
平成21年3月期 第3四半期決算短信 

平成21年2月12日

（百万円未満切捨て）

上場会社名 株式会社 アイビー化粧品 上場取引所 JQ 
コード番号 4918 URL http://www.ivy.co.jp
代表者 （役職名） 代表取締役社長 （氏名） 白銀 浩二

問合せ先責任者 （役職名） 執行役員 管理グループ担当 （氏名） 中山 聖仁 TEL 03-3568-5151

四半期報告書提出予定日 平成21年2月13日

1.  平成21年3月期第3四半期の連結業績（平成20年4月1日～平成20年12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3月期第3四半期 3,538 ― △47 ― △64 ― △125 ―

20年3月期第3四半期 3,554 △10.3 △254 ― △249 ― △222 ―

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3四半期 △5.78 ―

20年3月期第3四半期 △10.25 ―

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3四半期 5,506 2,753 50.0 126.80
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3四半期  2,753百万円 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） 
（％表示は対前期増減率）

（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

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、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3四半期  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3四半期  3,800,400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3四半期  21,720,360株 20年3月期第3四半期  21,725,600株



 当第３四半期連結累計期間におけるわが国経済は、米国発の金融不安を背景に海外経済が急激に減速したことで輸

出が鈍化し、景気後退色が一段と鮮明になりました。企業の業況判断も、ほとんどの業種で悪化し、国内総生産につ

いてもマイナス成長で推移しました。また、金融危機の影響により、金融機関の貸し出し姿勢が厳しさを増したこと

により、企業の資金繰り懸念が広がりました。なお、夏場まで騰勢であった資源インフレは勢いを弱め、上昇してい

た企業物価は減少に転じました。 

 一方、個人消費につきましては、先行き不安を背景に、家計消費支出が前年度比マイナスで推移し、個人消費の減

退が鮮明になりました。 

 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、新製品である大型スキンケアシリーズの「アティール グレイス」の拡販に努め、新たなお客様づくりに

邁進しました。  

 その結果、新製品「アティール グレイス」の寄与があるものの、強化製品「リンクル ローション」の販売数量が

減少し、売上高については前年同期を若干下回る結果となりました。なお、損益につきましては、前年同期と同様に

営業損失、経常損失、四半期純損失を計上しておりますが、グループ全体で販売費及び一般管理費の節減に努め、前

年同期と比較すると損失幅は縮小しております。 

 以上の結果、当第３四半期連結累計期間の業績は、売上高 千円（前年同期比0.4％減）、営業損失47,800

千円（前年同期254,728千円）、経常損失64,215千円（前年同期249,309千円）、四半期純損失125,526千円（前年同

期222,660千円）となりました。 

  

 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。従いまして、当第３四半期連結累計期

間の連結損益計算書と前年同期の連結損益計算書とでは作成基準が異なるため、前年同期比較に関する情報は参考と

して記載しております。 

  

①資産、負債及び純資産の状況 

（流動資産） 

 当第３四半期連結会計期間末における流動資産の残高は 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367,712千円減少しました。これは主に現金及び預金が72,580千円増加したものの、受

取手形及び売掛金が415,378千円、たな卸資産が52,115千円減少したことによるものであります。 

（固定資産） 

 当第３四半期連結会計期間末における固定資産の残高は 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161,530千円減少しました。これは有形固定資産が94,179千円、無形固定資産が36,237

千円、投資その他の資産が31,113千円減少したことによるものであります。 

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 

3,538,834

２．連結財政状態に関する定性的情報 

3,129,189

2,369,356



（流動負債） 

 当第３四半期連結会計期間末における流動負債の残高は 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643,783千円減少しました。これは主に短期借入金が100,000千円増加したもの

の、社債を530,000千円償還し、支払手形及び買掛金が67,805千円、未払金が122,660千円減少したことによるもので

あります。 

（固定負債） 

 当第３四半期連結会計期間末における固定負債の残高は 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469,495千円増加しました。これは主に社債を500,000千円発行したことによるものであ

ります。 

（純資産） 

 当第３四半期連結会計期間末における純資産の残高は 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347,354千円減少しました。これは主に当第３四半期連結累計期間の四半期純損失が

125,526千円、剰余金の配当が217,212千円計上されたことによるものであります。この結果、自己資本比率は、

50.0％（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３四半期連結累計期間における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、税金等調整前四半期純損失

の計上、社債の償還による支出、配当金の支払等があるものの、売上債権の減少、社債の発行による収入等により、

前連結会計年度末に比べ72,580千円増加し、当第３四半期連結会計期間末には1,236,443千円となりました。 

 また当第３四半期連結累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３四半期連結累計期間において営業活動の結果得られた資金は304,108千円となりました。 

 これは主に税金等調整前四半期純損失146,958千円、未払金の減少額105,103千円等があるものの、減価償却費

179,801千円、売上債権の減少額415,378千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３四半期連結累計期間において投資活動の結果使用した資金は38,098千円となりました。 

 これは主に差入保証金の回収による収入48,690千円等があるものの、有形固定資産の取得による支出46,591千円、

貸付けによる支出26,150千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３四半期連結累計期間において財務活動の結果使用した資金は193,337千円となりました。 

 これは主に社債の発行による収入491,710千円等があるものの、社債の償還による支出530,000千円、配当金の支払

額217,191円等があったことによるものであります。 

  

  今後の見通しにつきましては、景気悪化による消費低迷の影響も考えられ、厳しい環境が続くと見込んでおりま

す。そのような状況も鑑み、グループ全体で販売費及び一般管理費の節減に努め、経営努力を引き続き行ってまいり

ます。また、厳しい状況は続くものの、美白スキンケアシリーズ「ブランクレエ（医薬部外品）」の販売も見込める

ため、通期の業績につきましては、平成20年５月20日に公表いたしました予想を達成することができると見込んでお

ります。  

  

1,550,122

1,202,056

2,753,966

３．連結業績予想に関する定性的情報 



  

 該当事項はありません。 

  

   

 該当事項はありません。  

  

  

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） 

（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 

（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、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、当第３四半期連結累計期間の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、法人税法の改正を契機として資産の利用状況等を見直した結果、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、当第３四半期連結累計期間の営業損失、経常損失及び税金等調整前四半期純損失は、それぞれ

2,727千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３四半期連結会計期間末
(平成20年12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３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 1,286,443 1,213,862

受取手形及び売掛金 829,792 1,245,171

商品 59,412 86,407

製品 521,586 571,727

半製品 6,109 11,609

原材料 209,170 177,863

仕掛品 15,303 14,684

その他 234,816 199,133

貸倒引当金 △33,444 △23,558

流動資産合計 3,129,189 3,496,901

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 622,088 661,934

土地 521,190 521,190

その他（純額） 203,715 258,049

有形固定資産合計 1,346,994 1,441,173

無形固定資産 146,850 183,087

投資その他の資産   

差入保証金 583,078 621,661

その他 349,297 307,727

貸倒引当金 △56,863 △22,763

投資その他の資産合計 875,512 906,625

固定資産合計 2,369,356 2,530,887

繰延資産 7,599 －

資産合計 5,506,145 6,027,788



（単位：千円）

当第３四半期連結会計期間末
(平成20年12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３月31日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 346,892 414,697

短期借入金 800,000 700,000

1年内償還予定の社債 30,000 530,000

未払法人税等 1,562 40,218

賞与引当金 63,875 114,121

その他 307,792 394,868

流動負債合計 1,550,122 2,193,906

固定負債   

社債 880,000 410,000

退職給付引当金 103,980 95,831

役員退職慰労引当金 162,473 155,883

その他 55,602 70,846

固定負債合計 1,202,056 732,560

負債合計 2,752,178 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 2,976,296 3,319,035

自己株式 △1,259,328 △1,259,110

株主資本合計 2,864,968 3,207,925

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 1,932 6,330

土地再評価差額金 △112,934 △112,934

評価・換算差額等合計 △111,001 △106,603

純資産合計 2,753,966 3,101,321

負債純資産合計 5,506,145 6,027,788



（２）四半期連結損益計算書 
（第３四半期連結累計期間） 

（単位：千円）

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年12月31日) 

売上高 3,538,834

売上原価 870,873

売上総利益 2,667,961

販売費及び一般管理費 2,715,761

営業損失（△） △47,800

営業外収益  

受取利息 3,817

受取配当金 270

受取賃貸料 33,583

雑収入 17,240

営業外収益合計 54,912

営業外費用  

支払利息 17,572

賃貸収入原価 40,395

雑損失 13,359

営業外費用合計 71,327

経常損失（△） △64,215

特別利益  

固定資産売却益 5,818

特別利益合計 5,818

特別損失  

過年度売上返品損失 53,682

固定資産除売却損 14,242

投資有価証券評価損 1,303

事務所移転費用 19,333

特別損失合計 88,561

税金等調整前四半期純損失（△） △146,958

法人税、住民税及び事業税 766

法人税等調整額 △22,198

法人税等合計 △21,431

四半期純損失（△） △125,526



（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

（単位：千円）

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年12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損失（△） △146,958

減価償却費 179,801

退職給付引当金の増減額（△は減少） 8,149

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 6,590

賞与引当金の増減額（△は減少） △50,245

貸倒引当金の増減額（△は減少） 43,986

受取利息及び受取配当金 △4,088

支払利息 17,572

為替差損益（△は益） 90

投資有価証券評価損益（△は益） 1,303

有形固定資産除売却損益（△は益） 8,424

売上債権の増減額（△は増加） 415,378

たな卸資産の増減額（△は増加） 52,115

仕入債務の増減額（△は減少） △67,805

未払金の増減額（△は減少） △105,103

その他 27,663

小計 386,873

利息及び配当金の受取額 3,890

利息の支払額 △18,438

法人税等の支払額 △68,217

営業活動によるキャッシュ・フロー 304,108

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 △46,591

有形固定資産の売却による収入 10,216

無形固定資産の取得による支出 △22,664

貸付けによる支出 △26,150

貸付金の回収による収入 8,415

差入保証金の差入による支出 △10,014

差入保証金の回収による収入 48,690

投資活動によるキャッシュ・フロー △38,098

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 △37,638

社債の発行による収入 491,710

社債の償還による支出 △530,000

自己株式の取得による支出 △218

配当金の支払額 △217,191

財務活動によるキャッシュ・フロー △193,337

現金及び現金同等物に係る換算差額 △90

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 72,580

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 1,236,443



 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。 

  

当第３四半期連結累計期間（自 平成20年４月１日 至 平成20年12月31日） 

 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。 

  

当第３四半期連結累計期間（自 平成20年４月１日 至 平成20年12月31日） 

 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。 

  

当第３四半期連結累計期間（自 平成20年４月１日 至 平成20年12月31日） 

 海外売上高がないため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 

〔事業の種類別セグメント情報〕 

〔所在地別セグメント情報〕 

〔海外売上高〕 

（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」  

前年同四半期に係る財務諸表等 

（１）（要約）四半期連結損益計算書 

前第３四半期連結累計期間（平成19年４月１日～12月31日） 

  

 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。 

   

科目 

前年同四半期
（平成20年３月期 
第３四半期） 

金額（百万円）

Ⅰ 売上高  3,554,198

Ⅱ 売上原価  828,905

売上総利益  2,725,292

Ⅲ 販売費及び一般管理費  2,980,021

営業損失（△） △254,728

Ⅳ 営業外収益  60,487

Ⅴ 営業外費用  55,068

経常損失（△） △249,309

Ⅵ 特別利益  20,785

Ⅶ 特別損失  40,532

税金等調整前四半期純損失（△） △269,057

税金費用 △46,396

四半期純損失（△） △222,660

（２）（要約）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

（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。 

  



〔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３四半期連結会計期間及び当第３四半期連結累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。  

(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３四半期連結会計期間及び当第３四半期連結累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。  

(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。 

６．その他の情報 

  

 品目別 

  

当第３四半期連結会計期間
（自 平成20年10月１日 
至 平成20年12月31日） 

当第３四半期連結累計期間
（自 平成20年４月１日 
至 平成20年12月31日） 

金額（千円） 構成比（％） 金額（千円） 構成比（％）

  スキンケア 554,786 68.2 2,509,733 84.2 

  メークアップ 206,938 25.5 339,412 11.4 

  ヘアケア 42,247 5.2 111,412 3.7 

  その他 9,305 1.1 19,907 0.7 

アイビー化粧品計 813,278 100.0 2,980,464 100.0 

アイプラティナ － － － － 

合計 813,278 100.0 2,980,464 100.0 

  
 品目別 

  

当第３四半期連結会計期間
（自 平成20年10月１日 
至 平成20年12月31日） 

当第３四半期連結累計期間
（自 平成20年４月１日 
至 平成20年12月31日） 

金額（千円） 構成比（％） 金額（千円） 構成比（％）

  美容補助商品  31,424 66.7 85,945 72.8 

  化粧雑貨品等  15,704 33.3 32,113 27.2 

アイビー化粧品計 47,128 100.0 118,058 100.0 

アイプラティナ  － － － － 

合計  47,128 100.0 118,058 100.0 



(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３四半期連結会計期間及び当第３四半期連結累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。  

(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。  

  

  

  

品目別 
  

当第３四半期連結会計期間
（自 平成20年10月１日 
至 平成20年12月31日） 

当第３四半期連結累計期間
（自 平成20年４月１日 
至 平成20年12月31日） 

金額（千円） 構成比（％） 金額（千円） 構成比（％）

  

  スキンケア 456,363 57.9 2,730,149 77.1 

  メークアップ 200,842 25.5 411,810 11.6 

  ヘアケア 32,366 4.1 105,182 3.0 

  その他 14,628 1.8 35,498 1.0 

  化粧品合計  704,201 89.3 3,282,641 92.7 

  美容補助商品 57,296 7.3 201,249 5.7 

  化粧雑貨品等 19,974 2.5 46,014 1.3 

アイビー化粧品計 781,473 99.1 3,529,905 99.7 

アイプラティナ 6,924 0.9 8,929 0.3 

合計 788,397 100.0 3,538,834 100.0 
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