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1.  平成22年3月期第3四半期の業績（平成21年4月1日～平成21年12月31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 ％

22年3月期第3四半期 1,901 63.6 160 ― 161 ― 116 △80.0
21年3月期第3四半期 1,162 ― 7 ― 9 ― 580 ―

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 248.19 ―
21年3月期第3四半期 1,236.48 ―

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 1,565 1,346 84.3 2,851.99
21年3月期 1,495 1,246 81.8 2,602.60

（参考） 自己資本   22年3月期第3四半期  1,320百万円 21年3月期  1,222百万円

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 ― ― ― ― ―
22年3月期 ― ― ―
22年3月期 

（予想）
― ―

3.  平成22年3月期の業績予想（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）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 2,622 35.4 155 10.7 156 9.0 109 △85.2 232.43



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  

詳細は、４ページ 定性的情報・財務諸表 ４．その他 をご覧ください。 

(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） 

(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 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 469,866株 21年3月期  469,866株
② 期末自己株式数 22年3月期第3四半期  6,941株 21年3月期  83株
③ 期中平均株式数（四半期累計期間） 22年3月期第3四半期 468,952株 21年3月期第3四半期 469,814株

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
本資料に掲載されている業績予想に関する記述は、当社が本資料の発表日現在で入手可能な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、当社の事業を取り巻く経済情勢、市場動向等に関わる様々な要因により、記述されている業績予想とは異なる可能性があります。 



 当第３四半期会計期間におけるわが国経済は、景気動向指数、中でも先行指数は８ヵ月連続でプラス推移してい

るものの、実質消費支出が実需品へ偏る傾向が強く、景気回復の自律性に乏しいという不透明要因が示唆されてお

ります。 

 なお、当社が属しております化粧品・健康食品通販業界は、引き続きスキンケアに対する関心の高まりもあり、

異業種からのＯＥＭ進出、受託販売進出等による新規参入が際立ち、それにともなう商品全体の低価格化、ブラン

ド価値の差別化と絶対顧客数の確保の困難化等により、熾烈な競争下にあります。 

 このような環境下におきまして当社は、新規顧客層の拡大と既存顧客層の確保を基礎に、カスタマーフレンドの

育成・インフォマーシャルの仕様変更・ＮＡＮＯ ＡＣＱＵＡを代表とするブランド価値の確立に注力し、外部環

境への対応に努めてまいりました。 

 まず、新規顧客層の拡大に関しまして、新しく製作したインフォマーシャル放映による新規顧客の囲い込み活動

を展開いたしました。また、インターネット販売におきましては、当社主力商品であるＮＡＮＯ ＡＣＱＵＡ「ジ

ェルパック」を中心とした販促活動を行いました。しかし、予想を超える消費マインドの低迷と買い控えもあり、

新規顧客獲得数、売上高ともに軟調に推移する結果となりました。 

 次に、既存顧客層の確保に関しまして、社員に対する「ＦＡＶＯＲＩＮＡ ＣＲＥＤＯ」の浸透活動により、カ

スタマーフレンドの顧客応対技術の向上を図りました。また、商品同梱ツールの改善、顧客と社員が交流する場の

開催等を行い、リピート率の向上に努めました。当会計期間における既存顧客向け営業成績は事業計画の見込み範

囲内となりましたが、将来的には売上増に寄与するものと想定されます。 

 利益面に関しまして、現段階で通期事業計画値を超える結果となりましたが、これは主にＮＡＮＯ ＡＣＱＵＡ

ブランド新シリーズ発売に係る開発・製作費用等の計上時期が第４四半期会計期間にずれ込み、第３四半期会計期

間に計上されなかったことに因ります。 

 最後に補足といたしまして、平成21年11月30日発表の「商品売買基本契約締結に関するお知らせ」の通り、当社

は提携先を通じてＮＡＮＯ ＡＣＱＵＡ商品を海外へ販売する予定ですが、次年度までは業績に与える影響は軽微

であると見込んでおります。 

 以上の結果、当第３四半期会計期間の業績は、売上高608,597千円（前年同四半期比13.3％減）、営業利益

60,822千円（前年同四半期は営業損失36,865千円）、経常利益60,784千円（前年同四半期は経常損失35,557千

円）、四半期純利益57,782千円（前年同四半期は四半期純損失27,057千円）となりました。  

（１）財政状態の分析 

（資産） 

 当第３四半期会計期間末における資産の残高は1,565,723千円（前事業年度末1,495,425千円）、その内訳は流動

資産1,460,424千円、固定資産105,298千円となり、前事業年度末に比べ70,297千円増加いたしました。この主な増

加要因といたしまして、販売活動による現金及び預金の増加137,734千円、差入保証金の増加47,456千円等による

ものであります。また、主な減少要因といたしまして、売掛金の減少51,460千円、商品の減少52,866千円等による

ものであります。 

（負債） 

 当第３四半期会計期間末における負債の残高は219,064千円（前事業年度末248,494千円）となり、前事業年度末

に比べ29,430千円減少いたしました。これは主に買掛金の減少29,221千円等によるものであります。 

（純資産） 

 当第３四半期会計期間末における純資産の残高は1,346,658千円（前事業年度末1,246,931千円）となり、前事業

年度末に比べ99,727千円増加いたしました。これは主に四半期純利益として116,389千円を計上したことによりま

す。 

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）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（以下「資金」という。）は、第２四半期会計期間末に比べ

81,610千円増加し、1,095,516千円となりました。当第３四半期会計期間における各キャッシュ・フローの状況と

それらの要因は、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） 

 営業活動の結果得られた資金は、118,709千円（前年同四半期比114,994千円増）となりました。これは主として

税引前四半期純利益48,129千円の計上のほか、資金収入といたしまして、たな卸資産の減少29,689千円、売上債権

の減少10,376千円、仕入債務の増加19,978千円等によるものであります。 

（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

 投資活動の結果使用された資金は、17,864千円（前年同四半期は4,792千円の獲得）となりました。これは主と

して有形固定資産の取得による支出17,393千円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された資金は、19,234千円（前年同四半期比18,939千円増）となりました。これは主として

自己株式の取得による支出18,996千円によるものであります。  

 平成22年３月期の通期の業績予想につきましては、計画通り進捗しており、平成21年10月29日に公表いたしまし

た「業績予想の修正に関するお知らせ」における通期の業績予想に変更はありません。 

  

①一般債権の貸倒見積高の算定方法 

貸倒実績率等が前事業年度末に算定したものと著しい変化がないと認められるため、前事業年度末の貸倒実

績率等を使用して貸倒見積高を算定しております。  

②棚卸資産の評価方法 

当第３四半期会計期間末の棚卸高の算出については、実地棚卸を実施せず、第２四半期会計期間末の実地

棚卸高を基礎として、合理的な方法により算出する方法によっております。 

また、棚卸資産の簿価切下げに関しては、収益性の低下が明らかなもの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。  

  

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



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12月31日) 

前事業年度末に係る 
要約貸借対照表 

(平成21年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 1,076,522 938,788

受取手形及び売掛金 118,153 169,613

商品 155,877 208,743

その他 112,393 140,323

貸倒引当金 △2,522 △3,809

流動資産合計 1,460,424 1,453,658

固定資産   

有形固定資産 24,910 9,516

無形固定資産 1,267 8

投資その他の資産 79,120 32,242

固定資産合計 105,298 41,766

資産合計 1,565,723 1,495,425

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 28,640 57,862

未払法人税等 2,765 5,178

賞与引当金 － 5,255

返品調整引当金 4,098 5,890

本社移転損失引当金 12,937 －

その他 167,897 170,871

流動負債合計 216,340 245,057

固定負債   

その他 2,724 3,436

固定負債合計 2,724 3,436

負債合計 219,064 248,494

純資産の部   

株主資本   

資本金 882,788 882,788

利益剰余金 456,862 340,473

自己株式 △19,392 △601

株主資本合計 1,320,258 1,222,660

新株予約権 26,399 24,270

純資産合計 1,346,658 1,246,931

負債純資産合計 1,565,723 1,495,425



（２）四半期損益計算書 
（第３四半期累計期間） 

（単位：千円）

前第３四半期累計期間 
(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 1,162,048 1,901,251

売上原価 227,004 361,047

売上総利益 935,043 1,540,204

返品調整引当金戻入額 4,128 5,890

返品調整引当金繰入額 4,165 4,098

差引売上総利益 935,005 1,541,996

販売費及び一般管理費 927,815 1,381,302

営業利益 7,190 160,694

営業外収益   

受取利息 337 68

受取補償金 1,536 526

還付加算金 － 226

その他 760 207

営業外収益合計 2,634 1,028

営業外費用   

支払利息 137 207

支払手数料 － 204

営業外費用合計 137 412

経常利益 9,687 161,310

特別利益   

前期損益修正益 2,096 －

貸倒引当金戻入額 － 815

抱合せ株式消滅差益 512,522 －

償却債権取立益 53 11

新株予約権戻入益 － 1,076

特別利益合計 514,672 1,902

特別損失   

固定資産除却損 291 －

投資有価証券評価損 － 358

本社移転費用 － 12,937

特別損失合計 291 13,295

税引前四半期純利益 524,067 149,916

法人税、住民税及び事業税 △10,203 2,000

法人税等調整額 △46,645 31,527

法人税等合計 △56,848 33,527

四半期純利益 580,915 116,389



（第３四半期会計期間） 

（単位：千円）

前第３四半期会計期間 
(自 平成20年10月１日 
 至 平成20年12月31日) 

当第３四半期会計期間 
(自 平成21年10月１日 
 至 平成21年12月31日) 

売上高 702,050 608,597

売上原価 135,581 115,524

売上総利益 566,469 493,072

返品調整引当金戻入額 4,265 4,464

返品調整引当金繰入額 4,165 4,098

差引売上総利益 566,569 493,438

販売費及び一般管理費 603,435 432,616

営業利益又は営業損失（△） △36,865 60,822

営業外収益   

受取利息 － 0

受取補償金 1,283 203

その他 106 28

営業外収益合計 1,389 232

営業外費用   

支払利息 81 65

支払手数料 － 204

営業外費用合計 81 270

経常利益又は経常損失（△） △35,557 60,784

特別利益   

貸倒引当金戻入額 － 271

償却債権取立益 53 11

特別利益合計 53 282

特別損失   

本社移転費用 － 12,937

貸倒引当金繰入額 300 －

特別損失合計 300 12,937

税引前四半期純利益又は税引前四半期純損失（△） △35,804 48,129

法人税、住民税及び事業税 666 710

法人税等調整額 △9,413 △10,363

法人税等合計 △8,746 △9,652

四半期純利益又は四半期純損失（△） △27,057 57,782



（３）四半期キャッシュ・フロー計算書 

（単位：千円）

前第３四半期累計期間 
(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   

税引前四半期純利益 524,067 149,916

減価償却費 3,630 4,253

のれん償却額 1,823 －

固定資産除却損 291 －

本社移転費用 － 12,937

抱合せ株式消滅差損益（△は益） △512,522 －

投資有価証券評価損益（△は益） － 358

新株予約権戻入益 － △1,076

貸倒引当金の増減額（△は減少） △354 △1,287

返品調整引当金の増減額（△は減少） 37 △1,792

賞与引当金の増減額（△は減少） △817 △5,255

受取利息及び受取配当金 △337 △68

支払利息 137 207

売上債権の増減額（△は増加） △1,563 51,460

たな卸資産の増減額（△は増加） △132,325 53,625

その他の流動資産の増減額（△は増加） 60,633 △814

仕入債務の増減額（△は減少） 10,465 △29,221

その他の流動負債の増減額（△は減少） △8,413 △3,817

その他 12,817 3,443

小計 △42,428 232,870

利息及び配当金の受取額 337 68

利息の支払額 △110 △211

法人税等の還付額 16,020 15,413

法人税等の支払額 △2,155 △2,910

営業活動によるキャッシュ・フロー △28,336 245,229

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 － △20,770

無形固定資産の取得による支出 － △800

投資有価証券の清算による収入 4,642 －

貸付けによる支出 － △413

貸付金の回収による収入 450 638

差入保証金の差入による支出 － △47,456

投資活動によるキャッシュ・フロー 5,092 △68,802

財務活動によるキャッシュ・フロー   

自己株式の取得による支出 － △18,996

リース債務の返済による支出 △295 △703

財務活動によるキャッシュ・フロー △295 △19,699

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △23,540 156,728

現金及び現金同等物の期首残高 315,831 938,788

合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 491,481 －

現金及び現金同等物の四半期末残高 783,772 1,095,516



該当事項はありません。 

  

 当社は、当第３四半期会計期間において、平成21年10月29日開催の取締役会における自己株式の取得決議に

基づき、自己株式の取得を行いました。この結果、当第３四半期会計期間において、自己株式が18,791千円増

加し、当第３四半期会計期間末において、19,392千円となっております。 

（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



 当社は平成20年８月１日付で連結子会社であった㈱フェヴリナ（以下、旧㈱フェヴリナ）を吸収合併しておりま

す。そのため、前第３四半期累計期間の業績には平成20年７月31日（合併期日の前日）までの旧㈱フェヴリナの業績

が含まれておりません。被合併会社である旧㈱フェヴリナと平成20年12月31日で連結した場合の四半期連結損益計算

書及び四半期連結キャッシュ・フロー計算書は以下のとおりです。 

（１）四半期連結損益計算書 

第３四半期連結累計期間  

６．その他の情報

科目 

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） 

金額（千円） 

売上高  1,949,554

売上原価  390,619

売上総利益  1,558,934

返品調整引当金繰入額  4,165

返品調整引当金戻入額  4,128

差引売上総利益  1,558,897

販売費及び一般管理費  1,459,956

営業利益  98,941

営業外収益      

受取利息  337

受取補償金  1,720

その他  900

営業外収益合計  2,958

営業外費用      

支払利息  137

営業外費用合計  137

経常利益  101,762

特別利益      

前期損益修正益  2,096

償却債権取立益  203

特別利益合計  2,300

特別損失      

固定資産除却損   291

役員退職慰労金   5,000

特別損失合計  5,291

税金等調整前四半期純利益  98,771

法人税、住民税及び事業税  2,316

法人税等調整額  △47,468

法人税等合計  △45,151

四半期純利益  143,922



 （２）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

  

  
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） 

区分 金額（千円） 

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  98,771

減価償却費  6,190

のれん償却  3,282

固定資産除却損  291

貸倒引当金の増減額（△は減少）  △53

返品調整引当金の増減額（△は減少）  646

賞与引当金の増減額（△は減少）  △2,450

受取利息及び受取配当金  △337

支払利息  137

売上債権の増減額（△は増加）  △22,098

たな卸資産の増減額（△は増加）  △112,396

その他流動資産の減少額（△は増加）  3,539

仕入債務の増減額（△は減少）  16,752

その他流動負債の増減額（△は減少）  46,298

その他  12,817

小計  51,392

利息及び配当金の受取額  337

利息の支払額  △110

法人税等の還付額  16,020

法人税等の支払額  △4,680

営業活動によるキャッシュ・フロー  62,959

投資活動によるキャッシュ・フロー      

投資有価証券の清算による収入  4,642

貸付金の回収による収入  450

投資活動によるキャッシュ・フロー  5,092

財務活動によるキャッシュ・フロー      

リース債務の返済による支出  △295

財務活動によるキャッシュ・フロー  △295

現金及び現金同等物の増加額（又は減少額）  67,755

現金及び現金同等物の期首残高  716,017

現金及び現金同等物の期末残高  783,772
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