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1.  平成21年7月期第2四半期の連結業績（平成20年8月1日～平成21年1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2四半期 12,038 ― 2,425 ― 2,394 ― 1,265 ―

20年7月期第2四半期 10,730 ― 2,368 ― 2,347 ― 1,114 ―

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2四半期 4,641.80 4,627.74
20年7月期第2四半期 4,053.01 4,018.97

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2四半期 13,310 10,276 77.2 37,642.51
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2四半期  10,276百万円 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 24,820 14.8 4,530 18.7 4,510 18.0 2,500 18.8 9,157.84

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、４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2四半期  280,188株 20年7月期  278,916株

② 期末自己株式数 21年7月期第2四半期  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2四半期  272,606株 20年7月期第2四半期  278,251株
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 当第２四半期連結会計期間におけるわが国経済は、世界的な金融危機に端を発した金融不安が、国内経済にも深刻

な影響を与え始め、企業業績や雇用情勢の悪化、個人消費の低迷が顕著となり、景気後退の傾向はさらに鮮明となり

ました。 

 このような環境のなか当社グループは、薬用アクアコラーゲンゲルスーパーモイスチャーの販売を強化すると同時

に、ＢＢパーフェクトクリームやスーパー100シリーズといった特徴的な新商品の発売や期間限定商品の販売などに

より、商品ラインアップの差別化を強化し、売上の伸長を図りました。 

 販路別に見ますと、通信販売は好調に推移いたしました。第１四半期において集中的に展開した広告宣伝及び販売

促進が功を奏し、新規顧客の獲得が進み、新商品や期間限定商品の発売も相まって、売上の伸長に大きく寄与いたし

ました。また、既存顧客のリピート購買向上施策も順調に効果を出しており、個人消費が低迷する中でも第２四半期

累計で前年同期比128.0％増と大きく売上を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の店頭販売を中心とする販路においては、個人消費低迷の影響を受け、厳しい結

果となりました。卸売販売においては、バラエティストアなどでの販売が伸び悩み、厳しい状況が続いたものの、ラ

ボラボブランドのドラッグストアへの展開が順調に推移し、ドクターシーラボブランドにおいてもＴＶ通販販路や化

粧品専門店販路においては引き続き順調な販売状況であったため、第２四半期累計で前年同期比107.3％と伸長させ

ることができました。対面型店舗販売は、第１四半期に比較すると状況は改善されたものの、引き続き景気後退の影

響を も受けている販路となっております。地域や店舗規模に応じた新年の福袋の販売などにより、顧客ニーズに合

った販売施策を展開いたしましたが、新規顧客の獲得が難しく、売上高を伸長させるには至らず、第２四半期累計で

前年同期比92.5％と非常に厳しい結果となっております。 

 海外においては、台湾は市場全体の景気後退を受け、既存店の売上が伸びず、販売状況は一層厳しくなっておりま

す。香港は、省スペース店舗に主力販路を移したことにより、売上は減少していますが、効率性は向上しており、収

益は改善しております。米国は、米国内の景気が大幅に悪化したこと及び、ロサンゼルスに出店しておりましたマル

カイパシフィック店を11月に閉店したことにより売上は大きく減少しております。また、全進出地域の現地通貨が円

高基調で推移しているため、円換算売上高が減少する傾向となっております。以上により、第２四半期累計で前年同

期比69.5％となりました。 

 利益面においては、通信販売が好調であったことに加え、第１四半期に集中的に広告宣伝、販売促進活動を行った

ことにより、第２四半期における広告宣伝費の支出は抑え気味に推移したこと、及びシステム関連費用などのアウト

ソーシング費用等を削減したこと、また利益率の高い商品を中心に拡販をしたことなどにより、利益を順調に積み上

げることが出来ました。 

 こうしたことから、売上高12,038百万円（対前年同期比112.2％）、営業利益2,425百万円（同102.4％）、経常利

益2,394百万円（同102％）、四半期純利益1,265百万円（同113.5％）となりました。 

＜化粧品事業＞ 

 化粧品事業においては、引き続きブランドを強化し、顧客層の拡大を図っております。ドクターシーラボブランド

では、アクアコラーゲンゲルシリーズを中心に拡販を図りました。通信販売、対面型店舗販売において期間限定の

200ｇサイズの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し、各販路で好調な売上となりました。加え

て、販売個数限定のアクアコラーゲンゲルローヤルプラチナムの発売やアクアコラーゲンゲルエンリッチリフトのリ

ニューアル発売など、お客様の様々なニーズに合ったアイテムを展開することで、お客様の囲い込みに奏功しており

ます。また、ＢＢパーフェクトクリームやスーパー100シリーズなど特徴的な商品を発売することにより、ブランド

の底上げを図ると同時に、売上の伸長にも寄与しております。ラボラボブランドは引き続き、ドラッグストアへの展

開を進めており、順調に推移しております。ジェノマーブランドは、主要販路である対面型店舗において、第２四半

期の注力ブランドがドクターシーラボブランドであったことから、売上を伸長させるには至りませんでした。 

 dr.brandtは、目元用クリームのr3Pアイを発売するなど商品ラインアップの充実を図ると同時に、引き続き認知度

の向上に注力し、着実に売上の伸長を図っているところであります。 

 以上により、化粧品事業の売上高は11,749百万円（前年同期比112.7％）となりました。 

＜健康食品事業＞ 

 健康食品事業においては、当社コミュニティーサイトの要望から開発されたローズチャージ、カラダミントの売上

が好調に推移すると同時に、定期配送サービスも定着しつつあり、売上を伸長させることが出来ました。 

 以上により、健康食品事業の売上高は231百万円（前年同期比170.5％）となりました。 

＜美容機器その他事業＞ 

 美容機器その他事業については、アクアソニア、イオニカルＥＸなどの美容機器を販売しておりますが、主に化粧

品を補完する商品の取り扱いを行っており、積極的な販促活動などは行っていないため、売上を伸長させるには至り

ませんでした。 

 以上により、美容機器その他事業の売上高は57百万円（前年同期比34.4％）となりました。 

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 
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＜投資事業＞ 

 当第2四半期連結会計期間における投資事業は、売上高を計上するには至っておりません。 

  

（１）財政状態の変動状況   

（資産） 

 総資産は前連結会計年度と比較して、 百万円増加いたしました。これは主に売上債権の増加 百万円、有価証

券の取得 百万円による増加の一方、法人税等の納税、配当金の支払等で現預金 百万円減少したこと及びソフト

ウェア等の償却による無形固定資産の減少 百万円、長期前払費用の償却による投資その他の資産の減少 百万円

によります。 

（負債） 

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

百万円増加したものの、長期借入金の返済による減少 百万円、ポイント制度リニューアルにともなうポイントサ

ービス引当金の減少 百万円によります。 

（純資産） 

 純資産合計は、前連結会計年度末と比較して、 百万円増加いたしました。これは主に当第２四半期連結累計期

間純利益 百万円の増加、配当金による剰余金の処分等による剰余金の減少 百万円及び為替換算調整勘定（海

外連結子会社等の純資産の為替換算に係るもの）の変動により 百万円減少したことによります。 

  

（２）キャッシュ・フローの状況  

 当第２四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物（以下「資金」という）は 百万円となり、前連結

会計年度末より 百万円減少いたしました。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） 

 営業活動の結果得られた資金は、 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、未払金の増加 百万円により資金が増加した一方、売上債権の増加 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） 

 投資活動の結果使用された資金は、 百万円となりました。これは主に有価証券の取得 百万円、有形固定資産

の取得 百万円、無形固定資産の取得 百万円により支出したことによります。 

（財務活動によるキャッシュ・フロー）  

 財務活動の結果使用された資金は、 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 百万により支出したことによります。  

  

 平成20年９月12日に公表いたしました連結業績予想について、平成21年２月20日公表の「業績予想の修正に関する

お知らせ」において修正しております。詳細は同資料をご参照ください。 

 なお、上記の業績予想は、本資料の発表日現在において入手可能な情報に基づき作成しており、実際の業績は今後

様々な要因によって予想数値と異なる場合があります。   

  

 DR.CI:KABO KOREA は、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。なお、同社は清算中であり

ましたが、平成20年11月で清算結了いたしました。 

  

①税金費用の計算 

 税金費用については、当第２四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。 

２．連結財政状態に関する定性的情報 
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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 
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（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

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２四半期連結会計期間末
(平成21年１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 4,199,933 4,645,168

受取手形及び売掛金 3,385,198 2,871,712

有価証券 290,172 －

製品 1,023,562 1,075,175

商品 87,887 68,950

貯蔵品 621,462 548,677

その他 424,293 516,651

貸倒引当金 △45,763 △17,920

流動資産合計 9,986,745 9,708,416

固定資産   

有形固定資産   

建物 199,680 202,397

減価償却累計額 △81,729 △72,875

建物（純額） 117,950 129,521

工具、器具及び備品 871,041 803,452

減価償却累計額 △540,908 △491,549

工具、器具及び備品（純額） 330,132 311,902

建設仮勘定 570 －

有形固定資産合計 448,653 441,424

無形固定資産   

ソフトウエア 832,611 956,813

その他 78,275 117,149

無形固定資産合計 910,887 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 △69,876 △64,629

投資不動産（純額） 1,583,412 1,588,660

その他 398,368 449,792

貸倒引当金 △18,054 －

投資その他の資産合計 1,963,726 2,038,452

固定資産合計 3,323,267 3,553,840

資産合計 13,310,013 13,262,256

- 5 -



（単位：千円）

当第２四半期連結会計期間末
(平成21年１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 551,033 554,967

1年内返済予定の長期借入金 52,000 164,000

営業未払金 1,083,241 986,299

未払法人税等 1,038,936 1,049,082

未払消費税等 119,768 117,394

賞与引当金 54,124 51,810

ポイント引当金 － 218,262

その他 103,067 65,821

流動負債合計 3,002,171 3,207,638

固定負債   

退職給付引当金 27,807 23,375

その他 4,006 5,129

固定負債合計 31,813 28,505

負債合計 3,033,985 3,236,143

純資産の部   

株主資本   

資本金 1,160,785 1,157,099

資本剰余金 1,638,185 1,634,699

利益剰余金 8,839,990 8,508,571

自己株式 △1,269,884 △1,269,884

株主資本合計 10,369,076 10,030,486

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △9,342 △1,832

為替換算調整勘定 △83,706 △2,539

評価・換算差額等合計 △93,049 △4,372

純資産合計 10,276,027 10,026,113

負債純資産合計 13,310,013 13,262,256
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（２）四半期連結損益計算書 
（第２四半期連結累計期間） 

（単位：千円）

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成20年８月１日 
 至 平成21年１月31日) 

売上高 12,038,376

売上原価 2,198,417

売上総利益 9,839,959

販売費及び一般管理費 7,414,249

営業利益 2,425,710

営業外収益  

受取利息 5,325

受取手数料 7,783

その他 5,725

営業外収益合計 18,834

営業外費用  

為替差損 41,842

減価償却費 5,247

その他 2,642

営業外費用合計 49,732

経常利益 2,394,811

特別損失  

固定資産除却損 86,623

投資有価証券評価損 24,840

特別損失合計 111,463

税金等調整前四半期純利益 2,283,347

法人税等 1,017,964

四半期純利益 1,265,383
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（第２四半期連結会計期間） 

（単位：千円）

当第２四半期連結会計期間 
(自 平成20年11月１日 
 至 平成21年１月31日) 

売上高 7,296,890

売上原価 1,274,002

売上総利益 6,022,887

販売費及び一般管理費 3,818,354

営業利益 2,204,532

営業外収益  

受取利息 222

受取手数料 3,874

その他 4,459

営業外収益合計 8,556

営業外費用  

為替差損 21,223

減価償却費 2,623

その他 1,644

営業外費用合計 25,491

経常利益 2,187,598

特別損失  

固定資産除却損 82,460

投資有価証券評価損 24,840

特別損失合計 107,300

税金等調整前四半期純利益 2,080,297

法人税等 929,112

四半期純利益 1,151,184
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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２四半期連結累計期間 
(自 平成20年８月１日 
 至 平成21年１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 2,283,347

減価償却費 267,149

貸倒引当金の増減額（△は減少） △5,240

賞与引当金の増減額（△は減少） 2,313

ポイント引当金の増減額（△は減少） △218,262

退職給付引当金の増減額（△は減少） 5,432

受取利息及び受取配当金 △5,517

支払利息 933

固定資産除却損 86,623

投資有価証券評価損益（△は益） 24,840

売上債権の増減額（△は増加） △550,791

たな卸資産の増減額（△は増加） △68,012

仕入債務の増減額（△は減少） 30,101

未払金の増減額（△は減少） 105,842

未払消費税等の増減額（△は減少） 2,374

預り金の増減額（△は減少） 34,233

その他 23,609

小計 2,018,978

利息及び配当金の受取額 5,309

利息の支払額 △933

法人税等の支払額 △1,013,336

営業活動によるキャッシュ・フロー 1,010,017

投資活動によるキャッシュ・フロー  

有価証券の取得による支出 △290,000

有形固定資産の取得による支出 △85,068

有形固定資産の売却による収入 1,154

無形固定資産の取得による支出 △106,155

差入保証金の差入による支出 △4,602

差入保証金の回収による収入 27,609

投資活動によるキャッシュ・フロー △457,062

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 △112,000

株式の発行による収入 7,172

配当金の支払額 △833,283

財務活動によるキャッシュ・フロー △938,111

現金及び現金同等物に係る換算差額 △46,163

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △431,319

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 4,199,933
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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。 

  

 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の情報の記載を省略しております。 

  

 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。 

  

（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。 
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「参考資料」 

前年同四半期に係る財務諸表 

（１）中間連結損益計算書 

  

  
前中間連結会計期間

（自 平成19年８月１日 
至 平成20年１月31日） 

区分 金額（千円）
百分比
（％） 

Ⅰ 売上高        10,730,734  100.0

Ⅱ 売上原価        1,839,461  17.1

売上総利益        8,891,273  82.9

Ⅲ 販売費及び一般管理費        6,523,267  60.8

営業利益        2,368,006  22.1

Ⅳ 営業外収益                  

１．受取利息  7,047            

２．受取百貨店作業協力金  5,999            

３．その他  6,604  19,651  0.2

Ⅴ 営業外費用                  

１．支払利息  6,910            

２．為替差損  24,784            

３．投資事業組合持分損失  1,310            

４．減価償却費  6,579            

５．その他  325  39,910  0.4

経常利益        2,347,746  21.9

Ⅵ 特別損失                  

１．固定資産除却損  16,098            

２．投資有価証券評価損  226,880            

３．その他  238  243,217  2.3

税金等調整前中間純利益        2,104,529  19.6

法人税、住民税及び事業
税  991,326            

法人税等調整額 △1,587  989,738  9.2

中間純利益        1,114,790  10.4
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（２）中間連結キャッシュ・フロー計算書 

  
前中間連結会計期間

（自 平成19年８月１日 
至 平成20年１月31日） 

区分 金額（千円）

Ⅰ 営業活動によるキャッシ
ュ・フロー   

税金等調整前中間純利益  2,104,529

減価償却費   231,114

長期前払費用償却額   14,869

貸倒引当金の減少額 △290

賞与引当金の減少額 △579

退職給付引当金の増加
額   4,230

ポイントサービス引当金
の増加額   539

受取利息及び受取配当
金  

△7,047

支払利息   6,910

投資有価証券評価損   226,880

固定資産除却損   16,098

売上債権の増加額  △283,531

たな卸資産の減少額  136,201

その他資産の増加額  △12,413

仕入債務の減少額  △185,699

未払金の増加額   171,918

未払消費税等の増加額  84,852

その他  △8,005

小計  2,500,577

利息及び配当金の受取
額   7,047

利息の支払額  △5,793

法人税等の支払額  △481,226

営業活動によるキャッシ
ュ・フロー  2,020,604
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前中間連結会計期間（自 平成19年８月１日 至 平成20年１月31日） 

 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

試算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。 

  

前中間連結会計期間（自 平成19年８月１日 至 平成20年１月31日） 

 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。 

  

  
前中間連結会計期間

（自 平成19年８月１日 
至 平成20年１月31日） 

区分 金額（千円）

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  

△68,576

無形固定資産の取得によ
る支出  

△363,571

敷金差入保証金等の差入
による支出  

△6,946

敷金差入保証金等の回収
による収入   9,692

関係会社短期貸付金の回
収による収入   60,000

関係会社への短期貸付金
による支出  

△20,000

投資活動によるキャッシ
ュ・フロー 

△389,402

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  

△346,220

株式の発行による収入  15,939

配当金の支払額  △164,880

財務活動によるキャッシ
ュ・フロー 

△495,162

Ⅳ 現金及び現金同等物に係る
換算差額 

△23,477

Ⅴ 現金及び現金同等物の増加
額  1,112,562

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中間
期末残高 

 5,064,578

    

（３）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〕 

前中間連結会計期間（自 平成19年８月１日 至 平成20年１月31日） 

 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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