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1.  平成21年12月期第1四半期の業績（平成21年1月1日～平成21年3月31日） 

 

(2) 財政状態 

  

(1) 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12月期第1四半期 4,738 ― △251 ― △216 ― △216 ―
20年12月期第1四半期 5,388 ― 2 ― 27 ― 15 ―

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12月期第1四半期 △3.71 ―
20年12月期第1四半期 0.26 ―

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12月期第1四半期 8,748 4,889 55.9 83.63
20年12月期 9,273 5,105 55.1 87.34

（参考） 自己資本   21年12月期第1四半期  4,889百万円 20年12月期  5,105百万円

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12月期 ― 0.00 ― 0.00 0.00
21年12月期 ―
21年12月期 

（予想）
0.00 ― 0.00 0.00

3.  平成21年12月期の業績予想（平成21年1月1日～平成21年12月31日） 
（％表示は通期は対前期、第2四半期累計期間は対前年同四半期増減率）

（注）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 
累計期間

10,717 △3.8 △217 ― △232 ― △235 ― △4.03

通期 20,535 △7.3 △416 ― △447 ― △453 ― △7.76
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4.  その他 
(1) 簡便な会計処理及び四半期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。 

(2) 四半期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。 

(3) 発行済株式数（普通株式） 

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12月期第1四半期 58,458,605株 20年12月期  58,459,582株
② 期末自己株式数 21年12月期第1四半期  ―株 20年12月期  ―株
③ 期中平均株式数（四半期累計期間） 21年12月期第1四半期 58,458,630株 20年12月期第1四半期 58,460,126株

※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、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作成したものであり、将来に
関する見通し及び計画に基づく予測が含まれております。今後の経済情勢等、様々な不確実要因により、実際の業績が記載の予想数値と異なる可能性
があります。 
2.当事業年度より「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、「四半期財務諸表等規則」に従い四半期財務諸表を作成しております。 

- 2 -



当第1四半期におけるわが国経済は、世界的な景気後退の影響を受け、輸出や生産が大幅に減少

し、さらに企業収益や雇用情勢が悪化し、個人消費の冷え込みが一段と進むなど、厳しい状況で推

移いたしました。 

当社の主要製品分野であります化粧品業界も、個人消費の低迷により全般に低調に推移し、さら

に化粧品の価格面及び利益面での絶え間ない企業間競争により、厳しい事業環境が続いておりま

す。 

このような状況の下、当社は「持続的成長への復活」を目指して、現在、複数年にわたる業績回

復プランに全力を注いでおります。当社は、わが国での販売開始から本年で40年という長年の実績

とグローバル企業の一員としての強みを生かして、ダイレクトセリングの活性化、特にセールス・

リーダーシップ・プログラムの展開及び活動エイボンレディ数の増加等に努めております。 

以上の結果、当第1四半期の売上高は47億38百万円、営業損失は2億51百万円、経常損失は2億16百

万円、また四半期純損失は2億16百万円となりました。 

  

  

（1）資産、負債及び純資産の状況 

当第1四半期末における資産合計は、前事業年度末に比べて5億25百万円減少し、87億48百万円と

なりました。これは主として、売掛金3億38百万円及び未収入金1億28百万円が減少したことにより

ます。 

負債合計は、前事業年度末に比べて3億8百万円減少し、38億59百万円となりました。これは主と

して、未払金3億21百万円及び未払費用1億78百万円が減少したことによります。 

純資産合計は、前事業年度末に比べて2億16百万円減少し、48億89百万円となりました。これは株

主資本において、四半期純損失2億16百万円を計上したことによります。 

（2）キャッシュ・フローの状況 

当第1四半期会計期間における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）の残高は、前事業年

度末に比較して19百万円減少し、1億7百万円となりました。 

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

営業活動の結果使用した資金は、1億80百万円となりました。これは主として、税引前四半期純損

失2億16百万円の計上があったこと等によります。 

（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

投資活動の結果使用した資金は、10百万円となりました。これは有形固定資産の取得が10百万円

であったことによります。 

（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

財務活動の結果使用した資金は、1億71百万円となりました。これは主として、短期借入金の増加

が1億71百万円であったことによります。 

  

平成21年12月期の業績予想につきましては、平成21年2月23日付「平成20年12月期決算短信（非連

結）」にて発表いたしました第2四半期累計期間及び通期の業績予想に変更はありません。 

  

  （簡便な会計処理）  

 ① 棚卸資産の評価方法 

  当第1四半期会計期間末の棚卸高の算出に関しては、実施棚卸を省略し、前事業年度末の実

 地棚卸高を基礎として合理的な方法により算出しております。また、棚卸資産の簿価切下げ

 にあたっては、収益性の低下が明らかな棚卸資産についてのみ正味売却価額を見積り、簿価 

 切下げを行う方法によっております。    

定性的情報・財務諸表等

１．経営成績に関する定性的情報

２．財政状態に関する定性的情報

３．業績予想に関する定性的情報

４．その他

（１）簡便な会計処理及び四半期財務諸表の作成に特有の会計処理の適用
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 ② 固定資産の減価償却費の算定方法 

  定率法を採用している資産につきましては、事業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。 

  

（四半期財務諸表の作成に特有の会計処理） 

税金費用の計算 

 税金費用につきましては、当第1四半期会計期間を含む事業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。  

  

① 「四半期財務諸表に関する会計基準」等の適用  

 当事業年度より「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、「四半期財務諸表等規則」に従い四半期財務諸表を作成しております。 

  

② 棚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棚卸資産につきましては、主として先入先出法に基づく原価法

によっておりましたが、当第1四半期会計期間より「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、主として先入先出法に基づく

原価法（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1四半期累計期間の営業損失、経常損失及び税引前四半期純損失に与える

影響は軽微であります。 

  

③ 「リース取引に関する会計基準」等の適用 

  所有権移転外ファイナンス・リース取引につきましては、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日以後開始する事

業年度に係る四半期財務諸表から適用することができることとなったことに伴い、当第1四半

期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

つきましては、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当会計基準等適用開始前の所有権移転外ファイナンス・リース

取引につきましては、引き続き通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理を適用してお

ります。  

 これにより、当第1四半期累計期間の営業損失、経常損失及び税引前四半期純損失に与える

影響は軽微であります。  
  

  

有形固定資産の耐用年数の変更 

 機械装置の耐用年数につきましては、当第1四半期会計期間より、法人税法の改正を契機とし 

て見直しを行い、改正後の法人税法に基づく耐用年数に変更しております。 

これにより、当第1四半期累計期間の営業損失、経常損失及び税引前四半期純損失に与える影響 

は軽微であります。  

  
  

（２）四半期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

（３）追加情報
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５．四半期財務諸表 
（１）四半期貸借対照表 

（単位：千円）

当第１四半期会計期間末 
(平成21年３月31日) 

前事業年度末に係る 
要約貸借対照表 

(平成20年12月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 107,180 126,219

売掛金 1,080,917 1,419,727

商品 539,176 437,222

製品 588,854 535,171

原材料 708,892 729,829

仕掛品 196,325 193,261

貯蔵品 118,266 99,911

前払費用 356,129 379,017

未収入金 448,682 577,046

その他 2,787 4,468

貸倒引当金 △20,127 △11,233

流動資産合計 4,127,086 4,490,642

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 1,608,758 1,654,664

機械及び装置（純額） 703,668 750,506

車両運搬具（純額） 5,097 5,655

工具、器具及び備品（純額） 268,633 286,095

土地 961,838 961,838

有形固定資産合計 3,547,997 3,658,760

無形固定資産   

ソフトウエア 36,373 40,045

無形固定資産合計 36,373 40,045

投資その他の資産   

関係会社株式 100,000 100,000

敷金及び保証金 233,184 233,184

前払年金費用 703,601 751,037

投資その他の資産合計 1,036,785 1,084,221

固定資産合計 4,621,156 4,783,026

資産合計 8,748,243 9,273,669
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（単位：千円）

当第１四半期会計期間末 
(平成21年３月31日) 

前事業年度末に係る 
要約貸借対照表 

(平成20年12月31日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形 656,276 672,779

買掛金 692,919 550,714

短期借入金 210,042 38,474

未払金 812,204 1,133,239

未払消費税等 89,443 121,510

未払費用 895,905 1,074,002

未払法人税等 6,914 19,596

預り金 74,361 177,359

賞与引当金 66,491 －

返品調整引当金 26,413 28,550

その他 1,401 5,149

流動負債合計 3,532,374 3,821,376

固定負債   

長期退職給付未払金 288,229 309,081

長期役員退職慰労未払金 38,471 －

役員退職慰労引当金 － 37,258

固定負債合計 326,700 346,339

負債合計 3,859,074 4,167,715

純資産の部   

株主資本   

資本金 3,114,700 3,114,700

資本剰余金 24,644 24,644

利益剰余金 1,749,823 1,966,608

株主資本合計 4,889,168 5,105,953

純資産合計 4,889,168 5,105,953

負債純資産合計 8,748,243 9,273,669
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（２）四半期損益計算書 
（第１四半期累計期間） 

（単位：千円）

当第１四半期累計期間 
(自 平成21年１月１日 
 至 平成21年３月31日) 

売上高 4,738,986

売上原価 1,639,502

売上総利益 3,099,483

販売費及び一般管理費 3,350,956

営業損失（△） △251,472

営業外収益  

受取配当金 52,800

その他 345

営業外収益合計 53,145

営業外費用  

支払利息 256

為替差損 17,957

その他 1

営業外費用合計 18,215

経常損失（△） △216,542

税引前四半期純損失（△） △216,542

法人税、住民税及び事業税 161

法人税等調整額 －

法人税等合計 161

四半期純損失（△） △216,704
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（３）四半期キャッシュ・フロー計算書 

（単位：千円）

当第１四半期累計期間 
(自 平成21年１月１日 
 至 平成21年３月31日) 

営業活動によるキャッシュ・フロー  

税引前四半期純損失（△） △216,542

減価償却費 129,551

貸倒引当金の増減額（△は減少） 8,894

前払年金費用の減少額 47,435

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △37,258

受取配当金 △52,800

支払利息 256

売上債権の増減額（△は増加） 338,810

たな卸資産の増減額（△は増加） △156,119

仕入債務の増減額（△は減少） 125,702

未払人件費の増減額（△は減少） 112,691

退職給付未払金の増減額（△は減少） △27,324

未払消費税等の増減額（△は減少） △32,067

その他 △415,112

小計 △173,883

利息の支払額 △256

法人税等の支払額 △6,069

営業活動によるキャッシュ・フロー △180,208

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 △10,319

投資活動によるキャッシュ・フロー △10,319

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） 171,568

自己株式の取得による支出 △80

財務活動によるキャッシュ・フロー 171,488

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △19,039

現金及び現金同等物の期首残高 126,219

現金及び現金同等物の四半期末残高 107,180
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  当事業年度より「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、  

「四半期財務諸表等規則」に従い四半期財務諸表を作成しております。  
  

  

  

 該当事項はありません。 

  

 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）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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「参考資料」 

  前四半期に係る財務諸表  

（１）（要約）四半期損益計算書 

前第1四半期累計期間（平成20年１月１日～３月31日） 

  

  

科目 

前年同四半期 
（平成20年12月期 

第1四半期） 

金額（千円） 

 Ⅰ 売上高 5,388,268     

 Ⅱ 売上原価 1,644,755     

    売上総利益 3,743,513     

 Ⅲ 販売費及び一般管理費 3,741,046     

 営業利益 2,466     

 Ⅳ 営業外収益 25,291     

 Ⅴ 営業外費用 0     

 経常利益 27,756     

 Ⅵ 特別損失 44     

   税引前四半期純利益 27,712     

   法人税、住民税及び事業税 12,358     

   法人税等調整額 -     

   法人税等合計 12,358     

   四半期純利益 15,354     
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前第1四半期累計期間（平成20年１月１日～３月31日） 

  

（２）（要約）四半期キャッシュ・フロー計算書

  
前年同四半期 

（平成20年12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      

 税引前四半期純利益 27,712     

 減価償却費      128,996     

 貸倒引当金の増(減)額 5,536     

 前払年金費用の(増)減額 17,276     

 役員退職慰労引当金の増(減)額 1,209     

 有形固定資産除却損 44     

 売上債権の(増）減額 451,472     

 たな卸資産の(増)減額 △418,046     

 その他の流動資産の(増)減額 433,182     

 仕入債務の増(減)額 3,876     

 未払人件費の増(減)額 5,545     

 退職給付未払金の増(減)額 △16,097     

 未払消費税等の増(減)額 834     

 その他の流動負債の増(減)額 △823,333     

小計 △181,794     

 法人税等の支払額 △6,070     

 営業活動によるキャッシュ・フロー △187,864     

Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー      

 有形・無形固定資産の取得による支出 △67,355     

 その他の固定資産の取得による支出 △3,040     

投資活動によるキャッシュ・フロー △70,395 

Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー      

 自己株式の取得による支出 △77     

 配当金の支払額 △41,850     

財務活動によるキャッシュ・フロー  △41,927 

Ⅳ 現金及び現金同等物の増加額（又は減少額） △300,186     

Ⅴ 現金及び現金同等物の期首残高 944,104     

Ⅵ 現金及び現金同等物の四半期末残高 643,918     
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