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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 ％ 

26年３月期第１四半期  9,678  25.9  2,055  230.6  2,072  221.3  1,213  249.0

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

（注）包括利益 26年３月期第１四半期 1,287百万円（ ％） 220.3   25年３月期第１四半期 401百万円 （ ％） 390.7

  
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１四半期  76.55  76.09

25年３月期第１四半期  21.94  21.89

  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１四半期  32,014  18,596  58.0  1,170.62

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１四半期 18,560百万円   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  －       
26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、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）  18,475  13.3  2,106  4.8  2,134  5.1  1,211  1.1  76.42

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１Ｑ 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１Ｑ 672,138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１Ｑ 15,855,162株 25年３月期１Ｑ 15,850,089株

この決算短信の開示時点において、金融商品取引法に基づく連結財務諸表の監査手続が実施中です。

（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

前提となる仮定及び業績予想のご利用に当っての注意事項等については、２ページ「１．経営成績（１）経営成績に

関する分析」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１四半期連結会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、中国をはじめとした新興国経済の停滞、円安進行による原材

料価格の上昇など、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１四半期連結会計期間の売上高は9,678百万円(前年同四半期比25.9%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2,055百万円(同230.6%増)、経常利益は2,072百万円(同221.3%増)、四半期

純利益は1,213百万円（同249.0%増）と前年同四半期比大幅な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、5,367百万円(前年同四半期比19.3%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、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、3,643百万円

(同36.3%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１四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529百万円減少し、32,014百万円となりまし

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798百万円減少した一方、有形固定資産の増加等に

より固定資産が268百万円増加したことによるものです。 

（負債） 

当第１四半期連結会計期間末の負債は、前連結会計年度末と比べ1,429百万円減少し、13,418百万円となりまし

た。これは、未払金、未払法人税等、前受金の減少等により流動負債が1,584百万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の純資産は前連結会計年度末に比べ899百万円増加し、18,596百万円となりまし

た。これは利益剰余金が817百万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１四半期連結会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2,547百万円減少し、12,337百万円と

なりました。 

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

税金等調整前当期純利益2,064百万円に加え減価償却費179百万円、賞与引当金の増加398百万円、退職給付引当

金の増加70百万円等があった一方、売上債権の増加598百万円、前受金の減少650百万円、法人税等の支払1,103百

万円、その他の営業支出973百万円等により、832百万円の資金支出(前年同四半期は374百万円の資金支出)となり

ました。 

（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

有価証券の取得による支出1,000百万円、有形固定資産の取得による支出291百万円、無形固定資産の取得による

支出30百万円等により、1,352百万円の資金支出(前年同四半期は170百万円の資金支出)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370百万円、リース債務の返済による支出27百万円により、398百万円の資金支出(前年同四半期は

372百万円の資金支出)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。

   

（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１四半期連結会計期間 
(平成25年６月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 12,866,535 10,318,278

売掛金 3,814,111 4,415,413

有価証券 2,018,794 3,019,062

商品及び製品 984,194 1,014,682

仕掛品 92,447 112,047

原材料及び貯蔵品 949,331 965,697

その他 1,229,022 1,311,196

貸倒引当金 △9,891 △9,974

流動資産合計 21,944,547 21,146,404

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 3,647,291 3,729,887

その他（純額） 2,377,328 2,430,094

有形固定資産合計 6,024,619 6,159,981

無形固定資産   

その他 392,846 452,917

無形固定資産合計 392,846 452,917

投資その他の資産   

その他 4,242,481 4,314,840

貸倒引当金 △60,188 △59,802

投資その他の資産合計 4,182,292 4,255,037

固定資産合計 10,599,758 10,867,936

資産合計 32,544,306 32,014,341



（単位：千円）

前連結会計年度 
(平成25年３月31日) 

当第１四半期連結会計期間 
(平成25年６月30日) 

負債の部   

流動負債   

買掛金 275,551 200,974

未払金 2,173,868 1,177,374

未払法人税等 1,231,090 935,752

前受金 4,718,762 4,068,035

賞与引当金 776,310 1,175,213

役員賞与引当金 150,000 37,500

商品保証引当金 34,119 36,893

ポイント引当金 62,296 68,774

その他 1,113,204 1,250,387

流動負債合計 10,535,205 8,950,906

固定負債   

退職給付引当金 2,053,340 2,124,025

役員退職慰労引当金 1,150,395 1,163,312

資産除去債務 1,001,431 1,016,016

その他 107,072 163,775

固定負債合計 4,312,239 4,467,130

負債合計 14,847,444 13,418,036

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 2,888,595

利益剰余金 12,288,081 13,105,348

自己株式 △531,453 △531,453

株主資本合計 17,646,317 18,463,584

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 94,854

その他の包括利益累計額合計 24,246 96,726

新株予約権 21,658 29,779

少数株主持分 4,640 6,214

純資産合計 17,696,861 18,596,304

負債純資産合計 32,544,306 32,014,341



（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４月１日 
 至 平成24年６月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成25年４月１日 
 至 平成25年６月30日) 

売上高 7,684,722 9,678,082

売上原価 2,171,908 2,475,668

売上総利益 5,512,813 7,202,414

販売費及び一般管理費 4,890,986 5,146,945

営業利益 621,827 2,055,468

営業外収益   

受取利息 25,165 17,975

受取配当金 － 172

その他 21,504 21,030

営業外収益合計 46,669 39,179

営業外費用   

為替差損 1,539 1,395

支払保証料 15,203 15,723

その他 6,835 5,337

営業外費用合計 23,577 22,455

経常利益 644,918 2,072,191

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 － 7,418

会員権評価損 1,140 －

特別損失合計 1,140 7,418

税金等調整前四半期純利益 643,790 2,064,773

法人税、住民税及び事業税 380,855 908,742

法人税等調整額 △85,358 △58,809

法人税等合計 295,496 849,933

少数株主損益調整前四半期純利益 348,293 1,214,840

少数株主利益 527 1,194

四半期純利益 347,766 1,213,645



（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４月１日 
 至 平成24年６月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成25年４月１日 
 至 平成25年６月30日) 

少数株主損益調整前四半期純利益 348,293 1,214,840

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 53,409 74,018

その他の包括利益合計 53,705 72,859

四半期包括利益 401,999 1,287,700

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 398,781 1,286,125

少数株主に係る四半期包括利益 3,218 1,574



（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24年４月１日 
 至 平成24年６月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成25年４月１日 
 至 平成25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 643,790 2,064,773

減価償却費 182,875 179,231

貸倒引当金の増減額（△は減少） 338 △429

賞与引当金の増減額（△は減少） 342,757 398,863

役員賞与引当金の増減額（△は減少） △62,500 △112,500

商品保証引当金の増減額（△は減少） △188 2,774

ポイント引当金の増減額（△は減少） 2,225 6,477

退職給付引当金の増減額（△は減少） 73,859 70,433

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 151,242 12,917

受取利息及び受取配当金 － △18,148

受取利息 △25,165 －

固定資産除却損 － 7,418

固定資産売却損益（△は益） △11 －

売上債権の増減額（△は増加） 74,268 △598,065

たな卸資産の増減額（△は増加） △38,875 △47,409

仕入債務の増減額（△は減少） △9,268 △77,404

前受金の増減額（△は減少） 363,074 △650,727

その他 △1,015,195 △973,880

小計 683,227 264,326

利息の受取額 8,494 －

利息及び配当金の受取額 － 6,742

法人税等の支払額 △1,065,786 △1,103,754

営業活動によるキャッシュ・フロー △374,063 △832,684

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 － △1,000,000

有形固定資産の取得による支出 △109,246 △291,231

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 △64,807 △30,354

長期貸付金の回収による収入 409 396

敷金及び保証金の差入による支出 △16,714 △35,717

敷金及び保証金の回収による収入 14,397 7,344

その他 5,365 △2,894

投資活動によるキャッシュ・フロー △170,566 △1,352,458

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 △10,877 △27,994

配当金の支払額 △361,904 △370,353

財務活動によるキャッシュ・フロー △372,781 △398,347

現金及び現金同等物に係る換算差額 15,799 35,501

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △901,612 △2,547,988

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 12,389,194 12,337,341



  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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