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1.  平成22年9月期第2四半期の連結業績（平成21年9月21日～平成22年3月20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9月期第2四半期 26,765 △6.5 2,134 △12.7 2,280 △14.8 1,121 △1.1
21年9月期第2四半期 28,613 ― 2,444 ― 2,677 ― 1,133 ―

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9月期第2四半期 27.13 ―
21年9月期第2四半期 27.43 ―

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9月期第2四半期 89,509 51,621 57.7 1,248.77
21年9月期 89,307 51,902 58.1 1,255.50

（参考） 自己資本   22年9月期第2四半期  51,602百万円 21年9月期  51,880百万円

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9月期 ― 0.00 ― 36.00 36.00
22年9月期 ― 0.00
22年9月期 

（予想）
― 36.00 36.00

3.  平成22年9月期の連結業績予想（平成21年9月21日～平成22年9月20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 54,100 △2.0 3,700 4.6 4,100 4.1 2,300 6.9 55.66
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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．その他をご覧ください。 

(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、
実際の実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。業績予想の前提となる仮定等については、４
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。 

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9月期第2四半期 41,337,487株 21年9月期  41,337,487株
② 期末自己株式数 22年9月期第2四半期  14,627株 21年9月期  14,627株
③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 22年9月期第2四半期 41,322,860株 21年9月期第2四半期 41,322,880株
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第２四半期連結累計期間（平成21年９月21日から平成22年３月20日まで） 

 
  

 
  

当第２四半期連結累計期間（平成21年９月21日～平成22年３月20日）におけるわが国経済は、海外輸出

の増加など一部に景気の持ち直しが見られましたが、引き続き厳しい雇用情勢が続いており、個人消費は

依然として低調に推移いたしました。 

当社グループが主に事業を展開する化粧品市場におきましては、消費者の低価格志向により厳しい市場

環境が続いております。このような中、カウンセリング化粧品におきましては、付加価値の高い商品の開

発に加え、販売代理店を通じ高級化粧品としてのブランドイメージ向上を図ってまいりました。また、主

にドラッグストアを通じて販売しているセルフ化粧品や滋養強壮ドリンク、さらには主にコンビニエンス

ストアを通じて販売している機能性ドリンクにおきましては、積極的な広告宣伝活動や販売促進活動を行

ってまいりました。 

これらの結果、当第２四半期連結累計期間の売上高は、26,765百万円（前年同期比6.5％減）、営業利

益は2,134百万円（同12.7％減）、経常利益は2,280百万円（同14.8％減）、四半期純利益は1,121百万円

（同1.1％減）となりました。 

化粧品事業における、高級品を中心としたカウンセリング化粧品は、消費者の低価格志向の影響を受

け、売上が減少いたしました。セルフ化粧品は、消費者志向に合致した商品を市場に投入したことによ

り、安定した売上を確保いたしました。その結果、化粧品事業の売上高は、17,886百万円（前年同期比

5.9％減）、営業利益は3,087百万円（同7.4％減）となりました。 

医薬品事業におきましては、市場の冷え込みの影響を受け、売上は減少いたしました。その結果、医薬

品事業の売上高は、3,591百万円（前年同期比2.7％減）、営業損失は214百万円（前年同期の営業損失は

155百万円）となりました。 

食品事業におきましては、サプリメントが引き続き市場低迷の影響を受け、売上は減少いたしました。

その結果、食品事業の売上高は、4,364百万円（前年同期比2.6％減）、営業利益は181百万円（同51.0％

減）となりました。 

その他の事業におきましては、北米における航空関連事業が、引き続き景気低迷の影響により大幅な売

上減少になりました。その結果、その他の事業の売上高は、922百万円（前年同期比35.9％減）、営業損

失は81百万円（前年同期の営業損失は57百万円）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

前第２四半期 当第２四半期

売上高
（百万円）

構成比
（％）

売上高
（百万円）

構成比
（％）

増減額 
（百万円）

増減率
（％）

化粧品事業 18,999 66.4 17,886 66.8 △1,113 △5.9

医薬品事業 3,692 12.9 3,591 13.4 △100 △2.7

食品事業 4,481 15.7 4,364 16.3 △116 △2.6

その他の事業 1,439 5.0 922 3.5 △516 △35.9

売上高計 28,613 100.0 26,765 100.0 △1,847 △6.5

前第２四半期 当第２四半期

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 2,444 8.5 2,134 8.0 △309 △12.7

経常利益 2,677 9.4 2,280 8.5 △397 △14.8

四半期純利益 1,133 4.0 1,121 4.2 △12 △1.1
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当第２四半期連結会計期間末の総資産は、前連結会計年度末に比べ202百万円増加し、89,509百万円と

なりました。主に、受取手形及び売掛金が増加し、流動資産が前連結会計年度末に比べ949百万円増加し

たことによるものです。 

負債は、前連結会計年度末に比べ482百万円増加し、37,888百万円となりました。主に、未払法人税等

が増加し、流動負債が前連結会計年度末に比べ947百万円増加したことによるものです。 

純資産は、前連結会計年度末に比べ280百万円減少し、51,621百万円となりました。主に、配当金の支

払によって利益剰余金が前連結会計年度末に比べ366百万円減少したことによるものです。 

  

（連結キャッシュ・フローの状況） 

営業活動による資金の増加は2,110百万円となりました。これは、主に、税金等調整前四半期純利益

2,101百万円によるものであります。 

投資活動による資金の減少は559百万円となりました。これは、主に、有形固定資産の取得による支出

555百万円によるものであります。 

財務活動による資金の減少は1,482百万円となりました。これは、配当金の支払額1,482百万円によるも

のであります。 

以上の結果、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は35,629百万円となり、前連結

会計年度末より49百万円増加しました。 

  

通期の連結業績予想につきましては、平成21年10月30日公表の連結業績予想に変更はありません。 

  
  

該当事項はありません。 

  

定率法を採用している資産については、連結会計年度に係る減価償却費の額を期間按分して算定す

る方法によっております。 

在外子会社及び重要性のない国内子会社において、法人税等の納付税額の算定に関しては、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。 

  

該当事項はありません。 

（表示方法の変更） 

「保険配当金」は、前第２四半期連結累計期間においては、営業外収益の「その他」に含めて表示

しておりましたが、当第２四半期連結累計期間において営業外収益の総額の100分の20を超えたため

区分掲記いたしました。なお、前第２四半期連結累計期間の営業外収益の「その他」に含まれる保険

配当金は、28,488千円であります。 

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

（簡便な会計処理）

①固定資産の減価償却の算定方法

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

（四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理）

(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３月20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９月20日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 35,629,488 35,579,974

受取手形及び売掛金 12,697,701 11,492,997

商品及び製品 6,912,024 6,914,756

仕掛品 164,884 297,440

原材料及び貯蔵品 1,714,081 1,588,442

繰延税金資産 1,707,774 1,678,057

未収入金 1,835,227 2,115,008

その他 502,347 536,485

貸倒引当金 △99,417 △88,620

流動資産合計 61,064,111 60,114,543

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 6,409,201 6,629,975

機械装置及び運搬具（純額） 1,108,281 1,206,288

土地 14,330,058 14,330,058

リース資産（純額） 8,145 7,900

建設仮勘定 3,139 19,779

その他（純額） 594,132 675,150

有形固定資産合計 22,452,958 22,869,152

無形固定資産   

のれん 6,328 9,333

ソフトウエア 1,651,707 1,746,344

その他 107,783 248,312

無形固定資産合計 1,765,819 2,003,990

投資その他の資産   

投資有価証券 520,894 548,562

長期貸付金 304 656

繰延税金資産 2,309,660 2,292,333

その他 1,635,356 1,751,788

貸倒引当金 △239,240 △273,363

投資その他の資産合計 4,226,974 4,319,977

固定資産合計 28,445,752 29,193,120

資産合計 89,509,863 89,307,664
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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３月20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９月20日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 5,324,383 4,918,241

1年内返済予定の長期借入金 － 12,337

リース債務 2,124 1,874

未払金 4,183,968 4,130,861

未払法人税等 1,156,601 642,429

繰延税金負債 8 12

賞与引当金 234,478 222,860

返品調整引当金 1,388,348 1,360,920

その他 891,429 944,561

流動負債合計 13,181,344 12,234,098

固定負債   

リース債務 6,445 6,421

退職給付引当金 4,845,049 5,050,296

長期預り保証金 19,493,372 19,703,272

その他 361,913 411,103

固定負債合計 24,706,781 25,171,094

負債合計 37,888,125 37,405,192

純資産の部   

株主資本   

資本金 7,319,431 7,319,431

資本剰余金 6,809,366 6,809,366

利益剰余金 37,861,948 38,228,362

自己株式 △21,326 △21,326

株主資本合計 51,969,421 52,335,834

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 27,513 △88,625

為替換算調整勘定 △394,119 △366,390

評価・換算差額等合計 △366,606 △455,015

少数株主持分 18,923 21,652

純資産合計 51,621,738 51,902,471

負債純資産合計 89,509,863 89,307,664
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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９月21日 
 至 平成21年３月20日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成21年９月21日 
 至 平成22年３月20日) 

売上高 28,613,211 26,765,604

売上原価 9,776,064 9,192,951

売上総利益 18,837,147 17,572,653

販売費及び一般管理費 16,392,883 15,438,203

営業利益 2,444,263 2,134,449

営業外収益   

受取利息 55,037 13,068

受取配当金 4,974 4,061

受取賃貸料 55,331 27,112

保険配当金 － 41,157

その他 156,976 102,655

営業外収益合計 272,320 188,056

営業外費用   

支払利息 908 －

為替差損 22,897 33,218

その他 14,847 8,440

営業外費用合計 38,652 41,659

経常利益 2,677,930 2,280,846

特別利益   

固定資産売却益 35,579 164

投資有価証券売却益 126 1,616

貸倒引当金戻入額 45,571 －

会員権売却益 56,700 －

長期未払金取崩益 － 40,234

その他 6,432 1,517

特別利益合計 144,409 43,532

特別損失   

固定資産除売却損 2,682 7,490

投資有価証券評価損 134,748 215,418

たな卸資産評価損 364,982 －

特別損失合計 502,413 222,908

税金等調整前四半期純利益 2,319,926 2,101,471

法人税、住民税及び事業税 857,853 1,109,817

法人税等調整額 331,805 △127,600

法人税等合計 1,189,658 982,217

少数株主損失（△） △3,419 △1,955

四半期純利益 1,133,687 1,121,209

7

㈱ノエビア（4916）　平成22年９月期　第２四半期決算短信



 (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９月21日 
 至 平成21年３月20日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成21年９月21日 
 至 平成22年３月20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 2,319,926 2,101,471

減価償却費 1,010,558 922,606

のれん償却額 15,267 3,004

貸倒引当金の増減額（△は減少） △47,006 △23,202

賞与引当金の増減額（△は減少） 11,640 11,524

返品調整引当金の増減額（△は減少） △34,602 27,428

退職給付引当金の増減額（△は減少） 201,375 △205,246

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △403,531 －

債務保証損失引当金の増減額（△は減少） △6,432 △1,517

受取利息及び受取配当金 △60,011 △17,130

支払利息 908 －

為替差損益（△は益） 35,483 20,784

投資有価証券売却損益（△は益） △126 △1,616

投資有価証券評価損益（△は益） 134,748 215,418

固定資産除売却損益（△は益） △32,896 7,325

会員権売却損益（△は益） △56,700 －

長期未払金取崩益 － △40,234

売上債権の増減額（△は増加） △1,262,154 △1,162,924

たな卸資産の増減額（△は増加） 1,020,790 △36,552

仕入債務の増減額（△は減少） △362,819 435,947

預り保証金の増減額（△は減少） △80,500 △209,900

その他 630,860 614,277

小計 3,034,778 2,661,462

利息及び配当金の受取額 67,414 16,292

利息の支払額 △908 －

法人税等の支払額 △743,298 △567,110

営業活動によるキャッシュ・フロー 2,357,985 2,110,644

投資活動によるキャッシュ・フロー   

定期預金の払戻による収入 3,000,000 －

投資有価証券の取得による支出 △11,212 △900

投資有価証券の売却による収入 782 11,616

有形固定資産の取得による支出 △541,630 △555,132

有形固定資産の売却による収入 99,824 1,000

無形固定資産の取得による支出 △199,552 △16,795

無形固定資産の売却による収入 3,303 411

長期貸付金の回収による収入 81,979 407

会員権の売却による収入 63,000 －

投資活動によるキャッシュ・フロー 2,496,495 △559,392

財務活動によるキャッシュ・フロー   

新株予約権付社債の償還による支出 △6,760,000 －

自己株式の取得による支出 △34 －

配当金の支払額 △1,480,800 △1,482,998

財務活動によるキャッシュ・フロー △8,240,834 △1,482,998

現金及び現金同等物に係る換算差額 △105,405 △18,739

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △3,491,759 49,514

現金及び現金同等物の期首残高 35,913,855 35,579,974

現金及び現金同等物の四半期末残高 32,422,096 35,629,488
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該当事項はありません。 

  

 
(注) １ 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。 

(1) 化粧品事業‥‥‥‥化粧品、化粧用医薬部外品 

(2) 医薬品事業‥‥‥‥医薬品、上記以外の医薬部外品 

(3) 食品事業‥‥‥‥‥食品、栄養補助食品 

(4) その他の事業‥‥‥アパレル、化粧雑貨、航空関連 

２ 会計処理方法の変更 

（棚卸資産の評価に関する会計基準） 

第１四半期連結会計期間より「棚卸資産の評価に関する会計基準」（企業会計基準第９号 平成18年７月

５日）を適用しております。 

この適用に伴い、従来の方法によった場合に比べて、第２四半期連結累計期間の営業利益は化粧品事業で

39,941千円、食品事業で422千円それぞれ減少し、第２四半期連結累計期間の営業損失は医薬品事業で6,522

千円、その他の事業で2,534千円それぞれ増加しております。 

  

 
(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。 

(1) 化粧品事業‥‥‥‥化粧品、化粧用医薬部外品 

(2) 医薬品事業‥‥‥‥医薬品、上記以外の医薬部外品 

(3) 食品事業‥‥‥‥‥食品、栄養補助食品 

(4) その他の事業‥‥‥アパレル、化粧雑貨、航空関連 

  

(4) 継続企業の前提に関する注記

(5) セグメント情報

a.事業の種類別セグメント情報

前第２四半期連結累計期間（自 平成20年９月21日 至 平成21年３月20日）

化粧品 
事業 

（千円）

医薬品
事業 

（千円）

食品
事業 

（千円）

その他
の事業 
（千円）

計
（千円）

消去又は 
全社 

（千円）

連結
（千円）

売上高

(1)外部顧客に対する売上高 18,999,890 3,692,374 4,481,253 1,439,693 28,613,211 － 28,613,211

(2)セグメント間の内部売上 
高又は振替高

－ － － 67,104 67,104 △67,104 －

計 18,999,890 3,692,374 4,481,253 1,506,797 28,680,316 △67,104 28,613,211

営業利益又は営業損失(△) 3,335,899 △155,340 371,051 △57,949 3,493,661 △1,049,398 2,444,263

当第２四半期連結累計期間（自 平成21年９月21日 至 平成22年３月20日）

化粧品 
事業 

（千円）

医薬品
事業 

（千円）

食品
事業 

（千円）

その他
の事業 
（千円）

計
（千円）

消去又は 
全社 

（千円）

連結
（千円）

売上高

(1)外部顧客に対する売上高 17,886,468 3,591,857 4,364,306 922,971 26,765,604 － 26,765,604

(2)セグメント間の内部売上 
高又は振替高

－ － － 68,216 68,216 △68,216 －

計 17,886,468 3,591,857 4,364,306 991,187 26,833,820 △68,216 26,765,604

営業利益又は営業損失(△) 3,087,885 △214,603 181,932 △81,603 2,973,611 △839,161 2,134,449
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本邦以外の国又は地域に所在する連結子会社の売上高の金額が全セグメント売上高の金額の10％

未満であるため、記載を省略しております。 

  

本邦以外の国又は地域に所在する連結子会社の売上高の金額が全セグメント売上高の金額の10％

未満であるため、記載を省略しております。 

  

海外売上高が連結売上高の10％未満であるため、記載を省略しております。 

  

海外売上高が連結売上高の10％未満であるため、記載を省略しております。 

  

該当事項はありません。 

  

b.所在地別セグメント情報

前第２四半期連結累計期間（自 平成20年９月21日 至 平成21年３月20日）

当第２四半期連結累計期間（自 平成21年９月21日 至 平成22年３月20日）

c.海外売上高

前第２四半期連結累計期間（自 平成20年９月21日 至 平成21年３月20日）

当第２四半期連結累計期間（自 平成21年９月21日 至 平成22年３月20日）

(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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