
　株主の皆様におかれましては、ますますご清祥のことと拝察申
し上げます。また、平素より格別のご愛顧とご支援を賜り厚く御
礼申し上げます。
　当上半期におけるわが国経済は、企業収益が回復基調にあるも
のの円高の進行や高失業率など所得環境の低迷による厳しい状況
が続いております。このような状況のもと、当社は、グループ全
体を効率的に統率していくため、2010年9月29日開催の第21回
定時株主総会における決議のとおり、 2010年10月1日付で「モッ
ズ・ヘア」商標に係るライセンス権を当社子会社である株式会社
アトリエ・エム・エイチより分割し承継いたしました。これによ
り、当社は純粋持株会社から事業持株会社へと移行し、これまで
以上に機動的かつ戦略的な事業展開が可能となりました。また、
アジアにおけるグローバルフラッグシップサロンとして東京・銀
座にモッズ･ヘア銀座四丁目店をオープンするなど、ブランド力
の強化に努めてまいりました。
　その結果、当上半期の業績は、売上高939百万円（前年同四半
期比2.5％増）、営業利益39百万円（前年同四半期比31.7％増）、
経常利益44百万円（前年同四半期比105.9％増）と増収増益と
なりました。
　また当社は、前期末におきまして、株主数が1万名を超えるに
至りました。これは、ひとえに株主の皆様のご期待とご理解の賜
物であると深く感謝申し上げます。一方、それに伴い株主優待に
係る費用が増加傾向にあったことから、今般、配当と株主優待の
バランスを総合的に勘案し、今回より株主優待の内容を一部変更
させて頂くことといたしました。今後につきましても、企業活動
を通じてステークホルダーの皆様に貢献し、より一層の期待に添
えるよう努めてまいります。
　株主の皆様におかれましては、今後とも変わらぬご理解とご支
援を賜りますよう、心よりお願い申し上げます。
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株主メモ 株主の皆様へ

下記ＵＲＬにアクセスいただき、アクセスコード入力後に表示される
アンケートサイトにてご回答ください。所要時間は5分程度です。

当社では、株主の皆様の声をお聞かせいただくため、アンケートを実施いたします。
お手数ではございますが、アンケートへのご協力をお願いいたします。

株主の皆様の声をお聞かせください

ご回答いただいた方の中から抽選で
薄謝（図書カード500円）を進呈させていただきます

kabu@wjm.jpへ空メールを送信してください。（タイトル、本文は無記入）
アンケート回答用のURLが直ちに自動返信されます。

空メールによりURL自動返信

Yahoo!、MSN、exciteのサイト内にある検索窓に、
い い か ぶ と4文字入れて検索してください。いいかぶ 検索検索

●アンケートのお問合わせ 
  「e-株主リサーチ事務局」

TEL： 03-5777-3900（平日 10：00～17：30）
MAIL：info@e-kabunushi.com

●アンケート実施期間は、本書がお手元に
到着してから約2ヶ月間です。

http://ｗｗｗ.e-kabunushi.com　アクセスコード　9439

※本アンケートは、株式会社エーツーメディアの提供する「e- 株主リサーチ」サービスにより実施いたします。
（株式会社エーツーメディアについての詳細　http://www.a2media.co.jp）　※ご回答内容は統計資料とし
てのみ使用させていただき、事前の承諾なしにこれ以外の目的に使用することはありません。

東京都渋谷区千駄ヶ谷一丁目11番1号MHビル
TEL. 03-5411-7222
FAX. 03-5411-7223
URL. http://mhgroup.co.jp/

代表取締役社長

佐藤 文彦

事業年度 毎年7月1日～翌年6月30日

期末配当金等受領株主確定日 6月30日

中間配当金等受領株主確定日 12月31日

定時株主総会議決権
行使株主確定日

6月30日

定時株主総会 9月下旬

株主名簿管理人 三菱UFJ信託銀行株式会社

特別口座の口座管理機関 〒100-8212 東京都千代田区丸の内一丁目4番5号

同連絡先

三菱UFJ信託銀行株式会社 証券代行部
〒137-8081
東京都江東区東砂七丁目10番11号
TEL　0120-232-711（通話料無料）

上場証券取引所 大阪証券取引所（JASDAQ市場）

公告の方法

電子公告により行う
公告掲載URL http://mhgroup.co.jp/
（ただし、電子公告によることができない事故、その他のや
むを得ない事由が生じたときは、日本経済新聞に公告い
たします。）

（ご注意）
1．  株主様の住所変更、買取請求その他各種お手続きにつきましては、原則、口座を開設さ
れている口座管理機関（証券会社等）で承ることとなっております。口座を開設されてい
る証券会社等にお問合わせください。株主名簿管理人（三菱UFJ信託銀行）ではお取り
扱いできませんのでご注意ください。

2．  特別口座に記録された株式に関する各種お手続きにつきましては、三菱UFJ信託銀行が
口座管理機関となっておりますので、上記特別口座の口座管理機関（三菱UFJ信託銀行）
にお問合わせください。なお、三菱UFJ信託銀行全国各支店でもお取り次ぎいたします。

3．  未受領の配当金につきましては、三菱UFJ信託銀行本支店でお支払いいたします。



1960年代後半、パリで活躍するファッション雑誌のヘアメイクチームとし
て誕生したモッズ・ヘア。
フランス語で“ファッション”を意味する「モード」を冠した名前には、

「ファッションのためのトレンド・ヘア」というメッセージがこめられています。

つまり、時代をこえてモッズ・ヘアが追求しているのは、ファッションを
愛する人たちのための「ファッションとヘアの融合美」。
そして、時代を彩るファッション誌のヘアメイクチームとして培われ、磨
かれたプロ意識、妥協なき美を追求するスピリットは、すべてのサロン・
スタイリストのDNAに息づいています。

1974年に、パリのサン・ジェルマン・デ・プレにオープンした小さな１号
店の技術とスピリットは、ヨーロッパやアジアを中心に世界17ヵ国約300
店舗に広がり、日本でも約100店舗のサロンがオープンしました。
世界展開を可能にした理由の一つである“ヘアのプレタポルテ”を特長と
するモッズ・ヘアは、毎年２回春と秋に、トレンドに合わせたシーズナル
コレクションを発表。
パリで生まれるコレクションに、日本の女性が美しく見えるエッセンスを
プラスして、展開していきます
そこには、時代が変わっても、自分らしい意思を持ち、しなやかに力強く
生きていく、洗練された女性像が映し出されています。

普遍的な美を愛するパリの女性たちに支持され、時代を先取りするモード
の世界で磨かれたモッズ・ヘアの美意識とクリエイティブを支える技術。
ファッションに対する意識が高く、自身の進化する美に前向きな方々のた
めに、モッズ・ヘアはあるのです。

毛髪を「保護する」「補修する」というレベルは、最低ラインに位置し理
想のヘアスタイルに近づけるためのカラー・パーマといったテクニック
を最高の状態で実現するために、最良のコンディションを整え持続させます。
ヘアサロンにおける仕上がりを持続するために、デイリーケアは大切な
施術の一部分。ヘアサロンからホームケアまで連動させ、芯から輝きを
とりもどすシステムトリートメントです。

毎年２回、春と秋に発表されるモッ
ズ・ヘアのシーズナルコレクション。
1972年から現在まで続くスタイ
ル提案は、その時代その時代の価
値観を反映しつつ、常にファッショ
ナブルで個性的。
1970年代から現在に至までのヘ
アスタイルの変遷は、すなわちモッ
ズ・ヘアの歴史でもあり、わたし
たちのブランドでもあるのです。



2.48%

36.52%

59.14%

1.64%

金融機関／2,810株
その他の国内法人／41,385株
金融商品取引業者／225株
外国人／22株
個人・その他／67,018株
自己株式／1,861株

所有者別
株式分布状況

所有株数別
株式分布状況

10株未満／15,788株
10株～1,000株未満／20,617株
1,000株～5,000株未満／14,234株
5,000株以上／62,682株

13.93%

18.19%

12.56%

55.32%

所有者別株式分布状況

所有株数別株式分布状況

0.20%
0.02%

見本



会社概要 (2010 年 12月 31日現在 )

会社名

英訳名

設立

資本金

本社

従業員数

事業内容

取引銀行

役員

株式会社 エム・エイチ・グループ

M・H・GROUP LTD.

1990 年 4月

500,000 千円

〒151-0051

東京都渋谷区千駄ヶ谷一丁目 11番 1号 MHビル

177名 ( グループ全体 )

美容業

山陰合同銀行

りそな銀行

三菱東京UFJ 銀行

三井住友銀行

みずほ銀行

三菱UFJ 信託銀行

取締役会長

代表取締役社長

取締役

取締役

常勤監査役

監査役

監査役

青山  　洋一

佐藤  　文彦

小西　  　貴

小林　  繁之

家島　  広行

吉田  　修平

生田目  　崇

グループ会社
会社名
本社
事業内容
出資比率

会社名
本社
事業内容
出資比率

会社名
本社
事業内容
出資比率

会社名
本社
事業内容
出資比率

株式会社アトリエ・エム・エイチ
〒151-0051 東京都渋谷区千駄ヶ谷一丁目 11番 1号
美容室運営事業
100%

株式会社クローバー
〒260-0015 千葉県千葉市中央区富士見二丁目 13番 1号
美容室運営事業
100%

株式会社ワーク・ワークス
〒220-0004 神奈川県横浜市西区北幸二丁目 2番 1号
美容室運営事業
100%

株式会社ライトスタッフ
〒151-0051 東京都渋谷区千駄ヶ谷一丁目 11番 1号
美容室支援事業
100%

連結貸借対照表（要旨） （単位：千円）

科 目 当第2四半期
2010/12/31現在

前 期
2010/6/30現在

資産の部 1,269,709 1,289,435

流動資産 644,803 641,573

固定資産 624,905 647,862

　有形固定資産 248,209 176,016

　無形固定資産 4,529 5,051

　投資その他の資産 372,166 466,794

資産合計 1,269,709 1,289,435

負債の部 732,679 782,857

流動負債 448,010 469,266

固定負債 284,669 313,591

純資産の部 537,029 506,577

株主資本 549,425 517,645

　資本金 500,000 500,000

　資本剰余金 104,614 94,961

　利益剰余金 △29,452 △36,365

　自己株式 △25,737 △40,950

評価・換算差額等 △12,567 △11,704

　その他有価証券評価差額金 △12,567 △11,704

新株予約権 171 637

負債純資産合計 1,269,709 1,289,435

（単位：千円）連結損益計算書（要旨）

連結キャッシュ・フロー計算書（要旨）

科 目 当第2四半期累計期間
2010/7/1～2010/12/31

前第2四半期累計期間
2009/7/1～2009/12/31

売上高 939,249 916,118
売上原価 676,588 663,429
売上総利益 262,660 252,689
販売費及び一般管理費 223,085 222,641
営業利益 39,574 30,047
営業外収益 6,534 2,192
営業外費用 2,081 10,861
経常利益 44,026 21,379
特別利益 3,567 37,006
特別損失 28,942 －
税金等調整前四半期純利益 18,652 58,385
法人税、住民税及び事業税 3,749 16,707
法人税等調整額 △3,047 △47,572
少数株主損益調整前四半期純利益 17,949 89,250
四半期純利益 17,949 89,250

科 目 当第2四半期累計期間
2010/7/1～2010/12/31

前第2四半期累計期間
2009/7/1～2009/12/31

営業活動によるキャッシュ・フロー 45,462 53,428
投資活動によるキャッシュ・フロー △17,737 81,272
財務活動によるキャッシュ・フロー △59,345 △165,950
現金及び現金同等物に係る換算差額 △221 －
現金及び現金同等物の増減額（減少：△） △31,840 △31,249
現金及び現金同等物の期首残高 251,513 267,767
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 － 8,985
現金及び現金同等物の四半期末残高 219,673 245,502

（単位：千円）

事業承継による組織再編
　当社は、2010年7月26日開催の取締役会及び2010年9月29日開催の第21回定時株主総会において、当社の100％子会社である株式会社アトリエ・エム・エ
イチの美容室運営事業のうち、直営サロン運営事業を除くBSサロン運営事業（フランチャイズ事業をいい、海外事業を含む）、プロダクト事業、ヘアメイク事
業を分割し、当社が承継することを決議し、2010年7月26日に吸収分割契約を締結し、2010年10月1日付で企業組織再編を実施いたしました。

資産除去債務に関する会計基準の適用
　「資産除去債務に関する会計基準」（企業会計基準第18号 2008年3月31日）及び「資産除去債務に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第21号 
2008年3月31日）の適用に伴い発生する影響額を特別損失として16,757千円を計上いたしました。

有形固定資産の取得による支出
　10月銀座四丁目店のグランドオープン、11月相模大野店のリニューアルオープンに伴い有形固定資産を取得したことにより、61,736千円を支出いたしました。

連結財務諸表


