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1.  平成21年7月期第1四半期の連結業績（平成20年8月1日～平成20年10月31日） 

 

(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7月期第1四半期 4,741 ― 221 ― 207 ― 114 ―

20年7月期第1四半期 4,325 ― 471 ― 467 ― 189 ―

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7月期第1四半期 419.36 417.47
20年7月期第1四半期 689.12 683.00

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7月期第1四半期 11,658 9,162 78.6 33,572.99
20年7月期 13,262 10,026 75.6 36,898.97

（参考） 自己資本   21年7月期第1四半期  9,162百万円 20年7月期  10,026百万円

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7月期 ― ― ― 3,100.00 3,100.00
21年7月期 ― ――― ――― ――― ―――

21年7月期（予想） ――― ― ― 2,700.00 2,700.00

3.  平成21年7月期の連結業績予想（平成20年8月1日～平成21年7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 13,430 25.2 2,325 △1.8 2,325 △0.9 1,170 5.0 4,306.28
通期 26,100 20.7 4,500 17.9 4,500 17.7 2,500 18.8 9,201.46

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）  有  

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

(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  有  

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

(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．その他をご覧下さい。  

(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、その他特記事項 
１．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。なお、業績予想に関する事項は、3ページの【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
ご覧下さい。 
２．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 1 社 （社名 DR.CI:LABO KOREA ）

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7月期第1四半期  280,116株 20年7月期  278,916株

② 期末自己株式数 21年7月期第1四半期  7,198株 20年7月期  7,198株

③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 21年7月期第1四半期  272,318株 20年7月期第1四半期  274,807株
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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１四半期連結会計期間におけるわが国経済は、米国のサブプライムローン問題に端を発した金融不安が世

界的に拡大したことから、金融市場の混乱が日本国内における実体経済にも影響を及ぼし始め、景気の減退を示

す傾向が顕著となりました。 

 このような環境のなか当社グループは、引き続きブランドの充実と販路の強化を図るべく、既存製品のリニュ

ーアルや新規販路の開拓に注力しました。 

 販路別に見ますと、通信販売は引き続き好調を維持しております。昨年より導入したステップアップ割引や会

報誌の毎月発行といったお客様のリピート購買を促進する施策が奏功しており、売上高が前年同期比で40％増加

し、大きく伸長させることができました。一方、卸売販売や対面型店舗販売といった店頭販売を主とする販路に

おいては厳しい状況となりました。卸売販売においては、テレビショッピング販路での販売は引き続き好調を維

持し、化粧品専門店への販売も順調に推移したものの、卸売販売の主力販路であったバラエティストアでの販売

が伸びず、売上高は前年同期比で4％減少いたしました。対面型店舗販売においても、百貨店内に5店舗、GMS内に

6店舗、新規店舗を出店しましたが、折からの消費者マインドの冷え込みから新規顧客の獲得が進まず、売上高が

前年同期比で18％下回る結果となりました。 

 海外においては、香港では、売上拡大よりも小規模でも利益の取れる販路に主力販路を移し、米国では利益率

の悪い代理店を縮小するなどのリストラクチャリングを進めてきたことにより、売上高は減少しております。ま

た、台湾においては市場自体の景気減退などの要因により、売上高を伸長するには至りませんでした。こうした

ことから海外その他の販路全体では、売上高は前年同期比で28％減少しました。 

 利益面では、年間の最大の需要期となる第2四半期連結会計期間に売上高を大きく伸ばすために、主力製品のリ

ニューアルに合わせ、10月にプロモーション費用を集中的に投下したため、前年同期と比較すると利益水準は低

いものとなっております。 

 こうしたことから、売上高 百万円（前年同期比 ％）、営業利益 百万円（同 ％）、経常利益

百万円（同 ％）、四半期純利益 百万円（同 ％）となりました。 

  事業の種類別セグメントの概況については、以下の通りです。 

＜化粧品事業＞ 

 化粧品事業においては、ブランドの強化を一層進めるべく、既存製品のリニューアルに取り組み、8月にスーパ

ーフォトホワイトCレーザープラス、9月に薬用アクアコラーゲンゲルスーパーモイスチャーを発売いたしまし

た。更に、スーパーウォッシングフォーム、スーパークレンジングゲルといったベーシックライン製品もリニュ

ーアルを行い、製品訴求の強化を図りました。特に薬用アクアコラーゲンゲルスーパーモイスチャーの発売の際

には、積極的なプロモーションを展開し、新規顧客の獲得と既存顧客のリピート向上を図りました。また、前期

に引き続き好調な販売状況であるアクアインダームディーエヌエッセンスの拡販にも力を入れ、製品群の底上げ

を図っております。ブランド別では、ドクターシーラボブランドでは通信販売を中心に、比較的高い年齢のお客

様に中心ターゲットを置く施策を継続し、ブランド力の強化を図っております。また、ラボラボブランドでは、

主力販路をドラッグストアへ移行する施策が軌道に乗り始め、今後の展開に期待が持てる状況となっておりま

す。ジェノマーブランドは対面型店舗販売が伸び悩む中でも、比較的順調に推移しております。dr.brandtにおい

ては、PRの効果などから少しずつ認知が広がりつつあり、今後とも着実に認知を広げる活動を進めてまいりま

す。 

 以上により化粧品事業の売上高は4,598百万円（前年同期比108.4％）となりました。 

＜健康食品事業＞ 

 健康食品事業は、前期に引き続き青汁やコラーゲンドリンクEXといったドリンク類を中心に販売すると同時

に、通信販売においては定期お届け便を展開するなど、継続的な売上高の確保を図っております。 

 以上により健康食品事業の売上高は120百万円（前年同期比259.8％）となりました。 

＜機器類その他事業＞ 

 機器類その他事業においては、化粧品を補完する商品を販売いたしましたが、積極的なプロモーションなどは

行っておらず、売上高を伸長させるには至りませんでした。 

 以上により機器類その他事業の売上高は22百万円（前年同期比58.2％）となりました。 

＜投資事業＞ 

 当第１四半期連結会計期間における投資事業は、現状では売上高を計上するには至っておりません。 

4,741 109.6 221 47.0

207 44.3 114 60.3
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２．連結財政状態に関する定性的情報 

（１）財政状態の変動状況 

（資産）  

 総資産は、前連結会計年度末と比較し、 百万円減少いたしました。これは現預金が、法人税等の納税、配

当金の支払いで 百万円減少したこと及び前連結会計年度末の売掛金が決済されたことにより売掛金が 百万

円減少したことが主因であります。 

（負債）  

 負債合計は、前連結会計年度末と比較し、 百万円減少いたしました。これは広告宣伝費等の未払金が 百

万円増加したものの、法人税等の支払いにより未払法人税等が 百万円減少したことが主因であります。 

（純資産）  

 純資産合計は、前連結会計年度末と比較し、 百万円減少しました。これは、配当金による剰余金の処分等に

より剰余金が 百万円減少したことが主因であります。 

  

（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、売上債権の回収による増

加 百万円があったものの、法人税等の支払 百万円、配当金の支払 百万円等により前連結会計年度末

に比べ 百万円減少し、 百万円となりました。  

 各キャッシュ・フローの状況とそれらの主な要因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） 

 営業活動の結果支出した資金は、 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 百万円

計上されたことに加え、売上債権の減少 百万円、未払金の増加 百万円、法人税等の支払により 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） 

 投資活動の結果支出した資金は、 百万円となりました。これは主に新規出店等による有形固定資産の取得

百万円、システム投資等の無形固定資産の取得 百万円支出し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）  

 財務活動の結果支出した資金は、 百万円となりました。これは主に配当金の支払 百万円、長期借入金の

返済による支出 百万円によるものであります。  
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945 497

740 218

934
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494 1,012 653

945 3,699
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494 203 1,012
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41

702 653
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３．連結業績予想に関する定性的情報 

 第１四半期の業績につきましては、概ね計画どおりに推移しており、平成20年９月12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。  

  

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） 

 DR.CI:LABO KOREA は清算手続き中であり、総資産、売上高、四半期純利益及び利益剰余金等のうち持分に

見合う額はいずれも連結財務諸表に重要な影響を及ぼしていないため、連結の範囲から除外しております。  

   

（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 

①税金費用の計算 

 税金費用については、当第１四半期連結会計期間を含む連結会計年度の税引前当期純利益に対する税効果会

計適用後の実効税率を合理的に見積り、税引前四半期純利益に当該見積実効税率を乗じて計算しております。

なお、法人税等調整額は法人税等に含めて表示しております。  

  

（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 

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 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 平成18年

７月５日）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
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下に基づく簿価切下げの方法）により算定しております。なお、この変更による営業利益、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ありません。  

③ 当第１四半期連結会計期間より、「連結財務諸表作成における在外子会社の会計処理に関する当面の取扱

い」（実務対応報告第18号 平成18年５月17日）を適用し、連結決算上必要な修正を行っております。なお、

この変更による営業利益、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あります。 
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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10月31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７月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 3,699,295 4,645,168

受取手形及び売掛金 2,374,526 2,871,712

製品 1,061,995 1,075,175

商品 81,981 68,950

貯蔵品 574,161 548,677

その他 433,331 516,651

貸倒引当金 △40,151 △17,920

流動資産合計 8,185,141 9,708,416

固定資産   

有形固定資産   

建物 198,692 202,397

減価償却累計額 △76,148 △72,875

建物（純額） 122,543 129,521

工具、器具及び備品 853,929 803,452

減価償却累計額 △511,205 △491,549

工具、器具及び備品（純額） 342,724 311,902

有形固定資産合計 465,268 441,424

無形固定資産   

ソフトウエア 899,762 956,813

その他 121,470 117,149

無形固定資産合計 1,021,233 1,073,963

投資その他の資産   

投資不動産 1,653,289 1,653,289

減価償却累計額 △67,253 △64,629

投資不動産（純額） 1,586,036 1,588,660

その他 401,023 449,792

投資その他の資産合計 1,987,059 2,038,452

固定資産合計 3,473,561 3,553,840

資産合計 11,658,702 13,262,256
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（単位：千円）

当第１四半期連結会計期間末
(平成20年10月31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７月31日) 

負債の部   

流動負債   

買掛金 464,516 554,967

1年内返済予定の長期借入金 108,000 164,000

営業未払金 1,204,738 986,299

未払法人税等 114,867 1,049,082

賞与引当金 131,360 51,810

ポイント引当金 68,130 218,262

その他 375,677 183,215

流動負債合計 2,467,291 3,207,638

固定負債   

退職給付引当金 25,089 23,375

その他 3,647 5,129

固定負債合計 28,737 28,505

負債合計 2,496,028 3,236,143

純資産の部   

株主資本   

資本金 1,160,299 1,157,099

資本剰余金 1,637,699 1,634,699

利益剰余金 7,688,805 8,508,571

自己株式 △1,269,884 △1,269,884

株主資本合計 9,216,920 10,030,486

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △22,617 △1,832

為替換算調整勘定 △31,628 △2,539

評価・換算差額等合計 △54,245 △4,372

純資産合計 9,162,674 10,026,113

負債純資産合計 11,658,702 13,262,256

- 6 -

㈱ドクターシーラボ　平成21年７月期　第１四半期決算短信



（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８月１日 
 至 平成20年10月31日) 

売上高 4,741,486

売上原価 924,414

売上総利益 3,817,072

販売費及び一般管理費 3,595,894

営業利益 221,177

営業外収益  

受取利息 5,103

受取手数料 3,908

その他 1,265

営業外収益合計 10,277

営業外費用  

為替差損 20,619

減価償却費 2,623

その他 997

営業外費用合計 24,241

経常利益 207,213

特別損失  

固定資産除却損 4,162

特別損失合計 4,162

税金等調整前四半期純利益 203,050

法人税等 88,851

四半期純利益 114,199
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（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８月１日 
 至 平成20年10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 203,050

減価償却費 127,197

長期前払費用償却額 5,572

貸倒引当金の増減額（△は減少） △23,295

賞与引当金の増減額（△は減少） 79,549

ポイント引当金の増減額（△は減少） △150,132

退職給付引当金の増減額（△は減少） 2,714

受取利息及び受取配当金 △5,103

支払利息 625

固定資産除却損 4,162

売上債権の増減額（△は増加） 494,066

たな卸資産の増減額（△は増加） △35,482

仕入債務の増減額（△は減少） △72,926

未払金の増減額（△は減少） 203,072

未払消費税等の増減額（△は減少） △79,478

預り金の増減額（△は減少） 81,702

その他 10,417

小計 845,714

利息及び配当金の受取額 5,103

法人税等の支払額 △1,012,833

営業活動によるキャッシュ・フロー △162,016

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 △37,243

有形固定資産の売却による収入 510

無形固定資産の取得による支出 △41,615

差入保証金の差入による支出 △3,705

差入保証金の回収による収入 25,751

投資活動によるキャッシュ・フロー △56,302

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 △56,000

株式の発行による収入 6,200

配当金の支払額 △653,049

財務活動によるキャッシュ・フロー △702,849

現金及び現金同等物に係る換算差額 △10,789

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △931,957

現金及び現金同等物の期首残高 4,645,168

連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 △13,915

現金及び現金同等物の四半期末残高 3,699,295
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 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 

〔事業の種類別セグメント情報〕 

 当連結グループは、化粧品事業、健康食品事業、機器類その他事業、投資事業を行っておりますが、化粧品事

業の売上高及び営業利益は、全セグメントの売上高の合計及び営業利益の合計額に占める割合がいずれも90％超

であるため、事業の種類別セグメント情報の記載を省略しております。 

  

〔所在地別セグメント情報〕 

 当連結グループにおける所在地セグメントは、「国内」「アジア地域」「北米地域」 に区分しております

が、本邦売上高の全セグメントの売上高の合計に占める割合が90％超であるため、所在地別セグメント情報の記

載を省略しております。 

  

〔海外売上高〕 

 海外売上高は、連結売上高の10％未満のため、海外売上高の記載を省略しております。 

  

（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。 
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「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７月期 
第１四半期） 

金額（千円）

Ⅰ 売上高  4,325,937

Ⅱ 売上原価  773,174

売上総利益  3,552,763

Ⅲ 販売費及び一般管理費  3,081,717

営業利益  471,045

Ⅳ 営業外収益  11,138

Ⅴ 営業外費用  14,784

経常利益  467,399

Ⅵ 特別利益  812

Ⅶ 特別損失   69,822

税金等調整前四半期純利益  398,390

税金費用   209,015

四半期純利益   189,374
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（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

（平成20年７月期 
第１四半期） 

区分 金額（千円）

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純利益   398,390

減価償却費   112,388

長期前払費用償却額   5,577

貸倒引当金の増加額   2,375

賞与引当金の増加額   45,171

ポイントサービス引当金の増減額  △4,026

退職給付引当金の増加額  2,865

受取利息及び受取配当金 △4,351

支払利息   3,824

固定資産除却損   4,515

投資有価証券評価損   66,000

売上債権の減少額   77,102

たな卸資産の増加額  △68,185

仕入債務の増減額  △10,226

未払金の増減額   24,146

未払消費税等の増減額   21,650

未収消費税等の増減額  △237

その他  △15,971

小計  661,008

利息及び配当金の受取額  6,345

利息の支払額  △4,120

法人税等の支払額  △478,823

営業活動によるキャッシュ・フロー  184,409

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

無形固定資産の取得による支出  △133,702

敷金保証金の差入による支出  △3,539

敷金保証金の回収による収入   5

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
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前年同四半期

（平成20年７月期 
第１四半期） 

区分 金額（千円）

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

株式の発行による収入   5,031

配当金の支払額  △107,188

財務活動によるキャッシュ・フロー  △283,157

Ⅳ 現金及び現金同等物に係る換算差額 △19,508

Ⅴ 現金及び現金同等物の減少額 △211,298

Ⅵ 現金及び現金同等物の期首残高  3,952,015

Ⅶ 現金及び現金同等物の期末残高  3,740,717

（３）セグメント情報 

〔事業の種類別セグメント情報〕 

前年同四半期（平成20年７月期第１四半期） 

 当連結グループは、化粧品事業、健康食品事業、機器類その他事業、投資事業を行っておりますが、化粧品

事業の売上高及び営業利益及び資産の金額は、全セグメントの売上高の合計及び営業利益及び全セグメントの

資産の金額の合計額に占める割合がいずれも90％超であるため、事業の種類別セグメント情報の記載を省略し

ております。 

  

〔所在地別セグメント情報〕 

前年同四半期（平成20年７月期第１四半期） 

 当連結グループにおける所在地セグメントは、「国内」「アジア地域」「北米地域」に区分しております

が、本邦売上高の全セグメントの売上高の合計に占める割合が90％超であるため、所在地別セグメント情報の

記載を省略しております。 

  

〔海外売上高〕 

前年同四半期（平成20年７月期第１四半期） 

 海外売上高は、連結売上高の10％未満のため、海外売上高の記載を省略しております。  
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