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1.  平成21年9月期第1四半期の連結業績（平成20年9月21日～平成20年12月20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9月期第1四半期 15,932 ― 2,712 ― 2,825 ― 1,315 ―
20年9月期第1四半期 16,773 0.3 3,727 11.8 3,820 10.7 1,615 23.3

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9月期第1四半期 31.84 28.38
20年9月期第1四半期 41.08 35.35

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9月期第1四半期 95,986 51,200 53.3 1,238.32
20年9月期 95,818 51,600 53.8 1,247.93

（参考） 自己資本   21年9月期第1四半期  51,171百万円 20年9月期  51,568百万円

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9月期 ― ― ― 36.00 36.00
21年9月期 ― ――― ――― ――― ―――

21年9月期（予想） ――― ― ― 36.00 36.00

3.  平成21年9月期の連結業績予想（平成20年9月21日～平成21年9月20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 29,900 0.1 2,600 15.5 2,800 17.1 1,100 △32.8 26.62
通期 58,800 0.2 4,700 16.3 5,200 14.5 2,300 △21.7 55.66

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  有  

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

(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、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。  

(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、実際の実績等
は経済情勢の変動等に伴うリスクや様々な不確定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等については、【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。 
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。  

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9月期第1四半期  41,337,487株 20年9月期  41,337,487株
② 期末自己株式数 21年9月期第1四半期  14,587株 20年9月期  14,587株
③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 21年9月期第1四半期  41,322,900株 20年9月期第1四半期  39,328,395株
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当第１四半期におけるわが国の経済は、米国のサブプライムローン問題に端を発した金融不安の広がり

により株価暴落や為替の急激な変動が起き、実体経済にも波及をし始め景気の減退が鮮明になりました。

当社グループが主に事業を展開する化粧品市場も、消費マインドの低下により非常に厳しいものになりま

した。 

当第１四半期の連結売上高は、159億32百万円、営業利益は27億12百万円、経常利益は28億25百万円、

四半期純利益は13億15百万円になりました。なお、前第１四半期での簡便的な手続きの見直しや、当第１

四半期の為替の影響が売上高減少の要因となりました。販売費及び一般管理費についても同様の影響があ

り、営業利益の減少の要因となりました。なお、この為替以外の影響は第２四半期連結累計期間、通期に

おいてはありません。 

このような環境の中、当社グループは、札幌・金沢・名古屋に続き４店目となるショールームを、東京

表参道に「ノエビア サロン ド スペチアーレ 表参道」としてオープンし、当社の強みである高級基礎化

粧品のノエビアブランドの更なる認知度・イメージ向上に貢献いたしました。 

化粧品事業では、 高級ハーバルスキンケア「ノエビア 505 薬用シリーズ＜医薬部外品＞」のリニュ

ーアル発売を行いました。サナブランドにおきましては、「なめらか本舗シリーズ」が引き続き好評を博

しました。 

医薬品事業では、夏場の猛暑の影響もあり「新グロンビターＤ」などの医薬品ドリンク剤の売上が伸長

しました。 

食品事業では、常盤薬品工業㈱の「眠眠打破」などの機能性ドリンク剤が引き続き好調に推移し、売上

を牽引しました。 

その他の事業に関しては、アパレル・ボディファッションは好調に推移しましたがその他の売上が伸び

悩みました。 

なお、当社は「基礎化粧品フェア」（冬、夏各２ヶ月間）を実施するため、第１四半期（９月21日～12

月20日）及び第３四半期（３月21日～６月20日）の売上高及び利益の比重が高くなる傾向にあります。 

  

  

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
第１四半期連結累計期間（平成20年９月21日から平成20年12月20日まで）

前第１四半期 当第１四半期

売上高 
（百万円）

構成比
（％）

売上高
（百万円）

構成比
（％）

化粧品事業 12,109 72.2 11,725 73.6

医薬品事業 1,956 11.7 1,780 11.2

食品事業 1,951 11.6 1,719 10.8

その他事業 755 4.5 707 4.4

売上高計 16,773 100.0 15,932 100.0

前第１四半期 当第１四半期

金額 
（百万円）

売上比
（％）

金額
（百万円）

売上比
（％）

営業利益 3,727 22.2 2,712 17.0

経常利益 3,820 22.8 2,825 17.7

当期純利益 1,615 9.6 1,315 8.3
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総資産は前連結会計年度末に比べ、1億67百万円増加し、959億86百万円となりました。負債は前連結会

計年度末に比べ、5億67百万円増加し、447億85百万円となりました。その結果、純資産は前連結会計年度

末に比べ、3億99百万円減少し、512億円となりました。 

  

（連結キャッシュ・フローの状況） 

営業活動による資金の増加は12億11百万円となりました。これは、主に、税金等調整前四半期純利益25

億1百万円によるものであります。 

投資活動による資金の減少は4億72百万円となりました。これは、主に、有形固定資産の取得による支

出4億14百万円及び無形固定資産の取得による支出1億65百万円と、増加要因では有形固定資産の売却によ

る収入97百万円によるものであります。 

財務活動による資金の減少は12億7百万円となりました。これは、配当金の支払額12億7百万円によるも

のであります。 

以上の結果、当第１四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物は353億99百万円となり、前連

結会計年度末より5億14百万円減少しました。 

  

  

第２四半期連結累計期間及び通期の連結業績予想は、前期までの簡便的な手続きによる影響もなくな

り、平成20年10月30日公表の連結業績予想に変更はありません。 

  

  
  

該当事項はありません。 

  

当第１四半期連結会計期間末のたな卸高の算出に関しては、実地たな卸を省略し、前連結会計年度

末の実地たな卸高を基礎として合理的な方法により算定する方法によっております。 

定率法を採用している資産については、連結会計年度に係る減価償却費の額を期間按分して算定す

る方法によっております。 

在外子会社及び重要性のない国内子会社において、法人税等の納付税額の算定に関しては、加味す

る加減算項目や税額控除項目を重要なものに限定する方法によっております。また、繰延税金資産の

回収可能性の判断に関しては、前連結会計年度末以降に経営環境等、かつ、一時差異等の発生状況に

著しい変化がないと認められるものについては、前連結会計年度において使用した将来の業績予測や

タックス・プランニングを利用する方法によっております。 

  

該当事項はありません。 

  

2. 連結財政状態に関する定性的情報

3. 連結業績予想に関する定性的情報

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)

(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

（簡便な会計処理）

①たな卸資産の評価方法

②固定資産の減価償却の算定方法

③法人税等並びに繰延税金資産及び繰延税金負債の算定方法

（四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理）
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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。 

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、従来の方法によった場合に比べて、営業利益及び経常利益が19百万円、税金等調整前

四半期純利益が3億84百万円それぞれ減少しております。 

セグメントに与える影響は、５.四半期連結財務諸表(５)セグメント情報をご覧ください。 

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。 

これによる損益への影響はありません。 

所有権移転外ファイナンス・リース取引については、従来、賃貸借取引に係る方法に準じた会計処

理によっておりましたが、「リース取引に関する会計基準」（企業会計基準第13号（平成５年６月17

日（企業会計審議会第一部会）、平成19年３月30日改正））及び「リース取引に関する会計基準の適

用指針」（企業会計基準適用指針第16号（平成６年１月18日（日本公認会計士協会 会計制度委員

会）、平成19年３月30日改正））が平成20年４月１日以降開始する連結会計年度に係る四半期連結財

務諸表から適用することができることになったことに伴い、当第１四半期連結会計期間からこれらの

会計基準等を適用し、通常の売買取引に係る方法に準じた会計処理によっております。また、所有権

移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産の減価償却の方法については、リース期間を耐用

年数とし、残存価額を零とする定額法を採用しております。なお、リース取引開始日が適用初年度前

の所有権移転外ファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処

理を引き続き採用しております。 

これによる損益への影響はありません。 

  

当社は、従来、役員の退職慰労金支給に備えるため、内規に基づく要支給額を役員退職慰労引当金と

して計上しておりましたが、平成20年12月４日開催の定時株主総会において、役員退職慰労金制度の廃

止を決議するとともに、役員の退任時に、役員退職慰労金制度廃止日までの在任期間に応じた退職慰労

金を支給することを決議いたしました。 

これに伴い、当該総会までの期間に対応する役員退職慰労金相当額4億1百万円を固定負債の「その

他」に計上しております。 

(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「四半期財務諸表に関する会計基準」等の適用

②「棚卸資産の評価に関する会計基準」の適用

③「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」の適用

④「リース取引に関する会計基準」の適用

（追加情報）

4

㈱ノエビア（4916）　平成21年度９月期　第１四半期決算短信



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12月20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９月20日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 35,399,302 35,913,855

受取手形及び売掛金 13,037,937 11,655,701

商品及び製品 7,458,664 7,696,124

仕掛品 303,179 278,902

原材料及び貯蔵品 1,808,326 2,032,629

繰延税金資産 1,117,743 885,912

未収入金 2,417,299 2,279,627

その他 935,929 727,219

貸倒引当金 △73,280 △73,457

流動資産合計 62,405,103 61,396,514

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 6,946,372 7,044,254

機械装置及び運搬具（純額） 1,352,202 1,437,441

土地 14,416,403 14,439,002

リース資産（純額） 1,991 －

建設仮勘定 24,290 18,750

その他（純額） 802,720 806,533

有形固定資産合計 23,543,981 23,745,981

無形固定資産   

のれん 33,677 37,869

ソフトウエア 2,101,308 1,926,560

その他 118,017 272,997

無形固定資産合計 2,253,003 2,237,427

投資その他の資産   

投資有価証券 552,586 807,313

長期貸付金 72,342 81,545

繰延税金資産 2,535,589 2,709,659

その他 4,975,039 5,170,712

貸倒引当金 △351,548 △330,811

投資その他の資産合計 7,784,010 8,438,419

固定資産合計 33,580,995 34,421,828

資産合計 95,986,098 95,818,342
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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12月20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９月20日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 4,999,835 5,678,278

１年以内償還予定の新株予約権付社債 6,760,000 6,760,000

リース債務 437 －

未払金 3,385,775 3,681,929

未払法人税等 1,293,643 762,323

繰延税金負債 56 7

賞与引当金 131,650 201,300

返品調整引当金 1,621,751 1,502,582

その他 1,634,680 694,651

流動負債合計 19,827,830 19,281,073

固定負債   

長期借入金 12,444 12,444

リース債務 1,653 －

退職給付引当金 4,758,148 4,639,459

預り保証金 19,783,772 19,874,572

その他 401,404 410,182

固定負債合計 24,957,423 24,936,659

負債合計 44,785,254 44,217,732

純資産の部   

株主資本   

資本金 7,319,431 7,319,431

資本剰余金 6,809,366 6,809,366

利益剰余金 37,392,217 37,564,146

自己株式 △21,292 △21,292

株主資本合計 51,499,723 51,671,652

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △80,009 92,319

為替換算調整勘定 △248,552 △195,694

評価・換算差額等合計 △328,562 △103,375

少数株主持分 29,683 32,333

純資産合計 51,200,844 51,600,610

負債純資産合計 95,986,098 95,818,342
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(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９月21日 
 至 平成20年12月20日) 

売上高 15,932,412

売上原価 4,713,958

売上総利益 11,218,454

販売費及び一般管理費 8,506,408

営業利益 2,712,046

営業外収益  

受取利息 32,513

受取配当金 4,872

雑収入 132,433

営業外収益合計 169,819

営業外費用  

支払利息 908

為替差損 45,791

雑損失 9,304

営業外費用合計 56,003

経常利益 2,825,861

特別利益  

固定資産売却益 34,650

投資有価証券売却益 126

その他 8,522

特別利益合計 43,298

特別損失  

固定資産除売却損 1,185

投資有価証券評価損 1,048

たな卸資産評価損 364,982

特別損失合計 367,217

税金等調整前四半期純利益 2,501,943

法人税、住民税及び事業税 1,164,886

法人税等調整額 22,943

法人税等合計 1,187,830

少数株主損失（△） △1,581

四半期純利益 1,315,695
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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９月21日 
 至 平成20年12月20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 2,501,943

減価償却費 496,875

のれん償却額 7,577

貸倒引当金の増減額（△は減少） 20,688

賞与引当金の増減額（△は減少） △69,650

返品調整引当金の増減額（△は減少） 119,208

退職給付引当金の増減額（△は減少） 118,689

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △403,531

債務保証損失引当金の増減額（△は減少） △6,432

受取利息及び受取配当金 △37,385

支払利息 908

為替差損益（△は益） 30,241

投資有価証券売却損益（△は益） △126

投資有価証券評価損益（△は益） 1,048

固定資産除売却損益（△は益） △33,464

売上債権の増減額（△は増加） △1,420,851

たな卸資産の増減額（△は増加） 411,035

仕入債務の増減額（△は減少） △613,758

預り保証金の増減額（△は減少） △90,800

その他 907,273

小計 1,939,490

利息及び配当金の受取額 31,893

利息の支払額 △908

法人税等の支払額 △759,034

営業活動によるキャッシュ・フロー 1,211,441

投資活動によるキャッシュ・フロー  

投資有価証券の取得による支出 △676

投資有価証券の売却による収入 782

有形固定資産の取得による支出 △414,869

有形固定資産の売却による収入 97,624

無形固定資産の取得による支出 △165,330

長期貸付金の回収による収入 10,030

投資活動によるキャッシュ・フロー △472,438

財務活動によるキャッシュ・フロー  

配当金の支払額 △1,207,662

財務活動によるキャッシュ・フロー △1,207,662

現金及び現金同等物に係る換算差額 △45,893

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △514,552

現金及び現金同等物の期首残高 35,913,855

現金及び現金同等物の四半期末残高 35,399,302
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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。 

  

該当事項はありません。 

  

 
(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。 

(1) 化粧品事業‥‥‥‥化粧品、化粧用医薬部外品 

(2) 医薬品事業‥‥‥‥医薬品、上記以外の医薬部外品 

(3) 食品事業‥‥‥‥‥食品、栄養補助食品 

(4) その他の事業‥‥‥アパレル、化粧雑貨、航空関連 

２ 会計処理方法の変更 

（棚卸資産の評価に関する会計基準） 

「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」の②に記載のとおり、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）を適用しております。 

上記の会計基準の適用に伴い、従来の方法によった場合に比べて、営業利益は化粧品事業で17,224千円、

医薬品事業で107千円、食品事業で849千円、その他の事業で856千円それぞれ減少しております。 

  

本邦以外の国又は地域に所在する連結子会社の売上高又は資産の金額が、全セグメント売上高及

び資産の金額の10％未満であるため、記載を省略しております。 

  

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。 

  

該当事項はありません。 

  

(4) 継続企業の前提に関する注記

(5) セグメント情報

a.事業の種類別セグメント情報

当第１四半期連結累計期間（自 平成20年９月21日 至 平成20年12月20日）

化粧品 
事業 

（千円）

医薬品
事業 

（千円）

食品
事業 

（千円）

その他
の事業 
（千円）

計
（千円）

消去又は 
全社 

（千円）

連結
（千円）

売上高

(1)外部顧客に対する売上高 11,725,307 1,780,633 1,719,038 707,432 15,932,412
－

15,932,412

(2)セグメント間の内部売上 
高又は振替高

－ － －
194,435 194,435 (194,435)

－

計 11,725,307 1,780,633 1,719,038 901,868 16,126,848 (194,435) 15,932,412

営業利益又は営業損失(△) 3,133,732 △73,298 183,712 △ 4,218 3,239,927 (527,881) 2,712,046

b.所在地別セグメント情報

当第１四半期連結累計期間（自 平成20年９月21日 至 平成20年12月20日）

c.海外売上高

当第１四半期連結累計期間（自 平成20年９月21日 至 平成20年12月20日）

(6) 株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記
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前四半期に係る財務諸表 

(1)（要約）四半期連結損益計算書 

 
  

「参考資料」

科  目

前第１四半期
(自 平成19年９月21日
至 平成19年12月20日)

金額（百万円）

Ⅰ 売上高 16,773

Ⅱ 売上原価 4,635

   売上総利益 12,138

Ⅲ 販売費及び一般管理費 8,411

  営業利益 3,727

Ⅳ 営業外収益 178

   受取利息及び受取配当金 45

   その他 133

Ⅴ 営業外費用 85

   支払利息 35

   その他 50

  経常利益 3,820

Ⅵ 特別利益 434

   固定資産売却益 434

   その他 0

Ⅶ 特別損失 0

 税金等調整前四半期純利益 4,253

 税金費用 2,637

 少数株主利益 0

 四半期純利益 1,615
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(2)（要約）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

 
  

  

科  目

前第１四半期
(自 平成19年９月21日
至 平成19年12月20日)

金額（百万円）

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 4,253

  減価償却費 438

  売上債権の増減額（増加：△） △2,164

  たな卸資産の増減額（増加：△） △550

  仕入債務の増減額（減少：△） △136

  法人税等の支払額 △147

  その他 △481

  営業活動によるキャッシュ・フロー 1,212

Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー

  有形固定資産・投資有価証券の取得による支出 △507

  有形固定資産・投資有価証券の売却による収入 1,491

  その他 △539

  投資活動によるキャッシュ・フロー 444

Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー

  株式の発行による収入 6,071

  配当金の支払額 △1,024

  その他 1

  財務活動によるキャッシュ・フロー 5,048

Ⅳ 現金及び現金同等物に係る換算差額 △55

Ⅴ 現金及び現金同等物の増減額 6,649

Ⅵ 現金及び現金同等物の期首残高 35,657

Ⅶ 現金及び現金同等物の期末残高 42,307
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