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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 ％

25年３月期第３四半期  25,569  12.2  3,364  29.2  3,414  26.2  2,011  45.3

24年３月期第３四半期  22,786  4.5  2,604  127.0  2,706  118.2  1,384 －

（注）包括利益 25年３月期第３四半期 2,037百万円（ ％） 51.2   24年３月期第３四半期 1,347百万円 （ ％） －

  
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３月期第３四半期  126.87  126.40

24年３月期第３四半期  86.31  86.11

  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

25年３月期第３四半期  29,926  17,274  57.7  1,088.67

24年３月期  28,482  16,015  56.2  1,010.42

（参考）自己資本 25年３月期第３四半期 17,257百万円   24年３月期 16,015百万円 

  
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３月期  － 25.00 － 25.00  50.00

25年３月期  － 25.00 －   

25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25年３月期の連結業績予想（平成24年４月１日～平成25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  34,992  10.0  4,068  23.1  4,043  18.3  2,294  41.1  144.75

（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）「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」第10条の５に該当するものであります。

   詳細は、添付資料Ｐ３「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３月期３Ｑ 16,524,300株 24年３月期 16,522,200株

②  期末自己株式数 25年３月期３Ｑ 672,138株 24年３月期 672,111株

③  期中平均株式数（四半期累計） 25年３月期３Ｑ 15,850,976株 24年３月期３Ｑ 16,039,104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。
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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における我が国経済は、東日本大震災からの復興需要を背景として個人消費や生産活

動において緩やかに回復しつつあるものの、欧州債務危機や中国をはじめとした新興国の景気減速等の懸念もあ

り、依然として先行き不透明な状況で推移いたしました。 

このような状況のもと、当社グループでは、更なる成長を目指し、「お客様にご満足いただける商品・サービス

の提供」「お客様の増加」「スピード感をもった諸施策への取組み」を基本方針とし、積極的な広告宣伝、販売ス

タッフのスキル強化やお客様担当制強化等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３四半期連結累計期間の売上高は25,569百万円(前年同四半期比12.2%増)となりました。利益につ

いては、販売費及び一般管理費が広告宣伝費等の販売費を中心に増加したものの、売上高の増加により営業利益は

3,364百万円(同29.2%増)、経常利益は3,414百万円(同26.2%増)、四半期純利益は2,011百万円（同45.3%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は以下のとおりです。 

（男性向け売上高） 

男性向け売上高については、新規売上では、効果的な広告宣伝活動による反響数の増加や販売スタッフのスキル

強化、リピート売上では、お客様担当制によるお客様の定着推進等の諸施策を実施した結果、新規・リピートとも

に増加し、15,466百万円(前年同四半期比7.4%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、新規売上では、新商品の積極的販売、販売スタッフのスキル強化、リピート売上で

は、ウィッグ定期点検プログラムの改良によるお客様の定着推進等の諸施策を実施した結果、新規・リピートとも

に増加し、8,425百万円(同13.6%増)となりました。 

   

（２）連結財政状態に関する定性的情報 

〔財政状態の変動状況〕 

（総資産） 

当第３四半期連結会計期間末における総資産は、前連結会計年度末と比べ1,444百万円増加し、29,926百万円とな

りました。これは、売掛金、有価証券の増加を主因に流動資産が1,352百万円増加したこと等によるものです。 

（負債） 

当第３四半期連結会計期間末における負債は、前連結会計年度末と比べ185百万円増加し、12,652百万円となりま

した。これは、未払金、未払法人税等の減少を主因に流動負債が236百万円減少した一方、退職給付引当金及び役員

退職慰労引当金の増加を主因に固定負債が422百万円増加したことによるものです。 

（純資産） 

当第３四半期連結会計期間末における純資産は、前連結会計年度末と比べ1,258百万円増加し、17,274百万円とな

りました。これは配当金支払による減少があったものの、四半期純利益の積み上げにより利益剰余金が1,218百万円

増加したこと等によるものです。 

  

〔キャッシュ・フローの状況〕 

当第３四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、13,046百万円と前連結会

計年度末比244百万円減少しております。 

当第３四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、次のとおりです。 

（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3,410百万円、減価償却費537百万円、前受金の増加969百万円があった一方、法人税等

の支払額1,942百万円、売上債権の増加365百万円、たな卸資産の増加454百万円等により、2,058百万円の資金収入

(前年同四半期は1,915百万円の資金収入)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1,000百万円、有形固定資産の取得による支出345百万円、無形固定資産の取得による

支出128百万円等により、1,487百万円の資金支出(前年同四半期は549百万円の資金支出)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788百万円、リース債務の返済による支出32百万円等により、820百万円の資金支出(前年同四半期は

1,151百万円の資金支出)となりました。 

   

（３）連結業績予想に関する定性的情報 

平成25年３月期の業績予想につきましては、本日（平成25年１月30日）公表の「業績予想の修正に関するお知ら

せ」をご覧下さい。 

１．当四半期決算に関する定性的情報



（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） 

当社及び国内連結子会社は、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24年４月１日以後に取

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

これによる、従来の方法に比べての当第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

利益に与える影響は軽微です。 

  

   

 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24年３月31日) 

当第３四半期連結会計期間 
(平成24年12月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 11,273,235 11,027,671

売掛金 2,461,638 2,828,337

有価証券 2,017,571 3,018,498

商品及び製品 810,671 884,845

仕掛品 64,116 76,401

原材料及び貯蔵品 518,160 891,310

その他 1,105,824 877,440

貸倒引当金 △3,447 △4,725

流動資産合計 18,247,771 19,599,780

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 3,456,486 3,461,400

その他（純額） 2,371,692 2,343,529

有形固定資産合計 5,828,178 5,804,930

無形固定資産   

その他 431,282 384,422

無形固定資産合計 431,282 384,422

投資その他の資産   

その他 4,036,832 4,198,375

貸倒引当金 △61,793 △60,588

投資その他の資産合計 3,975,038 4,137,786

固定資産合計 10,234,498 10,327,140

資産合計 28,482,270 29,926,921



（単位：千円）

前連結会計年度 
(平成24年３月31日) 

当第３四半期連結会計期間 
(平成24年12月31日) 

負債の部   

流動負債   

買掛金 160,272 299,254

未払金 1,943,559 1,185,207

未払法人税等 1,143,867 531,226

前受金 3,633,801 4,603,351

賞与引当金 661,700 343,100

役員賞与引当金 100,000 112,500

商品保証引当金 37,147 31,434

ポイント引当金 53,335 61,545

その他 962,345 1,291,459

流動負債合計 8,696,030 8,459,080

固定負債   

退職給付引当金 1,767,794 1,990,639

役員退職慰労引当金 960,400 1,137,477

資産除去債務 945,198 975,657

その他 97,305 89,617

固定負債合計 3,770,698 4,193,391

負債合計 12,466,728 12,652,471

純資産の部   

株主資本   

資本金 3,000,330 3,000,645

資本剰余金 2,887,830 2,888,145

利益剰余金 10,770,164 11,988,664

自己株式 △531,422 △531,453

株主資本合計 16,126,902 17,346,000

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 △1,821 △1,525

為替換算調整勘定 △109,806 △86,666

その他の包括利益累計額合計 △111,628 △88,191

新株予約権 － 13,536

少数株主持分 267 3,104

純資産合計 16,015,541 17,274,449

負債純資産合計 28,482,270 29,926,921



（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23年４月１日 
 至 平成23年12月31日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成24年12月31日) 

売上高 22,786,593 25,569,839

売上原価 6,431,681 6,718,260

売上総利益 16,354,911 18,851,578

販売費及び一般管理費 13,750,888 15,487,343

営業利益 2,604,023 3,364,234

営業外収益   

受取利息 78,335 70,260

受取配当金 － 513

投資有価証券評価益 58,771 27,732

その他 35,261 36,912

営業外収益合計 172,367 135,418

営業外費用   

為替差損 8,966 25,667

支払保証料 45,727 41,284

その他 15,513 17,804

営業外費用合計 70,207 84,757

経常利益 2,706,183 3,414,896

特別利益   

固定資産売却益 8,103 11

特別利益合計 8,103 11

特別損失   

固定資産除却損 6,022 1,956

減損損失 5,898 －

会員権評価損 － 2,440

特別損失合計 11,920 4,396

税金等調整前四半期純利益 2,702,366 3,410,511

法人税、住民税及び事業税 1,023,341 1,290,937

法人税等調整額 293,327 107,184

法人税等合計 1,316,669 1,398,122

少数株主損益調整前四半期純利益 1,385,696 2,012,389

少数株主利益 1,335 1,355

四半期純利益 1,384,361 2,011,033



（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23年４月１日 
 至 平成23年12月31日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成24年12月31日) 

少数株主損益調整前四半期純利益 1,385,696 2,012,389

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 62 296

為替換算調整勘定 △37,962 24,621

その他の包括利益合計 △37,899 24,917

四半期包括利益 1,347,797 2,037,306

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 1,348,549 2,034,470

少数株主に係る四半期包括利益 △751 2,836



（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

（単位：千円）

前第３四半期連結累計期間 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成23年12月31日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成24年12月31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 2,702,366 3,410,511

減価償却費 557,238 537,745

減損損失 5,898 －

貸倒引当金の増減額（△は減少） △1,982 72

賞与引当金の増減額（△は減少） △330,106 △318,600

役員賞与引当金の増減額（△は減少） △25,000 12,500

商品保証引当金の増減額（△は減少） 154 △5,713

ポイント引当金の増減額（△は減少） 17,474 8,210

退職給付引当金の増減額（△は減少） 207,413 222,817

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 33,786 177,077

受取利息及び受取配当金 － △70,773

受取利息 △78,335 －

固定資産除却損 6,022 1,956

固定資産売却損益（△は益） △8,103 △11

投資有価証券評価損益（△は益） △58,771 △27,732

売上債権の増減額（△は増加） △353,191 △365,976

たな卸資産の増減額（△は増加） △280,860 △454,950

仕入債務の増減額（△は減少） 32,299 138,605

前受金の増減額（△は減少） 997,195 969,549

その他 167,479 △309,850

小計 3,590,976 3,925,437

利息及び配当金の受取額 － 74,911

利息の受取額 73,037 －

法人税等の支払額 △1,748,887 △1,942,033

営業活動によるキャッシュ・フロー 1,915,126 2,058,315

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 △442,524 △345,111

有形固定資産の売却による収入 10,049 27

無形固定資産の取得による支出 △92,738 △128,218

長期貸付金の回収による収入 2,547 1,285

敷金及び保証金の差入による支出 △59,833 △49,899

敷金及び保証金の回収による収入 39,187 27,437

その他 △5,929 7,362

投資活動によるキャッシュ・フロー △549,242 △1,487,117

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 △30,034 △32,632

株式の発行による収入 1,260 630

自己株式の取得による支出 △324,800 △31

配当金の支払額 △798,306 △788,157

財務活動によるキャッシュ・フロー △1,151,881 △820,191

現金及び現金同等物に係る換算差額 △18,074 4,356

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 195,928 △244,636

現金及び現金同等物の期首残高 11,585,840 13,290,807

現金及び現金同等物の四半期末残高 11,781,769 13,046,170



 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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