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1.  平成22年7月期第2四半期の連結業績（平成21年8月1日～平成22年1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2四半期 15,077 25.2 4,278 76.4 4,268 78.2 2,402 89.9
21年7月期第2四半期 12,038 ― 2,425 ― 2,394 ― 1,265 ―

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2四半期 8,880.17 8,871.34
21年7月期第2四半期 4,641.80 4,627.74

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2四半期 17,767 13,445 75.7 49,688.37
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2四半期  13,445百万円 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 30,800 18.9 7,500 38.8 7,500 39.1 4,150 36.2 15,339.29
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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2四半期 280,400株 21年7月期  280,348株

② 期末自己株式数 22年7月期第2四半期  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2四半期 270,553株 21年7月期第2四半期 272,606株
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 当第２四半期連結累計期間におけるわが国経済は、国内経済のデフレ傾向や円高の継続に伴う企業収益の悪化並び

に雇用情勢の悪化による消費低迷などにより、企業を取り巻く環境は引き続き厳しいものとなりました。 

 このような環境のなか、当社グループは、主力ブランドであるドクターシーラボブランドにおいて、40歳以上のお

客様をターゲットにしたアクアコラーゲンゲルエンリッチリフトＥＸの販売を中心に、既存商品の売上高拡大を図り

ました。また、ジェノマー、ラボラボ、dr.brandtといったブランドでは、新商品や限定商品を積極的に発売し、商

品展開の充実を図りました。 

 販路別に見ますと、全販路において好調に推移いたしました。通信販売においては、テレビインフォマーシャルや

ＷＥＢ広告、新聞広告といった広告媒体を効果的に組み合わせたクロスメディアマーケティングの実施により、新規

顧客の獲得が順調に推移したことに加え、引き続き強化しているリピート顧客数の増加施策が功を奏し、順調に売上

高を伸ばすことができました。また、コールセンターにおける商品お勧め機能の強化やカウンセリングシートの促

進、更にＥコマースの強化も売上高の伸長に貢献いたしました。この結果、通信販売の売上高は、前年同期比で

31.4％増加いたしました。対面型店舗販売では、新規店舗を6店舗開店する一方、採算の良くない店舗を2店舗閉店

し、収益性の向上を図りました。既存店においては、顧客カルテの獲得強化と同時に販売員の教育を積極的に行い、

既存顧客の満足度の向上を図りました。この結果、対面型店舗販売の売上高は、前年同期比で6.1％増加いたしまし

た。卸売販売においては、ドラッグストアによるドクターシーラボブランドの取り扱い店舗を400店増加させると同

時に、新規販路として生協への展開を積極化するなど販路の拡大を図りました。また、テレビやＷＥＢと連動した店

頭誘導施策が功を奏し、順調に売上高を伸長させることができました。この結果、卸売販売の売上高は前年同期比で

26.8％増加いたしました。 

 海外では、香港、米国において、引き続き厳しい市場環境となっており、前年同期と比較すると香港の売上高は微

増にとどまり、米国においては微減となっております。しかしながら台湾が少しずつ回復の兆しが見え始めていると

同時に、シンガポール・マレーシア向けの販売も順調に増加しております。この結果、海外の売上高は前年同期比で

9.9％増加となりました。 

 利益面では、売上高が好調に伸長したことに加え、クロスメディアマーケティングを積極的に展開したことによ

り、各媒体における広告宣伝費の投下が効率的となりましたので、利益率の向上につながりました。また、会報誌や

ダイレクトメールの発送費用の単価切下げや、コールセンターの業務委託費などの費用の効率化も利益の増加に寄与

しております。 

 以上の結果、売上高15,077百万円（前年同期比125.2％）、営業利益4,278百万円（同176.4％）、経常利益4,268百

万円（同178.2％）、四半期純利益2,402百万円（同189.9％）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、以下の通りです。 

＜化粧品事業＞ 

 化粧品事業においては、既存商品を強化することで売上高の伸長を図りました。ドクターシーラボブランドでは、

アクアコラーゲンゲルシリーズを中心に拡販をし、特にアクアコラーゲンゲルエンリッチリフトＥＸは、新規顧客の

獲得が進み、売上高の伸長に大きく寄与いたしました。また通信販売、対面型店舗販売、一部の卸売販売において期

間限定の200ｇサイズの薬用アクアコラーゲンゲルスーパーモイスチャー、アクアコラーゲンゲルエンリッチリフト

ＥＸを発売し、各販路で好調な売上となりました。加えて、値ごろ感を出した福袋の発売もお客様のニーズを捉え、

売上高の増加に寄与すると同時に、主力商品ではない商品の新たな認知にも貢献しております。ラボラボブランドは

引き続き、ドラッグストアへの展開を進めております。また新商品や限定商品の発売によりブランドの底上げを図っ

ております。ジェノマーブランドは、ベースメイクアイテムの投入により新たな顧客層の開拓に寄与し、売上高も順

調に伸長いたしました。dr.brandtは、新商品を6アイテム発売すると同時に、引き続き認知度の向上に注力し、着実

に売上の伸長を図っているところであります。 

 以上により化粧品事業の売上高は14,490百万円（前年同期比123.3％）となりました。 

＜健康食品事業＞ 

 健康食品事業は、定期配送サービスを積極的に告知すると同時に、お客様にお勧めをすることで契約者数が増加

し、売上を伸長させることが出来ました。 

 以上により健康食品事業の売上高は363百万円（前年同期比156.9％）となりました。 

＜機器類その他事業＞ 

 機器類その他事業については、アクアソニア、イオニカルＥＸなどの美容機器を化粧品とのセット販売により値ご

ろ感を出して販売することで、大きく売上高を伸ばすことができました。 

  以上により機器類その他事業の売上高は223百万円（前年同期比387.8％）となりました。 

＜投資事業＞ 

 当第２四半期連結累計期間における投資事業は、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
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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て、2,514百万円増加いたしました。これは主に業績が好調に推移したことに

より現預金が2,425百万円増加したことによります。 

（負債） 

 負債合計は、前連結会計年度末と比較して、848百万円増加いたしました。これは主に業績が好調に推移したこと

により製品の製造等が増加したことに伴う買掛金の増加128百万円及び利益が増加したことに伴う未払法人税の増加

466百万円によります。 

（純資産） 

 純資産合計は、前連結会計年度末と比較して、1,665百万円増加いたしました。これは主に当第２四半期連結累計

期間純利益2,402百万円を計上した一方、配当金による剰余金の処分730百万円を行ったことにより、利益剰余金が

1,672百万円増加したことによります。 

（２）キャッシュ・フローの状況 

 当第２四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物（以下「資金」という）は7,756百万円となり、前連結

会計年度末より2,425百万円増加いたしました。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） 

 営業活動の結果得られた資金は、3,310百万円となりました。これは主に税金等調整前四半期純利益が4,260百万円

計上された一方、法人税等の支払により1,397百万円資金が減少したことによります。 

（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

 投資活動の結果使用された資金は、157百万円となりました。これは主に有形固定資産の取得66百万円、無形固定

資産の取得90百万円を支出したことによります。 

（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、720百万円となりました。これは主に配当金の支払722百万円によります。 

  

  

 平成21年９月11日に公表いたしました連結業績予想について、平成22年１月25日公表の「業績予想の修正に関する

お知らせ」において修正しております。詳細は同資料をご参照ください。 

 なお、上記の業績予想は、本資料の発表日現在において入手可能な情報に基づき作成しており、実際の業績は今後

様々な要因によって予想数値と異なる場合があります。 

  

  

 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２四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

後の実効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
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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２四半期連結会計期間末
(平成22年１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 7,756,479 5,330,500

売掛金 3,748,248 3,634,243

有価証券 290,728 290,561

製品 － 1,446,908

商品 － 58,558

商品及び製品 1,513,086 －

原材料及び貯蔵品 835,253 768,044

その他 467,693 457,443

貸倒引当金 △76,098 △56,282

流動資産合計 14,535,390 11,929,978

固定資産   

有形固定資産   

建物 199,862 200,319

減価償却累計額 △103,633 △94,385

建物（純額） 96,228 105,934

工具、器具及び備品 951,730 899,342

減価償却累計額 △656,792 △603,593

工具、器具及び備品（純額） 294,938 295,749

有形固定資産合計 391,167 401,683

無形固定資産   

ソフトウエア 752,710 850,865

その他 56,665 32,371

無形固定資産合計 809,375 883,237

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 △79,684 △75,123

投資不動産（純額） 1,573,604 1,578,166

その他 457,577 459,414

投資その他の資産合計 2,031,182 2,037,580

固定資産合計 3,231,725 3,322,501

資産合計 17,767,116 15,252,480
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（単位：千円）

当第２四半期連結会計期間末
(平成22年１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 652,465 524,117

未払金 1,237,182 1,125,518

未払法人税等 1,915,545 1,449,332

賞与引当金 68,029 55,909

ポイント引当金 80,492 43,564

その他 316,669 229,899

流動負債合計 4,270,383 3,428,342

固定負債   

退職給付引当金 40,446 37,493

その他 11,258 7,296

固定負債合計 51,705 44,789

負債合計 4,322,089 3,473,131

純資産の部   

株主資本   

資本金 1,163,049 1,162,198

資本剰余金 1,640,449 1,639,598

利益剰余金 12,382,105 10,709,996

自己株式 △1,669,873 △1,669,873

株主資本合計 13,515,729 11,841,920

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 2,820 3,127

為替換算調整勘定 △73,523 △65,699

評価・換算差額等合計 △70,702 △62,571

純資産合計 13,445,027 11,779,348

負債純資産合計 17,767,116 15,252,480
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（２）四半期連結損益計算書 
（第２四半期連結累計期間） 

（単位：千円）

前第２四半期連結累計期間 
(自 平成20年８月１日 
 至 平成21年１月31日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成21年８月１日 
 至 平成22年１月31日) 

売上高 12,038,376 15,077,448

売上原価 2,198,417 2,777,049

売上総利益 9,839,959 12,300,398

販売費及び一般管理費 7,414,249 8,021,676

営業利益 2,425,710 4,278,721

営業外収益   

受取利息 5,325 350

受取配当金 － 903

受取手数料 7,783 7,511

その他 5,725 1,558

営業外収益合計 18,834 10,324

営業外費用   

為替差損 41,842 11,514

減価償却費 5,247 9,115

その他 2,642 38

営業外費用合計 49,732 20,668

経常利益 2,394,811 4,268,378

特別損失   

固定資産除却損 86,623 7,674

投資有価証券評価損 24,840 －

特別損失合計 111,463 7,674

税金等調整前四半期純利益 2,283,347 4,260,703

法人税等 1,017,964 1,858,150

四半期純利益 1,265,383 2,402,552
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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２四半期連結累計期間 
(自 平成20年８月１日 
 至 平成21年１月31日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成21年８月１日 
 至 平成22年１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 2,283,347 4,260,703

減価償却費 253,481 244,961

長期前払費用償却額 13,668 12,234

貸倒引当金の増減額（△は減少） △5,240 21,478

賞与引当金の増減額（△は減少） 2,313 12,119

ポイント引当金の増減額（△は減少） △218,262 36,928

退職給付引当金の増減額（△は減少） 5,432 2,953

受取利息及び受取配当金 △5,517 △1,254

支払利息 933 －

固定資産除却損 86,623 7,674

投資有価証券評価損益（△は益） 24,840 －

売上債権の増減額（△は増加） △550,791 △117,316

たな卸資産の増減額（△は増加） △68,012 △78,406

仕入債務の増減額（△は減少） 30,101 130,974

未払金の増減額（△は減少） 105,842 103,291

未払消費税等の増減額（△は減少） 2,374 56,451

預り金の増減額（△は減少） 34,233 38,289

その他 23,609 △23,764

小計 2,018,978 4,707,319

利息及び配当金の受取額 5,309 1,045

利息の支払額 △933 －

法人税等の支払額 △1,013,336 △1,397,441

営業活動によるキャッシュ・フロー 1,010,017 3,310,923

投資活動によるキャッシュ・フロー   

有価証券の取得による支出 △290,000 －

有形固定資産の取得による支出 △85,068 △66,369

有形固定資産の売却による収入 1,154 －

無形固定資産の取得による支出 △106,155 △90,181

差入保証金の差入による支出 △4,602 △2,840

差入保証金の回収による収入 27,609 1,800

投資活動によるキャッシュ・フロー △457,062 △157,590

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 △112,000 －

株式の発行による収入 7,172 1,701

配当金の支払額 △833,283 △722,393

財務活動によるキャッシュ・フロー △938,111 △720,692

現金及び現金同等物に係る換算差額 △46,163 △6,661

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △431,319 2,425,978

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 4,199,933 7,756,479
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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、本邦売上高は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。 

  

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

６．その他の情報
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