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1.  平成22年3月期第1四半期の連結業績（平成21年4月1日～平成21年6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 ％

22年3月期第1四半期 14,500 △1.9 2,640 1.2 2,737 1.2 1,468 3.0
21年3月期第1四半期 14,779 ― 2,610 ― 2,706 ― 1,425 ―

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

22年3月期第1四半期 61.89 ―

21年3月期第1四半期 59.94 ―

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

22年3月期第1四半期 51,143 43,264 78.9 1,720.19
21年3月期 49,078 42,379 80.5 1,661.94

（参考） 自己資本   22年3月期第1四半期  40,373百万円 21年3月期  39,532百万円

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

21年3月期 ― 40.00 ― 20.00 60.00
22年3月期 ―

22年3月期 
（予想）

30.00 ― 30.00 60.00

3.  平成22年3月期の連結業績予想（平成21年4月1日～平成22年3月31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  有  
 

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

29,700 △3.8 4,250 △5.6 4,330 △6.9 2,330 △5.4 99.27

通期 53,700 △2.7 5,150 4.5 5,300 2.4 2,800 △7.0 119.30
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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、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。〕  

(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．平成21年５月13日に公表いたしました連結業績予想は、第２四半期連結累計期間のみ本資料において修正しております。詳細は平成21年７月31日 
  に別途公表いたしました「業績予想の修正に関するお知らせ」をご参照下さい。 
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およ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および業績予想のご利用にあたっての注記事項 
  等については、４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。 

新規 ―社 （社名 ） 除外 ―社 （社名 ）

① 会計基準等の改正に伴う変更 無

② ①以外の変更 無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 22年3月期第1四半期 24,134,606株 21年3月期  24,134,606株

② 期末自己株式数 22年3月期第1四半期  664,193株 21年3月期  347,860株

③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 22年3月期第1四半期 23,725,557株 21年3月期第1四半期 23,787,973株
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 当第１四半期連結会計期間におけるわが国経済は、世界経済の回復の兆しが見えないなか、企業収益の減少や雇

用情勢の悪化ならびに個人消費の低迷が続き、先行き不透明な状況で推移しました。化粧品業界におきましても、

依然厳しい収益環境にあり、当社海外グループの事業エリアであるアジア経済も、中国で持ち直しの動きが出てき

たものの、全般的に厳しい状況で推移いたしました。 

 このような経済状況のもと、当社グループは引き続きコア事業である男性グルーミング分野のさらなる強化によ

る安定成長、新たな成長領域として女性分野の成長路線作りおよび海外事業の継続的な拡大に取り組みました。 

 当第１四半期の連結売上高は、145億円（前年同期比1.9％減）となりました。主として、国内においてコア・ブ

ランド「ギャツビー」が順調に売上を拡大したものの、アジア全域での現地通貨安により、海外子会社売上高の円

換算額が大幅に減少したことによるものであります。 

 営業利益は、26億40百万円（同1.2％増）となりました。これは主として、当社においてマーケティング費用の効

率化による販売費の低減効果と、経費削減効果があったことによるものであります。その結果、経常利益は27億37

百万円（同1.2％増）、四半期純利益も14億68百万円（同3.0％増）の増益となりました。 

 所在地別セグメントの業績は次のとおりであります。 

 日本における売上高は104億18百万円（同10.0％増）となりました。主として、コア・ブランド「ギャツビー」が

ペーパー商品や制汗剤等の夏シーズン品の牽引により順調に売上拡大し、他の既存品も総じて堅調に推移したこと

によるものであります。利益面においては、増収効果による粗利益の増額と、マーケティング費用の効率化による

販売費の低減効果により、営業利益は20億38百万円（同21.8％増）の大幅増益となりました。 

 一方、アジアにおける売上高は40億82百万円（同23.1％減）の大幅減収となりました。これは現地通貨建では成

長を維持したものの円換算額が減少したことによるものであります。利益面においては、販管費が円換算額では減

少したものの、減収による粗利益の減額が響き、営業利益は５億99百万円（同35.9％減）の大幅減益となりまし

た。なお、海外売上高は42億18百万円（同22.3％減）となり、連結売上高に占める海外比率は29.1％となっており

ます。  

   

 当第１四半期末の総資産は、主として売上高の増加による売掛債権およびたな卸資産の増加、ならびに株式市場

のリバウンドによる投資有価証券の増加等から、前期末より20億65百万円増加して511億43百万円となりました。 

 負債は、主として買掛債務の増加、未払法人税等の増加等から、前期末より11億80百万円増の78億79百万円とな

りました。 

 純資産は、主として自己株式の取得を行ったことによる減少や評価・換算差額の増加などから、前期末より８億

85百万円増の432億64百万円となり、自己資本比率は78.9％となりました。 

 （キャッシュ・フローの状況） 

 当第１四半期連結会計期間の営業活動によるキャッシュ・フローは、前年同期に比べ22億29百万円増加し、13億

24百万円のキャッシュ・インとなりました。これは、主として税金等調整前四半期純利益が27億31百万円と前年同

期と同水準でありましたが、法人税等の支払額が２億68百万円のキャッシュ・アウトにとどまり、前年同期に比べ

11億35百万円増加し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・フローは、前年同期に比べ32億22百万円減少し、６億23百万円のキャッシュ・アウ

トとなりました。これは主として、投資有価証券の売却および償還による収入が前年同期に比べ32億53百万円減少

し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・フローは、前年同期に比べ81百万円減少し、13億21百万円のキャッシュ・アウトと

なりました。これは主として、少数株主への配当金の支払額を含めた株主配当金の支払額が６億37百万円と前年同

期に比べ６億30百万円減少しましたが、自己株式の取得による支出に６億81百万円使用したことによるものであり

ます。なお、連結範囲の変更に伴い現金及び現金同等物が41百万円減少しております。 

 以上の結果により、前連結会計年度末に比べ６億13百万円減少し86億21百万円となりました。 

  

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

２．連結財政状態に関する定性的情報
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 当第１四半期連結累計期間における業績の進捗状況等を勘案し、平成21年５月13日に公表いたしました平成22年

３月期の第２四半期連結累計期間の業績予想を上方修正しております。詳細につきましては、本日公表いたしまし

た「業績予想の修正に関するお知らせ」をご参照下さい。 

  

 該当事項はありません。   

１．簡便な会計処理 

①一般債権の貸倒見積高の算定方法 

貸倒実績率等が前連結会計年度末に算定したものと著しい変化がないと認められる場合に、前連結会計

年度決算において算定した貸倒実績率等の合理的な基準を使用して一般債権の貸倒見積高を算定しており

ます。 

②棚卸資産の評価方法 

当第１四半期連結会計期間末における棚卸高の算出に関して、実地棚卸を省略し前連結会計年度に係る

実地棚卸高を基礎として合理的な方法により算定しております。 

２．四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理 

税金費用については、当社および国内連結子会社は当第１四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。  

 該当事項はありません。  

  

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

（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
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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１四半期連結会計期間末
(平成21年６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21年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 4,119,091 4,607,878

受取手形及び売掛金 6,600,436 5,430,444

有価証券 11,463,243 11,651,565

商品及び製品 4,946,271 4,508,013

仕掛品 329,650 300,387

原材料及び貯蔵品 2,008,156 1,649,517

その他 1,429,701 1,192,381

貸倒引当金 △19,306 △20,541

流動資産合計 30,877,244 29,319,645

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 6,912,171 6,958,447

その他（純額） 4,870,566 4,526,343

有形固定資産合計 11,782,738 11,484,791

無形固定資産   

のれん 331,358 365,502

その他 360,596 374,408

無形固定資産合計 691,955 739,910

投資その他の資産   

投資有価証券 4,918,750 4,450,437

その他 2,970,632 3,180,563

貸倒引当金 △97,399 △96,999

投資その他の資産合計 7,791,984 7,534,001

固定資産合計 20,266,678 19,758,704

資産合計 51,143,922 49,078,349
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（単位：千円）

当第１四半期連結会計期間末
(平成21年６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21年３月31日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 1,726,354 980,906

未払法人税等 1,075,472 266,962

引当金 670,061 1,004,665

その他 2,769,990 2,895,623

流動負債合計 6,241,878 5,148,157

固定負債   

退職給付引当金 586,436 501,794

その他の引当金 15,987 13,856

その他 1,034,750 1,034,792

固定負債合計 1,637,174 1,550,443

負債合計 7,879,053 6,698,601

純資産の部   

株主資本   

資本金 11,394,817 11,394,817

資本剰余金 11,235,170 11,235,170

利益剰余金 24,830,872 23,865,954

自己株式 △1,638,411 △956,824

株主資本合計 45,822,448 45,539,117

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △297,803 △628,117

為替換算調整勘定 △5,151,162 △5,378,961

評価・換算差額等合計 △5,448,966 △6,007,079

少数株主持分 2,891,386 2,847,710

純資産合計 43,264,869 42,379,747

負債純資産合計 51,143,922 49,078,349

㈱マンダム（4917）　平成22年３月期　第１四半期決算短信

6



（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）

前第１四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年６月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年６月30日) 

売上高 14,779,608 14,500,227

売上原価 6,596,935 6,435,378

売上総利益 8,182,672 8,064,848

販売費及び一般管理費 5,572,653 5,423,965

営業利益 2,610,018 2,640,882

営業外収益   

受取利息 36,626 33,405

受取配当金 33,528 31,703

その他 61,315 57,714

営業外収益合計 131,469 122,823

営業外費用   

売上割引 10,100 9,716

その他 25,381 16,004

営業外費用合計 35,481 25,721

経常利益 2,706,006 2,737,984

特別利益   

貸倒引当金戻入額 501 1,990

固定資産売却益 3,508 2,553

投資有価証券売却益 3,807 －

特別利益合計 7,816 4,543

特別損失   

固定資産売却損 82 4,070

固定資産除却損 10,796 668

減損損失 － 6,499

特別損失合計 10,879 11,237

税金等調整前四半期純利益 2,702,944 2,731,290

法人税等 1,078,862 1,099,412

少数株主利益 198,196 163,493

四半期純利益 1,425,885 1,468,383
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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）

前第１四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年６月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年６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 2,702,944 2,731,290

減価償却費 537,684 469,953

のれん償却額 33,638 34,143

投資有価証券売却損益（△は益） △3,807  

貸倒引当金の増減額（△は減少） 14,861 △1,110

賞与引当金の増減額（△は減少） △315,980 △291,729

受取利息及び受取配当金 △70,154 △65,108

為替差損益（△は益） 4,449 △2,093

売上債権の増減額（△は増加） △1,078,331 △1,063,292

たな卸資産の増減額（△は増加） △753,705 △747,181

仕入債務の増減額（△は減少） 453,126 718,723

未払金の増減額（△は減少） △818,531 △363,646

その他 △278,695 109,617

小計 427,500 1,529,564

利息及び配当金の受取額 70,860 62,967

法人税等の支払額 △1,403,482 △268,074

営業活動によるキャッシュ・フロー △905,122 1,324,458

投資活動によるキャッシュ・フロー   

定期預金の預入による支出 － △132,398

定期預金の払戻による収入 － 27,800

有価証券の取得による支出 － △5,097,803

有価証券の売却及び償還による収入 － 5,000,000

有形固定資産の取得による支出 △442,332 △775,124

無形固定資産の取得による支出 △64,544 △64,868

投資有価証券の取得による支出 △73,297 △2,166

投資有価証券の売却及び償還による収入 3,653,664 400,000

子会社出資金の取得による支出 △75,716 －

その他 △398,382 21,436

投資活動によるキャッシュ・フロー 2,599,391 △623,125

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 － △681,586

配当金の支払額 △1,053,284 △424,768

少数株主への配当金の支払額 △215,097 △212,672

その他 28,142 △2,967

財務活動によるキャッシュ・フロー △1,240,240 △1,321,995

現金及び現金同等物に係る換算差額 △268,300 48,613

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 185,728 △572,050

現金及び現金同等物の期首残高 9,791,122 9,235,054

連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減
額（△は減少）

69,649 △41,259

現金及び現金同等物の四半期末残高 10,046,500 8,621,744
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 該当事項はありません。 

  

  

  

  

前第１四半期連結累計期間（自平成20年４月１日 至平成20年６月30日） 

当第１四半期連結累計期間（自平成21年４月１日 至平成21年６月30日） 

（注）１．国又は地域の区分の方法 

事業活動の相互関連性により区分しております。 

２．本邦以外の区分に属する主な国又は地域 

アジア：インドネシア、中国、韓国、シンガポール、マレーシア、台湾、フィリピン、タイ 

（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〕

  日本（千円） アジア(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  9,469,467  5,310,141  14,779,608  －  14,779,608

(2）セグメント間の内部売上高又

は振替高 
 825,432  160,282  985,714  △985,714  －

計  10,294,899  5,470,423  15,765,323  △985,714  14,779,608

営業利益  1,673,550  934,762  2,608,312  1,706  2,610,018

  日本（千円） アジア(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  10,418,113  4,082,114  14,500,227  －  14,500,227

(2）セグメント間の内部売上高又

は振替高 
 757,331  192,369  949,701  △949,701  －

計  11,175,445  4,274,483  15,449,928  △949,701  14,500,227

営業利益  2,038,488  599,512  2,638,001  2,881  2,640,882
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前第１四半期連結累計期間（自平成20年４月１日 至平成20年６月30日） 

当第１四半期連結累計期間（自平成21年４月１日 至平成21年６月30日） 

（注）１．国又は地域の区分の方法 

事業活動の相互関連性により区分しております。 

２．各区分に属する主な国又は地域 

アジア：東アジアおよび東南アジア諸国 

その他の地域：アラブ首長国連邦、ブラジル、ロシア、北米等 

３．海外売上高は、当社および連結子会社の本邦以外の国または地域における売上高であります。 

 該当事項はありません。 

   

〔海外売上高〕

  アジア その他の地域 計

Ⅰ 海外売上高（千円）  4,811,497  619,397  5,430,895

Ⅱ 連結売上高（千円）  －  －  14,779,608

Ⅲ 連結売上高に占める海外売上高の割合

（％） 
 32.5  4.2  36.7

  アジア その他の地域 計

Ⅰ 海外売上高（千円）  3,834,226  384,255  4,218,482

Ⅱ 連結売上高（千円）  －  －  14,500,227

Ⅲ 連結売上高に占める海外売上高の割合

（％） 
 26.4  2.7  29.1

（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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「参考」

四半期個別財務諸表

（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６月30日） 

前事業年度末に係る
要約貸借対照表 

（平成21年３月31日） 

（資産の部）     

流動資産     

現金及び預金  2,740,834  2,607,792

受取手形及び売掛金  3,685,521  3,035,734

有価証券  11,463,243  11,651,565

商品及び製品  2,737,158  2,149,620

仕掛品  173,012  197,560

原材料及び貯蔵品  797,221  710,091

その他  880,510  727,979

貸倒引当金  △418  △353

流動資産合計  22,477,083  21,079,992

固定資産     

有形固定資産     

建物（純額）  5,631,427  5,722,619

その他（純額）  3,106,575  2,980,511

有形固定資産合計  8,738,002  8,703,130

無形固定資産  317,684  344,976

投資その他の資産     

投資有価証券  4,681,320  4,236,646

関係会社株式  7,079,389  7,079,389

その他  3,265,792  3,512,377

貸倒引当金  △86,121  △85,721

投資その他の資産合計  14,940,381  14,742,692

固定資産合計  23,996,068  23,790,799

資産合計  46,473,151  44,870,791
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（注）この四半期貸借対照表は、四半期財務諸表等規則に基づいて作成しておりますが、法定開示におけるレビュー対象

ではありません。 

  

    （単位：千円）

  
当第１四半期会計期間末

  
（平成21年６月30日） 

前事業年度末に係る
要約貸借対照表 

（平成21年３月31日） 

負債の部     

流動負債     

買掛金  1,306,084  722,349

未払法人税等  899,622  150,346

引当金  548,148  890,097

その他  2,088,582  2,272,967

流動負債合計  4,842,438  4,035,762

固定負債       

引当金  296,821  221,464

その他  999,150  1,000,800

固定負債合計  1,295,972  1,222,264

負債合計  6,138,410  5,258,026

純資産の部     

株主資本     

資本金  11,394,817  11,394,817

資本剰余金  11,235,170  11,235,170

利益剰余金  19,643,899  18,570,549

自己株式  △1,638,411  △956,824

株主資本合計  40,635,475  40,243,712

評価・換算差額等     

その他有価証券評価差額金  △300,733  △630,947

評価・換算差額等合計  △300,733  △630,947

純資産合計  40,334,741  39,612,765

負債純資産合計  46,473,151  44,870,791
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（注）この四半期損益計算書は、四半期財務諸表等規則に基づいて作成しておりますが、法定開示におけるレビュー対象

ではありません。 

  

（２）四半期損益計算書

【第１四半期累計期間】

    （単位：千円）

  
前第１四半期累計期間

（自 平成20年４月１日 
至 平成20年６月30日） 

当第１四半期累計期間
（自 平成21年４月１日 
至 平成21年６月30日） 

売上高  9,832,953  10,770,777

売上原価  4,334,555  4,723,351

売上総利益  5,498,397  6,047,426

販売費及び一般管理費  3,868,230  3,973,948

営業利益  1,630,167  2,073,477

営業外収益     

受取配当金  708,795  367,965

その他  59,758  60,127

営業外収益合計  768,554  428,093

営業外費用     

支払手数料  －  3,705

什器処分損  7,066  －

その他  20,781  13,868

営業外費用合計  27,848  17,574

経常利益  2,370,872  2,483,996

特別利益     

固定資産売却益  －  1,135

貸倒引当金戻入額  43  －

投資有価証券売却益  3,807  －

特別利益合計  3,850  1,135

特別損失     

固定資産売却損  82  3,633

固定資産除却損  10,607  423

減損損失  －  6,499

特別損失合計  10,689  10,556

税引前四半期純利益  2,364,032  2,474,576

法人税等  856,331  925,491

四半期純利益  1,507,700  1,549,084
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