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1.  平成21年12月期第3四半期の業績（平成21年1月1日～平成21年9月30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3四半期 14,719 ― △46 ― 6 ― △1 ―
20年12月期第3四半期 16,485 ― 172 ― 189 ― 37 ―

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3四半期 △0.03 ―
20年12月期第3四半期 0.64 ―

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3四半期 8,643 5,104 59.1 87.31
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3四半期  5,104百万円 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
第1四半期末 第2四半期末 第3四半期末 期末 合計

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 ― 0.00 ―
21年12月期 

（予想）
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） 
（％表示は対前期増減率）

（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

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3四半期 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3四半期  ―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3四半期 58,458,614株 20年12月期第3四半期 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、様々な不確定要因により、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。 
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 当第３四半期累計期間（自平成21年１月１日 至平成21年９月30日）におけるわが国経済は、景気対策の効果 

などにより改善傾向がみられるものの、個人消費は雇用情勢の一層の悪化などから依然厳しい状況が続いており 

ます。個人消費の低迷は当社の売上にも大きく影響を与えました。 

    このような厳しい状況に対応すべく、当第３四半期会計期間も引き続き諸経費の効率的な使用及び削減に努め 

 ました。特にターゲットとする顧客の絞込みを行うことにより、広告宣伝費及び通信費を削減し、また不要不急 

 な会議や出張等を大幅に削減し、旅費及び交際費等の経費を削減いたしました。 

   当社は業績回復及び利益体質企業に変革すべく、当期の重点施策としております「活動エイボンレディ数の増 

 加、セールス・リーダーシップ・プログラムの拡大及びオン・ライン注文の増加」を引き続き強力に展開し、ま 

 た販売システムの効率化を推し進めました。 

   以上の結果、当第３四半期累計期間の売上高は147億19百万円（前年同期比10.7％減）、営業損失は46百万円、 

 経常利益は６百万円及び四半期純損失は１百万円となりました。 

  また、当第３四半期会計期間の売上高は49億84百万円、営業利益は47百万円、経常利益は62百万円及び四半期 

  純利益は59百万円となりました。  

（注）前年同四半期累計期間増減率は参考として記載しております。 

  

  

(1)  資産、負債及び純資産の状況  

  当第３四半期会計期間末における資産合計は、前事業年度末に比べて６億３千万円減少し、86億43百万円となり 

ました。これは主として、売掛金３億57百万円及び未収入金２億38百万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６億28百万円減少し、35億39百万円となりました。これは主として、未払金 

２億89百万円及び支払手形２億11百万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１百万円減少し、51億４百万円となりました。これは株主資本において、 

四半期純損失１百万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３四半期会計期間における現金及び現金同等物の残高は、前事業年度末に比較して４億25百万円増加し、５  

億51百万円となりました。各キャッシュ・フローの状況は次のとおりであります。 

 営業活動によるキャッシュ・フローは、４億34百万円の収入となりました。これは主として、売上債権の減少３ 

億57百万円及び未払人件費の増加３億11百万円がありましたが、仕入債務の減少額が２億13百万円であったこと等 

によります。 

 投資活動によるキャッシュ・フローは、38百万円の収入となりました。これは主として、固定資産の取得による 

支出が45百万円及び非連結子会社の減資による収入が83百万円であったこと等によります。  

  財務活動によるキャッシュ・フローは、47百万円の支出となりました。これは主として、短期借入金の純減額が 

38百万円であったこと等によります。 

  

 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 

発表いたしました通期の業績予想に変更はありません。   

  

  

（簡便な会計処理） 

 ①たな卸資産の評価方法 

  当第３四半期会計期間末の棚卸高の算出に関しましては、実地たな卸を省略し、前事業年度末の実地たな 

 卸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、たな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たな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。 

  

 ②固定資産の減価償却費の算定方法 

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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  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出する方法 

 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３四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たな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たな卸資産につきましては、従来、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、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）を適用し、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３四半期累計期間の営業損失、経常利益及び税引前四半期純利益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日以降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、第１四半期会計期間より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３四半期累計期間の営業損失、経常利益及び税引前四半期純利益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 

     機械及び装置の耐用年数につきましては、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３四半期累計期間の営業損失、経常利益及び税引前四半期純利益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３四半期会計期間末 
(平成21年９月30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 551,427 126,219

売掛金 1,062,602 1,419,727

商品 458,674 437,222

製品 537,036 535,171

原材料 712,112 729,829

仕掛品 246,392 193,261

貯蔵品 84,501 99,911

前払費用 395,146 379,017

未収入金 338,432 577,046

その他 1,374 4,468

貸倒引当金 △11,699 △11,233

流動資産合計 4,376,001 4,490,642

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 1,536,351 1,654,664

機械及び装置（純額） 621,024 750,506

車両運搬具（純額） 4,034 5,655

工具、器具及び備品（純額） 211,857 286,095

土地 961,838 961,838

リース資産（純額） 56,237 －

有形固定資産合計 3,391,343 3,658,760

無形固定資産   

ソフトウエア 33,949 40,045

無形固定資産合計 33,949 40,045

投資その他の資産   

関係会社株式 10,000 100,000

敷金及び保証金 232,383 233,184

前払年金費用 599,816 751,037

投資その他の資産合計 842,200 1,084,221

固定資産合計 4,267,493 4,783,026

資産合計 8,643,495 9,273,669
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（単位：千円）

当第３四半期会計期間末 
(平成21年９月30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 461,024 672,779

買掛金 549,398 550,714

短期借入金 － 38,474

リース債務 12,343 －

未払金 843,488 1,133,239

未払消費税等 49,714 121,510

未払費用 924,535 1,074,002

未払法人税等 10,113 19,596

預り金 70,274 177,359

賞与引当金 251,343 －

返品調整引当金 19,112 28,550

その他 3,900 5,149

流動負債合計 3,195,249 3,821,376

固定負債   

リース債務 44,082 －

長期退職給付未払金 267,539 309,081

長期役員退職慰労未払金 32,516 －

役員退職慰労引当金 － 37,258

固定負債合計 344,138 346,339

負債合計 3,539,387 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 1,964,763 1,966,608

株主資本合計 5,104,107 5,105,953

純資産合計 5,104,107 5,105,953

負債純資産合計 8,643,495 9,273,669
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（２）四半期損益計算書 
（第３四半期累計期間） 

（単位：千円）

当第３四半期累計期間 
(自 平成21年１月１日 
 至 平成21年９月30日) 

売上高 14,719,776

売上原価 4,918,213

売上総利益 9,801,563

販売費及び一般管理費 9,847,788

営業損失（△） △46,224

営業外収益  

受取配当金 52,800

その他 2,380

営業外収益合計 55,180

営業外費用  

支払利息 1,035

為替差損 1,380

その他 1

営業外費用合計 2,416

経常利益 6,539

特別損失  

固定資産除却損 2,790

特別損失合計 2,790

税引前四半期純利益 3,748

法人税、住民税及び事業税 5,513

法人税等調整額 －

法人税等合計 5,513

四半期純損失（△） △1,764
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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３四半期累計期間 
(自 平成21年１月１日 
 至 平成21年９月30日) 

営業活動によるキャッシュ・フロー  

税引前四半期純利益 3,748

減価償却費 396,797

貸倒引当金の増減額（△は減少） 466

前払年金費用の減少額 151,220

受取配当金 △52,800

支払利息 1,035

有形固定資産除却損 2,790

売上債権の増減額（△は増加） 357,125

たな卸資産の増減額（△は増加） △43,321

仕入債務の増減額（△は減少） △213,071

未払人件費の増減額（△は減少） 311,955

退職給付未払金の増減額（△は減少） △46,890

未払消費税等の増減額（△は減少） △71,795

その他 △398,132

小計 399,127

配当金の受取額 42,240

利息の支払額 △1,035

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 434,262

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 △40,914

無形固定資産の取得による支出 △4,988

非連結子会社の減資による収入 83,760

その他 799

投資活動によるキャッシュ・フロー 38,657

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） △38,474

自己株式の取得による支出 △80

リース債務の返済による支出 △6,535

配当金の支払額 △2,622

財務活動によるキャッシュ・フロー △47,711

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 425,208

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 551,427
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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」 

前年同四半期に係る財務諸表等 

（１）（要約）四半期損益計算書 

前第３四半期累計期間（平成20年1月1日～9月30日） 

  

科目 

前年同四半期 
（平成20年12月期 
第３四半期） 

金額（千円） 

Ⅰ 売上高  16,485,082

Ⅱ 売上原価  5,203,645

売上総利益  11,281,437

Ⅲ 販売費及び一般管理費  11,109,142

営業利益  172,294

Ⅳ 営業外収益  17,624

Ⅴ 営業外費用  44

経常利益  189,874

Ⅵ 特別損失  12,733

税引前四半期純利益  177,141

法人税、住民税及び事業税  139,661

法人税等調整額  － 

法人税等合計  139,661

四半期純利益  37,479
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前第３四半期累計期間（平成20年1月1日～9月30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   

 税引前四半期純利益  177,141

 減価償却費    433,215

 貸倒引当金の減少額  △944

 前払年金費用の減少額    55,880

 役員退職慰労引当金の増加額  1,774

 有形固定資産除却損    12,733

 支払利息       43

 売上債権の減少額  497,896

 たな卸資産の増加額   △511,361

 その他の流動資産の減少額   423,437

 仕入債務の減少額  △358,561

 未払人件費の増加額  107,326

 退職給付未払金の減少額  △63,572

 未払消費税等の減少額   △20,801

 その他の流動負債の減少額  △958,631

小計  △204,425

 利息の支払額  △43

 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  △210,538

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  △291,514

 その他の固定資産の取得による支出  △2,931

投資活動によるキャッシュ・フロー  △294,445

Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー   

 短期借入金の増加額  24,862

 自己株式の取得による支出  △77

 配当金の支払額  △409,222

財務活動によるキャッシュ・フロー  △384,437

Ⅳ 現金及び現金同等物の増減額  △889,420

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  54,684
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