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1.  平成21年7月期第3四半期の連結業績（平成20年8月1日～平成21年4月30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3四半期 18,127 ― 3,488 ― 3,479 ― 1,865 ―

20年7月期第3四半期 15,791 ― 2,900 ― 2,860 ― 1,360 ―

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3四半期 6,853.27 6,836.32
20年7月期第3四半期 4,951.99 4,914.36

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3四半期 13,394 10,505 78.4 38,831.72
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3四半期  10,505百万円 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、5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、5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、5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、5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3四半期 280,340株 20年7月期  278,916株

② 期末自己株式数 21年7月期第3四半期  9,813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3四半期 272,213株 20年7月期第3四半期 274,831株



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３四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ており、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、景気後退の傾向が引

き続き継続している状況でありました。 

 このような環境のなか当社グループは、アクアコラーゲンゲルエンリッチリフト EX や BB パーフェクトクリ

ームの販売を強化すると同時に、大型の新商品であるスーパーホワイト３７７を４月に発売し、積極的なプロ

モーションを実施するなど売上の伸長を図りました。 

 販路別に見ますと、通信販売は引き続き好調に推移しております。新規顧客の獲得施策であるアクアコラー

ゲンゲルエンリッチリフト EX のお試しキャンペーンを積極的に展開したことにより、多くの新規顧客を獲得す

ることができ、売上の伸長に寄与いたしました。また、当第３四半期よりポイント制度をこれまでのプレゼン

ト交換型から換金型へ変更したことにより、既存顧客の購買が促進される結果となりました。こうした施策が

功を奏し、第３四半期累計で前年同期比 29.7％増となりました。卸売販売においては、ドクターシーラボブラ

ンドの BB パーフェクトクリームやアクアコラーゲンゲルスーパー1000 といった限定した商品をドラッグスト

アへ展開する施策を開始し、売上を大きく伸ばすことが出来ました。また、これまでと同様、専門店販路も継

続して好調に推移しております。こうしたことから、第３四半期累計で前年同期比 10.2％増となりました。対

面型店舗販売は、３月より通信販売と同様のポイント制度を導入し、既存顧客の満足度を高めることで、売上

の伸長を図っており、少しずつ改善の兆しが見えてきたものの、他の販路と比較すると依然厳しい状況が続い

ております。以上により第３四半期累計で前年同期比 4.4％減となりました。 

 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や卸販路の縮小を実施した

ことにより売上は大きく減少しております。以上により、第３四半期累計で前年同期比 26.6％減となりました。 

 利益面においては、アクアコラーゲンゲルエンリッチリフト EX のキャンペーンが奏功し、通信販売が好調で

あったことに加え、広告宣伝活動を効率的に行うことができたため、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 18,127 百万円（対前年同期比 114.8％）、営業利益 3,488 百万円（同 120.3％）、

経常利益 3,479 百万円（同 121.6％）、四半期純利益 1,865（同 137.1％）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エンリッチリフト EX のキャンペーンにより、ターゲットとした顧客を想定

以上に獲得することができ、顧客層の拡大に寄与しております。また、今後の大きな柱の商品と位置づけるス

ーパーホワイト３７７を４月に発売し、首都圏を中心に展開した積極的なプロモーションとあいまって、非常

に好調な販売状況となっております。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、独立カウンターを２箇所増設いたしましたが、当社内のブ

ランドでは高価格帯に属するため、厳しい消費動向に影響を受けており、売上を伸長させるには至りませんで



した。dr.brandt は、新規店舗を 1店舗出店するなど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 17,698 百万円（前年同期比 114.9％）となり

ました。 

＜健康食品事業＞ 

 健康食品事業においては、定期配送サービスが定着しつつあり、売上を伸長させることが出来ました。こう

したことから、健康食品事業の売上高は 343 百万円（前年同期比 181.0％）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 84 百万円（前年同期比 43.6％）と

なりました。 

＜投資事業＞ 

 当第３四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。 

  

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と比較して、132 百万円増加いたしました。これは主に新商品の増加などに伴うた

な卸資産の増加 456 百万円及び売上が好調に推移したことによる売掛金の増加 152 百万円に対して、法人税等

の納税及び自社株式の取得による現預金の減少 454 百万円、ソフトウェア等の償却による無形固定資産の減少

146 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、346 百万円減少いたしました。これは主に新商品の仕入れ増加

にともなう買掛金が 226 百万円増加した一方、中間納税を行ったことにより未払法人税が 263 百万円減少した

こと及び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 202 百万円並びに約定返済によ

る借入金の減少 164 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、478 百万円増加いたしました。これは主に当第３四半期連結

累計期間純利益 1,865 百万円の増加に対して、配当金による剰余金の処分等による剰余金の減少 842 百万円及

び自社株式取得により純資産が 399 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３四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 4,190 百万円となり、

前連結会計年度末より 440 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、1,573 百万円となりました。これは税金等調整前四半期純利益が 3,377 百

万円計上された一方、たな卸資産の増加により 479 百万円および法人税等の支払により 1,764 百万円減少した

ことが主因であります。 

（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、585 百万円となりました。これは主に有価証券の取得 290 百万円、有形

固定資産の取得 115 百万円、無形固定資産の取得 204 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、1,390 百万円となりました。これは主に配当金の支払 836 百万円、長期

借入金の返済 164 百万円および自社株式取得による 399 百万円の支出によります。 

  

３．連結業績予想に関する定性的情報 

 平成 21 年２月 20 日発表の業績予想に変更はありません。 

  

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） 

DR.CI:LABO 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。 

  

（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３四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 

 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。 



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21年４月30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 4,190,982 4,645,168

受取手形及び売掛金 3,024,550 2,871,712

有価証券 290,288 －

製品 1,299,873 1,075,175

商品 96,918 68,950

貯蔵品 752,904 548,677

その他 425,321 516,651

貸倒引当金 △41,260 △17,920

流動資産合計 10,039,578 9,708,416

固定資産   

有形固定資産   

建物 200,521 202,397

減価償却累計額 △88,202 △72,875

建物（純額） 112,319 129,521

工具、器具及び備品 906,343 803,452

減価償却累計額 △572,477 △491,549

工具、器具及び備品（純額） 333,866 311,902

有形固定資産合計 446,185 441,424

無形固定資産   

ソフトウエア 856,264 956,813

その他 71,055 117,149

無形固定資産合計 927,320 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 △72,499 △64,629

投資不動産（純額） 1,580,789 1,588,660

その他 415,791 449,792

貸倒引当金 △14,853 －

投資その他の資産合計 1,981,727 2,038,452

固定資産合計 3,355,233 3,553,840

資産合計 13,394,812 13,262,256



（単位：千円）

当第３四半期連結会計期間末
(平成21年４月30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 781,583 554,967

1年内返済予定の長期借入金 － 164,000

営業未払金 976,727 986,299

未払法人税等 785,676 1,049,082

未払消費税等 81,441 117,394

賞与引当金 135,310 51,810

ポイント引当金 15,984 218,262

その他 76,213 65,821

流動負債合計 2,852,936 3,207,638

固定負債   

退職給付引当金 32,898 23,375

その他 3,949 5,129

固定負債合計 36,847 28,505

負債合計 2,889,784 3,236,143

純資産の部   

株主資本   

資本金 1,161,811 1,157,099

資本剰余金 1,639,211 1,634,699

利益剰余金 9,440,157 8,508,571

自己株式 △1,669,873 △1,269,884

株主資本合計 10,571,307 10,030,486

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △702 △1,832

為替換算調整勘定 △65,577 △2,539

評価・換算差額等合計 △66,279 △4,372

純資産合計 10,505,028 10,026,113

負債純資産合計 13,394,812 13,262,256



（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８月１日 
 至 平成21年４月30日) 

売上高 18,127,608

売上原価 3,336,115

売上総利益 14,791,493

販売費及び一般管理費 11,302,883

営業利益 3,488,609

営業外収益  

受取利息 8,184

受取手数料 11,703

その他 8,942

営業外収益合計 28,831

営業外費用  

為替差損 25,449

減価償却費 7,870

その他 4,286

営業外費用合計 37,606

経常利益 3,479,834

特別利益  

受取和解金 13,000

特別利益合計 13,000

特別損失  

固定資産除却損 90,168

投資有価証券評価損 24,840

特別損失合計 115,008

税金等調整前四半期純利益 3,377,825

法人税等 1,512,274

四半期純利益 1,865,551



（第３四半期連結会計期間） 

（単位：千円）

当第３四半期連結会計期間 
(自 平成21年２月１日 
 至 平成21年４月30日) 

売上高 6,089,231

売上原価 1,137,698

売上総利益 4,951,533

販売費及び一般管理費 3,894,604

営業利益 1,056,929

営業外収益  

受取利息 2,858

為替差益 16,393

受取手数料 3,920

その他 3,217

営業外収益合計 26,390

営業外費用  

減価償却費 2,623

その他 1,643

営業外費用合計 4,267

経常利益 1,079,052

特別利益  

受取和解金 13,000

貸倒引当金戻入額 5,970

特別利益合計 18,970

特別損失  

固定資産除却損 3,544

特別損失合計 3,544

税金等調整前四半期純利益 1,094,477

法人税等 494,310

四半期純利益 600,167



（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８月１日 
 至 平成21年４月30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 3,377,825

減価償却費 403,643

貸倒引当金の増減額（△は減少） △7,796

賞与引当金の増減額（△は減少） 83,500

ポイント引当金の増減額（△は減少） △202,278

退職給付引当金の増減額（△は減少） 10,523

受取利息及び受取配当金 △8,933

支払利息 1,208

固定資産除却損 90,168

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） △176,764

たな卸資産の増減額（△は増加） △479,021

仕入債務の増減額（△は減少） 255,073

未払金の増減額（△は減少） △19,782

未払消費税等の増減額（△は減少） △35,952

預り金の増減額（△は減少） 9,588

その他 5,077

小計 3,330,918

利息及び配当金の受取額 8,572

利息の支払額 △1,208

法人税等の支払額 △1,764,321

営業活動によるキャッシュ・フロー 1,573,961

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 △115,029

有形固定資産の売却による収入 1,212

無形固定資産の取得による支出 △204,784

差入保証金の差入による支出 △4,979

差入保証金の回収による収入 27,998

投資活動によるキャッシュ・フロー △585,583

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 △164,000

株式の発行による収入 9,224

自己株式の取得による支出 △399,989

配当金の支払額 △836,124

財務活動によるキャッシュ・フロー △1,390,890

現金及び現金同等物に係る換算差額 △37,758

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △440,270

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 4,190,982



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の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。 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



「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 10 期第３四半期連結累計期間（平成 19 年８月１日～平成 20 年４月 30 日） 

前年同四半期 

（平成 20 年７月期 

第３四半期） 
科目 

金額（千円） 

Ⅰ 売上高     15,791,439 

Ⅱ 売上原価     2,776,520 

売上総利益     13,014,919 

Ⅲ 販売費及び一般管理費     10,114,824 

営業利益     2,900,094 

Ⅳ 営業外収益    33,798 

Ⅴ 営業外費用     73,359 

経常利益     2,860,533 

Ⅵ 特別利益     8,726 

Ⅶ 特別損失     253,685 

税金等調整前四半期純利益     2,615,574 

税金費用     1,254,611 

四半期純利益    1,360,962 

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



（２）（要約）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

前第 10 期第３四半期連結累計期間（平成 19 年８月１日～平成 20 年４月 30 日） 

  

前年同四半期 

（平成 20 年７月期 

第３四半期） 

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 2,615,574 

 減価償却費     362,802 

 長期前払費用償却額     21,828 

 貸倒引当金の増加額     7,315 

 賞与引当金の増加額     43,723 

 ポイントサービス引当金の増減額     7,197 

 退職給付引当金の増加額     8,110 

 受取利息及び受取配当金     △8,359 

 支払利息     9,697 

 固定資産除却損     26,568 

 投資有価証券評価損     226,880 

 売上債権の増減額     △222,840 

 たな卸資産の増加額     △64,163 

 仕入債務の増加額     166,511 

 未払金の増減額     351,021 

 未払消費税等の増減額     64,164 

 その他     △82,176 

小計     3,533,855 

 利息及び配当金の受取額     8,359 

 利息の支払額     △8,927 

 法人税等の支払額     △954,106 

営業活動によるキャッシュ・フロー     2,579,181 

 

 

 

 

 



  

前年同四半期 

（平成 20 年７月期 

第３四半期） 

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     △245,597 

 有形固定資産の売却による収入    600 

 無形固定資産の取得による支出     △487,692 

 敷金保証金の差入による支出     △10,821 

 敷金保証金の回収による収入    18,240 

 定期預金の戻入による収入     138,033 

 貸付金の回収による収入     60,000 

短期貸付による支出      △20,000 

投資活動によるキャッシュ・フロー     △547,237 

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     △387,981 

 株式の発行による収入     15,939 

 自己株式の取得による支出     △621,330 

 配当金の支払額    △167,919 

財務活動によるキャッシュ・フロー     △1,161,292 

Ⅳ 現金及び現金同等物に係る換算差額     △67,467 

Ⅴ 現金及び現金同等物の増加額（又は

減少額） 
    803,184 

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四半期末残高     4,755,200 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



（３）セグメント情報 

〔事業の種類別セグメント情報〕 

前第３四半期連結累計期間（平成 19 年８月１日～平成 20 年４月 30 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〕 

前第３四半期連結累計期間（平成 19 年８月１日～平成 20 年４月 30 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。 

  

  

〔海外売上高〕 

前第３四半期連結累計期間（平成 19 年８月１日～平成 20 年４月 30 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。 

 



 




