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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 3,200 △9.6 5 ― △13 ― △37 ―

21年3月期第3四半期 3,538 ― △47 ― △64 ― △125 ―

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 △1.75 ―

21年3月期第3四半期 △5.78 ―

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 5,346 2,623 49.1 120.80
21年3月期 5,666 2,880 50.8 132.64

（参考） 自己資本   22年3月期第3四半期  2,623百万円 21年3月期  2,880百万円

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 ― 0.00 ― 10.00 10.00
22年3月期 ― 0.00 ―

22年3月期 
（予想）

5.00 5.00

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 5,000 1.8 335 204.8 315 247.5 150 ― 6.91



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  無  

(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） 

(注)詳細は、５ページ【定性的情報・財務諸表等】４．その他をご覧ください。 

(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 

１．平成21年11月11日に公表いたしました連結業績予想は、修正しておりません。 
２．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。業績予想の前提となる仮定及び業績予想のご利用に当たっての注意事項等につい
ては、５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 有

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 25,520,000株 21年3月期  25,520,000株

② 期末自己株式数 22年3月期第3四半期  3,802,400株 21年3月期  3,801,200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 21,718,040株 21年3月期第3四半期 21,720,360株



  当第３四半期連結累計期間におけるわが国経済は、好調な新興国経済に牽引され、輸出や生産の回復が続いたもの

の、円高やデフレが企業収益の圧迫要因となり緩やかなデフレ状況が続きました。また、雇用や設備の過剰感は解消

されておらず、所得環境への不安を背景に国内個人消費は低迷したまま推移しました。 

 このような状況のもとで、当社グループは企業理念「愛と美と豊かさの実践と追求」に基づき、コア事業である訪

問販売領域の販売組織満足を獲得するとともに、全てのステークホルダーの満足度の向上を目指し、「驚きと楽しさ

と感動に溢れる美しい生き方」をともに創造し、幸せと豊かさを提供する「ワンダ・フル・カンパニー」として成長

すべく、企業活動に邁進してまいりました。 

 具体的には、動員・増員・増客という基本の仕事を着実に行うとともに、「アイビーファン10万人づくり」をスロ

ーガンに、当社の理念研修である「ＳＡ研修」の開催や美容研修である「販売入門セミナー」の開催などを積極的に

行い、販売員の増員に注力しました。 

 当第３四半期連結累計期間においては、新製品発売を行った美容補助商品は好調に推移したものの、基幹スキンケ

ア製品やメークアップ製品などは苦戦し、売上高は前年同四半期と比較し減収で推移しました。しかしながら、グル

ープ全体で販売費及び一般管理費の削減を行い、営業損益は、前年同四半期の損失より利益へ黒字転換し、経常損

失、四半期純損失は、前年同四半期と比較し損失幅が縮小しました。 

 以上の結果、当第３四半期連結累計期間の業績は、売上高 千円（前年同四半期比9.6％減）、営業損益

千円の利益（前年同四半期47,800千円の損失）、経常損失13,937千円（前年同四半期64,215千円）、四半期純

損失37,993千円（前年同四半期125,526千円）となりました。 

  

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

3,200,291

5,605



（１）資産、負債及び純資産の状況 

（流動資産） 

 当第３四半期連結会計期間末における流動資産の残高は 千円（前連結会計年度末は 千円）とな

り、前連結会計年度末に比べ18,766千円減少しました。これは主に現金及び預金が214,467千円、たな卸資産が

183,592千円増加したものの、受取手形及び売掛金が446,774千円減少したことによるものであります。 

（固定資産） 

 当第３四半期連結会計期間末における固定資産の残高は 千円（前連結会計年度末は 千円）とな

り、前連結会計年度末に比べ299,356千円減少しました。これは有形固定資産が57,126千円、無形固定資産が30,162

千円、投資その他の資産が212,067千円減少したことによるものであります。 

（繰延資産） 

 当第３四半期連結会計期間末における繰延資産の残高は 千円（前連結会計年度末は 千円）となり、前連

結会計年度末に比べ2,072千円減少しました。これは社債発行費が2,072千円減少したことによるものであります。 

（流動負債） 

 当第３四半期連結会計期間末における流動負債の残高は 千円となり（前連結会計年度末は 千

円）となり、前連結会計年度末に比べ12,248千円増加しました。これは主に賞与引当金が50,066千円、未払金が

61,512千円減少したものの、支払手形及び買掛金が165,030千円増加したことによるものであります。 

（固定負債） 

 当第３四半期連結会計期間末における固定負債の残高は 千円（前連結会計年度末は 千円）とな

り、前連結会計年度末に比べ75,276千円減少しました。これは主に社債が30,000千円、退職給付引当金が24,814千円

減少したことによるものであります。なお、役員退職慰労引当金が 千円減少し、未払役員退職慰労金が

112,398千円増加しております。 

（純資産） 

 当第３四半期連結会計期間末における純資産の残高は 千円（前連結会計年度末は 千円）とな

り、前連結会計年度末に比べ257,166千円減少しました。これは主に当第３四半期連結累計期間の四半期純損失が

37,993千円、剰余金の配当が217,188千円計上されたことによるものであります。この結果、自己資本比率は、

49.1％（前連結会計年度末は50.8％）となりました。 

（２）キャッシュ・フローの状況 

 当第３四半期連結累計期間における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、税金等調整前四半期純損失

の計上、配当金の支払、たな卸資産の増加等があるものの、売上債権の減少、差入保証金の回収による収入等によ

り、前連結会計年度末に比べ214,467千円増加し、当第３四半期連結会計期間末には1,576,179千円となりました。 

 また当第３四半期連結累計期間における各キャッシュ・フロー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） 

 当第３四半期連結累計期間において営業活動の結果得られた資金は321,626千円（前年同四半期比17,518千円増）

となりました。 

 これは主に税金等調整前四半期純損失15,531千円、たな卸資産の増加額183,592千円等があるものの、売上債権の

減少額446,774千円等があったこと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） 

 当第３四半期連結累計期間において投資活動の結果得られた資金は157,533千円（前年同四半期は38,098千円の使

用）となりました。 

 これは主に有形固定資産の取得による支出27,356千円等があるものの、差入保証金の回収による収入178,179千円

等があっ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） 

 当第３四半期連結累計期間において財務活動の結果使用した資金は264,670千円（前年同四半期比71,332千円増）

となりました。 

 これは主に配当金の支払額216,719千円、社債の償還による支出30,000千円等があったことによるものでありま

す。 

  

２．連結財政状態に関する定性的情報

3,331,411 3,350,177

2,011,625 2,310,981

3,454 5,526

1,620,570 1,608,321

1,102,363 1,177,640

117,706

2,623,556 2,880,723



  今後の見通しにつきましては、消費低迷の影響により、厳しい環境が続くと見込んでおります。そのような状況も

鑑み、グループ全体で販売費及び一般管理費の節減に努め、経営努力を引き続き行ってまいります。また、当社グル

ープは従前より売上高については、季節変動性が高く、第２四半期連結会計期間及び第４四半期連結会計期間に集中

する傾向があります。第４四半期連結会計期間においては、メークアップ新製品「アイビー エレガンス」並びに美

白製品群の売上を予定しており、平成21年11月11日付けの「業績予想の修正に関するお知らせ」に公表いたしました

予想を達成することができると見込んでおります。  

  

 該当事項はありません。 

  

  

 該当事項はありません。 

  

  

・会計処理基準に関する事項の変更 

重要な引当金の計上基準 

返品廃棄損失引当金  

 従来、製品の返品後の廃棄に伴う損失は廃棄した年度の特別損失として処理しておりましたが、前連

結会計年度より、販売した年度において過去の返品廃棄実績額等に返品可能性を勘案して算定した返品

廃棄損失見込額を返品廃棄損失引当金として計上することとしました。 

 この変更は、販売した年度に将来の返品後の廃棄損失を引当計上することで、期間損益計算をより適

正に行うためであります。 

 なお、前第３四半期連結累計期間は、変更後の方法によった場合に比べて、営業損失及び経常損失

は、それぞれ40,231千円少なく、税金等調整前四半期純損失は、13,410千円多く計上されております。 

（追加情報） 

役員退職慰労引当金 

 従来、当社は役員の退職慰労金の支出に備えるため、内規に基づく期末要支給額を計上しておりまし

たが、平成21年４月28日開催の取締役会において、平成21年３月31日付で役員退職慰労金制度を廃止す

ることを決議しております。前連結会計年度において、一部支給しない役員退職慰労金については役員

退職慰労引当金戻入額49,161千円を計上しております。平成21年６月29日開催の第34期定時株主総会に

おいて、当該廃止日までの在任期間に対応する役員退職慰労金を各役員に減額打切り支給することを決

議しております。 

 また、子会社は役員の退職慰労金の支出に備えるため、内規に基づく期末要支給額を計上しておりま

したが、平成21年６月29日開催の第３期定時株主総会において、役員退職慰労金制度を廃止し、当該廃

止日（平成21年６月29日）までの在任期間に対応する役員退職慰労金を各役員に減額打切り支給するこ

とを決議しております。 

 これに伴い、役員退職慰労金制度廃止までの在任期間に対応する未払役員退職慰労金相当額の内、

5,308千円を当第３四半期連結累計期間において支給し、112,398千円を当第３四半期連結会計期間末に

おいて固定負債の「その他」に含めて表示しております。  

 なお、前第３四半期連結累計期間は、役員退職慰労金制度廃止後の方法によった場合に比べて、営業

損失、経常損失及び税金等調整前四半期純損失は、それぞれ6,590千円多く計上されております。 

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 1,626,179 1,411,712

受取手形及び売掛金 648,628 1,095,403

商品及び製品 635,505 495,505

仕掛品 30,161 15,911

原材料及び貯蔵品 234,638 205,296

その他 199,511 157,893

貸倒引当金 △43,214 △31,545

流動資産合計 3,331,411 3,350,177

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 566,849 606,702

土地 521,190 521,190

その他（純額） 165,482 182,756

有形固定資産合計 1,253,521 1,310,648

無形固定資産 97,209 127,371

投資その他の資産   

差入保証金 405,401 583,223

その他 317,901 345,128

貸倒引当金 △62,408 △55,389

投資その他の資産合計 660,893 872,961

固定資産合計 2,011,625 2,310,981

繰延資産   

社債発行費 3,454 5,526

繰延資産合計 3,454 5,526

資産合計 5,346,490 5,666,685



（単位：千円）

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 472,741 307,710

短期借入金 800,000 800,000

1年内償還予定の社債 30,000 30,000

未払法人税等 3,532 37,443

賞与引当金 49,727 99,793

返品廃棄損失引当金 － 12,000

その他 264,569 321,374

流動負債合計 1,620,570 1,608,321

固定負債   

社債 850,000 880,000

退職給付引当金 104,138 128,952

役員退職慰労引当金 － 117,706

その他 148,225 50,981

固定負債合計 1,102,363 1,177,640

負債合計 2,722,934 2,785,962

純資産の部   

株主資本   

資本金 804,200 804,200

資本剰余金 343,800 343,800

利益剰余金 2,849,392 3,104,573

自己株式 △1,259,614 △1,259,446

株主資本合計 2,737,777 2,993,126

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △1,286 531

土地再評価差額金 △112,934 △112,934

評価・換算差額等合計 △114,220 △112,403

純資産合計 2,623,556 2,880,723

負債純資産合計 5,346,490 5,666,685



（２）四半期連結損益計算書 
（第３四半期連結累計期間） 

（単位：千円）

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 3,538,834 3,200,291

売上原価 870,873 777,843

売上総利益 2,667,961 2,422,447

販売費及び一般管理費 2,715,761 2,416,842

営業利益又は営業損失（△） △47,800 5,605

営業外収益   

受取利息 3,817 3,438

受取配当金 270 246

受取賃貸料 33,583 33,069

雑収入 17,240 14,604

営業外収益合計 54,912 51,358

営業外費用   

支払利息 17,572 16,589

賃貸収入原価 40,395 42,943

雑損失 13,359 11,368

営業外費用合計 71,327 70,901

経常損失（△） △64,215 △13,937

特別利益   

固定資産売却益 5,818 －

特別利益合計 5,818 －

特別損失   

過年度売上返品損失 53,682 －

減損損失 － 1,593

固定資産除売却損 14,242 －

投資有価証券評価損 1,303 －

事務所移転費用 19,333 －

特別損失合計 88,561 1,593

税金等調整前四半期純損失（△） △146,958 △15,531

法人税、住民税及び事業税 766 691

法人税等調整額 △22,198 21,770

法人税等合計 △21,431 22,462

四半期純損失（△） △125,526 △37,993



（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

（単位：千円）

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損失（△） △146,958 △15,531

減価償却費 179,801 131,133

退職給付引当金の増減額（△は減少） 8,149 △24,814

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 6,590 △117,706

賞与引当金の増減額（△は減少） △50,245 △50,066

貸倒引当金の増減額（△は減少） 43,986 18,687

受取利息及び受取配当金 △4,088 △3,685

支払利息 17,572 16,589

為替差損益（△は益） 90 21

投資有価証券評価損益（△は益） 1,303 －

有形固定資産除売却損益（△は益） 8,424 151

売上債権の増減額（△は増加） 415,378 446,774

たな卸資産の増減額（△は増加） 52,115 △183,592

仕入債務の増減額（△は減少） △67,805 165,030

未払金の増減額（△は減少） △105,103 △61,980

未払役員退職慰労金の増減額（△は減少） － 112,398

その他 27,663 △26,081

小計 386,873 407,330

利息及び配当金の受取額 3,890 3,752

利息の支払額 △18,438 △16,920

法人税等の支払額 △68,217 △72,535

営業活動によるキャッシュ・フロー 304,108 321,626

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 △46,591 △27,356

有形固定資産の売却による収入 10,216 －

無形固定資産の取得による支出 △22,664 △4,970

貸付けによる支出 △26,150 －

貸付金の回収による収入 8,415 11,936

差入保証金の差入による支出 △10,014 △256

差入保証金の回収による収入 48,690 178,179

投資活動によるキャッシュ・フロー △38,098 157,533

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） 100,000 －

ファイナンス・リース債務の返済による支出 △37,638 △17,782

社債の発行による収入 491,710 －

社債の償還による支出 △530,000 △30,000

自己株式の取得による支出 △218 △168

配当金の支払額 △217,191 △216,719

財務活動によるキャッシュ・フロー △193,337 △264,670

現金及び現金同等物に係る換算差額 △90 △21

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 72,580 214,467

現金及び現金同等物の期首残高 1,163,862 1,361,712

現金及び現金同等物の四半期末残高 1,236,443 1,576,179



 該当事項はありません。 

  

 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）及び当第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） 

 当社グループは化粧品の専門メーカーとして、同一セグメントに属する化粧品の製造、販売を行っており、

当該事業以外に事業の種類がないため該当事項はありません。  

  

 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）及び当第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） 

 本邦以外の国又は地域に所在する連結子会社及び重要な在外支店がないため、該当事項はありません。  

  

 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）及び当第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） 

 海外売上高がないため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）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



（１）生産実績 

 当社グループは化粧品の専門メーカーとして、同一セグメントに属する化粧品の製造、販売を行っているため、

生産実績の事業の種類別セグメントの情報の記載は省略しております。 

 前第３四半期連結累計期間及び当第３四半期連結累計期間の化粧品部門の生産実績を品目別に示すと、次のとお

りであります。  

(注) １．金額は、販売価格で表示しております。 

２．上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

  

（２）商品仕入実績  

 当社グループは化粧品の専門メーカーとして、同一セグメントに属する化粧品の製造、販売を行っているため、

商品仕入実績の事業の種類別セグメントの情報の記載は省略しております。  

 前第３四半期連結累計期間及び当第３四半期連結累計期間の商品仕入実績を品目別に示すと、次のとおりであり

ます。 

(注) １．金額は、仕入価格で表示しております。 

２．上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

（３）受注状況 

 当社グループは受注生産を行っておりませんので、該当事項はありません。 

６．生産、受注及び販売の状況

 
 品目別 

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） 

増減 

  金額（千円） 構成比（％） 金額（千円） 構成比（％） 金額（千円） 増減率（％）

  スキンケア  2,509,733  84.2  2,949,604  83.9  439,871  17.5

  メークアップ  339,412  11.4  417,475  11.9  78,063  23.0

  ヘアケア  111,412  3.7  93,717  2.7  △17,694  △15.8

  その他  19,907  0.7  53,572  1.5  33,664  169.1

アイビー化粧品計  2,980,464  100.0  3,514,370  100.0  533,905  17.9

アイプラティナ  －  －  －  －  －  －

合計  2,980,464  100.0  3,514,370  100.0  533,905  17.9

 
品目別 

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） 

増減 

  金額（千円） 構成比（％） 金額（千円） 構成比（％） 金額（千円） 増減率（％）

  美容補助商品   85,945  72.8  142,653  80.7  56,707  66.0

  化粧雑貨品等   32,113  27.2  34,009  19.3  1,895  5.9

アイビー化粧品計  118,058  100.0  176,662  100.0  58,603  49.6

アイプラティナ   －  －  －  －  －  －

合計   118,058  100.0  176,662  100.0  58,603  49.6



（４）販売実績 

 当社グループは化粧品の専門メーカーとして、同一セグメントに属する化粧品の製造、販売を行っているため、

販売実績の事業の種類別セグメントの情報の記載は省略しております。  

 前第３四半期連結累計期間及び当第３四半期連結累計期間の販売実績を品目別に示すと、次のとおりでありま

す。  

(注) 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

  

  

  

  

  

品目別 
  

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） 

増減 

金額（千円） 構成比（％） 金額（千円） 構成比（％） 金額（千円） 増減率（％）

  

  スキンケア  2,730,149  77.1  2,488,818  77.8  △241,331  △8.8

  メークアップ  411,810  11.6  256,476  8.0  △155,334  △37.7

  ヘアケア  105,182  3.0  109,513  3.4  4,330  4.1

  その他  35,498  1.0  44,622  1.4  9,123  25.7

  化粧品合計   3,282,641  92.7  2,899,430  90.6  △383,211  △11.7

  美容補助商品  201,249  5.7  254,074  7.9  52,825  26.2

  化粧雑貨品等  46,014  1.3  42,976  1.4  △3,038  △6.6

アイビー化粧品計  3,529,905  99.7  3,196,481  99.9  △333,423  △9.4

アイプラティナ  8,929  0.3  3,810  0.1  △5,119  △57.3

合計  3,538,834  100.0  3,200,291  100.0  △338,542  △9.6


	㈱アイビー化粧品（4918）平成22年３月期　第３四半期決算短信: ㈱アイビー化粧品（4918）平成22年３月期　第３四半期決算短信
	- 1 -: - 1 -
	- 2 -: - 2 -
	- 3 -: - 3 -
	- 4 -: - 4 -
	- 5 -: - 5 -
	- 6 -: - 6 -
	- 7 -: - 7 -
	- 8 -: - 8 -
	- 9 -: - 9 -
	- 10 -: - 10 -
	- 11 -: - 11 -
	- 12 -: - 12 -


