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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 587 △2.5 △354 ― △365 ― △225 ―

21年3月期第1四半期 602 ― △501 ― △516 ― △317 ―

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 △10.40 ―

21年3月期第1四半期 △14.63 ―

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 5,066 2,439 48.1 112.32
21年3月期 5,666 2,880 50.8 132.64

（参考） 自己資本   22年3月期第1四半期  2,439百万円 21年3月期  2,880百万円

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 ― 0.00 ― 10.00 10.00
22年3月期 ―

22年3月期 
（予想）

0.00 ― 5.00 5.00

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  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 
連結累計期間

2,760 0.3 270 19.4 260 19.9 110 4.0 5.06

通期 5,000 1.8 290 163.9 270 197.9 110 ― 5.06



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、５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19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、５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 有

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 25,520,000株 21年3月期  25,520,000株

② 期末自己株式数 22年3月期第1四半期  3,801,600株 21年3月期  3,801,200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 21,718,500株 21年3月期第1四半期 21,720,800株



 当第１四半期連結会計期間におけるわが国経済は、在庫調整一巡による鉱工業生産指数の上昇、景気対策効果によ

る個人消費支出の増加といった明るい材料などで、景況感が約２年半ぶりに改善傾向が見られました。しかしなが

ら、生産・輸出とも昨年の７割程度に過ぎず、生産設備の過剰感はなお強く残りました。また、失業率の上昇も続

き、新型インフルエンザの感染拡大等により、先行き不透明感が拭えない状況が続きました。 

 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、新たなお客様との出会いの場を作る「Love フェスタ」の推進、当社の理念研修である「ＳＡ研修」の開

催などを積極的に行い、販売員の増員を行いました。  

 しかしながら、当第１四半期連結会計期間においては、特に目立った新製品も無かっため、売上高は低調に推移し

ました。また、全社をあげて経費削減を行いましたが、営業損益、経常損益、四半期純損益とも、損失を計上致しま

した。 

 以上の結果、当第１四半期連結会計期間の業績は、売上高587,060千円（前年同四半期比2.5％減）、営業損失

354,876千円（前年同四半期は営業損失501,919千円）、経常損失365,264千円（前年同四半期は経常損失516,582千

円）、四半期純損失225,827千円（前年同四半期は四半期純損失317,880千円）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



（１）資産、負債及び純資産の状況  

（流動資産） 

 当第１四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 千円）とな

り、前連結会計年度末に比べ384,982千円減少しました。これは主にたな卸資産が111,067千円、繰延税金資産が

141,635千円増加したものの、受取手形及び売掛金が667,157千円減少したことによるものであります。 

（固定資産） 

 当第１四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 千円）とな

り、前連結会計年度末に比べ214,124千円減少しました。これは主に有形固定資産が23,131千円、差入保証金が

177,499千円減少したことによるものであります。 

（繰延資産） 

 当第１四半期連結会計期間末における繰延資産の残高は 千円（前連結会計年度末は 千円）となり、前連

結会計年度末に比べ690千円減少しました。これは社債発行費が690千円減少したことによるものであります。 

（流動負債） 

 当第１四半期連結会計期間末における流動負債の残高は 千円（前連結会計年度末は 千円）とな

り、前連結会計年度末に比べ135,041千円減少しました。これは主に未払法人税等が37,230千円、賞与引当金が

47,312千円、未払金が64,127千円減少したことによるものであります。 

（固定負債） 

 当第１四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 千円）とな

り、前連結会計年度末に比べ23,485千円減少しました。これは主に社債が15,000千円減少したことによるものであり

ます。なお、役員退職慰労引当金が 千円減少し、未払役員退職慰労金が112,398千円増加しております。 

（純資産） 

 当第１四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 千円）とな

り、前連結会計年度末に比べ441,270千円減少しました。これは主に剰余金の配当が217,188千円、四半期純損失が

225,827千円計上されたたことによるものであります。この結果、自己資本比率は、48.1％（前連結会計年度末は

50.8％）となりました。 

（２）キャッシュ・フローの状況 

 当第１四半期連結会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、配当金の支払、たな卸資産の増加等があるものの、売上債権の減少、差入保証金の回収による収入等によ

り、前連結会計年度末に比べ10,226千円増加し、当第１四半期連結会計期間末には1,371,938千円となりました。 

 また当第１四半期連結会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１四半期連結会計期間において営業活動の結果得られた資金は74,858千円（前年同四半期比4,699千円減）と

なりました。 

 これは主に税金等調整前四半期純損失365,464千円、たな卸資産の増加額111,067千円、未払金の減少額76,089千円

等があるものの、売上債権の減少額667,157千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１四半期連結会計期間において投資活動の結果得られた資金は175,059千円（前年同四半期は28,172千円の使

用）となりました。 

 これは主に有形固定資産の取得による支出3,788千円等があるものの、差入保証金の回収による収入177,789千円等

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１四半期連結会計期間において財務活動の結果使用した資金は239,683千円（前年同四半期比106,419千円減）

となりました。 

 これは主に配当金の支払額217,380千円、社債の償還による支出15,000千円等があったことによるものでありま

す。 

２．連結財政状態に関する定性的情報

2,965,194 3,350,177

2,096,857 2,310,981

4,835 5,526

1,473,280 1,608,321

1,154,154 1,177,640

117,706

2,439,452 2,880,723



 平成22年３月期の業績予想については、従前より売上高については、季節変動性が高く、第２四半期及び第４四半

期に集中する傾向があります。第２四半期においては、美容液「リンクル ローション」の売上を予定しており、平

成21年５月19日付けの「平成21年３月期 決算短信」に公表いたしました第２四半期連結累計期間及び通期の予想

を、変更しておりません。   

 該当事項はありません。 

   

 該当事項はありません。 

  

・会計処理基準に関する事項の変更 

重要な引当金の計上基準 

   返品廃棄損失引当金  

 従来、製品の返品後の廃棄に伴う損失は廃棄した年度の特別損失として処理しておりましたが、前連

結会計年度より、販売した年度において過去の返品廃棄実績額等に返品可能性を勘案して算定した返品

廃棄損失見込額を返品廃棄損失引当金として計上することとしました。 

 この変更は、販売した年度に将来の返品後の廃棄損失を引当計上することで、期間損益計算をより適

正に行うためであります。 

 なお、前第１四半期連結会計期間は、変更後の方法によった場合に比べて、損益に与える影響はあり

ません。 

（追加情報）  

  役員退職慰労引当金 

 従来、当社は役員の退職慰労金の支出に備えるため、内規に基づく期末要支給額を計上しておりまし

たが、平成21年４月28日開催の取締役会において、平成21年３月31日付で役員退職慰労金制度を廃止す

ることを決議しております。前連結会計年度において、一部支給しない役員退職慰労金については役員

退職慰労引当金戻入額49,161千円を計上しております。平成21年６月29日開催の第34期定時株主総会に

おいて、当該廃止日までの在任期間に対応する役員退職慰労金を各役員に減額打切り支給することを決

議しております。 

 また、子会社は役員の退職慰労金の支出に備えるため、内規に基づく期末要支給額を計上しておりま

したが、平成21年６月29日開催の第３期定時株主総会において、役員退職慰労金制度を廃止し、当該廃

止日（平成21年６月29日）までの在任期間に対応する役員退職慰労金を各役員に減額打切り支給するこ

とを決議しております。 

 これに伴い、役員退職慰労金制度廃止までの在任期間に対応する未払役員退職慰労金相当額の内、

5,308千円を流動負債の「その他」に、112,398千円を固定負債の「その他」にそれぞれ含めて表示して

おります。  

 なお、前第１四半期連結会計期間は、役員退職慰労金制度廃止後の方法によった場合に比べて、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1,599千円多く計上されております。 

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



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 1,421,938 1,411,712

受取手形及び売掛金 428,245 1,095,403

商品及び製品 541,850 495,505

仕掛品 54,626 15,911

原材料及び貯蔵品 231,303 205,296

その他 319,158 157,893

貸倒引当金 △31,929 △31,545

流動資産合計 2,965,194 3,350,177

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 592,615 606,702

土地 521,190 521,190

その他（純額） 173,711 182,756

有形固定資産合計 1,287,517 1,310,648

無形固定資産 115,719 127,371

投資その他の資産   

差入保証金 405,723 583,223

その他 341,508 345,128

貸倒引当金 △53,612 △55,389

投資その他の資産合計 693,620 872,961

固定資産合計 2,096,857 2,310,981

繰延資産   

社債発行費 4,835 5,526

繰延資産合計 4,835 5,526

資産合計 5,066,888 5,666,685



（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 294,121 307,710

短期借入金 800,000 800,000

1年内償還予定の社債 30,000 30,000

未払法人税等 212 37,443

賞与引当金 52,480 99,793

返品廃棄損失引当金 11,206 12,000

その他 285,258 321,374

流動負債合計 1,473,280 1,608,321

固定負債   

社債 865,000 880,000

退職給付引当金 132,024 128,952

役員退職慰労引当金 － 117,706

その他 157,130 50,981

固定負債合計 1,154,154 1,177,640

負債合計 2,627,435 2,785,962

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 2,661,557 3,104,573

自己株式 △1,259,502 △1,259,446

株主資本合計 2,550,054 2,993,126

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 2,332 531

土地再評価差額金 △112,934 △112,934

評価・換算差額等合計 △110,602 △112,403

純資産合計 2,439,452 2,880,723

負債純資産合計 5,066,888 5,666,685



（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 602,282 587,060

売上原価 179,320 179,457

売上総利益 422,962 407,603

販売費及び一般管理費 924,882 762,480

営業損失（△） △501,919 △354,876

営業外収益   

受取利息 1,048 1,187

受取配当金 154 130

受取賃貸料 9,780 11,203

雑収入 4,447 2,765

営業外収益合計 15,431 15,286

営業外費用   

支払利息 5,515 5,618

賃貸収入原価 11,451 14,727

雑損失 13,128 5,327

営業外費用合計 30,094 25,674

経常損失（△） △516,582 △365,264

特別利益   

貸倒引当金戻入額 － 1,394

特別利益合計 － 1,394

特別損失   

減損損失 － 1,593

特別損失合計 － 1,593

税金等調整前四半期純損失（△） △516,582 △365,464

法人税、住民税及び事業税 247 212

法人税等調整額 △198,949 △139,849

法人税等合計 △198,702 △139,636

四半期純損失（△） △317,880 △225,827



（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損失（△） △516,582 △365,464

減価償却費 60,570 43,079

退職給付引当金の増減額（△は減少） 3,153 3,072

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 1,599 △117,706

賞与引当金の増減額（△は減少） △46,584 △47,312

貸倒引当金の増減額（△は減少） 29,652 △1,394

受取利息及び受取配当金 △1,203 △1,318

支払利息 5,515 5,618

為替差損益（△は益） △46 8

売上債権の増減額（△は増加） 818,330 667,157

たな卸資産の増減額（△は増加） △120,456 △111,067

仕入債務の増減額（△は減少） △31,073 △13,589

未払金の増減額（△は減少） △113,049 △76,089

未払役員退職慰労金の増減額（△は減少） － 117,706

その他 35,002 10,428

小計 124,826 113,129

利息及び配当金の受取額 1,131 1,207

利息の支払額 △6,145 △6,093

法人税等の支払額 △40,253 △33,385

営業活動によるキャッシュ・フロー 79,558 74,858

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 △14,590 △3,788

有形固定資産の売却による収入 692 －

無形固定資産の取得による支出 △10,854 △2,070

貸付けによる支出 △14,406 －

貸付金の回収による収入 2,372 3,384

差入保証金の差入による支出 △703 △256

差入保証金の回収による収入 9,318 177,789

投資活動によるキャッシュ・フロー △28,172 175,059

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 △13,543 △7,247

社債の償還による支出 △15,000 △15,000

自己株式の取得による支出 － △56

配当金の支払額 △217,559 △217,380

財務活動によるキャッシュ・フロー △346,102 △239,683

現金及び現金同等物に係る換算差額 46 △8

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △294,669 10,226

現金及び現金同等物の期首残高 1,163,862 1,361,712

現金及び現金同等物の四半期末残高 869,193 1,371,938



 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）及び当第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） 

 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。  

  

 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）及び当第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） 

 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。  

   

 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）及び当第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） 

 海外売上高がないため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）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



（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。  

 前第１四半期連結会計期間及び当第１四半期連結会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。  

 前第１四半期連結会計期間及び当第１四半期連結会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．生産、受注及び販売の状況

 
 品目別 

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

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

増減 

  金額（千円） 構成比（％） 金額（千円） 構成比（％） 金額（千円） 増減率（％）

  スキンケア  787,215  85.5  665,272  77.8  △121,942  △15.5

  メークアップ  81,563  8.9  105,006  12.3  23,442  28.7

  ヘアケア  49,924  5.4  59,807  7.0  9,883  19.8

  その他  1,486  0.2  24,924  2.9  23,437  1,576.4

アイビー化粧品計  920,190  100.0  855,011  100.0  △65,178  △7.1

アイプラティナ  －  －  －  －  －  －

合計  920,190  100.0  855,011  100.0  △65,178  △7.1

 
品目別 

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

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

増減 

  金額（千円） 構成比（％） 金額（千円） 構成比（％） 金額（千円） 増減率（％）

  美容補助商品   23,425  80.5  18,632  58.0  △4,792  △20.5

  化粧雑貨品等   5,657  19.5  13,501  42.0  7,843  138.6

アイビー化粧品計  29,082  100.0  32,133  100.0  3,050  10.5

アイプラティナ   －  －  －  －  －  －

合計   29,082  100.0  32,133  100.0  3,050  10.5



（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。  

 前第１四半期連結会計期間及び当第１四半期連結会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 
  

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

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

増減 

金額（千円） 構成比（％） 金額（千円） 構成比（％） 金額（千円） 増減率（％）

  

  スキンケア  376,800  62.6  373,361  63.6  △3,438  △0.9

  メークアップ  96,565  16.0  81,356  13.9  △15,209  △15.8

  ヘアケア  30,919  5.1  30,084  5.1  △834  △2.7

  その他  9,291  1.6  14,630  2.5  5,339  57.5

  化粧品合計   513,576  85.3  499,433  85.1  △14,143  △2.8

  美容補助商品  73,643  12.2  74,692  12.7  1,049  1.4

  化粧雑貨品等  14,258  2.4  12,568  2.1  △1,689  △11.8

アイビー化粧品計  601,478  99.9  586,694  99.9  △14,783  △2.5

アイプラティナ  804  0.1  366  0.1  △438  △54.5

合計  602,282  100.0  587,060  100.0  △15,221  △2.5
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