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1.  平成22年3月期第2四半期の連結業績（平成21年4月1日～平成21年9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2四半期 5,168 101.3 51 29.4 56 35.3 △185 ―

21年3月期第2四半期 5,101 ― 175 ― 159 ― 41 ―

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2四半期 △47.26 ―

21年3月期第2四半期 10.56 ―

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2四半期 12,387 4,916 39.4 1,240.01

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2四半期  4,878百万円 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

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

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 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2四半期 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2四半期 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2四半期 3,934,000株 21年3月期第2四半期 3,934,000株

 



   当第２四半期連結累計期間の当社グループ連結売上高は、5,168,950千円（前年同期比101.3％）となりました。 

  本年度は、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、百貨店売上が減少しましたが、主

力商品スクワランを前面に販促活動を強化、売上の大半を占める通販が堅調に推移、前年を上回る売上を達成しま

した。 

       商品別には、基礎化粧品は3,287,955千円（前年同期比99.3％）と微減でしたが、メイクアップ化粧品が681,376

千円（前年同期比107.5%）、トイレタリーが240,002千円（前年同期比111.4%）と順調に売上を伸ばし、栄養補助食

品・雑貨等が、「カリカリクッキー」などのダイエット商品とビタミンＣ商品の堅調で872,587千円（前年同期比

103.1％）と増加しました。 

       販売ルート別には、主力の通販で見込み客や新規客の獲得が順調に推移して、3,646,326千円（前年同期比

101.9%）、その他卸売が、香港・中国を中心とした輸出が好調で427,869千円（前年同期比109.5%）、直営店は販促

活動の強化により434,355千円（前年同期比106.7%）と前年を上回り、消費の低迷の百貨店向卸売は579,249千円

（前年同期比89.5%）と減少しました。 

       売上原価は、工場増設などに伴う減価償却費負担が軽減し、1,047,589千円（前年同期比93.7%）と低下しまし

た。 

      販売費及び一般管理費は、新規客や見込み客獲得のため広告販促活動を積極的に展開し、広告販促費が1,286,529

千円（前年同期比123.5%）と増加、その他販売費及び一般管理費を2,783,083千円（前年同期比100.6％）はほぼ前

年並みで、合計4,069,613千円（前年同期比106.9%）となりました。  

   これらの結果、営業利益51,748千円（前年同期比29.4％）、経常利益は56,378千円（前年同期比35.3％）、四半

期純損失は185,916千円となりました。  

品目別実績                                       （単位：千円） 

  （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） 

  （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。     

  

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

区分  
平成20年９月期 平成21年９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  3,311,135

 ％ 

 64.9

  

 3,287,955

 ％ 

 63.6

 

 △23,179

％ 

 △0.7

メイクアップ化粧品  634,051  12.4  681,376  13.2  47,325  7.5

トイレタリー  215,420  4.2  240,002  4.6  24,582  11.4

その他（注）１  18,003  0.4  5,878  0.1  △12,125  △67.3

小計  4,178,610  81.9  4,215,213  81.5  36,602  0.9

栄養補助食品・雑貨等  846,130  16.6  872,587  16.9  26,457  3.1

化粧品・栄養補助食品等 小計  5,024,741  98.5  5,087,800  98.4  63,059  1.3

その他（注）２  76,781  1.5  81,149  1.6  4,368  5.7

合計  5,101,522  100.0  5,168,950  100.0  67,427  1.3

区分 
平成20年９月期 平成21年９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 

  

 3,579,337

％ 

 71.2

 

 3,646,326

％ 

 71.7

 

 66,988

％ 

 1.9

百貨店向卸売  647,548  12.9  579,249  11.4  △68,299  △10.5

その他卸売  390,927  7.8  427,869  8.4  36,942  9.5

直営店  406,927  8.1  434,355  8.5  27,427  6.7

合計  5,024,741  100.0  5,087,800  100.0  63,059  1.3

 



  当第２四半期連結会計期間末における総資産は、有形固定資産の取得の増加と子会社株式の取得によるのれんの

増加があったため12,387,872千円、前連結会計年度末と比較して962,436千円の増加、負債合計は借入金の増加等に

より7,471,187千円、前連結会計年度末と比較して1,317,363千円の増加となりました。純資産は四半期純損失等に

より4,916,685千円となり、前連結会計年度末と比較して354,926千円減少しました。 

 （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、358,352千円、税金等調整前四半期純損失145,752千円と法人税等の支払額

375,356千円等によるもので、前年同期に比べ730,325千円減少しました。 

 （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、1,205,719千円、主に、研究開発用地の購入等による有形固定資産の取得による

支出801,398千円、子会社株式の取得による支出356,909千円等によるものです。前年同期に比べ991,772千円増加し

ました。 

 （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、1,496,824千円、有形固定資産の購入と子会社株式の取得のための短期借入金の

純増加1,330,000千円と長期借入金の純増加246,160千円等によるものです。前年同期に比べ1,677,311千円増加しま

した。 

  

  平成22年度３月期の業績予想につきましては、下記事由により平成21年５月11日に公表いたしました業績予想を

据え置きました。 

   売上面では、 

   （１）新素材・酵素熟成ハトムギを活用した新製品を発売したこと 

   （２）アンチエイジング商品の発売を予定していること 

   （３）主力の通販で新規客及び見込み客が順調に伸びていること 

    （４）「カリカリクッキー」関連商品などを一般流通チャネルでも売出すこと 

  利益面では、 

     （１）売上原価の低下が見込めること 

   （２）広告掲載などの価格水準が低下しており、広告販促活動の効率化が図れること 

  

 該当事項はありません。  

  

①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。 

②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２四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に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。  

  

 該当事項はありません。 

  

２．連結財政状態に関する定性的情報

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２四半期連結会計期間末 
(平成21年９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 3,405,488 3,459,450 

受取手形及び売掛金 879,062 1,056,168 

商品及び製品 856,059 791,924 

仕掛品 101,729 43,506 

原材料及び貯蔵品 571,263 513,077 

繰延税金資産 228,280 175,604 

その他 167,939 135,149 

貸倒引当金 △29,340 △22,617 

流動資産合計 6,180,482 6,152,264 

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 3,296,431 3,157,987 

減価償却累計額 △1,135,615 △1,072,985 

建物及び構築物（純額） 2,160,815 2,085,002 

機械装置及び運搬具 944,352 924,687 

減価償却累計額 △655,175 △608,292 

機械装置及び運搬具（純額） 289,176 316,395 

工具、器具及び備品 592,540 583,641 

減価償却累計額 △444,219 △433,771 

工具、器具及び備品（純額） 148,321 149,870 

土地 2,496,497 1,877,725 

建設仮勘定 4,349 47,307 

有形固定資産合計 5,099,160 4,476,300 

無形固定資産   

のれん 321,676 48,511 

その他 95,925 111,644 

無形固定資産合計 417,601 160,155 

投資その他の資産   

繰延税金資産 163,755 157,630 

その他 541,922 494,134 

貸倒引当金 △15,050 △15,050 

投資その他の資産合計 690,627 636,715 

固定資産合計 6,207,389 5,273,171 

資産合計 12,387,872 11,425,435 

 



（単位：千円）

当第２四半期連結会計期間末 
(平成21年９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 406,317 284,874 

短期借入金 3,593,354 2,263,354 

1年内返済予定の長期借入金 578,732 515,384 

未払金 498,941 546,308 

未払法人税等 119,643 350,387 

賞与引当金 90,037 83,154 

ポイント引当金 98,974 133,871 

その他 114,534 149,735 

流動負債合計 5,500,534 4,327,070 

固定負債   

長期借入金 1,756,463 1,573,651 

退職給付引当金 73,854 69,706 

役員退職慰労引当金 116,625 158,529 

その他 23,710 24,866 

固定負債合計 1,970,652 1,826,753 

負債合計 7,471,187 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 3,362,106 3,626,703 

自己株式 △400 △400 

株主資本合計 4,870,726 5,135,323 

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △2,214 △2,055 

為替換算調整勘定 9,692 11,819 

評価・換算差額等合計 7,477 9,764 

少数株主持分 38,481 126,524 

純資産合計 4,916,685 5,271,611 

負債純資産合計 12,387,872 11,425,435 

 



（２）四半期連結損益計算書 
（第２四半期連結累計期間） 

（単位：千円）

前第２四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 

 至 平成20年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年９月30日) 

売上高 5,101,522 5,168,950 

売上原価 1,118,148 1,047,589 

売上総利益 3,983,374 4,121,361 

販売費及び一般管理費 3,807,402 4,069,613 

営業利益 175,971 51,748 

営業外収益   

受取利息 2,061 809 

受取配当金 217 198 

受取賃貸料 22,361 20,768 

保険解約返戻金 － 26,908 

その他 6,857 8,140 

営業外収益合計 31,498 56,825 

営業外費用   

支払利息 33,763 40,359 

その他 14,195 11,836 

営業外費用合計 47,959 52,195 

経常利益 159,510 56,378 

特別利益   

貸倒引当金戻入額 1,278 － 

固定資産売却益 233 9,713 

債務免除益 2,944 － 

特別利益合計 4,456 9,713 

特別損失   

固定資産除却損 1,343 10,373 

たな卸資産廃棄損 5,984 3,737 

リース解約損 10,633 6,387 

役員退職慰労金 － 180,000 

その他 9,128 11,346 

特別損失合計 27,089 211,844 

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（△）

136,878 △145,752 

法人税、住民税及び事業税 86,746 132,947 

法人税等調整額 △564 △51,029 

法人税等合計 86,181 81,918 

少数株主利益又は少数株主損失（△） 9,141 △41,754 

四半期純利益又は四半期純損失（△） 41,555 △185,916 

 



（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

（単位：千円）

前第２四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 

 至 平成20年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成21年４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（△）

136,878 △145,752 

減価償却費 233,800 217,306 

引当金の増減額（△は減少） 15,254 △11,327 

受取利息及び受取配当金 △2,278 △1,007 

支払利息 33,763 40,359 

固定資産売却損益（△は益） △233 △9,713 

固定資産除却損 1,343 10,373 

保険解約損益（△は益） － △26,908 

役員退職慰労金 － 180,000 

売上債権の増減額（△は増加） 300,779 179,346 

たな卸資産の増減額（△は増加） △331,970 △180,142 

仕入債務の増減額（△は減少） 165,238 121,516 

未払債務の増減額（△は減少） △105,827 △33,462 

未払又は未収消費税等の増減額 28,156 △43,609 

その他 △16,577 △10,133 

小計 458,328 286,843 

利息及び配当金の受取額 2,273 978 

役員退職慰労金の支払額 － △227,720 

利息の支払額 △34,099 △43,097 

法人税等の支払額 △89,403 △375,356 

法人税等の還付額 34,874 － 

営業活動によるキャッシュ・フロー 371,972 △358,352 

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） 7,464 △12,600 

子会社株式の取得による支出 △100 △356,909 

有形固定資産の取得による支出 △211,679 △801,398 

有形固定資産の売却による収入 － 10,458 

無形固定資産の取得による支出 △4,937 △5,438 

長期前払費用の取得による支出 △3,915 △2,316 

差入保証金の差入による支出 △207 △40,006 

差入保証金の回収による収入 880 3,620 

その他 △1,451 △1,128 

投資活動によるキャッシュ・フロー △213,946 △1,205,719 

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） 259,785 1,330,000 

長期借入れによる収入 － 645,000 

長期借入金の返済による支出 △360,083 △398,840 

割賦債務の返済による支出 △2,120 △1,262 

配当金の支払額 △78,067 △78,073 

財務活動によるキャッシュ・フロー △180,486 1,496,824 

現金及び現金同等物に係る換算差額 1,261 641 

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △21,198 △66,605 

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 2,400,960 3,322,494 

 



 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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