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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 ％ 

25年12月期第１四半期  1,594  1.4  116  3.1  125  9.2  36  △29.0

24年12月期第１四半期  1,572  10.8  113  126.9  114  155.1  51  －

（注）包括利益 25年12月期第１四半期 36百万円 （ ％） △28.8   24年12月期第１四半期 51百万円 （ ％） －

  
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12月期第１四半期  705.17  702.55

24年12月期第１四半期  971.79  962.98

  総資産 純資産 自己資本比率 

  百万円 百万円 ％ 

25年12月期第１四半期  6,517  2,112  32.4

24年12月期  6,892  2,185  31.7

（参考）自己資本 25年12月期第１四半期 2,112百万円   24年12月期 2,185百万円 

  
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12月期  － 0.00 － 1,000.00  1,000.00

25年12月期  －       
25年12月期（予想）   0.00 － 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  

３．平成25年12月期の連結業績予想（平成25年１月１日～平成25年12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）  3,400  4.3  250  3.1  240  △1.0  20  △70.4  388.80

通期  7,000  5.0  565  8.6  565  0.6  195  2.3  3,801.52

（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）当第１四半期連結会計期間より減価償却方法の変更を行っており、「会計方針の変更を会計上の見積りの変更と区別

することが困難な場合」に該当しております。詳細は、添付資料Ｐ．３「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12月期１Ｑ 56,440株 24年12月期 56,440株

②  期末自己株式数 25年12月期１Ｑ 5,288株 24年12月期 4,318株

③  期中平均株式数（四半期累計） 25年12月期１Ｑ 51,732株 24年12月期１Ｑ 52,892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、四半期連結財務諸表に対する四半期レビュー手続が実施中です。

 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、その達成を当社として約束する趣旨のものではありません。また、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．２「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１四半期連結累計期間（平成25年１月１日～平成25年３月31日）におけるわが国経済は、昨年度末に発足した

新政権による金融緩和を主軸とした経済政策が景気回復への期待感を呼び、円高の修正ならびに株式市場の回復傾向が

見られました。しかしながら雇用情勢の回復や個人所得への波及については不透明な状況が続いており、美容業界にお

きましても客単価の低下傾向が引き続き見られ、消費支出の増加には至りませんでした。 

 このような状況の中、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、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１四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１四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、 百万円（前年同四

半期比 ％）となりました。 

当第１四半期連結累計期間における当社グループの店舗数は、 店舗（株式会社アッシュ「以下、Ａｓｈ」 店

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

店舗、株式会社ＡＭＧ２店舗）となり、グループにおけるＦＣ店舗数は、 店舗（Ａｓｈ 店舗、ＮＹＮＹ 店

舗、ＳＤ 店舗）となりました。 

以上の結果、当第１四半期連結累計期間における連結売上高は 百万円（前年同四半期比 ％）、営業利益

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

た。  

     

（２）連結財政状態に関する定性的情報 

（資産） 

 流動資産は、前連結会計年度末に比べて、419百万円減少して2,458百万円となりました。 

これは主として、現金及び預金の減少324百万円によるものです。 

 固定資産は、前連結会計年度末に比べて、45百万円増加して4,059百万円となりました。 

これは主として、敷金及び保証金の増加26百万円、車両運搬具（純額）の増加５百万円、建物（純額）の増加４百

万円、工具、器具及び備品（純額）の増加４百万円によるものです。 

 この結果、総資産は前連結会計年度末に比べて、374百万円減少して6,517百万円となりました。 

  （負債）  

 流動負債は、前連結会計年度末に比べて、186百万円減少して2,354百万円となりました。 

これは主として、未払法人税等の減少101百万円、未払金の減少74百万円、買掛金の減少22百万円、資産除去債務の

増加９百万円によるものです。 

 固定負債は、前連結会計年度末に比べて、115百万円減少して2,050百万円となりました。 

これは主として、長期借入金の減少121百万円によるものです。 

 この結果、負債合計は前連結会計年度末に比べて、302百万円減少して4,405百万円となりました。  

（純資産）  

 純資産は、前連結会計年度末に比べて、72百万円減少して2,112百万円となりました。 

 これは主として、配当金52百万円を計上したこと等による利益剰余金の減少26百万円、自己株式の取得による減少60

百万円、ストックオプション行使に伴う自己株式充当による増加14百万円によるものです。  

この結果、自己資本比率は前連結会計年度末の31.7％から32.4％となりました。 

   

（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25年２月８日に公表しました第２四半期連結累計期間及び通期の業績予想に変更は

ありません。  

１．当四半期決算に関する定性的情報

4,003

100.1

257 108

30

117 222 97 14

111

1,594 101.4

116 103.1 125 109.2 36 71.0
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（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） 

     当社グループは、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25年１月１日以後に取得 

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

    これにより、従来の方法に比べて、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 

   半期純利益はそれぞれ770千円増加しております。 

   

   

２．サマリー情報（注記事項）に関する事項
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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24年12月31日) 

当第１四半期連結会計期間 
(平成25年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 1,703,034 1,378,041

売掛金 296,998 357,708

商品 41,927 37,073

貯蔵品 27,424 29,531

その他 809,105 656,197

貸倒引当金 △32 △14

流動資産合計 2,878,459 2,458,537

固定資産   

有形固定資産   

建物 4,913,839 4,955,804

減価償却累計額及び減損損失累計額 △3,298,715 △3,336,510

建物（純額） 1,615,124 1,619,293

車両運搬具 11,802 17,238

減価償却累計額 △10,262 △10,604

車両運搬具（純額） 1,540 6,633

工具、器具及び備品 791,301 810,401

減価償却累計額及び減損損失累計額 △618,374 △633,413

工具、器具及び備品（純額） 172,927 176,988

土地 134,200 134,200

リース資産 3,486 3,486

減価償却累計額 △1,037 △1,162

リース資産（純額） 2,448 2,324

有形固定資産合計 1,926,241 1,939,440

無形固定資産   

のれん 304,401 284,526

その他 51,707 67,338

無形固定資産合計 356,108 351,864

投資その他の資産   

敷金及び保証金 1,468,691 1,494,909

その他 295,867 306,279

貸倒引当金 △32,542 △33,115

投資その他の資産合計 1,732,015 1,768,072

固定資産合計 4,014,364 4,059,378

資産合計 6,892,824 6,517,915

㈱アルテ サロン ホールディングス　（2406）　平成25年12月期　第１四半期決算短信

－　4　－



（単位：千円）

前連結会計年度 
(平成24年12月31日) 

当第１四半期連結会計期間 
(平成25年３月31日) 

負債の部   

流動負債   

買掛金 93,743 71,674

短期借入金 50,000 50,000

1年内返済予定の長期借入金 699,258 694,244

1年内償還予定の社債 80,000 80,000

未払金 1,360,660 1,285,842

未払法人税等 136,144 34,831

資産除去債務 1,846 11,371

その他 119,751 126,822

流動負債合計 2,541,404 2,354,785

固定負債   

長期借入金 1,805,902 1,684,799

退職給付引当金 42,693 45,442

資産除去債務 10,875 10,896

その他 306,694 309,348

固定負債合計 2,166,165 2,050,485

負債合計 4,707,570 4,405,271

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 1,164,070 1,137,175

自己株式 △163,414 △209,233

株主資本合計 2,185,308 2,112,594

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 △54 49

その他の包括利益累計額合計 △54 49

純資産合計 2,185,253 2,112,643

負債純資産合計 6,892,824 6,517,915
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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24年１月１日 
 至 平成24年３月31日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成25年１月１日 
 至 平成25年３月31日) 

売上高 1,572,285 1,594,438

売上原価 1,105,435 1,095,453

売上総利益 466,850 498,985

販売費及び一般管理費 353,723 382,324

営業利益 113,126 116,660

営業外収益   

受取利息 645 629

受取手数料 3,127 3,097

期限到来チケット精算収入 6,019 8,390

その他 3,488 4,346

営業外収益合計 13,280 16,464

営業外費用   

支払利息 8,714 6,889

投資有価証券評価損 582 －

その他 2,512 1,052

営業外費用合計 11,809 7,941

経常利益 114,598 125,182

特別利益   

貸倒引当金戻入額 221 －

固定資産売却益 － 663

特別利益合計 221 663

特別損失   

固定資産除却損 5,360 5,080

店舗閉鎖損失 1,449 16,309

減損損失 127 29,037

その他 884 9,098

特別損失合計 7,821 59,524

税金等調整前四半期純利益 106,997 66,320

法人税、住民税及び事業税 47,642 36,436

法人税等調整額 7,954 △6,595

法人税等合計 55,597 29,840

少数株主損益調整前四半期純利益 51,400 36,480

四半期純利益 51,400 36,480
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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24年１月１日 
 至 平成24年３月31日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成25年１月１日 
 至 平成25年３月31日) 

少数株主損益調整前四半期純利益 51,400 36,480

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 11 104

その他の包括利益合計 11 104

四半期包括利益 51,411 36,584

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 51,411 36,584
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  該当事項はありません。 

   

   

 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）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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