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（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 ％

25年３月期第１四半期  7,684  16.4  621  408.2  644  317.9  347  471.0

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

（注）包括利益 25年３月期第１四半期 401百万円（ ％） 390.7   24年３月期第１四半期 81百万円 （ ％） －

  
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

25年３月期第１四半期  21.94  21.89

24年３月期第１四半期  3.75  3.74

  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

25年３月期第１四半期  27,580  16,021  58.1  1,010.58

24年３月期  28,482  16,015  56.2  1,010.42

（参考）自己資本 25年３月期第１四半期 16,017百万円   24年３月期 16,015百万円 

  
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 
24年３月期  － 25.00 － 25.00  50.00

25年３月期  －     
25年３月期（予想）   25.00 － 25.00  50.00

（注）直近に公表されている配当予想からの修正の有無： 無

３．平成25年３月期の連結業績予想（平成24年４月１日～平成25年３月31日）

  （％表示は、通期は対前期、四半期は対前年同四半期増減率）

  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

第２四半期（累計）  15,364  6.8  1,072 △14.3  1,080 △18.8  597  △17.3  37.67

通期  33,212  4.4  3,398  2.8  3,439  0.7  1,939  19.2  122.33

（注）直近に公表されている業績予想からの修正の有無： 無



※  注記事項 

  
  

  
  

（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 

 

  

※  業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 

  

（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

①  会計基準等の改正に伴う会計方針の変更        ： 有

②  ①以外の会計方針の変更                      ： 無

③  会計上の見積りの変更                        ： 有

④  修正再表示                                  ： 無

（注）「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」第10条の５に該当するものであります。詳細

   は、添付資料Ｐ３「２．サマリー情報（注記事項）に関する事項（３）会計方針の変更・会計上の見積りの変

   更・修正再表示」をご覧ください。

①  期末発行済株式数（自己株式を含む） 25年３月期１Ｑ 16,522,200株 24年３月期 16,522,200株

②  期末自己株式数 25年３月期１Ｑ 672,111株 24年３月期 672,111株

③  期中平均株式数（四半期累計） 25年３月期１Ｑ 15,850,089株 24年３月期１Ｑ 16,245,780株

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。

（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。
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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、東日本大震災からの復興需要を背景として個人消費や生産活

動において緩やかに回復しつつあるものの、欧州債務危機や円高の継続、電力供給不安等の懸念もあり、依然とし

て先行き不透明な状況で推移いたしました。 

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、「お客様にご満足いただける商品・サービス

の提供」「お客様の増加」「スピード感をもった諸施策への取組」を方針とし、お客様担当制強化、ウィッグ定期

点検プログラムの改良等によるお客様の定着推進や販売スタッフのスキル強化、新規事業を含めた積極的な広告宣

伝等の諸施策を実施いたしました。 

この結果、当第１四半期連結累計期間の売上高は7,684百万円(前年同四半期比16.4%増)となりました。利益につ

いては、販売費及び一般管理費が広告宣伝費を中心に増加したものの、売上高の増加を主因として営業利益は621百

万円(同408.2%増)、経常利益は644百万円(同317.9%増)、四半期純利益は347百万円（同471.0%増）と前年同四半期

比増収増益となりました。   

  

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、新規売上では、新商品「マープソニック」投入に伴う反響数の増加や販売スタッフ

のスキル強化、リピート売上では、お客様担当制によるお客様の定着推進等の諸施策を実施した結果、4,499百万円

(前年同四半期比9.3%増)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「ヌード・ファイン・クリア」の積極的販売、販売スタッフのスキル強化、

ウィッグ定期点検プログラムの改良によるお客様の定着推進等の諸施策を実施した結果、2,673百万円(同19.1%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901百万円減少し、27,580百万円となり

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913

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907百万円減少し、11,559百万円となりま

した。これは、前受金、賞与引当金が増加した一方、未払金、未払法人税等が減少したこと等により流動負債が

1,131百万円減少したこと等によるものです。 

（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5百万円増加し、16,021百万円となりま

した。これは、配当金の支払い等により利益剰余金が48百万円減少した一方、為替換算調整勘定が50百万円増加し

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、12,389百万円と前連結会

計年度末比901百万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643百万円、減価償却費182百万円、賞与引当金の増加342百万円、前受金の増加363百

万円があった一方、法人税等の支払1,065百万円、その他の営業支出1,008百万円等により、374百万円の資金支出

(前年同四半期は539百万円の資金支出)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109百万円、無形固定資産の取得による支出64百万円等により、170百万円の資金

支出(前年同四半期は206百万円の資金支出)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361百万円、リース債務返済による支出10百万円により、372百万円の資金支出(前年同四半期は368

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25年３月期の業績予想につきましては、平成24年５月11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 

（会計上の見積りの変更と区別することが困難な会計方針の変更） 

当社及び国内連結子会社は、法人税法の改正に伴い、当第１四半期連結会計期間より、平成24年４月１日以後に

取得した有形固定資産について、改正後の法人税法に基づく減価償却方法に変更しております。 

これによる、従来の方法に比べての当第１四半期連結累計期間の営業利益、経常利益及び税金等調整前四半期純

利益に与える影響は軽微です。  

   

 該当事項はありません。 

   

   

２．サマリー情報（注記事項）に関する事項

３．継続企業の前提に関する重要事象等



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24年３月31日) 

当第１四半期連結会計期間 
(平成24年６月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 11,273,235 10,371,320

売掛金 2,461,638 2,389,211

有価証券 2,017,571 2,017,874

商品及び製品 810,671 813,981

仕掛品 64,116 71,839

原材料及び貯蔵品 518,160 555,708

その他 1,105,824 1,118,834

貸倒引当金 △3,447 △4,175

流動資産合計 18,247,771 17,334,595

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 3,456,486 3,429,589

その他（純額） 2,371,692 2,355,115

有形固定資産合計 5,828,178 5,784,704

無形固定資産   

その他 431,282 416,698

無形固定資産合計 431,282 416,698

投資その他の資産   

その他 4,036,832 4,105,726

貸倒引当金 △61,793 △61,404

投資その他の資産合計 3,975,038 4,044,321

固定資産合計 10,234,498 10,245,724

資産合計 28,482,270 27,580,319



（単位：千円）

前連結会計年度 
(平成24年３月31日) 

当第１四半期連結会計期間 
(平成24年６月30日) 

負債の部   

流動負債   

買掛金 160,272 151,999

未払金 1,943,559 891,866

未払法人税等 1,143,867 400,442

前受金 3,633,801 3,996,876

賞与引当金 661,700 1,004,498

役員賞与引当金 100,000 37,500

商品保証引当金 37,147 36,959

ポイント引当金 53,335 55,560

その他 962,345 989,198

流動負債合計 8,696,030 7,564,902

固定負債   

退職給付引当金 1,767,794 1,841,716

役員退職慰労引当金 960,400 1,111,642

資産除去債務 945,198 953,462

その他 97,305 87,307

固定負債合計 3,770,698 3,994,128

負債合計 12,466,728 11,559,030

純資産の部   

株主資本   

資本金 3,000,330 3,000,330

資本剰余金 2,887,830 2,887,830

利益剰余金 10,770,164 10,721,678

自己株式 △531,422 △531,422

株主資本合計 16,126,902 16,078,416

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 △1,821 △1,525

為替換算調整勘定 △109,806 △59,088

その他の包括利益累計額合計 △111,628 △60,613

少数株主持分 267 3,485

純資産合計 16,015,541 16,021,288

負債純資産合計 28,482,270 27,580,319



（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23年４月１日 
 至 平成23年６月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成24年６月30日) 

売上高 6,603,746 7,684,722

売上原価 2,061,219 2,171,908

売上総利益 4,542,527 5,512,813

販売費及び一般管理費 4,420,177 4,890,986

営業利益 122,349 621,827

営業外収益   

受取利息 28,244 25,165

投資有価証券評価益 14,081 6,655

その他 12,074 14,848

営業外収益合計 54,400 46,669

営業外費用   

為替差損 2,163 1,539

支払保証料 16,615 15,203

その他 3,662 6,835

営業外費用合計 22,441 23,577

経常利益 154,308 644,918

特別利益   

固定資産売却益 8,369 11

特別利益合計 8,369 11

特別損失   

固定資産除却損 1,230 －

会員権評価損 － 1,140

特別損失合計 1,230 1,140

税金等調整前四半期純利益 161,447 643,790

法人税、住民税及び事業税 140,121 380,855

法人税等調整額 △40,454 △85,358

法人税等合計 99,667 295,496

少数株主損益調整前四半期純利益 61,780 348,293

少数株主利益 874 527

四半期純利益 60,905 347,766



（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23年４月１日 
 至 平成23年６月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成24年６月30日) 

少数株主損益調整前四半期純利益 61,780 348,293

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 124 296

為替換算調整勘定 20,022 53,409

その他の包括利益合計 20,147 53,705

四半期包括利益 81,927 401,999

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 80,005 398,781

少数株主に係る四半期包括利益 1,921 3,218



（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23年４月１日 
 至 平成23年６月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成24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 161,447 643,790

減価償却費 176,896 182,875

貸倒引当金の増減額（△は減少） △202 338

賞与引当金の増減額（△は減少） 291,755 342,757

役員賞与引当金の増減額（△は減少） △75,000 △62,500

商品保証引当金の増減額（△は減少） 4,536 △188

ポイント引当金の増減額（△は減少） 18,108 2,225

退職給付引当金の増減額（△は減少） 76,492 73,859

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 10,605 151,242

受取利息 △28,244 △25,165

固定資産除却損 1,230 －

固定資産売却損益（△は益） △8,369 △11

投資有価証券評価損益（△は益） △14,081 △6,655

売上債権の増減額（△は増加） △164,434 74,268

たな卸資産の増減額（△は増加） △123,776 △38,875

仕入債務の増減額（△は減少） 35,456 △9,268

前受金の増減額（△は減少） 480,951 363,074

その他 △261,383 △1,008,539

小計 581,988 683,227

利息の受取額 7,963 8,494

法人税等の支払額 △1,129,112 △1,065,786

営業活動によるキャッシュ・フロー △539,159 △374,063

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 △198,865 △109,246

有形固定資産の売却による収入 9,915 27

無形固定資産の取得による支出 △25,675 △64,807

長期貸付金の回収による収入 738 409

敷金及び保証金の差入による支出 △22,398 △16,714

敷金及び保証金の回収による収入 28,011 14,397

その他 1,834 5,365

投資活動によるキャッシュ・フロー △206,438 △170,566

財務活動によるキャッシュ・フロー   

リース債務の返済による支出 △8,193 △10,877

株式の発行による収入 180 －

配当金の支払額 △360,714 △361,904

財務活動によるキャッシュ・フロー △368,728 △372,781

現金及び現金同等物に係る換算差額 2,934 15,799

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △1,111,392 △901,612

現金及び現金同等物の期首残高 11,585,840 13,290,807

現金及び現金同等物の四半期末残高 10,474,448 12,389,194



  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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