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1.  平成21年3月期第1四半期の連結業績（平成20年4月1日～平成20年6月30日） 

（注）19年３月期第３四半期より連結財務諸表を作成しているため、20年３月期第１四半期の対前年同四半期増減率につきましては、記載しておりません。  

(2) 連結財政状態 

  

(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 ％

21年3月期第1四半期 602 ― △501 ― △516 ― △317 ―

20年3月期第1四半期 651 ― △462 ― △463 ― △288 ―

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

21年3月期第1四半期 △14.63 ―

20年3月期第1四半期 △13.29 ―

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

21年3月期第1四半期 5,207 2,566 49.3 118.17
20年3月期 6,027 3,101 51.5 142.78

（参考） 自己資本   21年3月期第1四半期  2,566百万円 20年3月期  3,101百万円

2.  配当の状況 

（注）配当予想の当四半期における修正の有無  無  
 

1株当たり配当金

（基準日） 第1四半期末 第2四半期末 第3四半期末 期末 年間

円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭

20年3月期 ― ― ― 10.00 10.00
21年3月期 ― ――― ――― ――― ―――

21年3月期（予想） ――― ― ― 10.00 10.00

3.  平成21年3月期の連結業績予想（平成20年4月1日～平成21年3月31日） 
（％表示は通期は対前期、第2四半期連結累計期間は対前年同四半期増減率）

（注）連結業績予想数値の当四半期における修正の有無  無  
 

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2四半期連結累計期間 2,920 ― 400 ― 370 ― 200 ― 9.21
通期 5,290 2.6 470 ― 440 ― 220 ― 10.13

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）  無  

(2) 簡便な会計処理及び四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用  無  

(3) 四半期連結財務諸表作成に係る会計処理の原則・手続、表示方法等の変更（四半期連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項等の変更に記載されるもの） 

（注）詳細は、３ページ【定性的情報・財務諸表等】４．その他をご覧ください。  

(4) 発行済株式数（普通株式） 

※ 業績予想の適切な利用に関する説明、その他の特記事項 
１．平成20年５月20日に公表いたしました連結業績予想は、修正しておりません。 
２．本資料に記載されている業績見通し等の将来に関する記述は、当社が現在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たっての注意事項等については、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ご覧ください。 
３．当連結会計年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第12号）及び「四半期財務諸表に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第
14号）を適用しております。また、「四半期連結財務諸表規則」に従い四半期連結財務諸表を作成しております。  

新規 ― 社 （社名 ） 除外 ― 社 （社名 ）

① 会計基準等の改正に伴う変更 有

② ①以外の変更 無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 21年3月期第1四半期  25,520,000株 20年3月期  25,520,000株

② 期末自己株式数 21年3月期第1四半期  3,799,200株 20年3月期  3,799,200株

③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 21年3月期第1四半期  21,720,800株 20年3月期第1四半期  21,727,000株



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１四半期連結会計期間におけるわが国経済は、原油など資源価格の更なる高騰が続き、物価上昇による消費意

欲の減退などの影響もあり、景況感の悪化が続きました。また、原材料価格の高騰が、企業収益の圧迫要因となり、

景気動向指数など企業心理を表す指標も大きく悪化しました。 

　このような状況のもとで、当社グループは企業理念「愛と美と豊かさの実践と追求」に基づき、コア事業である訪

問販売領域の販売組織満足を獲得するとともに、全てのステークホルダーの満足度の向上を目指し、「驚きと楽しさ

と感動に溢れる美しい生き方」をともに創造し、幸せと豊かさを提供する「ワンダ・フル・カンパニー」として成長

すべく、企業活動に邁進してまいりました。

　具体的には、動員・増員・増客という基本の仕事を着実に行うとともに、「アイビーファン10万人づくり」をスロー

ガンに、新製品として「シールドサン ミスト ローション」「シールドサン ボディ クレンジング」「シールドサ

ン ボディ ミルク 25」を発売するとともに、新たなお客様との出会いの場を作る「Love フェスタ」の推進などを積

極的に行いました。また、第２四半期連結会計期間に発売予定の大型スキンケアシリーズのリニューアルに向けて、

開発・生産に注力を行いました。

　しかしながら、当第１四半期連結会計期間においては、大型スキンケアシリーズのリニューアルを控え、販売組織

全体で在庫調整が若干発生したことも影響し、売上高は低調に推移しました。

　以上の結果、当第１四半期連結会計期間の業績は、売上高602,282千円、営業損失501,919千円、経常損失516,582千

円、四半期純損失317,880千円となりました。

２．連結財政状態に関する定性的情報

①資産、負債及び純資産の状況

（流動資産）

　当第１四半期連結会計期間末における流動資産の残高は2,724,682千円（前連結会計年度末は3,496,901千円）とな

り、前連結会計年度末に比べ772,218千円減少しました。これは主にたな卸資産が120,456千円、繰延税金資産が186,098

千円増加したものの、現金及び預金が294,669千円、受取手形及び売掛金が818,330千円減少したことによるものであ

ります。

（固定資産）

　当第１四半期連結会計期間末における固定資産の残高は2,483,183千円（前連結会計年度末は2,530,887千円）とな

り、前連結会計年度末に比べ47,703千円減少しました。これは主に有形固定資産が28,439千円減少し、貸倒引当金が

22,101千円増加したことによるものであります。

（流動負債）

　当第１四半期連結会計期間末における流動負債の残高は1,925,970千円となり（前連結会計年度末は2,193,906千円）

となり、前連結会計年度末に比べ267,935千円減少しました。これは主に短期借入金が100,000千円、未払金が110,998

千円、未払法人税等が40,005千円減少したことによるものであります。

（固定負債）

　当第１四半期連結会計期間末における固定負債の残高は715,166千円（前連結会計年度末は732,560千円）となり、

前連結会計年度末に比べ17,394千円減少しました。これは主に社債が15,000千円減少したことによるものであります。

（純資産）

　当第１四半期連結会計期間末における純資産の残高は2,566,728千円（前連結会計年度末は3,101,321千円）となり、

前連結会計年度末に比べ534,592千円減少しました。これは主に剰余金の配当が217,212千円、四半期純損失が317,880

千円計上されたたことによるものであります。この結果、自己資本比率は、49.3％（前連結会計年度末は51.5％）と

なりました。



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現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、売上債権が減少したものの、

税金等調整前四半期純損失の計上、たな卸資産の増加、配当金の支払等により、前連結会計年度末に比べ294,669千円

減少し、当連結会計年度末には869,193千円となりました。

　また当第１四半期連結会計期間における各キャッシュ・フローは次のとおりであります。

（営業活動によるキャッシュ・フロー）

　当第１四半期連結会計期間において営業活動の結果得られた資金は79,558千円となりました。

　これは主に税金等調整前四半期純損失516,582千円、たな卸資産の増加額120,456千円等があるものの、売上債権の

減少額818,330千円等があったこと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）

　当第１四半期連結会計期間において投資活動の結果使用した資金は28,172千円となりました。

　これは主に有形固定資産の取得による支出14,590千円、貸付けによる支出14,406千円等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）

　当第１四半期連結会計期間において財務活動の結果使用した資金は346,102千円となりました。

　これは主に短期借入金の純減額100,000千円、配当金の支払額217,559千円等があったこと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

　平成21年３月期の業績予想については、従前より売上高については、季節変動性が高く、第２四半期及び第４四半

期に集中する傾向があります。第２四半期においては、大型スキンケアシリーズの発売を予定しており、平成20年５

月20日付けの「平成20年３月期決算短信（連結）」に公表いたしました第２四半期連結累計期間及び通期の予想を、

変更しておりません。　

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）

　該当事項はありません。　

（２）簡便な会計処理及び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）四半期連結財務諸表作成に係る会計処理の原則・手続、表示方法等の変更

・会計処理基準に関する事項の変更

１．当連結会計年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第12号）及び「四半期財務諸表に

関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第14号）を適用しております。また、「四半期連結財務

諸表規則」に従い四半期連結財務諸表を作成しております。

２．たな卸資産の評価基準及び評価方法の変更

　通常の販売目的で保有するたな卸資産については、従来、主として総平均法による原価法によっておりまし

たが、当第１四半期連結会計期間より「棚卸資産の評価に関する会計基準」（企業会計基準第９号）が適用さ

れたことに伴い、主として総平均法による原価法（貸借対照表価額については収益性の低下に基づく簿価切下

げの方法）により算定しております。

　これにより、損益に与える影響はありません。　

３．有形固定資産の減価償却の方法の変更

　当社及び子会社は、法人税法の改正に伴い、当第１四半期連結会計期間より、一部の構築物について耐用年

数を30年から18年に、一部の機械装置について耐用年数を７年・９年から５年・８年にそれぞれ変更しており

ます。

　これにより、営業損失、経常損失及び税金等調整前四半期純損失は、それぞれ904千円増加しております。　

　　



５．四半期連結財務諸表 
（１）四半期連結貸借対照表 

（単位：千円）

当第１四半期連結会計期間末
(平成20年６月30日) 

前連結会計年度末に係る 
要約連結貸借対照表 
(平成20年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 919,193 1,213,862

受取手形及び売掛金 426,840 1,245,171

商品 65,783 86,407

製品 642,507 571,727

半製品 12,033 11,609

原材料 241,708 177,863

仕掛品 20,052 14,684

その他 427,671 199,133

貸倒引当金 △31,109 △23,558

流動資産合計 2,724,682 3,496,901

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 652,268 661,934

土地 521,190 521,190

その他（純額） 239,275 258,049

有形固定資産合計 1,412,734 1,441,173

無形固定資産 172,432 183,087

投資その他の資産   

差入保証金 613,076 621,661

その他 329,805 307,727

貸倒引当金 △44,864 △22,763

投資その他の資産合計 898,017 906,625

固定資産合計 2,483,183 2,530,887

資産合計 5,207,866 6,027,788



（単位：千円）

当第１四半期連結会計期間末
(平成20年６月30日) 

前連結会計年度末に係る 
要約連結貸借対照表 
(平成20年３月31日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 383,623 414,697

短期借入金 600,000 700,000

1年内償還予定の社債 530,000 530,000

未払法人税等 212 40,218

賞与引当金 67,536 114,121

その他 344,597 394,868

流動負債合計 1,925,970 2,193,906

固定負債   

社債 395,000 410,000

退職給付引当金 98,985 95,831

役員退職慰労引当金 157,482 155,883

その他 63,699 70,846

固定負債合計 715,166 732,560

負債合計 2,641,137 2,926,467

純資産の部   

株主資本   

資本金 804,200 804,200

資本剰余金 343,800 343,800

利益剰余金 2,783,943 3,319,035

自己株式 △1,259,110 △1,259,110

株主資本合計 2,672,832 3,207,925

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 6,830 6,330

土地再評価差額金 △112,934 △112,934

評価・換算差額等合計 △106,104 △106,603

純資産合計 2,566,728 3,101,321

負債純資産合計 5,207,866 6,027,788



（２）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）

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年６月30日) 

売上高 602,282

売上原価 179,320

売上総利益 422,962

販売費及び一般管理費 924,882

営業損失（△） △501,919

営業外収益  

受取利息 1,048

受取配当金 154

受取賃貸料 9,780

雑収入 4,447

営業外収益合計 15,431

営業外費用  

支払利息 5,515

賃貸収入原価 11,451

雑損失 13,128

営業外費用合計 30,094

経常損失（△） △516,582

税金等調整前四半期純損失（△） △516,582

法人税、住民税及び事業税 247

法人税等調整額 △198,949

法人税等合計 △198,702

四半期純損失（△） △317,880



（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

（単位：千円）

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20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損失（△） △516,582

減価償却費 60,570

退職給付引当金の増減額（△は減少） 3,153

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 1,599

賞与引当金の増減額（△は減少） △46,584

貸倒引当金の増減額（△は減少） 29,652

受取利息及び受取配当金 △1,203

支払利息 5,515

為替差損益（△は益） △46

売上債権の増減額（△は増加） 818,330

たな卸資産の増減額（△は増加） △120,456

仕入債務の増減額（△は減少） △31,073

未払金の増減額（△は減少） △113,049

その他 35,002

小計 124,826

利息及び配当金の受取額 1,131

利息の支払額 △6,145

法人税等の支払額 △40,253

営業活動によるキャッシュ・フロー 79,558

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 △14,590

有形固定資産の売却による収入 692

無形固定資産の取得による支出 △10,854

貸付けによる支出 △14,406

貸付金の回収による収入 2,372

差入保証金の差入による支出 △703

差入保証金の回収による収入 9,318

投資活動によるキャッシュ・フロー △28,172

財務活動によるキャッシュ・フロー  

短期借入金の純増減額（△は減少） △100,000

ファイナンス・リース債務の返済による支出 △13,543

社債の償還による支出 △15,000

配当金の支払額 △217,559

財務活動によるキャッシュ・フロー △346,102

現金及び現金同等物に係る換算差額 46

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △294,669

現金及び現金同等物の期首残高 1,163,862

現金及び現金同等物の四半期末残高 869,193



　当連結会計年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第12号）及び「四半期財務諸表に関する

会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第14号）を適用しております。また、「四半期連結財務諸表規則」に

従い四半期連結財務諸表を作成しております。

（４）継続企業の前提に関する注記

　該当事項はありません。

（５）セグメント情報

ａ．事業の種類別セグメント情報

　当社グループは化粧品の専門メーカーとして、同一セグメントに属する化粧品の製造、販売を行っており、

当該事業以外に事業の種類がないため該当事項はありません。

ｂ．所在地別セグメント情報

　本邦以外の国又は地域に所在する連結子会社及び重要な在外支店がないため、該当事項はありません。

ｃ．海外売上高

　海外売上高がないため該当事項はありません。

（６）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記

　該当事項はありません。



「参考資料」

前四半期に係る財務諸表等

（１）（要約）四半期連結損益計算書

科目

前年同四半期
（平成20年３月期
第１四半期）

金額（千円）

Ⅰ　売上高 651,352

Ⅱ　売上原価 183,520

売上総利益 467,832

Ⅲ　販売費及び一般管理費 930,325

営業損失（△） △462,492

Ⅳ　営業外収益 16,250

Ⅴ　営業外費用 17,138

経常損失（△） △463,380

税金等調整前四半期純損失（△） △463,380

税金費用 △177,625

四半期純損失（△） △288,754

（２）（要約）四半期連結キャッシュ・フロー計算書

　前年同四半期の四半期連結キャッシュ・フロー計算書は、前年度の「四半期財務・業績の概況」において開示

していないため、記載しておりません。

（３）セグメント情報

　前年同四半期のセグメント情報は、前年度の「四半期財務・業績の概況」において開示していないため、記載

しておりません。



６．生産、受注及び販売の状況

(1）生産実績

　当社グループは化粧品の専門メーカーとして、同一セグメントに属する化粧品の製造、販売を行っているため、生

産実績の事業の種類別セグメントの情報の記載は省略しております。 

　当第１四半期連結会計期間の化粧品部門の生産実績を品目別に示すと、次のとおりであります。 

　なお、前第１四半期連結会計期間の化粧品部門の生産実績は、前年度の「四半期財務・業績の概況」において開示

していないため、前第１四半期連結会計期間については記載しておりません。 

 
　品目別

当第１四半期連結会計期間
（自　平成20年４月１日
至　平成20年６月30日）

金額（千円） 構成比（％）

 スキンケア 787,215 85.5

 メークアップ 81,563 8.9

 ヘアケア 49,924 5.4

 その他 1,486 0.2

アイビー化粧品計 920,190 100.0

アイプラティナ － －

合計 920,190 100.0

(注) １．金額は、販売価格で表示しております。

２．上記の金額には、消費税等は含まれておりません。

(2）商品仕入実績 

　当社グループは化粧品の専門メーカーとして、同一セグメントに属する化粧品の製造、販売を行っているため、商

品仕入実績の事業の種類別セグメントの情報の記載は省略しております。 

　当第１四半期連結会計期間の商品仕入実績を品目別に示すと、次のとおりであります。 

　なお、前第１四半期連結会計期間の商品仕入実績は、前年度の「四半期財務・業績の概況」において開示していな

いため、前第１四半期連結会計期間については記載しておりません。 

 
品目別

当第１四半期連結会計期間
（自　平成20年４月１日
至　平成20年６月30日）

金額（千円） 構成比（％）

 美容補助商品 23,425 80.5

 化粧雑貨品等 5,657 19.5

アイビー化粧品計 29,082 100.0

アイプラティナ － －

合計 29,082 100.0

(注) １．金額は、仕入価格で表示しております。

２．上記の金額には、消費税等は含まれておりません。

(3）受注状況

当社グループは受注生産を行っておりませんので、該当事項はありません。



(4）販売実績

　当社グループは化粧品の専門メーカーとして、同一セグメントに属する化粧品の製造、販売を行っているため、販

売実績の事業の種類別セグメントの情報の記載は省略しております。 

　当第１四半期連結会計期間の販売実績を品目別に示すと、次のとおりであります。 

品目別
 

前第１四半期連結会計期間
（自　平成19年４月１日
至　平成19年６月30日）

当第１四半期連結会計期間
（自　平成20年４月１日
至　平成20年６月30日）

増減

金額（千円） 構成比（％） 金額（千円） 構成比（％） 金額（千円） 増減率（％）

スキンケア 431,142 66.2 376,800 62.6 △54,342 △12.6

 メークアップ 98,390 15.1 96,565 16.0 △1,824 △1.9

 ヘアケア 33,936 5.2 30,919 5.1 △3,017 △8.9

 その他 8,963 1.4 9,291 1.6 328 3.7

 化粧品合計 572,432 87.9 513,576 85.3 △58,855 △10.3

 美容補助商品 65,149 10.0 73,643 12.2 8,494 13.0

 化粧雑貨品等 13,771 2.1 14,258 2.4 486 3.5

アイビー化粧品計 651,352 100.0 601,478 99.9 △49,874 △7.7

アイプラティナ － － 804 0.1 804 －

合計 651,352 100.0 602,282 100.0 △49,070 △7.5

(注) １．上記の金額には、消費税等は含まれておりません。

２．当社グループでは、主として第２四半期及び第４四半期に集中して売上高が発生するため、通常、第１四半期

連結会計期間及び第３四半期連結会計期間の売上高は、他の四半期連結会計期間の売上高と比べ著しく低くなっ

ております。　
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