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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 2,532 2.1 △113 ― △118 ― △248 ―

21年3月期第1四半期 2,480 ― 27 ― 14 ― △6 ―

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 △63.13 ―

21年3月期第1四半期 △1.70 ―

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 11,229 4,846 42.9 1,224.14

21年3月期 11,425 5,271 45.0 1,307.85

（参考） 自己資本  22年3月期第1四半期  4,815百万円 21年3月期  5,145百万円

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 ― ― ― 20.00 20.00

22年3月期 ―

22年3月期 
（予想）

― ― 20.00 20.00

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

5,320 4.3 255 44.9 240 50.5 △1 ― ―

通期 11,700 4.6 980 11.1 950 10.4 400 1.7 101.68

 



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） 

(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 

業績予想については、現時点で入手可能な情報に基づき当社グループが判断したもので、為替変動等の潜在的なリスクや不確実性が含まれています。こ
の影響のため、実際の業績が記載の見通しとは異なる可能性があります。なお、上記予想に関する事項は、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 3,935,000株 21年3月期 3,935,000株

② 期末自己株式数 22年3月期第1四半期 1,000株 21年3月期 1,000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 3,934,000株 21年3月期第1四半期 3,934,000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１四半期の当社グループ連結売上高は、2,532,799千円（前年同期比102.1％）となりました。

　　　 当第１四半期連結会計期間は、金融危機に端を発した厳しい経済環境により個人消費が落ち込み、特に百貨店売上

の減少が顕著でありましたが、主力商品であるスクワランの販促活動により、通販が堅調に推移しました。

　     品目別売上高では、基礎化粧品は1,595,702千円（前年同期比99.5％）と微減しましたが、メイクアップ化粧品が

336,476千円（前年同期比100.5%）と微増、トイレタリーが115,583千円（前年同期比134.5%）と増加、栄養補助食

品・雑貨等も、ダイエット商品が好調で443,429千円（前年同期比106.9％）と増加しました。

　     販売ルート別では、主力の通販での見込み客や新規客の獲得が順調に推移し、1,796,620千円（前年同期比

103.8%）と前年実績を上回りました。その他卸売りは199,989千円（前年同期比102.5%）、直営店が212,492千円（前

年同期比104.0%）と微増。百貨店は282,904千円（前年同期比91.3%）と減少しております。

     　売上原価は、工場増設などに伴う減価償却費負担が軽減、541,554千円（前年同期比99.7%）と微減しています。

　     広告販促費は、新規客や見込み客の獲得を新聞やチラシなどで積極的に展開したことにより709,813千円（前年同

期比145.5％）、販売費及び一般管理費合計で2,105,223千円（前年同期比110.3％）と増加しております。

　     これらの結果、営業損失は113,977千円、経常損失は118,804千円となりました。また、連結子会社の代表取締役の

退任に伴う退職慰労金の支出180,000千円を特別損失として計上したため、四半期純損失は248,345千円となりました。

品目別実績 （単位：千円）

区分
平成20年６月期 平成21年６月期

増減額 増減率

金額 構成比 金額 構成比

化粧品

％ ％ ％

基礎化粧品 1,604,181 64.7 1,595,702 63.0 △8,479 △0.5

メイクアップ化粧品 334,681 13.5 336,476 13.3 1,795 0.5

トイレタリー 85,927 3.5 115,583 4.6 29,656 34.5

その他（注）１ 311 0.0 815 0.0 504 162.0

小計 2,025,101 81.7 2,048,578 80.9 23,477 1.2

栄養補助食品・雑貨等 414,883 16.7 443,429 17.5 28,546 6.9

化粧品・栄養補助食品等 小計 2,439,984 98.4 2,492,008 98.4 52,024 2.1

その他（注）２ 40,071 1.6 40,791 1.6 719 1.8

合計 2,480,056 100.0 2,532,799 100.0 52,743 2.1

　（注）１．期間を限定して提供するキャンペーンセット品等が主なものです。

　　    ２．ハーバーガーデン（ゴルフ練習場、カルチャーセンター等）等の売上が主なものです。

　      ３．上記の金額には、消費税等は含まれていません。

販売ルート別実績 （単位：千円）

区分
平成20年６月期 平成21年６月期

増減額 増減率

金額 構成比 金額 構成比

販　売

ルート

％ ％ ％

通信販売 1,730,519 70.9 1,796,620 72.1 66,101 3.8

百貨店向卸売 310,005 12.7 282,904 11.4 △27,100 △8.7

その他卸売 195,140 8.0 199,989 8.0 4,849 2.5

直営店 204,319 8.4 212,492 8.5 8,173 4.0

合計 2,439,984 100.0 2,492,008 100.0 52,024 2.1

　（注）１．上記の合計表には、ハーバーガーデン等の売上は含まれていません。

　      ２．上記の金額には、消費税等は含まれていません。
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２．連結財政状態に関する定性的情報

　当第１四半期連結会計期間末における総資産は、子会社株式の取得によるのれんの増加があったものの売掛金の減

少等により11,229,325千円になり、前連結会計年度末と比較して196,110千円の減少となりました。また、負債合計は

借入金の増加等により6,382,930千円となり、前連結会計年度末と比較して229,107千円の増加となりました。純資産

は四半期純損失等により4,846,394千円となり、前連結会計年度末と比較して425,217千円の減少となりました。

    （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、388,538千円となりました。これは主に、税金等調整前四半期純損失312,715千円

等によるものです。前年同期に比べ426,665千円減少しています。

　　（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、456,960千円となりました。これは主に、子会社株式の取得による支出354,609千

円等によるものです。前年同期に比べ334,848千円増大しています。

　　（財務活動によるキャッシュ・フロー）

　財務活動の結果得られた資金は、344,448千円となりました。これは主に、子会社株式の取得のための長期借入金の

純増加315,839千円等によるものです。前年同期に比べ430,624千円の増加になっています。

３．連結業績予想に関する定性的情報

　 平成22年３月期の業績予想につきましては、以下の理由により、平成21年５月11日に公表いたしました業績予想の

修正は行ないません。

　  　（1）主力の通販で、新規客及び見込み客が順調に伸びており、今後の売上増に繋がること

　　　（2）好調な「カリカリクッキー」関連商品を一般流通チャネルでも売出すこと

　　　（3）広告掲載などの価格水準が低下傾向にあり、今後は広告販促費のより効率的な運用が期待できること

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）

　該当事項はありません。

（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

①一般債権の貸倒見積高の算定方法

          当第１四半期連結会計期間末の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

れるため、前連結会計年度末の貸倒実績率等を使用して貸倒見積高を算定しています。

　    　②固定資産の減価償却費の算定方法

        　減価償却費の算出は、年間償却予定額を期間按分して算定しています。

　      ③税金費用の計算

　        当社及び一部の連結子会社は、法人税等の納付税額の算定に関しては、加味する加減算項目や税額控除項目を

重要なものに限定する方法によっています。

　        繰延税金資産の回収可能性の判断に関しては、前連結会計年度末以降に経営環境等、かつ、一時差異等の発生

状況に著しい変化がないと認められるので、前連結会計年度において使用した将来の業績予想を利用する方法に

よっています。

　また、一部の連結子会社においては、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

います。

（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

　該当事項はありません。
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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 2,965,713 3,459,450 

受取手形及び売掛金 865,333 1,056,168 

商品及び製品 797,497 791,924 

仕掛品 61,909 43,506 

原材料及び貯蔵品 541,612 513,077 

繰延税金資産 234,357 175,604 

その他 178,254 135,149 

貸倒引当金 △20,175 △22,617 

流動資産合計 5,624,503 6,152,264 

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 3,176,425 3,157,987 

減価償却累計額 △1,095,746 △1,072,985 

建物及び構築物（純額） 2,080,679 2,085,002 

機械装置及び運搬具 927,679 924,687 

減価償却累計額 △632,425 △608,292 

機械装置及び運搬具（純額） 295,253 316,395 

工具、器具及び備品 586,971 583,641 

減価償却累計額 △433,378 △433,771 

工具、器具及び備品（純額） 153,593 149,870 

土地 1,877,725 1,877,725 

建設仮勘定 104,835 47,307 

有形固定資産合計 4,512,087 4,476,300 

無形固定資産   

のれん 337,982 48,511 

その他 103,179 111,644 

無形固定資産合計 441,162 160,155 

投資その他の資産   

繰延税金資産 164,901 157,630 

その他 501,720 494,134 

貸倒引当金 △15,050 △15,050 

投資その他の資産合計 651,571 636,715 

固定資産合計 5,604,821 5,273,171 

資産合計 11,229,325 11,425,435 

 



（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   

買掛金 414,981 284,874 

短期借入金 2,363,354 2,263,354 

1年内返済予定の長期借入金 570,338 515,384 

未払金 681,359 546,308 

未払法人税等 50,502 350,387 

賞与引当金 38,257 83,154 

ポイント引当金 98,409 133,871 

その他 142,465 149,735 

流動負債合計 4,359,667 4,327,070 

固定負債   

長期借入金 1,813,162 1,573,651 

退職給付引当金 72,275 69,706 

役員退職慰労引当金 113,612 158,529 

その他 24,213 24,866 

固定負債合計 2,023,263 1,826,753 

負債合計 6,382,930 6,153,823 

純資産の部   

株主資本   

資本金 696,450 696,450 

資本剰余金 812,570 812,570 

利益剰余金 3,299,677 3,626,703 

自己株式 △400 △400 

株主資本合計 4,808,297 5,135,323 

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △1,391 △2,055 

為替換算調整勘定 8,848 11,819 

評価・換算差額等合計 7,456 9,764 

少数株主持分 30,640 126,524 

純資産合計 4,846,394 5,271,611 

負債純資産合計 11,229,325 11,425,435 

 



（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 2,480,056 2,532,799 

売上原価 543,185 541,554 

売上総利益 1,936,870 1,991,245 

販売費及び一般管理費 1,909,070 2,105,223 

営業利益又は営業損失（△） 27,799 △113,977 

営業外収益   

受取利息 457 305 

受取配当金 217 198 

為替差益 － 4,326 

受取賃貸料 11,279 10,306 

その他 1,722 4,167 

営業外収益合計 13,677 19,304 

営業外費用   

支払利息 17,182 18,949 

その他 9,846 5,181 

営業外費用合計 27,028 24,131 

経常利益又は経常損失（△） 14,448 △118,804 

特別利益   

貸倒引当金戻入額 1,262 2,441 

債務免除益 2,517 － 

特別利益合計 3,779 2,441 

特別損失   

固定資産除却損 － 5,000 

賃貸借契約解約損 5,000 － 

役員退職慰労金 － 180,000 

その他 － 11,352 

特別損失合計 5,000 196,352 

税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期
純損失（△）

13,228 △312,715 

法人税、住民税及び事業税 21,611 44,419 

法人税等調整額 △5,398 △59,121 

法人税等合計 16,213 △14,701 

少数株主利益又は少数株主損失（△） 3,691 △49,667 

四半期純損失（△） △6,676 △248,345 

 



（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又は税金等調整前四半
期純損失（△）

13,228 △312,715 

減価償却費 112,161 106,156 

引当金の増減額（△は減少） △41,057 △77,428 

受取利息及び受取配当金 △674 △504 

支払利息 17,182 18,949 

固定資産除却損 － 5,000 

役員退職慰労金 － 180,000 

売上債権の増減額（△は増加） 139,564 191,917 

たな卸資産の増減額（△は増加） △208,690 △52,025 

仕入債務の増減額（△は減少） 135,256 130,212 

未払債務の増減額（△は減少） △43,596 95,755 

未払又は未収消費税等の増減額 25,951 △45,643 

その他 △6,967 △15,284 

小計 142,357 224,391 

利息及び配当金の受取額 658 473 

役員退職慰労金の支払額 － △227,720 

利息の支払額 △15,511 △21,029 

法人税等の支払額 △89,809 △364,654 

法人税等の還付額 431 － 

営業活動によるキャッシュ・フロー 38,126 △388,538 

投資活動によるキャッシュ・フロー   

定期預金の増減額（△は増加） 13,764 △6,300 

子会社株式の取得による支出 － △354,609 

有形固定資産の取得による支出 △129,458 △75,705 

無形固定資産の取得による支出 △4,937 △4,257 

長期前払費用の取得による支出 △526 △1,658 

差入保証金の差入による支出 △198 △17,654 

差入保証金の回収による収入 － 3,602 

その他 △755 △376 

投資活動によるキャッシュ・フロー △122,111 △456,960 

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） 211,000 100,000 

長期借入れによる収入 － 445,000 

長期借入金の返済による支出 △226,212 △129,160 

割賦債務の返済による支出 △1,511 △627 

配当金の支払額 △69,452 △70,762 

財務活動によるキャッシュ・フロー △86,175 344,448 

現金及び現金同等物に係る換算差額 △2,494 982 

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △172,655 △500,067 

現金及び現金同等物の期首残高 2,422,158 3,389,100 

現金及び現金同等物の四半期末残高 2,249,503 2,889,032 

 



（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）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。

－ 1 －
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