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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３四半期  5,057  2.3  276  △23.3  307  △16.7  111  6.6

24年12月期第３四半期  4,943  9.0  361  41.1  369  58.6  104  158.1

（注）包括利益 25年12月期第３四半期 111百万円 （ ％） 6.8   24年12月期第３四半期 104百万円 （ ％） 157.8

  
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３四半期  2,178.14  2,175.43

24年12月期第３四半期  1,990.72  1,973.18

  総資産 純資産 自己資本比率 

  百万円 百万円 ％ 

25年12月期第３四半期  6,402  2,169  33.9

24年12月期  6,892  2,185  31.7

（参考）自己資本 25年12月期第３四半期 2,169百万円   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  － 0.00 －    

25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  

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、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  6,900  3.5  425  △18.3  460  △18.1  190  △0.3  3,714.21

（注）直近に公表されている業績予想からの修正の有無： 有  



※  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）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３Ｑ 56,440株 24年12月期 56,440株

②  期末自己株式数 25年12月期３Ｑ 5,688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３Ｑ 51,290株 24年12月期３Ｑ 52,645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主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３四半期連結累計期間（平成25年１月１日～平成25年９月30日）におけるわが国経済は、昨年に発足した

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ました。 

 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３四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が、客単価の上昇には至らず、当第３四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３四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３四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、713百万円減少して2,165百万円となりました。 

これは主として、現金及び預金の減少655百万円によるものです。 

  固定資産は、前連結会計年度末に比べて、222百万円増加して4,237百万円となりました。 

  これは主として、ソフトウェア仮勘定（四半期連結貸借対照表上は、無形固定資産「その他」で表示）の増加

100百万円、建設仮勘定の増加40百万円、工具、器具及び備品（純額）の増加24百万円、建物（純額）の増加18百

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、490百万円減少して6,402百万円となりました。 

 （負債）  

  流動負債は、前連結会計年度末に比べて、461百万円減少して2,080百万円となりました。 

  これは主として、未払金の減少419百万円によるものです。 

  固定負債は、前連結会計年度末に比べて、14百万円減少して2,152百万円となりました。 

  これは主として、長期借入金の減少20百万円によるものです。 

  この結果、負債合計は前連結会計年度末に比べて、475百万円減少して4,232百万円となりました。  

 （純資産）  

  純資産は、前連結会計年度末に比べて、15百万円減少して2,169百万円となりました。 

  これは主として、利益剰余金の増加48百万円、自己株式の取得による減少78百万円、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33.9％となりました。 

  

（３）連結業績予想に関する定性的情報 

 連結業績予想につきましては、平成25年２月８日に公表いたしました通期の業績予想を修正いたしました。詳細

につきましては平成25年10月31日に公表いたしました「業績予想の修正に関するお知らせ」をご参照ください。 

  

１．当四半期決算に関する定性的情報

12,499 99.7

260

109 30

119 221 92

16 113

5,057 102.3

276 76.7 307 83.3 111 106.6
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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、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３四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9,651千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３四半期連結会計期間 
(平成25年９月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 1,703,034 1,047,902

売掛金 296,998 315,500

商品 41,927 66,131

貯蔵品 27,424 25,647

その他 809,105 709,995

貸倒引当金 △32 －

流動資産合計 2,878,459 2,165,177

固定資産   

有形固定資産   

建物 4,913,839 5,010,095

減価償却累計額及び減損損失累計額 △3,298,715 △3,376,846

建物（純額） 1,615,124 1,633,249

車両運搬具 11,802 17,238

減価償却累計額 △10,262 △12,012

車両運搬具（純額） 1,540 5,225

工具、器具及び備品 791,301 865,871

減価償却累計額及び減損損失累計額 △618,374 △668,040

工具、器具及び備品（純額） 172,927 197,831

土地 134,200 134,200

リース資産 3,486 3,486

減価償却累計額 △1,037 △1,411

リース資産（純額） 2,448 2,075

建設仮勘定 － 40,480

有形固定資産合計 1,926,241 2,013,062

無形固定資産   

のれん 304,401 295,626

その他 51,707 156,197

無形固定資産合計 356,108 451,824

投資その他の資産   

敷金及び保証金 1,468,691 1,472,651

その他 295,867 324,778

貸倒引当金 △32,542 △25,073

投資その他の資産合計 1,732,015 1,772,356

固定資産合計 4,014,364 4,237,243

資産合計 6,892,824 6,402,421
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（単位：千円）

前連結会計年度 
(平成24年12月31日) 

当第３四半期連結会計期間 
(平成25年９月30日) 

負債の部   

流動負債   

買掛金 93,743 61,510

短期借入金 50,000 100,000

1年内返済予定の長期借入金 699,258 774,424

1年内償還予定の社債 80,000 40,000

未払金 1,360,660 941,526

未払法人税等 136,144 37,731

資産除去債務 1,846 3,373

その他 119,751 121,759

流動負債合計 2,541,404 2,080,326

固定負債   

長期借入金 1,805,902 1,785,087

退職給付引当金 42,693 51,075

資産除去債務 10,875 10,937

その他 306,694 305,030

固定負債合計 2,166,165 2,152,130

負債合計 4,707,570 4,232,456

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 1,212,413

自己株式 △163,414 △227,213

株主資本合計 2,185,308 2,169,852

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 △54 112

その他の包括利益累計額合計 △54 112

純資産合計 2,185,253 2,169,964

負債純資産合計 6,892,824 6,402,421
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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24年１月１日 
 至 平成24年９月30日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成25年１月１日 
 至 平成25年９月30日) 

売上高 4,943,249 5,057,104

売上原価 3,455,825 3,587,709

売上総利益 1,487,423 1,469,395

販売費及び一般管理費 1,126,185 1,192,480

営業利益 361,238 276,914

営業外収益   

受取利息 1,773 1,869

受取手数料 9,319 9,317

期限到来チケット精算収入 19,998 25,726

その他 10,816 21,906

営業外収益合計 41,908 58,819

営業外費用   

支払利息 26,826 19,110

その他 6,607 8,769

営業外費用合計 33,434 27,880

経常利益 369,711 307,853

特別利益   

貸倒引当金戻入額 11,426 －

固定資産売却益 7 672

棚卸資産受贈益 － 5,652

受取補償金 － 45,633

その他 480 －

特別利益合計 11,913 51,957

特別損失   

固定資産除却損 49,476 11,689

店舗閉鎖損失 16,967 30,797

減損損失 60,713 48,345

ＦＣ契約解約損 21,293 52,895

その他 1,236 －

特別損失合計 149,685 143,729

税金等調整前四半期純利益 231,940 216,082

法人税、住民税及び事業税 143,568 110,214

法人税等調整額 △16,429 △5,850

法人税等合計 127,138 104,363

少数株主損益調整前四半期純利益 104,801 111,718

四半期純利益 104,801 111,718

㈱アルテ サロン ホールディングス　（2406）　平成25年12月期　第３四半期決算短信

－　6　－



（四半期連結包括利益計算書） 
（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24年１月１日 
 至 平成24年９月30日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成25年１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 104,801 111,718

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △67 167

その他の包括利益合計 △67 167

四半期包括利益 104,734 111,885

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 104,734 111,885
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 該当事項はありません。 

   

   

 該当事項はありません。  

   

（自己株式の取得）  

平成25年10月31日開催の取締役会において、会社法第165条第３項の規定により読み替えて適用される同法第156

条の規定に基づき、自己株式取得に係る事項を決議いたしました。  

  

 １．自己株式の取得を行う理由 

 経済情勢の変化に対応した機動的な経営を行うため、自己株式を取得するものであります。 

  

 ２．取得に係る事項の内容 

（１）取得対象株式の種類    当社普通株式 

（２）取得する株式の総数    500株（上限） 

    （発行済株式総数に対する割合0.8％） 

（３）株式の取得価額の総額   30百万円（上限） 

（４）自己株式取得の日程     平成25年11月１日から平成25年12月20日まで 

  

（ご参考）平成25年10月31日時点における自己株式の保有 

      発行済株式総数  56,440株  

      自己株式数     5,688株 

  

（株式分割、単元株制度の採用及び定款の一部変更）  

平成25年10月25日開催の取締役会において、株式の分割及び単元株制度の採用について決議いたしました。 

また同取締役会において、平成26年３月25日開催予定の第26回定時株主総会に「定款一部変更の件」を付議す

ることを決議いたしました。 

  

１．株式の分割、単元株制度の採用及び定款の一部変更の目的 

  

当社は、平成19年11月27日に全国証券取引所が公表した「売買単位の集約に向けた行動計画」の趣旨に鑑み、

当社株式１株につき100株の割合をもって株式分割を実施するとともに、100株を１単元とする単元株制度を採用い

たします。 

なお、本株式分割および単元株制度の採用に伴う実質的な投資単位の変更はございません。 

  

２．株式分割の概要 

  

（１）分割の方法 

平成25年12月31日（火）［但し、当日は休日のため、実質的には平成25年12月30日（月）］を基準日として、

同日 終の株主名簿に記載または記録された株主の所有する普通株式１株につき100株の割合をもって分割いたし

ます。 

  

（２）分割により増加する株式数 

① 株式分割前の発行済株式総数       56,440株（平成25年10月25日時点） 

② 株式の分割により増加する株式数   5,587,560株 

③ 株式分割後の発行済株式総数     5,644,000株 

④ 株式分割後の発行可能株式総数    22,576,000株 

  

（３）分割の日程 

基準日公告：平成25年12月13日（金） 

基 準 日：平成25年12月31日（火） ※実質上は平成25年12月30日（月） 

（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

（５）重要な後発事象
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効力発生日：平成26年１月１日（水） 

  

（４）資本金の額の変更 

今回の株式分割に際して、当社の資本金の額の変更はありません。 

  

３．単元株制度の採用 

  

（１）新設する単元株式数の数 

単元株制度を採用し、単元株式数を100株といたします。 

  

（２）新設の日程 

効力発生日 平成26年１月１日（水） 

※単元株制度の採用に伴い、平成25年12月26日（木）をもって、証券取引所における当社株式の売買単位は１株か

ら100株に変更されます。 

  

４．１株当たり四半期純利益金額に及ぼす影響 

 当該株式分割が前連結会計年度の期首に行われたと仮定した場合の１株当たり情報は以下のとおりであります。

  

  
前第３四半期連結累計期間 
（自 平成24年１月１日 
  至 平成24年９月30日） 

当第３四半期連結累計期間 
（自 平成25年１月１日 
  至 平成25年９月30日） 

１株当たり四半期純利益金額 円 銭 19 91 円 銭 21 78

潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額 円 銭 19 73 円 銭 21 75
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