
  

１．平成24年12月期第２四半期の連結業績（平成24年１月１日～平成24年６月30日） 

  

  

（２）連結財政状態 

  

２．配当の状況 
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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 ％ 

24年12月期第２四半期  3,260  9.0  242  37.6  242  40.7  67  65.7

23年12月期第２四半期  2,990  2.0  176  △4.7  172  △3.4  40  △37.7

（注）包括利益 24年12月期第２四半期 67百万円 （ ％） 65.7   23年12月期第２四半期 40百万円 （ ％） －

  
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12月期第２四半期  1,284.01  1,272.62

23年12月期第２四半期  762.63  753.31

  総資産 純資産 自己資本比率 

  百万円 百万円 ％ 

24年12月期第２四半期  7,000  2,089  29.8

23年12月期  7,097  2,107  29.7

（参考）自己資本 24年12月期第２四半期 2,089百万円   23年12月期 2,107百万円 

  
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 

23年12月期  － 0.00 － 1,100.00  1,100.00

24年12月期  － 0.00     

24年12月期（予想）     － 1,000.00  1,000.00

（注）直近に公表されている配当予想からの修正の有無： 無  

23年12月期期末配当の内訳 普通配当1,000円00銭 記念配当100円00銭

３．平成24年12月期の連結業績予想（平成24年１月１日～平成24年12月31日）

  （％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  6,500  3.0  550  9.9  530  9.7  190  0.0  3,611.20

（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      ： 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12月期２Ｑ 56,440株 23年12月期 56,440株

②  期末自己株式数 24年12月期２Ｑ 3,918株 23年12月期 3,418株

③  期中平均株式数（四半期累計） 24年12月期２Ｑ 52,707株 23年12月期２Ｑ 53,562株

 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連結財務諸表のレビュー手続は終了していません。

 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。業績予想の前提となる条

件及び業績予想のご利用にあたっての注意事項等については、添付資料Ｐ．３「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」をご覧ください。
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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24年１月１日～平成24年６月30日）のわが国経済は、東日本大震災からの復興需要

や設備投資の持ち直し等により緩やかな回復基調にあるものの、欧州債務問題を背景とした海外経済の減速や、円高の

長期化、今夏の電力供給不足による事業活動への影響等により、その先行きは不透明な状況が続いております。 

 美容業界におきましても、一般消費者の生活防衛意識が強く表れ、顧客の節約志向に繋がり、入客数の減少や客単価

の低下等、厳しい状況で推移いたしました。 

 このような状況のもと、当社グループは、「地域のお客様に『美と健康と若々しさ』を提供し、当社グループに関わ

るすべての人と共に幸福社会を築いていける会社づくりを目指す」との経営理念に基づき、「地域一番店を創り続け

る」を経営の中核に据え、ハイクオリティ・ハイセンスなサービスを値ごろ感のある料金で提供し、地域のお客様にご

支持いただけるサロンを展開することを経営の基本方針としております。 

 当第２四半期連結累計期間におきましても、前述の経営方針に基づき、値ごろ感のある料金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における当社グループチェーンの全店売上高合計は、8,238百万円（前年同四

半期比104.4％）となりました。 

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、253店舗（株式会社アッシュ「以下、Ａｓ

ｈ」107店舗、株式会社ニューヨーク・ニューヨーク「以下、ＮＹＮＹ」30店舗、株式会社スタイルデザイナー「以

下、ＳＤ」114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、222店舗（Ａｓｈ100

店舗、ＮＹＮＹ11店舗、ＳＤ111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3,260百万円（前年同四半期比109.0％）、営業利益

は242百万円（同137.6％）、経常利益は242百万円（同140.7％）、四半期純利益は67百万円（同165.7％）となりまし

た。  

  

  （注１）グループ店舗数253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222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、93百万円減少して2,774百万円となりました。 

 これは主として、立替金（四半期連結貸借対照表上は、流動資産「その他」で表示）の減少91百万円によるもので

す。 

 固定資産は、前連結会計年度末に比べて、３百万円減少して4,225百万円となりました。 

 これは主として、建物（純額）の減少15百万円、工具、器具及び備品（純額）の増加16百万円によるものです。 

 この結果、総資産は前連結会計年度末に比べて、97百万円減少して、7,000百万円となりました。 

（負債）  

 流動負債は、前連結会計年度末に比べて、99百万円減少して2,309百万円となりました。 

 これは主として、未払金の減少282百万円、１年内返済予定の長期借入金の増加209百万円、買掛金の減少32百万円に

よるものです。 

 固定負債は、前連結会計年度末に比べて、20百万円増加して2,601百万円となりました。 

 これは主として、長期借入金の増加59百万円、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、78百万円減少して4,910百万円となりました。  

（純資産）  

 純資産は、前連結会計年度末に比べて、18百万円減少して2,089百万円となりました。 

 これは主として、利益剰余金の増加６百万円、自己株式の取得による減少24百万円によるものです。  

 この結果、自己資本比率は前連結会計年度末の29.7％から29.8％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、前連結会計年度末に比べ11百

万円増加し、1,598百万円となりました。 

  

（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207百万円（前年同四半期は250百万円の収入）となりました。 

 これは主に、税金等調整前四半期純利益148百万円、減価償却費249百万円、立替金の減少額91百万円で得られた資金

１．当四半期決算に関する定性的情報
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に対し、未払金の減少額303百万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334百万円（前年同四半期は240百万円の支出）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298百万円、敷金及び保証金の差入による支出32百万円があったことに

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138百万円（前年同四半期は478百万円の収入）となりました。 

 これは主に、長期借入れによる収入650百万円で得られた資金に対し、長期借入金の返済による支出381百万円、配当

金の支払額58百万円、社債の償還による支出40百万円、自己株式の取得による支出28百万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 

業績予想につきましては、平成24年２月８日に公表いたしました通期の業績予想に変更はありません。 

   

   

（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。 

    

  

（４）追加情報 

  （会計上の変更及び誤謬の訂正に関する会計基準等の適用） 

 第１四半期連結会計期間の期首以後に行われる会計上の変更及び過去の誤謬の訂正より、「会計上の変更及び

誤謬の訂正に関する会計基準」（企業会計基準第24号 平成21年12月４日）及び「会計上の変更及び誤謬の訂正

に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第24号 平成21年12月４日）を適用しております。  

    

   

  

２．サマリー情報（注記事項）に関する事項
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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12月31日) 

当第２四半期連結会計期間 
(平成24年６月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 1,691,574 1,703,302

売掛金 309,053 326,116

商品 40,816 38,179

貯蔵品 19,046 29,503

その他 807,717 677,752

流動資産合計 2,868,207 2,774,854

固定資産   

有形固定資産   

建物 4,757,403 4,872,463

減価償却累計額及び減損損失累計額 △3,025,813 △3,155,893

建物（純額） 1,731,589 1,716,570

車両運搬具 11,802 11,802

減価償却累計額 △9,160 △9,711

車両運搬具（純額） 2,642 2,091

工具、器具及び備品 669,512 733,709

減価償却累計額及び減損損失累計額 △512,214 △560,401

工具、器具及び備品（純額） 157,298 173,308

土地 134,200 134,200

リース資産 3,486 3,486

減価償却累計額 △539 △788

リース資産（純額） 2,946 2,697

建設仮勘定 2,879 －

有形固定資産合計 2,031,557 2,028,868

無形固定資産   

のれん 344,361 307,857

その他 79,430 94,657

無形固定資産合計 423,792 402,515

投資その他の資産   

敷金及び保証金 1,505,574 1,507,842

その他 315,458 322,603

貸倒引当金 △47,394 △36,518

投資その他の資産合計 1,773,637 1,793,927

固定資産合計 4,228,987 4,225,310

資産合計 7,097,195 7,000,165

㈱アルテ サロン ホールディングス　（2406）　平成24年12月期　第２四半期決算短信

－　4　－



（単位：千円）

前連結会計年度 
(平成23年12月31日) 

当第２四半期連結会計期間 
(平成24年６月30日) 

負債の部   

流動負債   

買掛金 107,824 75,460

1年内返済予定の長期借入金 666,444 875,468

1年内償還予定の社債 80,000 80,000

未払金 1,340,447 1,057,893

未払法人税等 95,326 98,783

資産除去債務 5,949 6,825

その他 112,928 115,124

流動負債合計 2,408,920 2,309,555

固定負債   

社債 80,000 40,000

長期借入金 2,152,424 2,211,926

退職給付引当金 28,370 35,778

資産除去債務 8,276 8,325

その他 311,871 305,361

固定負債合計 2,580,942 2,601,391

負債合計 4,989,862 4,910,947

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 1,039,783 1,046,661

自己株式 △117,075 △142,040

株主資本合計 2,107,360 2,089,273

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 △28 △54

その他の包括利益累計額合計 △28 △54

純資産合計 2,107,332 2,089,218

負債純資産合計 7,097,195 7,000,165
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（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23年１月１日 
 至 平成23年６月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成24年１月１日 
 至 平成24年６月30日) 

売上高 2,990,735 3,260,234

売上原価 2,069,395 2,274,602

売上総利益 921,339 985,631

販売費及び一般管理費 745,187 743,201

営業利益 176,151 242,430

営業外収益   

受取利息 1,166 1,108

受取手数料 5,870 5,211

期限到来チケット精算収入 13,593 12,979

その他 4,925 3,018

営業外収益合計 25,555 22,317

営業外費用   

支払利息 21,679 17,991

その他 7,670 4,221

営業外費用合計 29,350 22,213

経常利益 172,357 242,534

特別利益   

貸倒引当金戻入額 1,377 11,400

固定資産売却益 1,919 7

ＦＣ契約解約益 31,465 －

特別利益合計 34,762 11,407

特別損失   

前期損益修正損 90 －

固定資産除却損 3,314 15,960

減損損失 24,008 57,067

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 31,799 32,480

特別損失合計 98,788 105,508

税金等調整前四半期純利益 108,331 148,433

法人税、住民税及び事業税 61,329 101,156

法人税等調整額 6,153 △20,399

法人税等合計 67,482 80,756

少数株主損益調整前四半期純利益 40,848 67,676

四半期純利益 40,848 67,676
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（四半期連結包括利益計算書） 
（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23年１月１日 
 至 平成23年６月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成24年１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 40,848 67,676

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △13 △26

その他の包括利益合計 △13 △26

四半期包括利益 40,834 67,650

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 40,834 67,650
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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23年１月１日 
 至 平成23年６月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成24年１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 108,331 148,433

減価償却費 268,919 249,191

減損損失 24,008 57,067

のれん償却額 35,352 37,076

その他の償却額 5,138 12,429

貸倒引当金の増減額（△は減少） 15,583 △10,876

退職給付引当金の増減額（△は減少） 1,868 7,408

受取利息及び受取配当金 △1,204 △1,150

支払利息 21,679 17,991

為替差損益（△は益） △522 △478

有形固定資産売却損益（△は益） △1,919 △7

有形固定資産除却損 3,314 15,960

原状回復費 12,457 4,432

ＦＣ契約解約損益（△は益） △31,177 4,823

災害損失 26,423 －

投資有価証券評価損益（△は益） 4,440 582

売上債権の増減額（△は増加） 72,065 △17,063

たな卸資産の増減額（△は増加） △703 △7,820

立替金の増減額（△は増加） 103,853 91,159

その他の資産の増減額（△は増加） 27,390 50,775

仕入債務の増減額（△は減少） △9,250 △32,363

未払金の増減額（△は減少） △328,574 △303,209

未払消費税等の増減額（△は減少） 14,899 △20,241

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） 7,664 21,850

その他 60 △3,409

小計 393,250 322,563

利息及び配当金の受取額 1,077 1,116

利息の支払額 △23,560 △18,372

法人税等の支払額 △94,301 △97,698

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 250,216 207,608
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（単位：千円）

前第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) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成24年１月１日 
 至 平成24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 △230,637 △298,313

有形固定資産の売却による収入 10,167 6,423

無形固定資産の取得による支出 △39,198 △25,586

投資有価証券の取得による支出 △70 △73

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 －

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 △7,110 △6,100

貸付金の回収による収入 34,934 11,401

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 △36,566 △32,417

敷金及び保証金の回収による収入 58,347 17,053

預り保証金の返還による支出 △44,845 △5,994

預り保証金の受入による収入 10,098 3,413

投資活動によるキャッシュ・フロー △240,206 △334,224

財務活動によるキャッシュ・フロー   

長期借入金の返済による支出 △402,450 △381,474

長期借入れによる収入 1,015,000 650,000

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 △17,408 △28,390

自己株式の売却による収入 － 950

配当金の支払額 △53,722 △58,029

割賦債務の返済による支出 △22,861 △4,452

リース債務の返済による支出 △261 △261

財務活動によるキャッシュ・フロー 478,295 138,341

現金及び現金同等物に係る換算差額 － 2

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 488,304 11,727

現金及び現金同等物の期首残高 1,320,606 1,586,574

現金及び現金同等物の四半期末残高 1,808,910 1,598,302
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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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