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 前連結会計年度は決算期を変更し６ヶ月の変則決算となっております。前第１四半期連結会計期間（平

成 19 年２月１日～平成 19 年４月 30 日）と当第１四半期連結会計期間（平成 19 年８月１日～平成 19 年

10 月 31 日）とは対象期間が異なっているため、比較増減は記載しておりません。 

 
（百万円未満切捨て）  

１．平成 20 年７月期第１四半期の連結業績（平成 19 年８月１日 ～ 平成 19 年 10 月 31 日） 
(1) 連結経営成績                              

 売 上 高 営 業 利 益       経 常 利 益     四半期（当期）純利益

 百万円 百万円 百万円 百万円

20 年７月期第１四半期 4,325  471  467   189  

19 年７月期 9,077  1,161  1,147   563  

 

 
１株当たり四半期 

（当期）純利益 

潜在株式調整後 
１株当たり四半期 
（当期）純利益 

 円    銭 円    銭

20 年７月期第１四半期 689  12 683  00 

19 年７月期 2,051  06 2,032  19 

 
(2) 連結財政状態 

 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

20 年７月期第１四半期 11,603  8,655  74.6  31,492  50 

19 年７月期 11,860  8,636  72.8  31,428  32 

 
(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
 百万円 百万円 百万円 百万円

20 年７月期第１四半期 184  △93  △283   3,740  

19 年７月期 748  △392  △780   3,952  
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２．平成 20 年７月期の連結業績予想（平成 19 年８月１日 ～ 平成 20 年７月 31 日） 【参考】 
 

 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

中  間  期 11,000    1,900   1,900   1,100    4,003  06 

通     期 21,700    3,400   3,400   1,900    6,914  37 

 
 
３．その他 
  
(1) 期中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） 
： 有 

［除外 １社（社名 Dr.Ci:Labo Hawaii Inc.）］ 
(2) 会計処理の方法における簡便な方法の採用の有無 ： 有 
(3) 近連結会計年度からの会計処理の方法の変更の有無 ： 無 

 
［（注）詳細は、４ページ【定性的情報・財務諸表等】 ４．その他をご覧ください。］ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

※ 業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 

  上記の業績予想につきましては、現時点で入手可能な情報に基づいて算定しておりますが、多分に 

 不確定な要素を含んでおります。実際の業績は、今後の経済動向、業況の変化等により上記に記載さ 

 れている予想数値とは大幅に異なる場合があります。 

  なお、上記の業績予想につきましては、添付資料の３ページ【定性的情報・財務諸表等】３．連結 
 業績予想に関する定性的情報 を参照してください。 
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【定性的情報・財務諸表等】 

１．連結経営成績に関する定性的情報 

  当第 1 四半期におけるわが国経済は、原油価格の動向や米国におけるサブプライムローン問題による

影響が懸念されたものの、企業収益の改善を背景とした設備投資は堅調に推移し、景気は緩やかな回復

基調が続きました。化粧品市場は横ばい傾向を示す中、スキンケア製品が伸張しておりますが、異業種

からの新規参入や販売環境の変化等により厳しい事業環境にあります。 

 このような環境の中、当社グループはシーラボブランドで導入美容液の「アクアインダームディーエ

ヌエッセンス」、緑の香りを配合した保湿用ボディクリーム「アクアセラムエンリッチボディ」を発売す

るなど製品ラインの充実を図りました。販売チャネル別では、通信販売において新割引サービス「ステ

ップアップ割引」の開始、コミュニティサイト「美的至福」のオープンやモバイル公式サイトを大幅に

リニューアルする施策を実施して、Ｅコマースの強化に努めました。対面型店舗販売においては百貨店

内店舗を３店舗出店いたしました。 

海外では、事業展開の見直しを行い韓国からの撤退を決定いたしました。その他の地域においても引

続きコスト削減に取組み効率化を進める一方で、香港・台湾では新規店舗を拡大して認知度の浸透に努

めております。また新たな地域への進出も検討しております。 

 以上により、当第１四半期の連結売上高は 4,325 百万円、連結経常利益は 467 百万円、四半期純利益

は 189 百万円となりました。 

 

２．連結財政状態に関する定性的情報 

(1) 

 

 

 

 

 

 

(2) 

 

財政状態の変動状況 

 当第１四半期における総資産は 11,603 百万円となり、前連結会計年度末と比較して 257 百万円減少

しました。これは配当金の支払 107 百万円、長期借入金の返済による支出 181 百万円等による現預金の

減少が主因であります。 

 また負債合計は 2,947 百万円で、前連結会計年度末と比較して 276 百万円の減少、純資産は 8,655 百

万円となりました。 

 

連結キャッシュ・フローの状況 

 当第 1四半期における現金及び現金同等物の残高は 3,740 百万円となり、前連結会計年度末と比較し

て 211 百万円減少しました。 

 営業活動により取得した資金は184百万円となりました。これは主に税金等調整前四半期純利益が398

百万円計上されたことに加え、減価償却費の 112 百万円、売掛債権の回収により 77 百万円資金が増加

した一方、法人税等の支払により 478 百万円資金が減少したことによります。 

 投資活動によるキャッシュ・フローは、93 百万円の支出となりました。これは主に基幹システム構築

に伴うシステム投資などの無形固定資産取得により 133 百万円支出した一方、貸付金の回収により 60

百万円の収入があったことによるものであります。 

 財務活動によるキャッシュ・フローは、283 百万円の支出となりました。これは主に配当金の支払 107

百万円と長期借入金の返済のよる支出 181 百万円によるものであります。 

 

３．連結業績予想に関する定性的情報 

  当第 1四半期の業績予想につきましては、概ね計画どおりに推移しており、平成 19 年９月 13 日公表

の連結業績予想に変更はありません。 

 なお、業績予想につきましては、本資料の発表日現在において入手可能な情報に基づいております。

実際の業績は、今後さまざまな要因によって予想数値と異なる可能性があります。 
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４．その他 

(1) 期中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） 

  前連結会計年度において連結子会社でありました Dr.Ci:Labo Hawaii Inc.は、CI:LABO USA,INC.を存

続会社とし平成 19 年７月に合併しており、当連会計年度より連結除外しております。 

 

(2) 会計処理の方法における簡便な方法の採用 

  税効果会計及び法人税等の計上基準等は、簡便な方法を採用しております。その他、影響額が僅少な

ものにつき、一部簡便的な方法を採用しております。 

 

(3) 近連結会計年度からの会計処理の方法の変更 

 

 

 

 該当する事項はありません。 
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５．（要約）四半期連結財務諸表 

(1) （要約）四半期連結貸借対照表 

（単位：千円、％） 
当四半期末 

平成 20 年７月期 

第１四半期末 

（参考）前期末 

（平成 19 年７月期末） 科  目 

金  額 金  額 
（資産の部） 
Ⅰ 流動資産 

現金及び預金 3,870,261 4,090,048

売掛金 2,144,212 2,224,553

たな卸資産 1,620,859 1,560,104

その他 323,962 396,191

貸倒引当金 △32,596 △30,288

流動資産合計 7,926,698 8,240,608

Ⅱ 固定資産 
有形固定資産 402,219 404,397

無形固定資産 1,061,294 948,578

投資その他の資産 2,213,143 2,266,980

固定資産合計 3,676,657 3,619,956

  資産合計 11,603,356 11,860,565

（負債の部） 
Ⅰ 流動負債 

買掛金 411,443 430,839

一年以内返済予定長期借入金 849,000 974,000

未払金 944,164 841,499

その他 609,684 790,266

流動負債合計 2,814,292 3,036,604

Ⅱ 固定負債 
長期借入金 108,000 164,000

その他 25,602 23,770

固定負債合計 133,602 187,770

負債合計 2,947,895 3,224,375

（純資産の部） 
Ⅰ 株主資本 

資本金 1,148,356 1,145,840

資本剰余金 1,625,956 1,623,440

利益剰余金 6,593,523 6,569,023

自己株式 △648,554 △648,554

株主資本合計 8,719,281 8,689,750

Ⅱ 評価・換算差額等 
その他有価証券評価差額金 △65,385 △82,404

為替換算調整勘定 1,565 28,844

評価・換算差額等合計 △63,820 △53,560

純資産合計 8,655,461 8,636,190

負債純資産合計 11,603,356 11,860,565
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(2) （要約）四半期連結損益計算書 

（単位：千円、％） 
当四半期 

平成 20 年７月期 

第１四半期 

（参考）前期 

（平成 19 年７月期） 科  目 

金  額 金  額 
Ⅰ 売上高 4,325,937 9,077,864

Ⅱ 売上原価 773,174 1,743,926

売上総利益 3,552,763 7,333,938

Ⅲ 販売費及び一般管理費 3,081,717 6,172,164

営業利益 471,045 1,161,773

Ⅳ 営業外収益 11,138 11,355

Ⅴ 営業外費用 14,784 25,582

経常利益 467,399 1,147,546

Ⅵ  特別利益 812 －

Ⅶ 特別損失 69,822 52,241

税金等調整前四半期（当期）純利益 398,390 1,095,304

税金費用 209,015 531,948

四半期（当期）純利益 189,374 563,356
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(3) （要約）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

（単位：千円） 

 
当四半期 

平成 20 年７月期 

第１四半期 

（参考）前期 

（平成 19 年７月期） 

区  分 金  額 金  額 
Ⅰ 営業活動によるキャッシュ・フロー 

税金等調整前四半期(当期)純利益 398,390 1,095,304

減価償却費 112,388 197,593

長期前払費用償却額 5,577 15,174

貸倒引当金の増加額 2,375 3,452

賞与引当金の増加額 45,171 6,296

ポイントサービス引当金の増減額 △4,026 13,265

退職給付引当金の増加額 2,865 4,042

受取利息及び受取配当金 △4,351 △5,959

支払利息 3,824 8,314

固定資産除却損 4,515 33,850

投資有価証券評価損 66,000 －

売上債権の減少額 77,102 195,984

たな卸資産の増加額 △68,185 △8,505

仕入債務の増減額 △10,226 116,523

未払金の増減額 24,146 △31,788

未払消費税等の増減額 21,650 △86,874

未収消費税等の増減額 △237 281

その他 △15,971 2,019

小  計 661,008 1,558,976

利息及び配当金の受取額 6,345 3,965

利息の支払額 △4,120 △7,825

法人税等の支払額 △478,823 △806,170

営業活動によるキャッシュ・フロー 184,409 748,945

Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー 
有形固定資産の取得による支出 △15,805 △43,257

無形固定資産の取得による支出 △133,702 △207,603

敷金保証金の差入による支出 △3,539 △12,151

敷金保証金の回収による収入 5 8,976

定期預金の預入による支出 － △138,033

貸付金の回収による収入 60,000 －

投資活動によるキャッシュ・フロー △93,041 △392,068

Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー 
長期借入金の返済による支出 △181,000 △362,000

株式の発行による収入 5,031 14,958

配当金の支払額 △107,188 △433,925

財務活動によるキャッシュ・フロー △283,157 △780,967

Ⅳ 現金及び現金同等物に係る換算差額 △19,508 17,459

Ⅴ 現金及び現金同等物の減少額 △211,298 △406,632

Ⅵ 現金及び現金同等物の期首残高 3,952,015 4,358,647

Ⅶ 現金及び現金同等物の期末残高 3,740,717 3,952,015

 


