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1.  平成22年3月期第3四半期の連結業績（平成21年4月1日～平成21年12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3月期第3四半期 130,696 △3.5 8,637 △11.5 8,905 △6.5 3,164 △9.9
21年3月期第3四半期 135,448 ― 9,764 ― 9,527 ― 3,511 ―

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3四半期 54.52 ―
21年3月期第3四半期 60.34 ―

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3四半期 166,803 105,729 59.6 1,712.86
21年3月期 166,920 104,468 59.1 1,699.92

（参考） 自己資本   22年3月期第3四半期  99,427百万円 21年3月期  98,676百万円

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 40.00
22年3月期 ― 20.00 ―
22年3月期 

（予想）
20.00 40.00

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 176,000 △1.2 10,000 △18.7 9,700 △19.3 3,500 △26.2 60.30
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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、当社が発表日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、実際の業績等は経済情勢の変動等に伴うリスクや様々な不確定要因により大きく異なる可能性があります。業績予想に関する事項は、【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。 

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3四半期 60,592,541株 21年3月期  60,592,541株
② 期末自己株式数 22年3月期第3四半期  2,545,050株 21年3月期  2,544,823株
③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 22年3月期第3四半期 58,047,582株 21年3月期第3四半期 58,192,389株
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 平成21年10月30日に発表した連結業績予想は変更ありません。 

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

第３四半期連結累計期間（平成21年４月１日から平成21年12月31日まで） 

  

  

 当第３四半期連結累計期間（平成21年４月１日から平成21年12月31日まで）における当社グループの業績につきま

しては、コスメタリー事業は伸長したものの、化粧品事業とその他の事業が前年を下回ったため、売上高は130,696

百万円（前年同期比3.5％減）となりました。なお、為替の影響を除くと前年同期比2.2％減となります。 

 利益につきましては、効率的な経費使用に努めたものの、売上高が減少した影響で、営業利益は8,637百万円（同

11.5％減）、経常利益は8,905百万円（同6.5％減）となりました。また、物流業務のアウトソーシング化に伴う固定

資産の減損損失を計上したこともあり、四半期純利益は3,164百万円（同9.9％減）となりました。 

  

 化粧品事業につきましては、国内では、化粧品専門店や百貨店で扱う高級品の育成に努めたほか、新ブランドの導

入やプロモーションなど、効果的な販売施策を実施しました。しかしながら、個人消費の長引く低迷など市場環境の

影響もあり、全体として厳しい結果となりました。海外においては、店舗数の拡大や新たなブランドの導入等により

好調に推移した一方で、為替相場が前年同期と比べ円高水準で推移したことにより、円換算ベースでの売上高は目減

りしました。これらの結果、当事業の売上高は95,478百万円（同4.9％減）、営業利益は10,363百万円（同7.4％減）

となりました。 

 コスメタリー事業につきましては、前年のプロモーションの反動等があったものの、新製品の投入などブランドの

活性化に加え、積極的な広告宣伝・販売促進活動を実施しました。その結果、当事業の売上高は34,143百万円（同

1.4％増）、営業利益は243百万円（同52.8％減）となりました。 

 その他の事業につきましては、相手先ブランド製品に関する受注生産の受託高減少等の結果、売上高は1,074百万

円（同24.0％減）、営業利益は246百万円（同4.7％減）となりました。 

  

事業区分 

前第３四半期 累計 当第３四半期 累計 前年同期比較

金額 
（百万円） 

構成比
（％） 

金額
（百万円） 

構成比
（％） 

増減額 
（百万円） 

増減率
（％） 

化粧品  100,351  74.1 95,478  73.1  △4,872  △4.9

コスメタリー  33,683  24.9  34,143  26.1  459  1.4

その他  1,413  1.0  1,074  0.8  △338  △24.0

売上高計  135,448  100.0  130,696  100.0  △4,752  △3.5

区分 

前第３四半期 累計 当第３四半期 累計 前年同期比較

金額 
（百万円） 

売上比
（％） 

金額
（百万円） 

売上比
（％） 

増減額 
（百万円） 

増減率
（％） 

営業利益  9,764  7.2  8,637  6.6  △1,126  △11.5

経常利益  9,527  7.0  8,905  6.8  △622  △6.5

四半期純利益  3,511  2.6  3,164  2.4  △346  △9.9

２．連結財政状態に関する定性的情報

 資産は、前連結会計年度末に比べ117百万円の減少となりました。現金及び預金の増加1,922百万円、受取手形及び

売掛金の増加183百万円、有価証券の減少3,345百万円、商品及び製品の増加717百万円、仕掛品の増加236百万円、原

材料及び貯蔵品の増加1,668百万円等によるものであります。 

 負債は、前連結会計年度末に比べ1,377百万円の減少となりました。支払手形及び買掛金の増加1,272百万円、未払

法人税等の減少878百万円、未払費用の減少3,115百万円、退職給付引当金の減少970百万円等によるものでありま

す。 

 なお、有利子負債残高は4,517百万円、デット・エクイティ・レシオは0.05倍となりました。 

  

３．連結業績予想に関する定性的情報
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 該当事項はありません。 

  

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棚卸資産の評価方法  

  当第３四半期連結会計期間末の棚卸高の算出に関しては、実地棚卸を省略し、第２四半期連結会計期間末の

実地棚卸高を基礎として合理的な方法により算定する方法によっております。 

  また、営業循環過程から外れた滞留又は処分見込等の棚卸資産で第２四半期連結会計期間末において帳簿価

額を処分見込価額まで切り下げているものについては、第２四半期連結会計期間末以降に著しい変化がないと

認められる限り、第２四半期連結会計期間末における四半期連結貸借対照表価額で計上する方法によっており

ます。 

②法人税等並びに繰延税金資産及び繰延税金負債の算定方法 

  法人税等の納付税額の算定に関しては、親会社及び一部の連結子会社において、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おります。 

  また、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ものについては、前連結会計年度において使用した将来の業績

予測やタックス・プランニングを利用する方法によっております。 

（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
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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：百万円）

当第３四半期連結会計期間末
(平成21年12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３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 23,709 21,787

受取手形及び売掛金 24,227 24,044

有価証券 23,189 26,534

商品及び製品 12,267 11,549

仕掛品 1,499 1,262

原材料及び貯蔵品 10,702 9,034

繰延税金資産 3,422 4,637

その他 2,752 2,194

貸倒引当金 △281 △283

流動資産合計 101,488 100,760

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 31,173 31,367

減価償却累計額 △18,237 △17,461

建物及び構築物（純額） 12,936 13,905

機械装置及び運搬具 13,325 13,550

減価償却累計額 △11,415 △11,463

機械装置及び運搬具（純額） 1,910 2,087

工具、器具及び備品 27,636 26,344

減価償却累計額 △22,396 △21,057

工具、器具及び備品（純額） 5,240 5,286

土地 17,328 17,701

リース資産 244 114

減価償却累計額 △41 △13

リース資産（純額） 203 100

建設仮勘定 271 214

有形固定資産合計 37,889 39,296

無形固定資産   

ソフトウエア 1,835 1,924

その他 2,085 1,081

無形固定資産合計 3,921 3,005

投資その他の資産   

投資有価証券 7,511 7,958

繰延税金資産 12,624 12,610

その他 3,652 3,615

貸倒引当金 △283 △326

投資その他の資産合計 23,504 23,858

固定資産合計 65,315 66,159

資産合計 166,803 166,920
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（単位：百万円）

当第３四半期連結会計期間末
(平成21年12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３月31日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 15,459 14,187

短期借入金 4,301 4,485

リース債務 56 28

未払金 6,601 6,062

未払費用 4,217 7,332

未払法人税等 1,099 1,978

未払消費税等 805 327

返品調整引当金 2,117 2,116

その他 1,963 681

流動負債合計 36,621 37,199

固定負債   

リース債務 160 79

退職給付引当金 20,308 21,279

役員退職慰労引当金 3,959 3,845

その他 24 48

固定負債合計 24,452 25,252

負債合計 61,074 62,452

純資産の部   

株主資本   

資本金 4,848 4,848

資本剰余金 6,390 6,390

利益剰余金 95,820 94,977

自己株式 △7,229 △7,228

株主資本合計 99,830 98,988

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △32 145

為替換算調整勘定 △370 △456

評価・換算差額等合計 △403 △311

少数株主持分 6,301 5,791

純資産合計 105,729 104,468

負債純資産合計 166,803 166,920

㈱コーセー（4922）　 平成22年３月期 第３四半期決算短信 

－ 6 －



（２）四半期連結損益計算書 
（第３四半期連結累計期間） 

（単位：百万円）

前第３四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年12月31日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年12月31日) 

売上高 135,448 130,696

売上原価 34,325 33,779

売上総利益 101,123 96,917

販売費及び一般管理費   

広告宣伝費 7,014 6,416

販売促進費 28,977 26,615

運賃及び荷造費 4,020 4,024

給料及び手当 28,887 28,141

退職給付費用 606 1,221

福利厚生費 4,984 －

法定福利費 － 3,740

減価償却費 2,098 2,075

その他 14,769 16,044

販売費及び一般管理費合計 91,358 88,279

営業利益 9,764 8,637

営業外収益   

受取利息 257 210

受取配当金 92 246

雑収入 182 215

営業外収益合計 532 671

営業外費用   

支払利息 50 55

為替差損 701 334

雑損失 17 13

営業外費用合計 769 404

経常利益 9,527 8,905

特別利益   

固定資産売却益 0 0

貸倒引当金戻入額 － 24

投資有価証券売却益 36 282

移転補償金 85 －

特別利益合計 122 307

特別損失   

固定資産処分損 226 143

投資有価証券評価損 206 4

投資有価証券売却損 － 0

貸倒引当金繰入額 － 17

減損損失 － 1,262

その他 7 －

特別損失合計 439 1,427

税金等調整前四半期純利益 9,210 7,785

法人税、住民税及び事業税 3,670 2,707

法人税等調整額 1,184 1,321

法人税等合計 4,855 4,029

少数株主利益 843 590

四半期純利益 3,511 3,164
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（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

（単位：百万円）

前第３四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年12月31日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年12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 9,210 7,785

減価償却費 4,003 4,257

減損損失 － 1,262

貸倒引当金の増減額（△は減少） 106 △16

退職給付引当金の増減額（△は減少） △1,699 △970

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 156 114

その他の引当金の増減額（△は減少） 67 1

固定資産処分損益（△は益） 225 142

移転補償金 △85 －

受取利息及び受取配当金 △349 △456

支払利息 50 55

為替差損益（△は益） 354 273

投資有価証券売却損益（△は益） △36 △282

投資有価証券評価損益（△は益） 206 4

売上債権の増減額（△は増加） △1,246 △126

たな卸資産の増減額（△は増加） △2,640 △2,633

仕入債務の増減額（△は減少） 2,258 1,275

その他の資産の増減額（△は増加） △157 37

その他の負債の増減額（△は減少） △688 △854

小計 9,736 9,867

利息及び配当金の受取額 327 442

利息の支払額 △38 △74

移転補償金の受取額 85 －

法人税等の支払額 △6,413 △3,576

営業活動によるキャッシュ・フロー 3,697 6,659

投資活動によるキャッシュ・フロー   

定期預金の預入による支出 △400 △3,200

定期預金の払戻による収入 300 3,200

有価証券の取得による支出 △18,976 △22,983

有価証券の売却による収入 24,061 20,542

子会社株式の取得による支出 － △114

有形固定資産の取得による支出 △4,471 △3,068

有形固定資産の売却による収入 10 49

無形固定資産の取得による支出 △713 △2,024

無形固定資産の売却による収入 － 0

投資有価証券の取得による支出 △337 △1,217

投資有価証券の売却による収入 4,816 1,415

投資その他の資産の増減額（△は増加） △611 △586

投資活動によるキャッシュ・フロー 3,677 △7,986

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） △317 △200

自己株式の純増減額（△は増加） △2,439 △0

配当金の支払額 △2,341 △2,321

少数株主への配当金の支払額 △72 △65

その他 △6 △28

財務活動によるキャッシュ・フロー △5,178 △2,616

現金及び現金同等物に係る換算差額 △182 △140

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 2,014 △4,084

現金及び現金同等物の期首残高 34,093 39,066

現金及び現金同等物の四半期末残高 36,108 34,981
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 該当事項はありません。 

  

（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）セグメント情報

ａ．事業の種類別セグメント情報

前第３四半期連結累計期間（自 平成20年４月１日 至 平成20年12月31日） 

  

当第３四半期連結累計期間（自 平成21年４月１日 至 平成21年12月31日） 

（注） 事業区分の方法及び各区分に属する主要な製品の名称 

事業区分は、内部組織管理上採用している区分によっております。 

（化粧品事業）    主要製品：コーセー・ボーテ ド コーセー・コスメデコルテ・プレディア・ 

インフィニティ・ジルスチュアート・クリエ・アルビオン・ 

製商品輸出・海外生産品 

（コスメタリー事業） 主要製品：ファシオ・エルシア・サロンスタイル・ソフティモ・ 

スティーブンノル コレクション・リンメル 

（その他の事業）   主要製品：アメニティ製品・不動産賃貸・原材料輸出 

  

  

  

化粧品事業
（百万円） 

コスメタリー
事業 
（百万円） 

その他の事業
（百万円） 

計
（百万円） 

消去又は全社 
（百万円） 

連結
（百万円） 

売上高             

(1）外部顧客に対する売上高 100,351 33,683 1,413  135,448  － 135,448

(2）セグメント間の内部売上高又は振替高 － － 1,742  1,742 (1,742) －

計 100,351 33,683 3,155  137,190 (1,742) 135,448

営業利益 11,197 515 258  11,970 (2,206) 9,764

  

  

化粧品事業
（百万円） 

コスメタリー
事業 
（百万円） 

その他の事業
（百万円） 

計
（百万円） 

消去又は全社 
（百万円） 

連結
（百万円） 

売上高             

(1）外部顧客に対する売上高 95,478 34,143 1,074  130,696  － 130,696

(2）セグメント間の内部売上高又は振替高 － － 1,748  1,748 (1,748) －

計 95,478 34,143 2,822  132,444 (1,748) 130,696

営業利益 10,363 243 246  10,853 (2,215) 8,637

ｂ．所在地別セグメント情報

      前第３四半期連結累計期間（自 平成20年４月１日 至 平成20年12月31日） 

  全セグメントの売上高の合計に占める「日本」の割合が90％を超えているため、所在地別セグメント情報の

 記載を省略しております。 

  

  当第３四半期連結累計期間（自 平成21年４月１日 至 平成21年12月31日） 

  全セグメントの売上高の合計に占める「日本」の割合が90％を超えているため、所在地別セグメント情報の

 記載を省略しております。 

  

ｃ．海外売上高

  前第３四半期連結累計期間（自 平成20年４月１日 至 平成20年12月31日） 

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

  

  当第３四半期連結累計期間（自 平成21年４月１日 至 平成21年12月31日） 

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

  

（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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