4,384,337 4,515,037

資産合計 7,048,162 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３四半期決算短信

－　5　－



（単位：千円）

当第３四半期連結会計期間末
(平成23年９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 54,479 68,437

1年内返済予定の長期借入金 750,084 684,408

1年内償還予定の社債 80,000 80,000

未払金 920,865 1,416,326

未払法人税等 43,933 92,161

その他 127,915 78,351

流動負債合計 1,977,278 2,419,685

固定負債   

社債 120,000 160,000

長期借入金 2,631,585 2,241,182

退職給付引当金 26,454 22,669

その他 336,099 369,853

固定負債合計 3,114,139 2,793,705

負債合計 5,091,417 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 896,049 913,186

自己株式 △123,925 △79,521

株主資本合計 1,956,775 2,018,317

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △30 △42

評価・換算差額等合計 △30 △42

純資産合計 1,956,745 2,018,274

負債純資産合計 7,048,162 7,231,665
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（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22年１月１日 
 至 平成22年９月30日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成23年１月１日 
 至 平成23年９月30日) 

売上高 4,464,110 4,536,742

売上原価 3,073,303 3,179,020

売上総利益 1,390,807 1,357,721

販売費及び一般管理費 1,119,910 1,101,676

営業利益 270,896 256,045

営業外収益   

受取利息 3,608 1,696

受取配当金 35 －

受取手数料 6,835 8,441

期限到来チケット精算収入 21,766 19,669

その他 9,202 6,357

営業外収益合計 41,448 36,165

営業外費用   

支払利息 35,080 32,736

貸倒引当金繰入額 － 18,965

その他 10,355 7,346

営業外費用合計 45,435 59,048

経常利益 266,909 233,162

特別利益   

貸倒引当金戻入額 2,472 1,546

債権譲渡益 1,038 －

前期損益修正益 835 144

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 6,157 35,076

特別損失   

前期損益修正損 594 2,166

固定資産売却損 104 －

固定資産除却損 30,945 6,178

減損損失 590 29,909

災害による損失 － 27,940

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 13,152

その他 16,567 49,732

特別損失合計 48,802 129,080

税金等調整前四半期純利益 224,264 139,158

法人税、住民税及び事業税 99,745 92,333

法人税等調整額 17,098 6,216

法人税等合計 116,844 98,549

少数株主損益調整前四半期純利益 － 40,608

四半期純利益 107,420 40,608
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（第３四半期連結会計期間） 

（単位：千円）

前第３四半期連結会計期間 
(自 平成22年７月１日 
 至 平成22年９月30日) 

当第３四半期連結会計期間 
(自 平成23年７月１日 
 至 平成23年９月30日) 

売上高 1,532,112 1,546,007

売上原価 1,062,818 1,109,624

売上総利益 469,294 436,382

販売費及び一般管理費 383,170 356,488

営業利益 86,123 79,893

営業外収益   

受取利息 1,210 530

受取手数料 2,717 2,570

期限到来チケット精算収入 9,473 6,076

その他 3,384 1,432

営業外収益合計 16,786 10,609

営業外費用   

支払利息 11,568 11,056

貸倒引当金繰入額 － 16,910

その他 2,774 1,731

営業外費用合計 14,343 29,697

経常利益 88,566 60,805

特別利益   

貸倒引当金戻入額 163 169

前期損益修正益 835 144

特別利益合計 998 313

特別損失   

前期損益修正損 － 2,076

固定資産除却損 5,840 2,864

店舗閉鎖損失 － 11,092

原状回復費 － 6,841

減損損失 － 5,901

災害による損失 － 1,517

その他 228 0

特別損失合計 6,068 30,292

税金等調整前四半期純利益 83,496 30,827

法人税、住民税及び事業税 32,805 31,003

法人税等調整額 8,798 63

法人税等合計 41,603 31,067

少数株主損益調整前四半期純損失（△） － △239

四半期純利益又は四半期純損失（△） 41,892 △239
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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３四半期連結累計期間 
(自 平成22年１月１日 
 至 平成22年９月30日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成23年１月１日 
 至 平成23年９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 224,264 139,158

減価償却費 399,268 411,967

減損損失 590 29,909

のれん償却額 51,648 54,258

その他の償却額 11,369 6,981

前期損益修正損益（△は益） △240 －

貸倒引当金の増減額（△は減少） △1,272 32,324

退職給付引当金の増減額（△は減少） 4,029 3,784

受取利息及び受取配当金 △3,643 △1,734

支払利息 35,080 32,736

為替差損益（△は益） 2,782 1,062

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 30,945 6,178

店舗閉鎖損失 － 6,074

原状回復費 1,428 15,006

債権譲渡益 △1,038 －

ＦＣ契約解約損益（△は益） － △31,177

災害損失 － 27,940

投資有価証券評価損益（△は益） 3,600 4,551

売上債権の増減額（△は増加） 59,499 110,297

たな卸資産の増減額（△は増加） 526 △5,920

立替金の増減額（△は増加） △10,777 159,121

その他の資産の増減額（△は増加） △1,807 14,411

仕入債務の増減額（△は減少） △128,644 △13,958

未払金の増減額（△は減少） △363,825 △507,799

未払消費税等の増減額（△は減少） △19,287 18,436

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） 16,910 6,491

その他 － 92

小計 309,700 531,429

利息及び配当金の受取額 4,442 2,294

利息の支払額 △36,849 △33,864

法人税等の支払額 △180,441 △140,560

災害損失の支払額 － △27,390

営業活動によるキャッシュ・フロー 96,851 331,907
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（単位：千円）

前第３四半期連結累計期間 
(自 平成22年１月１日 
 至 平成22年９月30日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成23年１月１日 
 至 平成23年９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 △505,205 △324,483

有形固定資産の売却による収入 54,839 10,925

無形固定資産の取得による支出 △10,810 △41,975

定期預金の預入による支出 △12,013 △12,009

定期預金の払戻による収入 － 36,000

投資有価証券の取得による支出 △99 △100

投資有価証券の売却による収入 － 2,400

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 － △33,800

貸付けによる支出 △17,436 △35,512

貸付金の回収による収入 67,342 44,912

保険積立金の積立による支出 △6,044 △6,037

敷金及び保証金の差入による支出 △104,037 △65,243

敷金及び保証金の回収による収入 79,631 96,523

預り保証金の返還による支出 △69,890 △44,845

預り保証金の受入による収入 2,705 21,792

投資活動によるキャッシュ・フロー △521,017 △355,353

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 －

短期借入金の返済による支出 △24,900 －

長期借入れによる収入 910,000 1,015,000

長期借入金の返済による支出 △837,506 △558,921

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 △32,486 △44,403

自己株式の売却による収入 570 －

配当金の支払額 △54,483 △53,818

割賦債務の返済による支出 △82,409 △31,960

リース債務の返済による支出 － △392

財務活動によるキャッシュ・フロー △111,215 285,503

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） △535,397 262,057

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 1,103,061 1,582,664
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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３四半期連結累計期間（自 平成22年１月１日 至 平成22年９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３四半期連結累計期間（自 平成22年１月１日 至 平成22年９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３四半期連結累計期間（自 平成22年１月１日 至 平成22年９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３四半期連結累計期間（自 平成23年１月１日 至 平成23年９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。  

  

  

（連結子会社間の合併）  

 平成23年10月19日開催の取締役会において、当社の100％子会社である株式会社アッシュと株式会社エッセンシ

ュアルズジャパンを、以下のとおり合併することを決議いたしました。 

１．結合当事企業の名称及び主な事業内容 

（１）結合企業 

 名称   株式会社アッシュ 

 事業内容 美容業、美容フランチャイズチェーンの運営 

（２）被結合企業 

 名称   株式会社エッセンシュアルズジャパン 

 事業内容 美容業、美容フランチャイズチェーンの運営 

２．企業結合日 

 平成23年12月１日（予定） 

３．企業結合の法的形式 

 株式会社アッシュを存続会社、株式会社エッセンシュアルズジャパンを消滅会社とする吸収合併 

４．結合後企業の名称 

 株式会社アッシュ 

５．取引の目的を含む取引の概要 

 両者の経営資源を統合することにより、当社グループ全体の事業運営と組織の効率化を推進することを目的とし

ます。なお、株式会社エッセンシュアルズジャパンで展開しておりますエッセンシュアルズブランドサロンにつき

ましては、株式会社アッシュにおいて引き継ぎ、サブブランドとして店舗展開を図ってまいります。 

（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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６．会計処理の概要 

 「企業結合に関する会計基準」（企業会計基準第21号 平成20年12月26日）及び「企業結合会計基準及び事業分

離等会計基準に関する適用指針」（企業会計基準適用指針第10号 平成20年12月26日）に基づき、共通支配下の取

引として会計処理を行います。  
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