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当第１四半期会計期間（平成21年10月１日～平成21年12月31日）におけるわが国経済は、世界金融危機

の影響による景気低迷が続く中、輸出や生産に持ち直しの動きが見られたものの、自律性に乏しく、企業

収益や設備投資の大幅な減少、雇用・所得環境の悪化を背景に個人消費も低迷するなど依然として厳しい

状況にありました。 

このような状況の中、当社は販路を持った総合企画メーカーとして「品質・企画・価格」全ての面で信

頼を勝ち取るため、品質管理体制の強化をはかるとともに、企画部門を集約・再編し商品企画開発力を強

化する体制を構築いたしました。これにより、より一層営業部門と企画部門との一体化による機動性のあ

る営業展開が可能となり、自社企画商品売上の拡大に努めてまいりました。それらの活動に伴い、アイラ

ッシュシリーズのつけまつ毛を筆頭に季節商品等をはじめとして自社企画商品の売上が順調に推移したこ

とで売上総利益率の改善が図られました。 

これらの結果、当第１四半期会計期間の売上高は3,208,630千円、営業利益296,391千円、経常利益

331,493千円、四半期純利益206,966千円となりました。 

  

事業部門別の状況は次のとおりであります。 

  

＜ヘルス＆ビューティー事業＞ 

主要得意先である総合スーパー向け売上は、同業界の低迷を受け厳しい状況で推移するなか、一般（定

番）仕入商品が主流の分野でアイラッシュシリーズのつけまつ毛、ブーツスタンド等の自社企画商品への

変更がスムーズに進み順調に推移いたしました。また、ドラッグストア向け売上についても既存取引先及

び新規取引先との取引深耕を更に図り、自社企画商品が拡大したことで好調に推移した結果、売上高は

1,266,431千円となりました。 

  

＜ファンシー・キャラクター事業＞ 

主要得意先である総合スーパー向け及び地域スーパー向け売上は、厳しい状況で推移するなか、一般

（定番）仕入商品から自社企画商品への積極的な転換を推進したものの、全体としては低調に推移いたし

ました。一方、自社企画商品であるアイラッシュシリーズのつけまつ毛、ネイル、キャラクター雑貨等が

主流であるディスカウントストア向け、バラエティストア向け、ＯＥＭ商品受注先向け等への売上が好調

に推移した結果、売上高は1,577,063千円となりました。 

  

＜その他事業＞ 

ＯＥＭ商品の受注先である100円均一ショップ向け売上が、一括受注方式から自動受注アイテムへ一時

的な商品の絞込みがあったため低調に推移した結果、売上高は、365,135千円となりました。 

  

・定性的情報・財務諸表等

1. 経営成績に関する定性的情報
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（1）資産、負債及び純資産の状況 

①資産 

当第１四半期会計期間末の資産合計は、前事業年度末に比べて266,286千円減少し、9,803,709千円と

なりました。 

流動資産は、前事業年度末に比べて252,079千円減少し、6,230,844千円となりました。これは主に、

受取手形及び売掛金が534,409千円増加し、現金及び預金が838,979千円減少したこと等によるものであ

ります。 

固定資産は、前事業年度末に比べて14,206千円減少し、3,572,865千円となりました。これは主に、

投資有価証券が16,181千円減少したこと等によるものであります。 

②負債 

当第１四半期会計期間末の負債合計は、前事業年度末に比べて244,960千円減少し、5,956,713千円と

なりました。 

流動負債は、前事業年度末に比べて99,190千円減少し、2,884,511千円となりました。これは主に、

支払手形及び買掛金が153,877千円増加し、未払法人税等及び賞与引当金がそれぞれ143,303千円及び

73,370千円減少したこと等によるものであります。 

固定負債は、前事業年度末に比べて145,769千円減少し、3,072,201千円となりました。これは主に、

長期借入金及び役員退職慰労引当金がそれぞれ100,300千円及び34,892千円減少したこと等によるもの

であります。 

③純資産 

当第１四半期会計期間末の純資産合計は、前事業年度末に比べて21,326千円減少し、3,846,996千円

となりました。 

これは主に、利益剰余金が61,233千円減少し、その他有価証券評価差額金が11,103千円増加（マイナ

ス評価差額の増加）し、繰延ヘッジ損益が51,010千円増加したことによるものであります。 

  

（2）キャッシュ・フローの状況 

当第１四半期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、税引前四半期純利

益を331,484千円計上するとともに、仕入債務の増加、売上債権の増加、たな卸資産の増加、法人税等

の支払、長期借入金の返済による支出、配当金の支払があったこと等により前事業年度末に比べて

838,979千円減少し、当第１四半期会計期間末は987,805千円となりました。 

  

当第１四半期会計期間における各キャッシュ・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） 

営業活動の結果使用した資金は406,077千円となりました。これは主に、税引前四半期純利益331,484千

円を計上するとともに、減価償却費21,304千円、仕入債務の増加155,861千円があったこと、売上債権の

増加534,581千円、たな卸資産の増加121,385千円、賞与引当金の減少73,370千円、法人税等の支払額

215,990千円があったこと等によるものであります。 

  

2. 財政状態に関する定性的情報
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（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、35,515千円となりました。これは主に、基幹システム構築のため無形

固定資産の取得による支出24,508千円があったこと等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） 

財務活動の結果使用した資金は、397,386千円となりました。これは主に、長期借入金の返済による支

出131,480千円及び配当金の支払265,906千円によるものであります。 

  

（注）当第１四半期会計期間より四半期財務諸表を作成しているため、前年同四半期会計期間との比較・

分析は行っておりません。 

  

当第１四半期会計期間までの業績につきましては、概ね計画どおりに推移いたしました。平成21年11月

10日に公表いたしました平成21年９月期決算短信の記載22年９月期の業績予想に変更はありません。 

  

該当事項はありません。 

  

該当事項はありません。 

  

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

(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
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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１四半期会計期間末 
(平成21年12月31日) 

前事業年度末に係る 
要約貸借対照表 

(平成21年９月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 2,442,805 3,281,784

受取手形及び売掛金 2,594,330 2,059,920

商品 896,351 797,889

貯蔵品 85,436 62,512

その他 214,551 282,816

貸倒引当金 △2,630 △2,000

流動資産合計 6,230,844 6,482,924

固定資産   

有形固定資産 1,063,322 1,061,840

無形固定資産 48,850 41,123

投資その他の資産   

投資不動産 1,797,780 1,805,887

その他 668,634 683,942

貸倒引当金 △5,722 △5,722

投資その他の資産合計 2,460,692 2,484,107

固定資産合計 3,572,865 3,587,071

資産合計 9,803,709 10,069,996

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 1,798,084 1,644,206

未払法人税等 85,662 228,966

賞与引当金 44,250 117,620

返品調整引当金 31,900 24,400

その他 924,614 968,509

流動負債合計 2,884,511 2,983,702

固定負債   

社債 850,000 850,000

長期借入金 1,610,600 1,710,900

退職給付引当金 145,474 148,143

役員退職慰労引当金 341,257 376,150

その他 124,870 132,778

固定負債合計 3,072,201 3,217,971

負債合計 5,956,713 6,201,673
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(単位：千円)

当第１四半期会計期間末 
(平成21年12月31日) 

前事業年度末に係る 
要約貸借対照表 

(平成21年９月30日) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 545,500 545,500

資本剰余金 264,313 264,313

利益剰余金 3,028,197 3,089,430

株主資本合計 3,838,010 3,899,243

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △21,036 △9,933

繰延ヘッジ損益 30,022 △20,988

評価・換算差額等合計 8,985 △30,921

純資産合計 3,846,996 3,868,322

負債純資産合計 9,803,709 10,069,996
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(2)四半期損益計算書 
（第１四半期累計期間） 

(単位：千円)

当第１四半期累計期間 
(自 平成21年10月１日 
 至 平成21年12月31日) 

売上高 3,208,630

売上原価 2,143,098

売上総利益 1,065,532

返品調整引当金戻入額 24,400

返品調整引当金繰入額 31,900

差引売上総利益 1,058,032

販売費及び一般管理費 761,641

営業利益 296,391

営業外収益  

受取利息 1,571

受取配当金 612

不動産賃貸収入 62,663

その他 16,132

営業外収益合計 80,980

営業外費用  

支払利息 11,481

不動産賃貸費用 21,472

その他 12,923

営業外費用合計 45,877

経常利益 331,493

特別損失  

投資有価証券売却損 9

特別損失合計 9

税引前四半期純利益 331,484

法人税、住民税及び事業税 81,394

法人税等調整額 43,123

法人税等合計 124,517

四半期純利益 206,966
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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１四半期累計期間 
(自 平成21年10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  

税引前四半期純利益 331,484

減価償却費 21,304

貸倒引当金の増減額（△は減少） 630

賞与引当金の増減額（△は減少） △73,370

返品調整引当金の増減額（△は減少） 7,500

退職給付引当金の増減額（△は減少） △2,669

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △34,892

受取利息及び受取配当金 △2,184

支払利息 11,481

売上債権の増減額（△は増加） △534,581

たな卸資産の増減額（△は増加） △121,385

未収入金の増減額（△は増加） 15,560

仕入債務の増減額（△は減少） 155,861

未払金の増減額（△は減少） △37,301

未払費用の増減額（△は減少） 4,593

未払消費税等の増減額（△は減少） 4,618

預り金の増減額（△は減少） 59,336

その他 9,083

小計 △184,929

利息及び配当金の受取額 2,780

利息の支払額 △7,937

法人税等の支払額 △215,990

営業活動によるキャッシュ・フロー △406,077

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 △205,000

定期預金の払戻による収入 205,000

有形固定資産の取得による支出 △3,436

無形固定資産の取得による支出 △24,508

投資不動産の取得による支出 △3,733

投資有価証券の取得による支出 △2,538

その他 △1,298

投資活動によるキャッシュ・フロー △35,515

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 △131,480

配当金の支払額 △265,906

財務活動によるキャッシュ・フロー △397,386

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △838,979

現金及び現金同等物の期首残高 1,826,784

現金及び現金同等物の四半期末残高 987,805
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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」 

前四半期に係る財務諸表等 

（１）（要約）四半期損益計算書 

（単位：千円） 

 前第１四半期累計期間 
（自 平成20年10月１日 
至 平成20年12月31日） 

売上高 3,336,490 

売上原価 2,306,688 

売上総利益 1,029,802 

返品調整引当金戻入額 20,600 

返品調整引当金繰入額 26,500 

差引売上総利益 1,023,902 

販売費及び一般管理費 695,590 

営業利益 328,311 

営業外収益  

受取利息 824 

受取配当金 725 

不動産賃貸収入 65,244 

その他 24,879 

営業外収益合計 91,674 

営業外費用  

支払利息 11,211 

不動産賃貸費用 21,887 

デリバティブ評価損 12,862 

その他 1,676 

営業外費用合計 47,638 

経常利益 372,347 

特別利益  

保険満期返戻金 9,258 

特別利益合計 9,258 

特別損失  

投資有価証券評価損 15,400 

たな卸資産評価損 5,057 

固定資産除却損 48 

特別損失合計 20,506 

税引前四半期純利益 361,100 

法人税、住民税及び事業税 88,651 

法人税等調整額 58,175 

法人税等合計 146,827 

四半期純利益 214,272 
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（２）（要約）四半期キャッシュ・フロー計算書 

（単位：千円） 

 前第１四半期累計期間 
（自 平成20年10月１日 
至 平成20年12月31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 361,100 

減価償却費 18,953 

貸倒引当金の増減額（△は減少） 1,500 

賞与引当金の増減額（△は減少） △63,830 

返品調整引当金の増減額（△は減少） 5,900 

退職給付引当金の増減額（△は減少） △1,073 

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 4,025 

保険満期返戻金 △9,258 

デリバティブ評価損益（△は益） 12,862 

投資有価証券評価損益（△は益） 15,400 

受取利息及び受取配当金 △1,550 

支払利息 11,211 

売上債権の増減額（△は増加） △524,655 

たな卸資産の増減額（△は増加） △136,396 

仕入債務の増減額（△は減少） 374,503 

その他 31,018 

小計 99,709 

利息及び配当金の受取額 1,563 

利息の支払額 △10,060 

法人税等の支払額 △247,962 

営業活動によるキャッシュ・フロー △156,749 

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 △205,000 

定期預金の払戻による収入 205,000 

有形固定資産の取得による支出 △10,932 

投資有価証券の取得による支出 △102,869 

差入保証金の差入による支出 △20,058 

保険積立金の満期返戻による収入 22,974 

その他 △1,824 

投資活動によるキャッシュ・フロー △112,710 

財務活動によるキャッシュ・フロー  

短期借入れによる収入 900,000 

短期借入金の返済による支出 △400,000 

長期借入金の返済による支出 △155,780 

配当金の支払額 △243,200 

財務活動によるキャッシュ・フロー 101,020 

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △168,440 

現金及び現金同等物の期首残高 837,702 

現金及び現金同等物の四半期末残高 669,262 
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