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平成 18 年９月期  中間決算短信（連結） 

平成 18 年５月 12 日 

会社名      株式会社ノエビア 
コ ー ド 番 号  4916 
（ＵＲＬ http://www.noevir.co.jp） 
代  表  者    役 職 名  代表取締役社長 

氏  名  大倉 昊 
問い合わせ先  責任者役職名  経理部長 

氏    名  林 良治 
決算取締役会開催日 平成 18 年５月 12 日 
米国会計基準採用の有無      無 
 

１．18 年３月中間期の連結業績（平成 17 年９月 21 日～平成 18 年３月 20 日） 
(1) 連結経営成績                                     （百万円未満切捨） 

 売  上  高 営 業 利 益 経 常 利 益 

 

18 年３月中間期 

17 年３月中間期 

百万円   ％

29,480（     6.0）

27,812（   △6.0）

百万円   ％

1,990（   △1.5）

2,021（  △29.0）

百万円   ％

2,177（     0.7）

2,161（  △20.4）

17 年９月期 56,502      3,170 3,501 
 
 中間(当期)純利益 

1 株当たり中間 
(当期)純利益 

潜 在 株 式 調 整 後 
1 株当たり中間(当期)純利益

 

18 年３月中間期 

17 年３月中間期 

百万円   ％

368（  △58.7）

891（   △7.1）

円  銭

10 28 

25  15  

円  銭

8   74 

21  15 

17 年９月期 1,336         37   57  31   68  

(注) 1．持分法投資損益 18 年３月中間期─百万円  17 年３月中間期─百万円  17 年９月期─百万円 
   2．期中平均株式数（連結） 

  18 年３月中間期 35,823,028 株  17 年３月中間期 35,456,336 株  17 年９月期 35,567,853 株 
   3．会計処理の方法の変更   無 
   4．売上高、営業利益、経常利益、中間(当期)純利益におけるパーセント表示は、対前年中間期増減率 

5. 平成 16 年９月 21 日付での常盤薬品工業㈱(決算期:６月 30 日)、㈱ノブ(決算期:９月 20 日)、㈱サナ(決算期:９ 
月 20 日)の合併により、ノブブランドとサナブランドの業績計上期間が、前中間連結会計期間では約３ケ月間で
あったことに比し、当中間連結会計期間では６ケ月間となっております。 

6. 当中間連結会計期間より固定資産の減損に係る会計基準を適用しており、減損損失は10億10百万円であります。 
 
(2) 連結財政状態 

 総 資 産 株 主 資 本 株主資本比率 1 株当たり株主資本 

 

18 年３月中間期 

百万円 

101,426 

百万円

42,291 

％ 

41.7 

円  銭

1,180  57  

17 年３月中間期 104,324 42,216 40.5 1,183  86  

17 年９月期 104,463 43,185 41.3 1,205  53  

（注） 期末発行済株式数（連結） 
    18 年３月中間期 35,823,000 株  17 年３月中間期 35,659,800 株  17 年９月期 35,823,056 株 
 
(3) 連結キャッシュ・フローの状況 

 営業活動による 
キャッシュ・フロー 

投資活動による 
キャッシュ・フロー

財務活動による 
キャッシュ・フロー 

現金及び現金同等物
期 末 残 高

 

18 年３月中間期 

百万円 

1,136 

百万円

1,888 

百万円 

△1,924 

百万円

27,799 

17 年３月中間期 467 63 △2,669 27,198 

17 年９月期 2,653 △1,665 △3,718 26,645 

(4) 連結範囲及び持分法の適用に関する事項 

   連結子会社数 15 社  持分法適用非連結子会社数  0 社  持分法適用関連会社数  0 社 
    
(5) 連結範囲及び持分法の適用の異動状況 

   連結(新規)   1 社  (除外)  0 社    持分法(新規)  0 社  (除外)   0 社 
 
２．18 年９月期の連結業績予想（平成 17 年９月 21 日～平成 18 年９月 20 日） 

 売  上  高 経 常 利 益 当 期 純 利 益 

 

通   期 

百万円

58,000 

百万円

4,500 

百万円

1,000 

(参考) 1 株当たり予想当期純利益（通期）   27 円 92 銭 
上記の予想の前提条件その他の関連する事項については、添付資料の６ページを参照してください。なお、実際の業

績は、今後、様々な要因によって大きく異なる結果となる可能性があります。 

上場取引所 JASDAQ 
本社所在都道府県 兵庫県 

ＴＥＬ（078）303－5121 



 
2

 

1.企業集団の状況 

当社の企業集団は、当社、子会社15社及び関連会社３社で構成され、化粧品・トイレタリー・医薬品・栄養補助食品の製

造並びに販売及び化粧雑貨の販売を主な事業内容としております。当企業集団各社の事業に係わる位置付けは次のとおりで

あります。 

事業区分 主な事業内容 会社 

国内
当社、㈱ボナンザ 

常盤薬品工業㈱他３社 ※１ 

化粧品事業 

化粧品、トイレタリーの製

造販売並びに 

化粧雑貨の販売 海外

ノエビア ユーエスエー インク、 

ノエビア カナダ インク、 

台湾蘭碧兒股份有限公司、上海諾薇雅国際貿易有限公司 

医薬品事業 医薬品の製造販売 国内 常盤薬品工業㈱他７社 ※１ 

国内 当社、常盤薬品工業㈱他７社 ※１ 

食品事業 栄養補助食品の製造販売
海外

ノエビア ユーエスエー インク、 

ノエビア カナダ インク、 

台湾蘭碧兒股份有限公司、上海諾薇雅国際貿易有限公司 

国内
当社、㈱ノエビアツーリスト、 

㈱ノエビア アビエーション、常盤薬品工業㈱ 

その他の事業 
アパレル 

その他 
海外

ノエビア ホールディング オブ アメリカ インク、 

ノエビア アビエーション インク、 

ノエビア ヨーロッパ エスアールエル 

(注)※１.他の会社は、全て常盤薬品工業㈱の関係会社であり、その内３社は持分法非適用関連会社であります。 
 

 

以上に述べた企業集団間における取引の概要図は次のとおりであります。 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 (注)        

海外得意先 国内得意先 

 

各事業の販売会社・製造会社 
及び旅行代理店等からの売上 

各事業の販売会社及び製造販売会社
等からの売上 

販売会社 

ノエビア ユーエスエー インク 

 
販売会社 

㈱ボナンザ 

旅行代理店 

不定期航空運送事業 

コンサルティング 

販売会社(航空関連) 

ノエビア ホールディング オブ
アメリカ インク 

ノエビア アビエーション インク 
㈱ノエビアツーリスト 

㈱ノエビア アビエーション

化
粧
品
事
業 

そ
の
他
の
事
業 

㈱
ノ
エ
ビ
ア 

製
造
・
販
売
会
社 

台湾蘭碧兒股份有限公司 

上海諾薇雅国際貿易有限公司 

販売会社 

製造･販売会社 

常盤薬品工業㈱他３社 

医
薬
品
事
業 

販売会社 

ノエビア カナダ インク

製造･販売会社 

常盤薬品工業㈱他７社 

食
品
事
業 

製造･販売会社 

製造･販売会社 

常盤薬品工業㈱他７社 

常盤薬品工業㈱ 

販売会社 

ノエビア ユーエスエー インク 

販売会社 

販売会社 

ノエビア カナダ インク 

 
台湾蘭碧兒股份有限公司 

上海諾薇雅国際貿易有限公司 

製品 原材料 サービス 

ノエビア ヨーロッパ エスアールエル 
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 関係会社の状況 
 

名 称 住 所 
資 本 金 

又は出資金 
主要な事業の内容

議決権の所有

割合（％）
関  係  内  容 摘要

(連結子会社) 

㈱ボナンザ 神戸市中央区 
千円 

10,000 化粧品事業 100
当社が化粧品製造を受託 

役員の兼任３名 

 

㈱ノエビアツーリスト 大阪市中央区 
千円 

100,000 その他の事業 100
当社の旅行を斡旋 

役員の兼任１名 
 

㈱ノエビア アビエーション 大阪府八尾市 
千円 

35,000 その他の事業 100
当社の航空運送 

役員の兼任 無 
 

常盤薬品工業㈱ 大阪市中央区 

千円 

4,301,265 
化粧品事業 

医薬品事業 
100

当社が栄養補助食品を購入 

当社の化粧品を販売 

当社が短期貸付・長期貸付 

役員の兼任４名 

※１

その他４社     ※４

ノエビア ﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞ 

ｵ ﾌ ﾞ  ｱ ﾒ ﾘ ｶ  ｲ ﾝ ｸ 

アメリカ 

カリフォルニア 

千米ドル 

7,250 その他の事業 100
北米地区の持株会社 

役員の兼任２名 
※１

ノエビア 

ユーエスエーインク 

アメリカ 

カリフォルニア 

千米ドル 

5,900 化粧品事業 
100

(100)

当社の化粧品を販売、当社が化粧品を購入、

当社が土地建物を賃貸 

役員の兼任３名 

※１

※３

ノエビア 

 カナダ インク 

カナダ 

オンタリオ 

千加ドル 

1,131 化粧品事業 
100

(100)

当社の化粧品を販売 

役員の兼任 無 
※２

ノエビア 

アビエーション インク 

アメリカ 

ニュージャージー 

千米ドル 

1,350 その他の事業 
100

(100)

当社が土地建物を賃貸 

役員の兼任１名 
※３

ノエビア ヨーロッパ 

エスアールエル 

サンマリノ共和国 

サンマリノ 

ユーロ 

26,000 その他の事業 
99

(100)

 

役員の兼任２名 
※５

台 湾 蘭 碧 兒 股 份 

有 限 公 司 
台北市松江路 

千台湾ドル 

31,000 化粧品事業 90.32
当社の化粧品を販売 

役員の兼任２名 
 

上海諾薇雅国際貿易 

有 限 公 司 

上海市浦東 

外高橋保税区 

千人民元 

3,311 化粧品事業 100
当社の化粧品を販売 

役員の兼任１名 
 

 (注) １. 「主要な事業の内容」については、事業の種類別セグメントの名称を記載しております。 

       ２. 議決権の所有割合欄の（内書）は間接所有割合であります。 

       ３. ※１：特定子会社であります。 

    ４. 上記の内、有価証券届出書または有価証券報告書の提出会社に該当するものはありません。 

５. ※２：株式についてはノエビア ユーエスエー インクが全て所有しております。 

６. ※３：株式についてはノエビア ホールディング オブ アメリカ インクが全て所有しております。 

７.  ※４：常盤薬品工業(株)の子会社であります。 

８.  ※５：ノエビア ヨーロッパ エスアールエルは平成17年10月12日に設立いたしました。 

９. 常盤薬品工業(株)については、売上高の連結売上高に占める割合が10％を超えております。 

主要な損益情報等  (1)売上高    11,708,973千円 

(2)経常利益    1,465,243千円 

(3)中間純利益     340,681千円 

(4)純資産額    8,781,448千円 

(5)総資産額   31,947,119千円 
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2.経営方針 

（１）経営の基本方針 

当社グループは創業以来、一貫して「美と健康を創造する」企業として、確固たる企業目標のもと経営体制の整備と

革新に努めてまいりました。「自然を科学する」という企業ポリシーのもと、原料探しから開発・生産まで「手間」と

「時間」をかけ、まさしく「熟成」という言葉にふさわしい工程を踏んだ「熟成コスメティクス」が当社グループのも

のづくりの原点であると考えております。 

今後とも、『化粧品（Cosmetics）』から『医薬品（Medical）』までを扱う企業グループとして、『Cosmedical Care！

（ｺｽﾒﾃﾞｨｶﾙｹｱ）』をコンセプトに、お客さまに信頼される個性豊かな企業グループに成長していくため、さまざまな試

みに積極的に取り組んでまいります。 

 

（２）利益配分に関する基本方針 

当社グループは引き続き、収益力を向上させ企業価値を高め、株主利益の増大に努めてまいります。配当政策につき

ましては、株主利益の還元を第一と考え、高配当の継続にもより一層努めてまいります。 

 

（３）目標とする経営指標 

当社グループでは、２期目を迎えた第二次中期経営計画(６ヵ年計画)を推進中であります。ここでは、引き続き利益

重視の考え方を徹底し、連結ベースで第二次中期経営計画最終年度にあたる平成 22 年９月期には連結売上高営業利益

率 14%、1 株当たり当期純利益 130 円を目指してまいります。 

 

（４）中長期的な会社の経営戦略 

当社及びグループ各社がそれぞれの市場において競争力を高め、確固たる地位を築き、グループとしての総合力を高

めるために引き続き下記３項目を掲げております。 

①販売代理店の販売力を強化する（販売代理店の活動支援、付加価値の高い販売しやすい商品の提供） 

②市場競争力を向上させる（グループ各ブランドの市場競争力の向上、マーケットシェアの拡大） 

③より効率的な経費運用を行い、強靭な財務体質を築く（収益構造の改善、経営効率の向上） 

さらに上記目標を達成するために、「新規顧客」「選択と集中」「コミュニケーション」というテーマを掲げて推進

しています。 

 

（５）会社の対処すべき課題 

当中間連結会計期間において、当社グループが対処すべき課題について、重要な変更はありません。 

 

3.経営成績及び財政状況 

（１）経営成績 

当中間連結会計期間におけるわが国の経済は、企業部門を中心として回復基調にありました。これに伴い企業収益も

改善されつつあり、個人消費も緩やかに増加してまいりました。しかしながら、原油をはじめとする原材料価格の高騰

や、税・社会保障負担の高まり等により先行きの不透明感は依然残っております。当社グループが主に事業を展開する

化粧品業界におきましては、新規参入する企業が多く成熟化した国内市場での競争がさらに激しさを増しており、厳し

い事業環境にありました。 

このような環境の中、当社グループは第二次中期経営計画の２期目を迎え、引き続き３つの経営ビジョンである「販

売力の強化」「市場競争力の強化」「財務体質の強化」の実現のために、①「新規顧客」、②「選択と集中」、③「コ

ミュニケーション」という３つのテーマを掲げ取り組んでまいりました。 

特に、対面販売を補完・強化する画期的な施策として当連結会計年度よりスタートした「ノエビアスタイル」は、Ｉ

Ｔ技術を駆使した商品訴求などの手法や、インターネット上でのＥＣ（電子商取引）サイト、ブログ（日記風簡易型ホ

ームページ）を活用した販売支援システムで注目を集め、着実に浸透してまいりました。 

当中間連結会計期間における売上高は、294億80百万円（前年同期比106.0%）となりました。利益面につきましては、

経常利益は21億77百万円（前年同期比100.7%）、中間純利益は固定資産減損損失10億10百万円の計上により3億68百万円

（前年同期比41.3%）となりました。 

なお、平成16年９月21日付での常盤薬品工業㈱ (決算期:６月30日)、㈱ノブ(決算期:９月20日)、㈱サナ(決算期:９月

20日)の合併により、ノブブランドとサナブランドの業績計上期間が、前中間連結会計期間では平成16年９月21日から12

月31日までの約３ヶ月間であったことに比し、当中間連結会計期間には平成17年７月１日から12月31日までの６ヶ月間

の計上となっております。 
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【事業の種類別セグメント】 

①化粧品事業 

<ノエビアブランド> 

当中間連結会計期間は引き続き「自然を科学する」というポリシーのもと、世界中の天然素材から有効成分を求めて、

お客さまに支持される独創性に富む高品質な商品の提供に努めてまいりました。基礎化粧品におきましては、１月に当

社オリジナル成分の月桃葉エキスを配合した美容液「ノエビア薬用モイスチュアリペア＜医薬部外品＞」を発売し、機

能性を求める市場ニーズをとらえ売上と利益に貢献いたしました。高級基礎化粧品の売上は堅調に推移いたしましたが、

他業種からの参入や市場環境の変化の影響を受け、中価格帯商品の売上減少を補いきれませんでした。 

また、昨年12月には角質層にすばやくうるおいを届ける「ナノサイズのエマルジョン」と透明感と光沢を放つ「真珠

パウダー」の配合によって、使うたびにうるおいに満ちた透明感にあふれる肌へと導く「ノエビアエクセレント薬用デ

イエマルジョン＜医薬部外品＞」を発売し、売上に大きく寄与いたしました。 

<その他のブランド> 

常盤薬品工業㈱のノブブランドは、臨床皮膚医学に基づいて開発した「ノブⅢシリーズ」の売上が堅調に推移いたし

ました。 

全国のドラッグストアを中心に販売しているサナブランドは、豆乳イソフラボン含有の「なめらか本舗シリーズ」が

「なめらか本舗全身用クリーム」等の増品効果もあり、順調に売上を伸ばしました。また、昨年８月には、ワセリンを

配合した高保湿スキンケアシリーズ「ワセリーナラッピング化粧水」、「ワセリーナラッピングクリーム」を発売し、

売上に貢献いたしました。 

なお、ノブブランド、サナブランドにつきましては、前述の３社合併に伴い前中間連結会計期間では約３ヶ月間の業

績計上でしたが、当中間連結会計期間は６ヶ月間の業績を計上しております。 

以上の諸要因により、化粧品事業の売上高は178億66百万円（前年同期比106.3％）、営業利益は29億53百万円（前年

同期比105.5％）となりました。 

 
 

②医薬品事業 

主力のドリンク剤は、滋養強壮生薬配合の「新グロンビターＤ」や、肩こり・眼精疲労に効果のあるドリンク剤「パ

スビタンＤＸ」が売上を伸ばしました。 

また、10月には外出先でも気軽に服用できる新感覚のキャンディータイプのチュアブル錠「ルックエス鼻炎薬爽快」

を発売し、好評を博しました。 

しかしながら、国内大衆薬市場は依然縮小傾向にあり、医薬品事業の売上高は41億77百万円（前年同期比92.7％）と

なりました。また、営業利益は50百万円（前年同期の営業損失は57百万円）となりました。 

 
 

③食品事業 

<ノエビアブランド> 

食品事業におきましても、自然界に素材を求めて品質・安全性・独自性の高い商品を投入してまいりました。１月

には、稀少価値の高いチベット高原産ローヤルゼリーとティエンシャン産ハチミツ配合の「ノエビア チベットロー

ヤルゼリー」を発売し、売上に寄与いたしました。また、“若さの３要素”に着目し「α-リポ酸」「カルニチン」

「コエンザイムＱ 10」を配合した３つの商品を便利なセットにした「ノエビア Ｌ－Ｃ－Ｑ１０」が、引き続き売

上に貢献いたしました。しかしながら、他の商品の売上が伸び悩み、全体の売上は低調に推移いたしました。 

<その他のブランド> 

常盤薬品工業株式会社の機能性ドリンク「眠眠打破」の売上は、コンビニエンスストアを中心に好調に推移いたし

ました。９月にはドリンクの機能性をハードグミに詰めた姉妹品の「眠眠打破ハードグミ」を発売し、好評を博しまし

た。 

また、７月には、自然素材にこだわり近年注目されているインスリーナと米黒酢を配合した健康補助食品「健糖脂

圧」が売上に貢献いたしました。 

しかしながら、他の商品が伸び悩んだ結果、食品事業の売上高は51億21百万円(前年同期比105.2%)、営業損失は1億

76百万円（前年同期の営業利益は50百万円）となりました。 

 

④その他の事業 

その他の事業におきましては、アパレルの売上が堅調に推移いたしました。海外では、北米における航空関連事業

が着実に実績を上げました。 

以上の結果、その他の事業の売上高は23億 15百万円(前年同期比142.2%)、営業利益は88百万円(前年同期比371.5%)

となりました。 
  



 
6

 

(２)通期の見通し 

通期の見通しにつきましては、下半期において新製品の投入等を予定しており、前回公表どおり連結売上高580億円

(前年同期比102.6%) 、連結経常利益45億円(前年同期比128.5%)、連結当期純利益10億円(前年同期比74.8%)を見込んで

おります。 

 

（３）財政状態 

【キャッシュ・フローの状況】 

当中間連結会計期間における現金及び現金同等物は、営業活動及び投資活動による資金流入が財務活動による資金流

出を上回ったため、前連結会計年度末に比べ 11 億 54 百万円増加し、当中間連結会計期間末には 277 億 99 百万円とな

りました。 
 

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

当中間連結会計期間において営業活動による資金の増加は 11 億 36 百万円となりました。これは、主に、税金等調整

前中間純利益 24 億 32 百万円の計上と減少要因では売上債権の増加及び仕入債務の減少によるものであります。 
 

（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

当中間連結会計期間において投資活動による資金の増加は 18 億 88 百万円となりました。これは、主に、投資有価証

券の売却によるものであります。 
 

（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

当中間連結会計期間において財務活動による資金の減少は 19 億 24 百万円となりました。これは、主に、長期借入金

の返済による支出及び配当金の支払によるものであります。 
 

当企業集団のキャッシュ・フロー指標のトレンドは下記のとおりであります。 

 平成 16 年９

月期中間 

平成 17 年９

月期中間 

平成 18 年９

月期中間 

平成 16 年９

月期 

平成 17 年９

月期 

自己資本比率(%) 33.9 40.5 41.7 39.3 41.3

時価ベースの自己資本比率(%) 42.2 49.1 49.8 47.1 48.6

債務償還年数(年) 5.7 24.4 9.1 7.7 8.1

インタレスト・カバレッジ・レシオ 15.6 3.7 11.4 9.9 11.0

自己資本比率：自己資本／総資産 

時価ベースの自己資本比率：株式時価総額／総資産 

債務償還年数：有利子負債／営業キャッシュ・フロー 

インタレスト・カバレッジ・レシオ：営業キャッシュ・フロー／利払い 

※いずれも連結ベースの財務数値により計算しております。 

※キャッシュ・フローは営業キャッシュ・フローを利用しております。有利子負債は貸借対照表に計上されている 

負債のうち利子を支払っているすべての負債を対象としております。 
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（４）事業等のリスク 

当社グループの経営成績及び財政状態等のうち、投資家の判断に重要な影響を及ぼす可能性のある主な事項には、以

下のようなものがあります。 

なお、文中の将来に関する事項は、当中間連結会計期間末において、当社グループが判断したものであり、事業等の

リスクはこれらに限られるものではありません。 

①販売制度 

化粧品事業における主たる販売形態は委託販売であり、当社は、「委託販売契約」を締結している販売代理店を通じて

一般消費者に直接販売を行う対面販売を採用しております。 

従って、当社の販売制度は「特定商取引に関する法律」の規制を受けております。「特定商取引に関する法律」が改正

された場合は、業績に影響を及ぼす可能性があります。 

②製造物責任及びクレーム 

当企業集団は、製造物責任法によって訴訟を提起される可能性がないとは言えません。当社製品の信頼性や当社製品

及び競合他社製品の安全性をめぐるクレームは、当社の業績に悪影響をもたらす可能性があります。クレーム自身が、

最終的に何ら影響を与えない事となっても同様です。当社が自社製品の安全性を保障していても、自社製品や仕入商品

に不良品が発生する事もあり得ます。当社が速やかな不良品回収の方針を取っていても、これに起因するコストや失っ

た信頼は業績には悪影響です。重大な製造責任や創業以来のポリシーに対する信頼を失う事がなくても、将来にわたっ

てクレームがないとは言えず、市場での評価を落とさないとは限りません。 

③研究開発 

研究技術、市場動向、業界を取り巻く情勢に対する対応能力、時代に即応した効果効能のある新製品開発力は、当社

の市場競争力に重要な影響を与えています。開発が順調に進み新製品が必ずしも受け入れられるとは限りません。また、

研究開発費は都度発生していきますが、その成果が翌期以降に及ぶ事もあり得ます。また、競争原理から、期間を延長

してさらなる研究開発投資を強いられる事もあります。これによって、業績と財務状況に悪影響を及ぼす可能性があり

ます。 

④天候不順・景気変動 

化粧品事業における季節商品、医薬品事業における大衆薬（風邪薬、のど飴等）、食品事業におけるドリンク飲料は、

天候不順や予測し得ない景気変動が生じた場合、その業績に悪影響を及ぼす可能性があります。 

⑤自然災害等 

当企業集団は、高度な情報処理システムによって、多品種に及ぶ製品とその製造や物流システムを処理しています。

これらのシステムとオペレーションは火事、地震、通信回線のトラブルに対して影響を受ける可能性があります。また

不正侵入や破壊行為等の被害を受ける危険もあります。事前の予防措置を講じていても、自然災害やその他の予期せぬ

トラブルによって会社は重大な影響を受ける可能性があります。 

⑥個人情報 

当企業集団は、様々な販売チャネルで事業展開していることから、多数の個人情報を保有しております。 

個人情報については、全社的なプロジェクトを発足させ、情報管理体制の構築に取組んでおります。しかしながら、

万一個人情報が外部に漏洩するような事態が発生した場合、顧客の信用失墜による売上の減少や顧客に対する損害賠償

による損失が発生する可能性があります。 

⑦知的財産権保護の限界 

当企業集団は、競合他社と差別化をはかり優位性を保つため、一定の知的財産権を確保する措置を講じています。ま

た、入念な特許・商標等の調査をしながら、製商品の開発をすすめております。しかしながら、他社の特許出願の公開

前に開発、販売した場合、他社特許に抵触する可能性があります。判明した場合は、交渉による解決や代替技術・原料

の使用により回避する努力をすすめますが、製商品の仕様変更、回収等の費用発生や、損害賠償請求権を行使される可

能性があります。 

⑧法的規制等 

当企業集団は、化粧品・医薬品・食品を中心に多様な製品を展開しておりますが、薬事法等関連法規の改正により、

処方、原料調達、販売促進等に影響が及び、業績やコストへの悪影響が出る可能性があります。 
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4. 生産、受注及び販売の状況 

(1) 生産実績 

(単位：千円) 

 

事業の種類別セグメントの名称 金額 

前年同期比(％) 

化粧品事業 16,068,661 103.2 

医薬品事業 4,217,948 101.2 

食品事業 3,776,836 105.4 

その他の事業 － － 

合  計 24,063,446 103.2 

(注) 金額は当社の標準販売価額(消費税等抜き)で表示しております。 

 

 

(2) 受注実績 

当社は受注生産を行っていないため、該当事項はありません。 

 

(3) 販売実績 

(単位：千円) 

 

事業の種類別セグメントの名称 金額 

前年同期比(％) 

化粧品事業 17,866,000 106.3 

医薬品事業 4,177,501  92.7 

食品事業 5,121,682 105.2 

その他の事業 2,315,033 142.2 

合  計 29,480,217 106.0 

(注) １．セグメント間の取引については相殺消去をしております。 

２．金額は当社の標準販売価額(消費税等抜き)で表示しております。 
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5. 中間連結財務諸表 

① 中間連結貸借対照表 

      (単位：千円) 

当中間連結会計期間末

平成18年３月20日 

前中間連結会計期間末

平成17年３月20日 

前連結会計年度の 

要約連結貸借対照表 

平成17年９月20日 科目 

金額 構成比 金額 構成比 金額 構成比

(資産の部) 
％ ％

 
％

Ⅰ 流動資産   

 1. 現金及び預金  27,799,395 27,198,036 26,645,355  

 2. 受取手形及び売掛金 ※４ 15,389,111 15,604,013 14,781,658  

 3.  たな卸資産  11,374,337 10,561,572 11,601,521  

 4. 繰延税金資産  1,027,587 1,155,015 937,825  

 5. その他  2,192,564 2,323,647 2,547,650  

 6. 貸倒引当金  △151,069 △22,731 △114,398 

    流動資産合計  57,631,928 56.8 56,819,554 54.5 56,399,613 54.0

Ⅱ 固定資産 
 
 

 

 1. 有形固定資産 ※１  

  (1) 建物及び構築物  9,250,597 8,992,666 9,470,741 

  (2) 機械装置及び運搬具  1,150,530 1,869,755 1,621,778 

  (3) 土地  18,535,529 18,853,248 19,626,128 

  (4) 建設仮勘定  19,053 29,383 144,579 

  (5) その他  932,713 840,456 900,762 

    有形固定資産合計  29,888,423 29.5 30,585,511 29.3 31,763,990 30.4

 2. 無形固定資産   

  (1) 連結調整勘定  2,230,787 3,346,098 2,788,442 

  (2) その他  405,654 410,689 444,646 

    無形固定資産合計  2,636,441 2.6 3,756,787 3.6 3,233,089 3.1

 3. 投資その他の資産   

  (1) 投資有価証券  1,708,726 2,654,721 3,063,916 

  (2) 長期貸付金  226,321 308,349 268,519 

  (3) 繰延税金資産  4,406,398 5,193,447 4,816,864 

  (4) その他 ※２ 5,342,614 5,465,856 5,365,901 

  (5) 貸倒引当金  △414,790 △459,896 △448,499 

   投資その他の資産合計  11,269,270 11.1 13,162,478 12.6 13,066,701 12.5

    固定資産合計  43,794,135 43.2 47,504,777 45.5 48,063,781 46.0

   資産合計  101,426,063 100.0 104,324,331 100.0 104,463,395 100.0
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      (単位：千円) 

当中間連結会計期間末

平成18年３月20日 

前中間連結会計期間末

平成17年３月20日 

前連結会計年度の 

要約連結貸借対照表 

平成17年９月20日 科目 

金額 構成比 金額 構成比 金額 構成比

（負債の部） 

Ⅰ流動負債 

 1.支払手形及び買掛金    ※４ 

 2.１年以内返済予定の長期借入金 

3.未払金 

 4.未払法人税等 

 5.繰延税金負債 

 6.賞与引当金 

 7.返品調整引当金 

 8.その他 

5,439,537

1,700,000

3,310,638

1,580,903

2

206,170

1,900,538

1,215,892

％

6,097,060

1,738,341

3,521,203

1,262,566

1

220,806

2,065,395

1,060,094

％  

 

6,831,563 

1,702,560 

3,902,580 

575,700 

1 

220,640 

1,987,718 

885,564 

％

流動負債合計 15,353,684 15.1 15,965,470 15.3 16,106,328 15.4

Ⅱ固定負債 

 1.新株予約権付社債 

 2.長期借入金 

 3.退職給付引当金 

 4.役員退職慰労引当金 

  5.預り保証金 

   6.その他 

8,760,000

10,212,873

4,547,141

325,501

19,900,086

19,799

8,985,000

12,076,999

4,656,913

310,058

20,046,886

55,908

 

8,760,000 

11,062,873 

4,799,172 

326,553 

20,149,686 

59,386 

固定負債合計 43,765,402 43.2 46,131,766 44.2 45,157,671 43.3

負債合計 59,119,086 58.3 62,097,237 59.5 61,264,000 58.7

(少数株主持分) 

少数株主持分 15,314 0.0 10,808 0.0

 

13,465 0.0

(資本の部)  

Ⅰ資本金 

Ⅱ資本剰余金 

Ⅲ利益剰余金 

Ⅳその他有価証券評価差額金 

Ⅴ為替換算調整勘定 

4,283,569

3,773,504

33,834,476

499,199

△77,934

4.2

3.7

33.4

0.5

△0.1

4,171,069

3,661,004

34,096,219

505,656

△197,320

4.0

3.5

32.7

0.5

△0.2

4,283,569 

3,773,504 

34,540,778 

751,217 

△142,067 

4.1

3.6

33.0

0.7

△0.1

Ⅵ自己株式        △21,152 △0.0 △20,343 △0.0 △21,073 △0.0

資本合計 42,291,661 41.7 42,216,285 40.5 43,185,929 41.3

負債、少数株主持分及び資本合計 101,426,063 100.0 104,324,331 100.0 104,463,395 100.0
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②中間連結損益計算書 
     (単位：千円)

当中間連結会計期間 
 

自 平成17年９月21日 
至 平成18年３月20日 

前中間連結会計期間 
 

自 平成16年９月21日 
至 平成17年３月20日 

前連結会計年度の 
要約連結損益計算書 
自 平成16年９月21日 
至 平成17年９月20日 

科目 

金額 百分比 金額 百分比 金額 百分比

Ⅰ 売上高  29,480,217
％

100.0 27,812,534
％ 

100.0 56,502,945
％

100.0

Ⅱ 売上原価  10,486,062 35.6 9,355,528 33.6 18,672,269 33.0

   売上総利益  18,994,155 64.4 18,457,006 66.4 37,830,676 67.0

Ⅲ 販売費及び一般管理費   

 1. 販売促進費  2,658,600 2,667,756  5,564,329

 2. 広告宣伝費  944,646 1,189,074  2,369,382
 3. 貸倒引当金繰入額  9,536 －  －

 4. 給料及び賞与手当  5,299,862 4,950,559  10,600,029

  5.  賞与引当金繰入額  137,436 144,354  168,760

 6. 退職給付費用  449,907 394,694  800,517

  7.  役員退職慰労引当金繰入額  17,440 19,530  38,145

 8. 減価償却費  562,192 613,186  1,208,034

9. 研究開発費  696,210 587,778  1,225,403

 10. その他  6,227,772 5,869,033  12,685,547

販売費及び一般管理費合計  17,003,605 57.6 16,435,967 59.1 34,660,148 61.4

   営業利益  1,990,550 6.8 2,021,038 7.3 3,170,527 5.6

Ⅳ 営業外収益   

 1. 受取利息  39,255 22,346  48,969

 2. 受取配当金  2,804 2,119  8,329

 3. 販促物売却収入  47,546 34,260  64,501

 4. 受取手数料  61,628 63,257  126,971

  5.  賃貸料収入  66,329 61,270  117,040

 6. 雑収入  112,692 111,642  257,348

営業外収益合計  330,256 1.1 294,896 1.1 623,160 1.1

Ⅴ 営業外費用   

 1. 支払利息  99,210 124,141  239,261

 2. 雑損失  44,484 30,218  52,505

営業外費用合計  143,694 0.5 154,359 0.6 291,767 0.5

   経常利益  2,177,111 7.4 2,161,576 7.8 3,501,920 6.2

Ⅵ 特別利益   

 1. 固定資産売却益 ※1 97,673 2,553  112,920
2.  投資有価証券売却益  943,744 18,145  18,406

 3.  貸倒引当金戻入益  － 251,713  165,681

  4. 過去勤務債務償却額  330,750 －  －
 5. その他  － 1,510  3,999

特別利益合計  1,372,168 4.7 273,922 1.0 301,009 0.5

Ⅶ 特別損失   

 1. 固定資産除売却損 ※2 67,418 53,619  135,056

 2. 投資有価証券評価損  － －  2,584

 3. 会員権評価損  － 1,574  2,644

  4.  たな卸資産廃棄損  － 86,853  87,656

  5. 減損損失 ※3 1,010,247 －  －

 6. その他  39,018 －  －

特別損失合計  1,116,684 3.8 142,048 0.6 227,942 0.4

  税金等調整前中間(当期)純利益  2,432,596 8.3 2,293,450 8.2 3,574,987 6.3

 法人税､住民税及び事業税  1,567,294 1,211,752  1,618,922

 法人税等調整額  495,488 188,958  616,978

小計  2,062,782 7.0 1,400,711 5.0 2,235,901 3.9

 少数株主利益  1,423 0.0 890 0.0 2,678 0.0

   中間(当期)純利益  368,389 1.3 891,848 3.2 1,336,407 2.4
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③ 中間連結剰余金計算書 

    (単位：千円) 

当中間連結会計期間 

 

自 平成17年９月21日 

至 平成18年３月20日 

前中間連結会計期間 

 

自 平成16年９月21日 

至 平成17年３月20日 

前連結会計年度の 

連結剰余金計算書 

自 平成16年９月21日 

至 平成17年９月20日 
科目 

金額 金額 金額 

（資本剰余金の部）     

資本剰余金期首残高  3,773,504 3,498,505 3,498,505 

資本剰余金増加高     

新株予約権の行使による 

増加高 
 － 162,499 274,999 

資本剰余金中間期末(期末)残高  3,773,504 3,661,004 3,773,504 

（利益剰余金の部）     

利益剰余金期首残高  34,540,778 34,267,164 34,267,164 

利益剰余金増加高     

中間(当期)純利益  368,389 891,848 1,336,407 

利益剰余金減少高     

配当金  1,074,691 1,062,794 1,062,794 

利益剰余金中間期末(期末)残高  33,834,476 34,096,219 34,540,778 
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④ 中間連結キャッシュ・フロー計算書 

   (単位：千円) 

当中間連結会計期間 
 
 

自 平成17年９月21日
至 平成18年３月20日

前中間連結会計期間 
 
 

自 平成16年９月21日 
至 平成17年３月20日 

前連結会計年度の 
要約連結キャッシュ
・フロー計算書 

自 平成16年９月21日
至 平成17年９月20日

科目 

金額 金額 金額 
  
Ⅰ 営業活動によるキャッシュ・フロー  

 1. 税金等調整前中間(当期)純利益 2,432,596 2,293,450 3,574,987

 2. 減価償却費 793,065 838,733 1,738,896

 3. 連結調整勘定償却額 557,655 557,655 1,115,310

 4. 貸倒引当金の増減額(減少：△) 2,900 △251,732 △171,587

 5. 賞与引当金の増減額(減少：△) △14,470 96,482 96,315

 6. 返品調整引当金の増減額(減少：△) △87,179 71,567 △6,109

 7. 退職給付引当金の増減額(減少：△) △252,030 106,231 248,449

 8. 役員退職慰労引当金の増減額(減少：△) △1,052 15,571 32,066

9. 受取利息及び受取配当金 △42,059 △24,465 △57,298

 10. 支払利息 99,210 124,141 239,261

 11. 為替差損益 139 9 83

12.  投資有価証券売却益 △943,744 △18,145 △18,406

 13. 投資有価証券評価損 － － 2,584

 14. 固定資産除売却損益 △30,254 51,065 22,135

 15. 減損損失 1,010,247 － －

 16. 会員権評価損 － 1,574 2,644

 17.  たな卸資産廃棄損 － 86,853 87,656

 18. 売上債権の増減額(増加：△) △599,154 △947,865 △117,192

 19. たな卸資産の増減額(増加：△) 242,761 △264,073 △1,287,930

 20. 仕入債務の増減額(減少：△) △1,407,311 △835,973 △116,016

 21. 預り保証金の増減額(減少：△) △249,600 116,600 219,400

 22. その他 199,604 △122,515 △293,187

    小計 1,711,324 1,895,166 5,312,063

 23. 利息及び配当金の受取額 42,115 31,963 64,912

 24. 利息の支払額 △99,924 △124,855 △240,689

 25. 法人税等の支払額 △516,531 △1,335,035 △2,482,941

   営業活動によるキャッシュ・フロー 1,136,984 467,238 2,653,345
  
Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー  

  1.  定期預金の預入による支出 － △3,000,000 △3,000,000

  2.  定期預金の払戻による収入 － 3,000,000 3,000,000

 3. 投資有価証券の取得による支出 △9,845 △6,086 △13,342

 4. 投資有価証券の売却による収入 1,884,506 276,751 297,901

  5.  営業の譲受による支出 － △68,760 △68,760

 6. 有形固定資産の取得による支出 △530,466 △661,775 △2,613,127

 7. 有形固定資産の売却による収入 501,988 484,005 652,462

 8. 長期貸付金の回収による収入 42,187 39,233 88,979

9. 長期貸付による支出 － － △9,800

   投資活動によるキャッシュ・フロー 1,888,370 63,367 △1,665,686
  
Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー  

 1. 長期借入れによる収入 － 80,000 80,000

2.  長期借入金の返済による支出 △852,560 △1,680,326 △2,730,233

  3.  自己株式の取得による支出 △79 △4,662 △5,392

  4.  配当金の支払額 △1,072,063 △1,064,138 △1,062,439

   財務活動によるキャッシュ・フロー △1,924,703 △2,669,126 △3,718,065
  
Ⅳ 現金及び現金同等物に係る換算差額 53,387 △22,105 17,100

Ⅴ 現金及び現金同等物の増減額(減少：△) 1,154,039 △2,160,626 △2,713,306

Ⅵ 現金及び現金同等物の期首残高 26,645,355 29,358,662 29,358,662

Ⅶ 現金及び現金同等物の中間期末(期末)残高 27,799,395 27,198,036 26,645,355
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中間連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項 

1) 連結の範囲に関する事項 

主要な連結子会社名は「1.企業集団の状況 関係会社の状況」に記載のとおりであります。平成17年10月12日に設立さ

れたノエビア ヨーロッパ エスアールエルについては、当中間連結会計期間より連結の範囲に含めております。 

2) 持分法の適用に関する事項 

(1)持分法適用会社はありません。 

(2)持分法を適用していない関連会社（小池薬品㈲他２社）は、中間純損益（持分に見合う額）及び利益剰余金（持分

に見合う額）等からみて、持分法の対象から除いても中間連結財務諸表に及ぼす影響が軽微であり、かつ全体として

も重要性がないため、持分法の適用範囲から除外しております。 

3) 連結子会社の中間決算日等に関する事項 

(1)連結子会社のうち、上海諾薇雅国際貿易有限公司及びノエビア ヨーロッパ エスアールエルは中間決算日が６月

30日であり、それ以外の在外子会社及び常盤薬品工業㈱他４社の中間決算日は12月31日であります。 

(2)上記の連結子会社については、12月31日現在の財務諸表を使用しており、中間連結決算日との間に生じた重要な

取引については、連結上必要な調整を行っております。 

4) 会計処理基準に関する事項 

(1)重要な資産の評価基準及び評価方法 

①有価証券 

その他有価証券 

時価のあるもの 

中間連結決算日の市場価格等に基づく時価法 

(評価差額は全部資本直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定) 

時価のないもの 

移動平均法による原価法 

②デリバティブ 

時価法 

③たな卸資産 

商品、製品、仕掛品 

総平均法による原価法 

ただし、在外子会社４社は主として先入先出法による低価法により評価しております。 

原材料 

移動平均法による原価法 

ただし、在外子会社１社は先入先出法による低価法により評価しております。 

貯蔵品 

最終仕入原価法 

(2)重要な減価償却資産の減価償却の方法 

①有形固定資産 

定率法 

ただし、在外子会社は定額法によっております。 

なお、主な耐用年数は、建物及び構築物が６年～50年、機械装置及び運搬具が２年～９年であります。 

②無形固定資産 

定額法 

なお、主な耐用年数は自社利用ソフトウェア５年であります。 

 (3)重要な引当金の計上基準 

①貸倒引当金 

債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権につ

いては個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しております。
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②賞与引当金 

一部の子会社については、従業員の賞与の支払いに充てるため、当中間連結会計期間に負担すべき支給見込額を

計上しております。なお、親会社につきましては、年棒制のため計上しておりません。 

③返品調整引当金 

当社及び一部の子会社については、売上高と戻り高の期間対応関係を明確にするため、将来の返品に伴う損失予

想額を計上しております。 

④退職給付引当金 

従業員の退職給付に備えるため、当連結会計年度末における退職給付債務及び年金資産の見込額に基づき、当

中間連結会計期間末において発生していると認められる額を計上しております。 

なお、数理計算上の差異はその発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数（５年～10 年）による定

額法により、発生の翌連結会計年度から費用処理することとしております。 

一部の子会社については、退職金規程変更による過去勤務債務を当中間連結会計期間に一括償却しております。 

⑤役員退職慰労引当金 

役員の退職慰労金の支給に充てるため、内規に基づく中間連結会計期間末要支給額を計上しております。 

(4)重要なリース取引の処理方法 

リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの以外のファイナンス・リース取引については主として通

常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっております。 

(5)ヘッジ会計の方法 

①ヘッジ会計の方法 

繰延ヘッジ処理によっております。また、金利スワップの特例処理の要件を充たしている場合には、特例処理

を採用しております。 

②ヘッジ手段とヘッジ対象 

ヘッジ手段･･･金利スワップ 

ヘッジ対象･･･借入金の利息 

③ヘッジ方針 

借入金の金利変動リスクを回避する目的で金利スワップ取引を行っており、ヘッジ対象の識別は個別契約毎に

行っております。 

④ヘッジ有効性評価の方法 

金利スワップの特例処理の要件を充たしているものは、有効性の判定を省略しております。 

(6)その他中間連結財務諸表作成のための重要な事項 

消費税等の会計処理 

消費税等の会計処理は、税抜き方式によっております。 

なお、仮払消費税等及び仮受消費税等は相殺のうえ、流動負債のその他に含めて表示しております。 

5） 中間連結キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲 

中間連結キャッシュ・フロー計算書における資金（現金及び現金同等物）は、手許現金、随時引き出し可能な預金及

び容易に換金可能であり、かつ、価値の変動について僅少なリスクしか負わない取得日から３ヶ月以内に償還期限の

到来する短期投資からなっております。 

 

 

会計処理の変更 

（固定資産の減損に係る会計基準） 

当中間連結会計期間より、固定資産の減損に係る会計基準（「固定資産の減損に係る会計基準の設定に関する意見

書」（企業会計審議会 平成14月８月９日））及び「固定資産の減損に係る会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指

針第６号 平成15年10月31日）を適用しております。これにより税金等調整前中間純利益は1,010,247千円減少してお

ります。 

なお、減損損失累計額については、改正後の中間連結財務諸表規則に基づき各資産の金額から直接控除しておりま

す。 
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注記事項 

(中間連結貸借対照表関係) 

 

当中間連結会計期間末 

平成18年３月20日 

前中間連結会計期間末 

平成17年３月20日 

前連結会計年度末 

平成17年９月20日 

※１有形固定資産の減価償却累計額 

23,077,511千円 
 

※１有形固定資産の減価償却累計額 

23,115,975千円

※１有形固定資産の減価償却累計額 

22,858,330千円

※２担保資産及び担保付債務 

担保に供している資産は、次のと 

おりであります。 
投資その他の資産 

その他     13,410千円 
 

担保付債務は、次のとおりであり 

ます。 

長期借入金(1年以内 

返済予定額を含む)   12,873千円 
 

※２担保資産及び担保付債務 

担保に供している資産は、次のと

おりであります。 
投資その他の資産 

その他     10,410千円

担保付債務は、次のとおりであり

ます。 

長期借入金(1年以内 

返済予定額を含む)   10,076千円
 

※２担保資産及び担保付債務 

担保に供している資産は、次のと

りであります。 
投資その他の資産 

その他    13,410千円

担保付債務は、次のとおりであり

ます。 

長期借入金(1年以内 

返済予定額を含む)  12,873千円

３保証債務 

連結会社以外の会社の金融機関等

からの借入に対し、債務保証を行

っております。 

トキワ配置薬ローン 179,384千円 

小池薬品(有)        59,363千円 

その他２社          43,130千円 

合計             281,877千円 
 

３保証債務 

連結会社以外の会社の金融機関等

からの借入に対し、債務保証を行

っております。 

トキワ配置薬ローン 229,734千円

小池薬品(有)        67,439千円

(株)コスモ薬品      31,898千円

その他２社           3,086千円

合計             332,157千円
 

３保証債務 

連結会社以外の会社の金融機関等

からの借入に対し、債務保証を行

っております。 

トキワ配置薬ローン 175,271千円

小池薬品(有)        61,728千円

その他３社         67,461千円

合計             304,461千円
 

※４中間連結会計期間末日満期手形 

中間連結会計期間末日満期手形の

会計処理については、手形交換日

をもって決済処理をしておりま

す。なお、連結子会社の中間決算

日が金融機関の休日であったた

め、中間連結会計期間末残高に含

めた中間連結会計期間末日満期手

形は、次のとおりであります。 

受取手形     1,098,856千円 

支払手形            1,756千円 

※４中間連結会計期間末日満期手形 

中間連結会計期間末日満期手形の

会計処理については、手形交換日

をもって決済処理をしておりま

す。なお、連結子会社の中間決算

日が金融機関の休日であったた

め、中間連結会計期間末残高に含

めた中間連結会計期間末日満期手

形は、次のとおりであります。 

受取手形      947,544千円

支払手形            7,428千円
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(中間連結損益計算書関係) 

 

当中間連結会計期間 
自 平成17年９月21日 
至 平成18年３月20日 

前中間連結会計期間 
自 平成16年９月21日 
至 平成17年３月20日 

前連結会計年度 
自 平成16年９月21日 
至 平成17年９月20日 

※１固定資産売却益は、次のとおりであり 

ます。 

機械装置及び運搬具     97,673千円 
 

※１固定資産売却益は、次のとおりであ

ります。 

機械装置及び運搬具     2,553千円

※１固定資産売却益は、次のとおりで 

あります。 

機械装置及び運搬具  112,920千円

※２固定資産除売却損は、次のとおりで 

あります。 

  (1)固定資産除却損 

   建物及び構築物      4,698千円 

  機械装置及び運搬具     205千円 

   工具器具及び備品     1,688千円 

   その他              2,264千円 

    合   計       8,858千円 

※２固定資産除売却損は、次のとおりで

あります。 

  (1)固定資産除却損 

 建物及び構築物     2,664千円

 機械装置及び運搬具    515千円

  工具器具及び備品   13,703千円

  その他              7,800千円

   合   計     24,684千円

※２固定資産除売却損は、次のとおり 

であります。 

(1)固定資産除却損 

   建物及び構築物    41,004千円

機械装置及び運搬具 19,352千円

   その他            45,290千円

    合   計    105,648千円

  (2)固定資産売却損 

機械装置及び運搬具     104千円 

土地          58,455千円 

合   計     58,560千円 
      

  (2)固定資産売却損 

機械装置及び運搬具  4,906千円

土地          24,028千円

合   計     28,935千円

   

(2)固定資産売却損 

機械装置及び運搬具  5,380千円

土地              24,028千円

     合   計   29,408千円

※３当中間連結会計期間において、当社グ

ループは以下の資産グループについて減

損損失を計上いたしました。 

場所 用途 種類 

北海道(営業

拠点２箇所) 

販売設備 土地 

建物及び構築物 

三重県 

他３箇所 

遊休 土地 

建物及び構築物 

当社グループは、営業拠点を概ね独立し

たキャッシュフローを生み出す最小の単

位とし、遊休資産においては個別物件単位

で、また、本社、工場、研究所及び研修設

備については共用資産として資産のグル

ーピングを行っております。 

その結果、収益が悪化している営業拠点

ビル及び時価が著しく下落している遊休

資産について、当該資産の帳簿価額を回収

可 能 価 額 ま で 減 額 し 、 当 該 減 少 額

1,010,247 千円を減損損失として特別損失

に計上いたしました。 

その内訳は、土地 964,839 千円、建物及

び構築物 45,408 千円であります。 

なお、営業拠点ビルの回収可能価額は使用

価値により測定しており、将来キャッシュ

フローを5.74％で割り引いて算定してお

ります。 

また、遊休資産については正味売却価額を

使用し、主として不動産鑑定価額、または

それに準ずる方法により算定しておりま

す。 
 

―― ―― 
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(中間連結キャッシュ・フロー計算書関係) 

 

当中間連結会計期間 
自 平成17年９月21日 
至 平成18年３月20日 

前中間連結会計期間 
自 平成16年９月21日 
至 平成17年３月20日 

前連結会計年度 
自 平成16年９月21日 
至 平成17年９月20日 

(1)現金及び現金同等物の中間期末残高と

中間連結貸借対照表に掲記されている科

目の金額との関係 

(平成18年３月20日) 

現金及び預金勘定 27,799,395千円

現金及び現金同等物 27,799,395千円
 

(1)現金及び現金同等物の中間期末残高

と中間連結貸借対照表に掲記されてい

る科目の金額との関係 

(平成17年３月20日)

現金及び預金勘定 27,198,036千円

現金及び現金同等物 27,198,036千円
 

(1)現金及び現金同等物の期末残高と連

結貸借対照表に掲記されている科目の

金額との関係 

(平成17年９月20日)

現金及び預金勘定 26,645,355千円

現金及び現金同等物 26,645,355千円
 

―― ―― (2)重要な非資金取引の内容 

新株予約権付社債(転換社債型新株予約

権付社債)に付された新株予約権の行使

の内容 
新株予約権の行使によ
る資本金増加額 

274,999千円

新株予約権の行使によ
る資本準備金増加額 

274,999千円

その他 1千円

新株予約権の行使によ
る新株予約権付社債減
少額 

550,000千円

 

 

 

(リース取引関係) 

半期報告書について EDINET により開示を行うため記載を省略しております。 
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(有価証券関係) 

①その他有価証券で時価のあるもの 

 (単位：千円) 

当中間連結会計期間末 

平成18年３月20日 

前中間連結会計期間末 

平成17年３月20日 

前連結会計年度末 

平成17月９月20日 
 

取得価額 
中間連結 
貸借対照表 
計上額 

差額 取得価額
中間連結
貸借対照表
計上額 

差額 取得価額 
連結 

貸借対照表
計上額 

差額 

1.株式 808,982 1,654,984 846,002 1,741,210 2,598,083 856,872 1,747,613 3,017,889 1,270,275

2.その他 － － － － － － － － －

合計 808,982 1,654,984 846,002 1,741,210 2,598,083 856,872 1,747,613 3,017,889 1,270,275

 

②時価評価されていない「有価証券」の内容及び中間連結貸借対照表(連結貸借対照表)計上額 

  （単位：千円）

 
当中間連結会計期間末 

平成18年３月20日 

前中間連結会計期間末 

平成17年３月20日 

前連結会計年度末 

平成17月９月20日 

その他有価証券  

非上場株式 21,785 55,405 21,785

投資事業組合に対する出資金持分 20,956 1,232 13,241

合計 42,742 56,638 35,027

 

(デリバティブ取引関係) 

半期報告書についてEDINETにより開示を行うため記載を省略しております。 
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(セグメント情報) 

１．事業の種類別セグメント情報 

当中間連結会計期間（自 平成17年９月21日 至 平成18年３月20日）              （単位：千円） 

 化粧品 
事業 

医薬品 
事業 

食品 
事業 

その他 
の事業 

計 
消去又は 
全社 

連結 

売上高   

(1)外部顧客に対する売上高 17,866,000 4,177,501 5,121,682 2,315,033 29,480,217 － 29,480,217

(2)セグメント間の内部 

売上高又は振替高 － － － 65,944 65,944 △65,944 －

計 17,866,000 4,177,501 5,121,682 2,380,977 29,546,162 △65,944 29,480,217

営業費用 14,912,712 4,126,653 5,298,058 2,292,751 26,630,176 859,491 27,489,667

営業利益又は営業損失(△) 2,953,287 50,848 △176,375 88,226 2,915,986 △925,435 1,990,550

(注)１.事業区分の方法及び各区分に属する主要な製品の名称 

事業区分は、内部組織管理上採用している区分によっております。 

（化粧品事業）  化粧用医薬部外品、化粧品 

（医薬品事業）  上記以外の医薬部外品、医薬品 

（食品事業）    栄養補助食品、食品 

（その他の事業）アパレル、化粧雑貨、航空関連 

２.営業費用のうち、「消去又は全社」項目に含めた配賦不能営業費用の金額は、973,997千円であり、その主なも

のは当社の総務部門、経理部門等管理部門に係る費用であります。 

 

前中間連結会計期間（自 平成16年９月21日 至 平成17年３月20日）              （単位：千円） 

 化粧品 
事業 

医薬品 
事業 

食品 
事業 

その他 
の事業 

計 
消去又は 
全社 

連結 

売上高   

(1)外部顧客に対する売上高 16,809,395 4,508,299 4,867,339 1,627,499 27,812,534 － 27,812,534

(2)セグメント間の内部 

売上高又は振替高 － － － 64,171 64,171 △64,171 －

計 16,809,395 4,508,299 4,867,339 1,691,670 27,876,705 △64,171 27,812,534

営業費用 14,010,170 4,565,382 4,817,288 1,667,922 25,060,763 730,732 25,791,495

営業利益又は営業損失(△) 2,799,225 △57,082 50,051 23,747 2,815,941 △794,903 2,021,038

(注)１.事業区分の方法及び各区分に属する主要な製品の名称 

事業区分は、内部組織管理上採用している区分によっております。 

（化粧品事業）  化粧用医薬部外品、化粧品 

（医薬品事業）  上記以外の医薬部外品、医薬品 

（食品事業）    栄養補助食品、食品 

（その他の事業）アパレル、化粧雑貨 

２.営業費用のうち、「消去又は全社」項目に含めた配賦不能営業費用の金額は、818,186千円であり、その主なも

のは総務部門、経理部門等管理部門にかかる費用であります。 

 

前連結会計年度（自 平成16年９月21日  至 平成17年９月20日） 

 化粧品 
事業 

医薬品 
事業 

食品 
事業 

その他 
の事業 

計 
消去又は 
全社 

連結 

売上高   

(1)外部顧客に対する売上高 34,875,256 8,441,240 9,737,289 3,449,159 56,502,945 － 56,502,945

(2)セグメント間の内部 

売上高又は振替高 － － － 126,985 126,985 △126,985 －

計 34,875,256 8,441,240 9,737,289 3,576,145 56,629,931 △126,985 56,502,945

営業費用 29,495,525 8,640,771 9,828,881 3,560,623 51,525,802 1,806,616 53,332,418

営業利益又は営業損失(△) 5,379,730 △199,530 △91,591 15,521 5,104,129 △1,933,602 3,170,527

(注)１.事業区分の方法及び各区分に属する主要な製品の名称 

事業区分は、内部組織管理上採用している区分によっております。 

（化粧品事業）  化粧用医薬部外品、化粧品 

（医薬品事業）  上記以外の医薬部外品、医薬品 

（食品事業）    栄養補助食品、食品 

（その他の事業）アパレル、化粧雑貨 

２.営業費用のうち、「消去又は全社」項目に含めた配賦不能営業費用の金額は、1,975,098千円であり、その主な

ものは当社の総務部門、経理部門等管理部門に係る費用であります。 
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２．所在地別セグメント情報 

当中間連結会計期間(自 平成17年９月21日 至 平成18年３月20日) 

本邦以外の国又は地域に所在する連結子会社の売上高が、全セグメントの売上高の10％未満であるため、記載を

省略しております。 

 

前中間連結会計期間(自 平成16年９月21日 至 平成17年３月20日) 

本邦以外の国又は地域に所在する連結子会社の売上高が、全セグメントの売上高の10％未満であるため、記載を

省略しております。 

 

前連結会計年度(自 平成16年９月21日 至 平成17年９月20日) 

本邦以外の国又は地域に所在する連結子会社の売上高が、全セグメントの売上高の10％未満であるため、記載を

省略しております。 

 

 

３．海外売上高 

当中間連結会計期間（自 平成17年９月21日 至 平成18年３月20日) 

海外売上高は連結売上高の10％未満であるため、記載を省略しております。 

 

前中間連結会計期間(自 平成16年９月21日 至 平成17年３月20日) 

海外売上高は連結売上高の10％未満であるため、記載を省略しております。 

 

前連結会計年度(自 平成16年９月21日 至 平成17年９月20日) 

海外売上高は連結売上高の10％未満であるため、記載を省略しております。 

 

（重要な後発事象） 

該当事項はありません。 
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(１株当たり情報) 

当中間連結会計期間 
自 平成17年９月21日 
至 平成18年３月20日 

前中間連結会計期間 
自 平成16年９月21日 
至 平成17年３月20日 

前連結会計年度 
自 平成16年９月21日 
至 平成17年９月20日 

１株当たり純資産額   1,180.57円 １株当たり純資産額  1,183.86円 １株当たり純資産額  1,205.53円 

１株当たり中間純利益    10.28円 １株当たり中間純利益   25.15円 １株当たり当期純利益   37.57円 

潜在株式調整後 

１株当たり中間純利益     8.74円 

潜在株式調整後 

１株当たり中間純利益   21.15円 

潜在株式調整後 

１株当たり当期純利益    31.68円 

   

 

（注）１株当たり中間(当期)純利益金額及び潜在株調整後１株当たり中間(当期)純利益金額の算定上の基礎は、以下の 

通りであります。 

 
当中間連結会計期間 
自 平成17年９月21日
至 平成18年３月20日

前中間連結会計期間 
自 平成16年９月21日 
至 平成17年３月20日 

前連結会計年度 
自 平成16年９月21日
至 平成17年９月20日

１株当たり中間(当期)純利益金額  

中間(当期)純利益（千円） 368,389 891,848 1,336,407

普通株主に帰属しない金額（千円） － － －

普通株主に係る中間(当期)純利益（千円） 368,389 891,848 1,336,407

普通株式の期中平均株式数（株） 35,823,028 35,456,336 35,567,853

潜在株式調整後１株当たり中間(当期) 

純利益金額 
 

中間(当期)純利益調整額（千円） 559 495 495

（うち支払利息（税額相当額控除後）） － － －

普通株式増加数（株） 6,375,545 6,744,251 6,631,961

（うち新株予約権付社債） (6,375,545) (6,744,251) (6,631,961)

 


