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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 ％ 

26年３月期第２四半期  18,703  14.7  2,803  39.5  2,833  39.5  1,618  35.0

25年３月期第２四半期  16,308  13.4  2,009  60.7  2,030  52.6  1,198  66.0

（注）包括利益 26年３月期第２四半期 1,691百万円（ ％） 36.7   25年３月期第２四半期 1,238百万円 （ ％） 71.1

  
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 

26年３月期第２四半期  102.11  101.45

25年３月期第２四半期  75.64  75.42

  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 

26年３月期第２四半期  32,475  19,008  58.4  1,196.08

25年３月期  32,544  17,696  54.3  1,114.50

（参考）自己資本 26年３月期第２四半期 18,964百万円   25年３月期 17,670百万円 

  
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 

25年３月期  － 25.00 － 25.00  50.00

26年３月期  － 25.00     

26年３月期（予想）     － 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26年３月期の連結業績予想（平成25年４月１日～平成26年３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  37,925  8.1  4,350  7.0  4,417  7.5  2,506  8.5  158.11

（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） 26年３月期２Ｑ 16,527,300株 25年３月期 16,527,300株

②  期末自己株式数 26年３月期２Ｑ 672,069株 25年３月期 672,138株

③  期中平均株式数（四半期累計） 26年３月期２Ｑ 15,855,150株 25年３月期２Ｑ 15,850,530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。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３ページ「１．当四半期決算に

関する定性的情報（３）連結業績予想などの将来予測情報に関する説明」をご覧ください。
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（１）経営成績に関する説明 

① 当期の経営成績 

当第2四半期連結累計期間における我が国経済は、政府の経済・金融政策などを背景に、企業業績や消費動向が

改善するなど、徐々に景気は回復しつつありますが、平成26年4月からの消費税増税や円安進行による原材料価格

の上昇などにより、国内景気は依然として先行き不安定な状況で推移しております。 

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、「製造・販売一体となったお客様満足の追

求」「新業態・新チャネルでの成果の創出」「業務革新の推進と利益構造の改善」「強い人材の育成と働き甲斐の

ある職場風土の確立」を基本方針とし、効果的な広告宣伝、商品開発力の強化や販売スタッフの技術力・接客力・

商品提案力の強化によるお客様の定着推進等の諸施策を実施いたしました。 

この結果、当第2四半期連結累計期間の売上高は18,703百万円(前年同四半期比14.7%増)となりました。利益につ

いては、売上高の増加により営業利益は2,803百万円(同39.5%増)、経常利益は2,833百万円(同39.5%増)、四半期純

利益は1,618百万円（同35.0%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の状況は次のとおりです。 

＜男性向け売上高＞ 

男性向け売上高については、お客様担当制強化によるお客様の定着推進、販売スタッフの技術力・接客力・商品

提案力の強化によるお客様満足向上等の諸施策を実施した結果、10,834百万円(前年同四半期比8.0%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、百貨店での展示試着会の拡大、新商品の積極的販売、販売スタッフのスキル強化に

よるお客様満足向上、ウィッグ定期点検プログラムによるお客様の定着推進等の諸施策を実施した結果、6,516百

万円(同22.4%増)となりました。 

   

（２）財政状態に関する説明 

① 資産、負債及び純資産の状況 

（資産） 

当第2四半期連結会計期間末の総資産は、前連結会計年度末と比べ68百万円減少し、32,475百万円となりまし

た。これは、現金及び預金が減少したこと等により流動資産が605百万円減少した一方、有形固定資産の増加等に

より固定資産が536百万円増加したことによるものです。 

（負債） 

当第2四半期連結会計期間末の負債は、前連結会計年度末と比べ1,380百万円減少し、13,466百万円となりまし

た。これは、未払金、前受金の減少等により流動負債が1,654百万円減少した一方、固定負債が273百万円増加した

ことによるものです。 

（純資産） 

当第2四半期連結会計期間末の純資産は前連結会計年度末に比べ1,311百万円増加し、19,008百万円となりまし

た。これは利益剰余金が1,222百万円増加したこと等によるものです。 

  

② キャッシュ・フローの状況 

当第2四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以下のとおりであり、現金

及び現金同等物（以下「資金」という）の期末残高は、前連結会計年度末比1,887百万円減少し、12,998百万円と

なりました。 

（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2,823百万円に加え減価償却費502百万円、退職給付引当金の増加133百万円等があっ

た一方、たな卸資産の増加254百万円、前受金の減少584百万円、法人税等の支払1,151百万円、その他の営業支出

1,343百万円等により、181百万円の資金収入(前年同四半期は1,306百万円の資金収入)となりました。 

（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

有価証券の取得による支出2,000百万円、有形固定資産の取得による支出507百万円等があった一方、有価証券の

償還による収入1,000百万円等により、1,636百万円の資金支出(前年同四半期は322百万円の資金支出)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396百万円、リース債務返済による支出66百万円等により、462百万円の資金支出(前年同四半期は

417百万円の資金支出)となりました。 

   

１．当四半期決算に関する定性的情報



（３）連結業績予想などの将来予測情報に関する説明 

平成26年３月期の通期業績予想につきましては、平成25年５月10日に発表いたしました業績予想から変更ありま

せん。なお、第２四半期累計期間につきましては、本日（平成25年10月30日）公表の「平成26年３月期第２四半期

累計期間業績予想と実績値との差異に関するお知らせ」をご覧下さい。 

   

   

（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。 

   

   

 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25年３月31日) 

当第２四半期連結会計期間 
(平成25年９月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 12,866,535 10,978,860

売掛金 3,814,111 3,763,347

有価証券 2,018,794 3,019,326

商品及び製品 984,194 1,196,516

仕掛品 92,447 103,365

原材料及び貯蔵品 949,331 997,453

その他 1,229,022 1,294,469

貸倒引当金 △9,891 △14,249

流動資産合計 21,944,547 21,339,089

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 3,647,291 3,833,071

その他（純額） 2,377,328 2,520,713

有形固定資産合計 6,024,619 6,353,785

無形固定資産   

その他 392,846 451,309

無形固定資産合計 392,846 451,309

投資その他の資産   

その他 4,242,481 4,390,771

貸倒引当金 △60,188 △59,494

投資その他の資産合計 4,182,292 4,331,277

固定資産合計 10,599,758 11,136,371

資産合計 32,544,306 32,475,461



（単位：千円）

前連結会計年度 
(平成25年３月31日) 

当第２四半期連結会計期間 
(平成25年９月30日) 

負債の部   

流動負債   

買掛金 275,551 316,158

未払金 2,173,868 1,221,477

未払法人税等 1,231,090 1,191,306

前受金 4,718,762 4,134,520

賞与引当金 776,310 769,807

役員賞与引当金 150,000 75,000

商品保証引当金 34,119 33,225

ポイント引当金 62,296 69,985

その他 1,113,204 1,069,173

流動負債合計 10,535,205 8,880,654

固定負債   

退職給付引当金 2,053,340 2,187,061

役員退職慰労引当金 1,150,395 1,176,230

資産除去債務 1,001,431 1,031,442

その他 107,072 191,359

固定負債合計 4,312,239 4,586,093

負債合計 14,847,444 13,466,748

純資産の部   

株主資本   

資本金 3,001,095 3,001,095

資本剰余金 2,888,595 2,888,616

利益剰余金 12,288,081 13,510,594

自己株式 △531,453 △531,433

株主資本合計 17,646,317 18,868,872

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 3,030 1,871

為替換算調整勘定 21,216 93,386

その他の包括利益累計額合計 24,246 95,258

新株予約権 21,658 37,901

少数株主持分 4,640 6,680

純資産合計 17,696,861 19,008,712

負債純資産合計 32,544,306 32,475,461



（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24年４月１日 
 至 平成24年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成25年４月１日 
 至 平成25年９月30日) 

売上高 16,308,067 18,703,390

売上原価 4,407,494 4,956,401

売上総利益 11,900,573 13,746,988

販売費及び一般管理費 9,890,943 10,943,140

営業利益 2,009,630 2,803,848

営業外収益   

受取利息 48,428 37,146

受取配当金 － 701

その他 26,214 38,698

営業外収益合計 74,642 76,546

営業外費用   

為替差損 3,582 11,058

支払保証料 28,437 28,501

その他 21,698 7,754

営業外費用合計 53,719 47,315

経常利益 2,030,553 2,833,079

特別利益   

固定資産売却益 11 －

特別利益合計 11 －

特別損失   

固定資産除却損 1,788 9,427

会員権評価損 1,180 －

特別損失合計 2,968 9,427

税金等調整前四半期純利益 2,027,597 2,823,651

法人税、住民税及び事業税 847,360 1,151,127

法人税等調整額 △19,707 51,914

法人税等合計 827,652 1,203,041

少数株主損益調整前四半期純利益 1,199,945 1,620,610

少数株主利益 949 1,718

四半期純利益 1,198,996 1,618,891



（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24年４月１日 
 至 平成24年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成25年４月１日 
 至 平成25年９月30日) 

少数株主損益調整前四半期純利益 1,199,945 1,620,610

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 296 △1,158

為替換算調整勘定 37,789 72,492

その他の包括利益合計 38,086 71,333

四半期包括利益 1,238,031 1,691,943

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 1,234,969 1,689,903

少数株主に係る四半期包括利益 3,062 2,040



（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24年４月１日 
 至 平成24年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成25年４月１日 
 至 平成25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 2,027,597 2,823,651

減価償却費 360,374 502,511

貸倒引当金の増減額（△は減少） 2,960 3,556

賞与引当金の増減額（△は減少） 25,728 △6,490

役員賞与引当金の増減額（△は減少） △25,000 △75,000

商品保証引当金の増減額（△は減少） △2,866 △893

ポイント引当金の増減額（△は減少） 4,929 7,688

退職給付引当金の増減額（△は減少） 151,938 133,564

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 164,160 25,835

受取利息及び受取配当金 － △37,848

受取利息 △48,428 －

固定資産除却損 1,788 9,427

固定資産売却損益（△は益） △11 －

売上債権の増減額（△は増加） 483,437 52,907

たな卸資産の増減額（△は増加） △260,407 △254,223

仕入債務の増減額（△は減少） 23,191 37,966

前受金の増減額（△は減少） 368,474 △584,242

その他 △951,495 △1,343,292

小計 2,326,369 1,295,121

利息及び配当金の受取額 － 37,803

利息の受取額 48,650 －

法人税等の支払額 △1,068,061 △1,151,844

営業活動によるキャッシュ・フロー 1,306,958 181,080

投資活動によるキャッシュ・フロー   

有価証券の取得による支出 － △2,000,000

有価証券の償還による収入 － 1,000,000

有形固定資産の取得による支出 △212,496 △507,159

有形固定資産の売却による収入 27 －

無形固定資産の取得による支出 △100,392 △65,204

長期貸付金の回収による収入 856 723

敷金及び保証金の差入による支出 △34,463 △79,584

敷金及び保証金の回収による収入 20,856 16,904

その他 3,551 △1,822

投資活動によるキャッシュ・フロー △322,060 △1,636,143

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 △21,755 △66,136

株式の発行による収入 360 －

自己株式の取得による支出 △31 △58

配当金の支払額 △396,368 △396,473

財務活動によるキャッシュ・フロー △417,795 △462,668

現金及び現金同等物に係る換算差額 15,030 30,587

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 582,132 △1,887,143

現金及び現金同等物の期首残高 13,290,807 14,885,330

現金及び現金同等物の四半期末残高 13,872,940 12,998,186



 該当事項はありません。 

   

   

 該当事項はありません。 

   

   

（４）四半期連結財務諸表に関する注記事項

（継続企業の前提に関する注記）

（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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