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1.  平成22年7月期第1四半期の連結業績（平成21年8月1日～平成21年10月31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7月期第1四半期 6,473 136.5 1,932 873.8 1,929 931.1 1,070 937.3
21年7月期第1四半期 4,741 ― 221 ― 207 ― 114 ―

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7月期第1四半期 3,956.69 3,952.76
21年7月期第1四半期 419.36 417.47

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7月期第1四半期 15,142 12,106 79.9 44,749.33
21年7月期 15,252 11,779 77.2 43,540.94

（参考） 自己資本   22年7月期第1四半期  12,106百万円 21年7月期  11,779百万円

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7月期 ― ― ― 2,700.00 2,700.00
22年7月期 ―

22年7月期 
（予想）

― ― 2,800.00 2,800.00

3.  平成22年7月期の連結業績予想（平成21年8月1日～平成22年7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

14,400 19.6 2,600 7.2 2,600 8.6 1,470 16.2 5,433.68

通期 30,200 16.6 6,000 11.0 6,000 11.3 3,400 11.6 12,567.69
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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,その他をご覧下さい。 

(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 

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。なお、業績予想に関する事項は、4ページの【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下さい。 

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7月期第1四半期 280,356株 21年7月期  280,348株

② 期末自己株式数 22年7月期第1四半期  9,813株 21年7月期  9,813株

③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 22年7月期第1四半期 270,537株 21年7月期第1四半期 272,318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、諸外国における景気対策効果や在庫調整に伴う輸出や生産の回

復など、一部に景気持ち直しの兆しが見られたものの、企業収益の悪化に伴う設備投資の減少や雇用情勢の一層の悪

化など引き続き厳しい状況下にあり、依然として先行き不透明感を払拭できない状況でありました。 

 このような環境の中、当社グループは、前期に発売をした商品を中心に、既存商品の販売を強化すると同時に既存

顧客に向けた施策を展開し、売上高の伸長を図ってまいりました。 

 販路別に見ますと、通信販売は、既存顧客のリピート購買促進の施策が功を奏し、前期から引き続き好調を維持し

ております。プロモーション施策においては、これまでのテレビＣＭを通したサンプル訴求型と、テレビインフォマ

ーシャルを用いた直接的な商品購買訴求型のプロモーションを組み合わせることにより、売上高の伸長とともに効率

性の向上を図っております。また、ポイント増加キャンペーンなど次回の購買に結びつける施策を展開し、更なる売

上高の伸長を図り、その結果、前年同期比で41.3％増加いたしました。 

 対面型店舗販売においては、百貨店に６カウンターを増設するなど、比較的堅調に推移いたしました。お客様カル

テを強化して再来店を促す施策により、既存顧客のリピートが増加いたしました。また、９月以降は新規顧客も徐々

に増えはじめており、ＧＭＳの集客も好調に推移したことから、今後に期待の持てる結果となりました。こうしたこ

とから売上高は前年同期比で20.9％増加しております。 

 卸売販売においては、ドラッグストアやＧＭＳセルフ店舗への来店を促進する店頭プロモーションを強化すること

で既存商品、新商品ともに堅調に推移いたしました。また、テレビショッピングチャネル販路や専門店販路も引き続

き好調に推移し、卸販路全体で、順調に売上高を伸長させることができ、前年同期比で42.8％増加しております。 

 海外においては、進出地域における経済環境が非常に悪い状況で、販売状況は厳しいものの、台湾におけるＴＶシ

ョッピング販路の開始やインターネット通販の強化など、アジアを中心に販売力の回復を図っております。しかしな

がら、百貨店を中心とした販路や北米地域は売上高を伸長させるには至らず、前年同期比で8.9％減少しておりま

す。 

 利益面では、売上高が好調に推移したことに加え、広告宣伝媒体の選別を徹底したことから、前年同期と比較して

広告宣伝費が254百万円減少したことを主因とし、大幅な増益を達成しております。  

 以上によりまして、売上高6,473百万円（前年同期比136.5％）、営業利益1,932百万円（同873.8％）、経常利益

1,929百万円（同931.1％）、四半期純利益1,070百万円（同937.3％）となりました。 

 事業の種類別セグメントの概況については、以下のとおりです。 

＜化粧品事業＞  

 化粧品事業においては、ドクターシーラボブランドは、主に既存商品の販売強化に努めました。特に化粧品市場に

おけるアンチエイジング需要の高まりを受け、40歳以上のお客様をターゲットとしたアクアコラーゲンゲルエンリッ

チリフトＥＸを中心に施策を展開したことから、当該商品の販売が好調に推移し、売上高の伸長に寄与いたしまし

た。また前期発売をしたスーパーホワイト３７７やＢＢパーフェクトクリームも積極的なプロモーションと相まって

引き続き好調に推移いたしました。ラボラボブランドは、スーパー毛穴クレイパック、スーパー毛穴ゲルマスクを発

売し、商品ラインナップを強化すると同時に、ドラッグストアへ定番商品としての導入とプロモーションを積極的に

行い、売上高の伸長を図りました。ジェノマーブランドでは、ファンデーション商品を発売し、スキンケアにメイク

商品を加え、ブランドの底上げを図りました。ドクターブラントは、新商品を２商品発売いたしました。また、９月

には阪急百貨店うめだ本店に新規出店し、着実に販売店舗を強化しております。 

 以上により、化粧品事業の売上高は、6,215百万円（前年同期比135.2％）となりました。  

＜健康食品事業＞  

 健康食品事業においては、通信販売における定期配送の積極的な告知により、お客様の認知が徐々に高まってお

り、売上高の増加に寄与しております。また、商品のリニューアルにより商品力の強化にも努めております。以上に

よりまして、健康食品事業の売上高は、159百万円（前年同期比132.4％）となりました。 

＜機器類その他事業＞  

 機器類その他事業は、美容機器のセット販売やキャンペーン販売などにより、売上高が伸長いたしました。こうし

たことにより、機器類その他事業の売上高は、98百万円（前年同期比427.3％）となりました。 

＜投資事業＞ 

当第１四半期連結会計期間における投資事業は、現状では売上高を計上するには至っておりません。 

  

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

㈱ドクターシーラボ（4924）平成22年７月期 第1四半期決算短信
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（１）財政状態の変動状況 

（資産） 

 総資産は、前連結会計年度末と比較し、109百万円減少いたしました。これは販売が好調だったことにより商品及

び製品在庫が68百万円減少したこと及びソフトウェアが償却に伴い56百万円減少したことが主因であります。 

（負債） 

 負債合計は、前連結会計年度末と比較し、436百万円減少いたしました。これは法人税等の支払いにより未払法人

税等が564百万円減少したことが主因であります。 

（純資産） 

 純資産合計は、前連結会計年度末と比較し、327百万円増加しました。これは、配当金による剰余金の処分等によ

り730百万円の剰余金減少要因となった一方、営業活動が好調だったことにより四半期純利益を1,070百万円計上した

ことにより、剰余金の増加要因となったことが主因であります。 

（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、法人税等の支払い1,395百万

円や配当金の支払い512百万円があったものの、営業活動が好調であったことから税金等調整前四半期純利益を1,924

百万円計上したこと及び売掛金の回収432百万円等により前連結会計年度末に比べ469百万円増加し、5,800百万円と

なりました。 

 各キャッシュ・フローの状況とそれらの主な要因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） 

 営業活動の結果取得した資金は、1,086百万円（前年同四半期は162百万円の支出）となりました。これは、未払金

の支払いにより206百万円資金が減少した一方、税金等調整前四半期純利益が1,924百万円計上されたことに加え、売

上債権の回収で432百万円、たな卸資産の減少で102百万円資金が増加したことによります。 

（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

 投資活動の結果支出した資金は、93百万円（前年同四半期は56百万円の支出）となりました。これは主に新規出店

等による有形固定資産の取得で45百万円、システム投資等の無形固定資産の取得で49百万円支出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） 

 財務活動の結果支出した資金は、512百万円（前年同四半期は702百万円の支出）となりました。これは主に配当金

の支払512百万円によるものであります。 

  

  

 当第１四半期連結会計期間における業績は概ね計画通りに推移しており、現時点においては、平成21年９月11日付

「平成21年７月期決算短信」にて発表の第２四半期連結累計期間業績予想及び通期業績予想に変更はありません。  

該当事項はありません。  

  

  

①税金費用の計算 

 税金費用については、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

適用後の実行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。  

  

  

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

㈱ドクターシーラボ（4924）平成22年７月期 第1四半期決算短信
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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10月31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７月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 5,800,429 5,330,500

売掛金 3,220,478 3,634,243

有価証券 290,648 290,561

製品 － 1,446,908

商品 － 58,558

商品及び製品 1,436,588 －

原材料及び貯蔵品 728,529 768,044

その他 446,452 457,443

貸倒引当金 △56,186 △56,282

流動資産合計 11,866,941 11,929,978

固定資産   

有形固定資産   

建物 198,871 200,319

減価償却累計額 △98,428 △94,385

建物（純額） 100,442 105,934

工具、器具及び備品 936,439 899,342

減価償却累計額 △625,128 △603,593

工具、器具及び備品（純額） 311,310 295,749

有形固定資産合計 411,753 401,683

無形固定資産   

ソフトウエア 794,243 850,865

その他 40,239 32,371

無形固定資産合計 834,483 883,237

投資その他の資産   

投資不動産 1,653,289 1,653,289

減価償却累計額 △77,403 △75,123

投資不動産（純額） 1,575,885 1,578,166

その他 453,826 459,414

投資その他の資産合計 2,029,712 2,037,580

固定資産合計 3,275,948 3,322,501

資産合計 15,142,890 15,252,480

㈱ドクターシーラボ（4924）平成22年７月期 第1四半期決算短信
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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10月31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７月31日) 

負債の部   

流動負債   

買掛金 545,313 524,117

未払金 910,216 1,125,518

未払法人税等 884,701 1,449,332

賞与引当金 139,774 55,909

ポイント引当金 57,200 43,564

その他 451,737 229,899

流動負債合計 2,988,943 3,428,342

固定負債   

退職給付引当金 39,234 37,493

その他 8,094 7,296

固定負債合計 47,329 44,789

負債合計 3,036,272 3,473,131

純資産の部   

株主資本   

資本金 1,162,585 1,162,198

資本剰余金 1,639,985 1,639,598

利益剰余金 11,049,984 10,709,996

自己株式 △1,669,873 △1,669,873

株主資本合計 12,182,682 11,841,920

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 4,593 3,127

為替換算調整勘定 △80,657 △65,699

評価・換算差額等合計 △76,064 △62,571

純資産合計 12,106,617 11,779,348

負債純資産合計 15,142,890 15,252,480

㈱ドクターシーラボ（4924）平成22年７月期 第1四半期決算短信
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（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８月１日 
 至 平成20年10月31日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成21年８月１日 
 至 平成21年10月31日) 

売上高 4,741,486 6,473,411

売上原価 924,414 1,144,435

売上総利益 3,817,072 5,328,976

販売費及び一般管理費 3,595,894 3,396,434

営業利益 221,177 1,932,541

営業外収益   

受取利息 5,103 326

受取配当金 － 803

受取手数料 3,908 3,950

その他 1,265 1,101

営業外収益合計 10,277 6,182

営業外費用   

為替差損 20,619 7,183

減価償却費 2,623 2,280

その他 997 －

営業外費用合計 24,241 9,464

経常利益 207,213 1,929,259

特別損失   

固定資産除却損 4,162 4,516

特別損失合計 4,162 4,516

税金等調整前四半期純利益 203,050 1,924,743

法人税等 88,851 854,311

四半期純利益 114,199 1,070,432
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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８月１日 
 至 平成20年10月31日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成21年８月１日 
 至 平成21年10月31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 203,050 1,924,743

減価償却費 127,197 123,927

長期前払費用償却額 5,572 4,300

貸倒引当金の増減額（△は減少） △23,295 1,560

賞与引当金の増減額（△は減少） 79,549 83,864

ポイント引当金の増減額（△は減少） △150,132 13,635

退職給付引当金の増減額（△は減少） 2,714 1,741

受取利息及び受取配当金 △5,103 △1,130

支払利息 625 －

固定資産除却損 4,162 4,516

売上債権の増減額（△は増加） 494,066 432,962

たな卸資産の増減額（△は増加） △35,482 102,016

仕入債務の増減額（△は減少） △72,926 25,666

未払金の増減額（△は減少） 203,072 △206,162

未払消費税等の増減額（△は減少） △79,478 △1,158

預り金の増減額（△は減少） 81,702 83,442

その他 10,417 △112,715

小計 845,714 2,481,210

利息及び配当金の受取額 5,103 1,043

法人税等の支払額 △1,012,833 △1,395,749

営業活動によるキャッシュ・フロー △162,016 1,086,504

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 △37,243 △45,055

有形固定資産の売却による収入 510 －

無形固定資産の取得による支出 △41,615 △49,005

差入保証金の差入による支出 △3,705 △39

差入保証金の回収による収入 25,751 320

投資活動によるキャッシュ・フロー △56,302 △93,780

財務活動によるキャッシュ・フロー   

長期借入金の返済による支出 △56,000 －

株式の発行による収入 6,200 774

配当金の支払額 △653,049 △512,786

財務活動によるキャッシュ・フロー △702,849 △512,012

現金及び現金同等物に係る換算差額 △10,789 △10,782

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △931,957 469,928

現金及び現金同等物の期首残高 4,645,168 5,330,500

連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 △13,915 －

現金及び現金同等物の四半期末残高 3,699,295 5,800,429
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 該当事項はありません。 

  

 当連結グループは、化粧品事業、健康食品事業、機器類その他事業、投資事業を行っておりますが、化粧品事

業の売上高及び営業利益は、全セグメントの売上高の合計及び営業利益の合計額に占める割合がいずれも90％超

であるため、事業の種類別セグメント情報の記載を省略しております。  

  

  

 当連結グループにおける所在地セグメントは、「国内」「アジア地域」「北米地域」に区分しておりますが、

本邦売上高の全セグメントの売上高の合計に占める割合が90％超であるため、所在地別セグメント情報の記載を

省略しております。  

  

   

 海外売上高は、連結売上高の10％未満のため、海外売上高の記載を省略しております。  

  

   

 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
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