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1.  平成22年12月期第1四半期の業績（平成22年1月1日～平成22年3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12月期第1四半期 4,157 △12.3 △200 ― △201 ― △204 ―
21年12月期第1四半期 4,738 ― △251 ― △216 ― △216 ―

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12月期第1四半期 △3.49 ―
21年12月期第1四半期 △3.71 ―

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12月期第1四半期 8,347 4,759 57.0 81.42
21年12月期 8,699 4,963 57.1 84.91

（参考） 自己資本   22年12月期第1四半期  4,759百万円 21年12月期  4,963百万円

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12月期 ― 0.00 ― 0.00 0.00
22年12月期 ―
22年12月期 

（予想）
0.00 ― 0.00 0.00

3.  平成22年12月期の業績予想（平成22年1月1日～平成22年12月31日） 
（％表示は通期は対前期、第2四半期累計期間は対前年同四半期増減率）

（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

第2四半期 
累計期間

8,734 △10.3 △349 ― △326 ― △329 ― △5.63

通期 17,545 △10.7 △983 ― △964 ― △970 ― △16.60
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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  

（注）詳細は、３ページ【定性的情報・財務諸表等】 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12月期第1四半期 58,458,605株 21年12月期  58,458,605株
② 期末自己株式数 22年12月期第1四半期  0株 21年12月期  0株
③ 期中平均株式数（四半期累計期間） 22年12月期第1四半期 58,458,605株 21年12月期第1四半期 58,458,630株

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
本資料に記載されている業績見通し等の将来に関する記述は、本資料の発表日現在において入手可能な情報に基づいて作成したものであり、将来に関
する見通し及び計画に基づく予測が含まれております。今後の経済情勢等、様々な不確定要因により、実際の業績が記載の予想数値と異なる可能性があ
ります。 
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 当第１四半期会計期間におけるわが国経済は、輸出及び設備投資は持ち直しの動きを見せているものの、雇用・所

得環境は依然として厳しい状況にあります。 

 当社の主要製品分野であります化粧品業界は、個人消費の低迷により全般に低調に推移し、さらに化粧品の価格面

及び利益面での絶え間ない企業間競争により、厳しい事業環境が続いております。 

 こうした中、当社は引き続き複数年にわたる業績回復プランに全力を注いでおり、特にダイレクトセリングの活性

  化、活動エイボンレディ数の増加及びビジネスの効率化に努めております。 

   当第１四半期会計期間の売上高は41億57百万円(前年同四半期比12.3%減）、営業損失は２億円（前年同四半期は営

  業損失２億51百万円）、経常損失は２億１百万円（前年同四半期は経常損失２億16百万円）、また四半期純損失は２

  億４百万円（前年同四半期は四半期純損失２億16百万円）となりました。 

  

(1)資産、負債及び純資産の状況 

 当第１四半期会計期間末における資産合計は、前事業年度末に比べて３億52百万円減少し、83億47百万円となりま

した。これは主として、現金及び預金の減少２億26百万円、売掛金の減少57百万円、有形固定資産の減少77百万円、

前払年金費用の減少54百万円及びたな卸資産の増加１億９百万円等によります。 

 負債合計は、前事業年度末に比べて１億48百万円減少し、35億87百万円となりました。これは主として、預り金の

減少１億３百万円、賞与引当金の減少２億84百万円並びに支払手形及び買掛金の増加１億19百万円、未払金の増加１

億69百万円等によります。 

 純資産合計は、前事業年度末に比べて２億４百万円減少し、47億59百万円となりました。これは株主資本におい

て、四半期純損失２億４百万円を計上したことによります。 

（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。）の残高は、前事業年度末に比較して

２億26百万円減少し、９億86百万円となりました。 

 （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、２億12百万円（前年同四半期は１億80百万円の使用）となりました。これは主と

して、税引前四半期純損失２億２百万円の計上があったこと等によります。 

 （投資活動によるキャッシュ・フロー） 

 投資活動の結果使用した資金は、10百万円（前年同四半期は10百万円の使用）となりました。これは有形固定資産

の取得が６百万円及び無形固定資産の取得が４百万円であったことによります。 

 （財務活動によるキャッシュ・フロー） 

 財務活動の結果使用した資金は、３百万円（前年同四半期は１億71百万円の獲得）となりました。これは主とし

て、リース債務の返済による支出があったことによります。  

  

 平成22年12月期の業績予想につきましては、平成22年２月18日付「平成21年12月期決算短信（非連結）」にて発表

いたしました第２四半期累計期間及び通期の業績予想に変更はありません。   

  

（簡便な会計処理） 

①たな卸資産の評価方法 

 当第１四半期会計期間末のたな卸高の算出に関しては、実地たな卸を省略し、前事業年度末の実地たな卸高を

基礎として合理的な方法により算出しております。また、たな卸資産の簿価切下げにあたっては、収益性の低下

が明らかなたな卸資産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。 

②固定資産の減価償却の算定方法 

 定率法を採用している資産につきましては、事業年度に係る減価償却の額を期間按分して算出する方法によっ

ております。 

  

（四半期財務諸表の作成に特有な会計処理） 

 税金費用の計算 

  税金費用につきましては、当第１四半期会計期間を含む事業年度の税引前当期純利益に対する税効果会計適

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．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
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 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。   

  

該当事項はありません。 

  

（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22年３月31日) 

前事業年度末に係る 
要約貸借対照表 

(平成21年12月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 986,781 1,213,417

売掛金 1,041,590 1,098,901

商品及び製品 812,553 772,154

仕掛品 196,865 206,051

原材料及び貯蔵品 667,036 588,777

前払費用 333,779 363,559

未収入金 344,278 357,568

その他 4,541 593

貸倒引当金 △18,348 △9,682

流動資産合計 4,369,077 4,591,343

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 1,465,595 1,496,542

機械及び装置（純額） 545,651 584,932

車両運搬具（純額） 3,492 3,862

工具、器具及び備品（純額） 178,910 189,900

土地 961,838 961,838

リース資産（純額） 57,456 53,089

有形固定資産合計 3,212,946 3,290,165

無形固定資産   

ソフトウエア 33,171 31,677

無形固定資産合計 33,171 31,677

投資その他の資産   

関係会社株式 10,000 10,000

敷金及び保証金 232,383 232,383

前払年金費用 489,695 544,389

投資その他の資産合計 732,078 786,772

固定資産合計 3,978,196 4,108,615

資産合計 8,347,273 8,699,959
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（単位：千円）

当第１四半期会計期間末 
(平成22年３月31日) 

前事業年度末に係る 
要約貸借対照表 

(平成21年12月31日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 1,034,184 914,602

リース債務 14,174 12,383

未払金 1,110,556 941,219

未払消費税等 75,822 61,403

未払費用 965,815 1,007,824

未払法人税等 7,542 21,096

預り金 62,868 166,419

返品調整引当金 23,483 22,944

賞与引当金 97,623 381,967

その他 1,340 5,149

流動負債合計 3,393,412 3,535,011

固定負債   

長期退職給付未払金 118,107 127,536

役員退職慰労未払金 32,516 32,516

リース債務 43,621 40,969

固定負債合計 194,245 201,021

負債合計 3,587,658 3,736,033

純資産の部   

株主資本   

資本金 3,114,700 3,114,700

資本剰余金 24,644 24,644

利益剰余金 1,620,270 1,824,581

株主資本合計 4,759,615 4,963,926

純資産合計 4,759,615 4,963,926

負債純資産合計 8,347,273 8,699,959
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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）

前第１四半期累計期間 
(自 平成21年１月１日 
 至 平成21年３月31日) 

当第１四半期累計期間 
(自 平成22年１月１日 
 至 平成22年３月31日) 

売上高 4,738,986 4,157,911

売上原価 1,639,502 1,456,645

売上総利益 3,099,483 2,701,266

販売費及び一般管理費 3,350,956 2,901,362

営業損失（△） △251,472 △200,095

営業外収益   

受取配当金 52,800 －

その他 345 483

営業外収益合計 53,145 483

営業外費用   

支払利息 256 194

為替差損 17,957 1,598

その他 1 0

営業外費用合計 18,215 1,793

経常損失（△） △216,542 △201,405

特別損失   

固定資産除却損 － 1,387

特別損失合計 － 1,387

税引前四半期純損失（△） △216,542 △202,793

法人税、住民税及び事業税 161 1,517

法人税等調整額 － －

法人税等合計 161 1,517

四半期純損失（△） △216,704 △204,310
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（３）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21年１月１日 
 至 平成21年３月31日) 

当第１四半期累計期間 
(自 平成22年１月１日 
 至 平成22年３月31日) 

営業活動によるキャッシュ・フロー   

税引前四半期純損失（△） △216,542 △202,793

減価償却費 129,551 97,008

貸倒引当金の増減額（△は減少） 8,894 8,666

前払年金費用の増減額（△は増加） 47,435 54,693

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △37,258 －

受取配当金 △52,800 －

支払利息 256 194

固定資産除却損 － 1,387

売上債権の増減額（△は増加） 338,810 57,311

たな卸資産の増減額（△は増加） △156,119 △109,470

仕入債務の増減額（△は減少） 125,702 119,581

未払人件費の増減額（△は減少） 112,691 208,147

退職給付未払金の増減額（△は減少） △27,324 △9,428

未払消費税等の増減額（△は減少） △32,067 14,418

その他 △415,112 △445,776

小計 △173,883 △206,057

利息の支払額 △256 △194

法人税等の支払額 △6,069 △6,070

営業活動によるキャッシュ・フロー △180,208 △212,322

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 △10,319 △6,081

無形固定資産の取得による支出 － △4,666

投資活動によるキャッシュ・フロー △10,319 △10,747

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） 171,568 －

自己株式の取得による支出 △80 －

リース債務の返済による支出 － △3,515

配当金の支払額 － △50

財務活動によるキャッシュ・フロー 171,488 △3,565

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △19,039 △226,635

現金及び現金同等物の期首残高 126,219 1,213,417

現金及び現金同等物の四半期末残高 107,180 986,781
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 該当事項はありません。 

  

 該当事項はありません。 

  

  

    該当事項はありません。 

  

（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

６．その他の情報
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