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1.  平成22年7月期第3四半期の連結業績（平成21年8月1日～平成22年4月30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3四半期 22,679 25.1 6,217 78.2 6,244 79.5 3,513 88.3
21年7月期第3四半期 18,127 ― 3,488 ― 3,479 ― 1,865 ―

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3四半期 12,983.51 12,969.67
21年7月期第3四半期 6,853.27 6,836.32

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3四半期 18,725 14,580 77.9 53,874.07
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3四半期  14,580百万円 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3四半期 280,461株 21年7月期  280,348株

② 期末自己株式数 22年7月期第3四半期  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3四半期 270,574株 21年7月期第3四半期 272,213株
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 当第３四半期連結累計期間におけるわが国経済は、海外市場の回復を背景に、輸出関連企業に業績回復の兆しが見

られ、景気後退期を脱し、緩やかな回復基調に入り始めましたが、デフレ傾向はいまだ継続しており、消費や雇用環

境は低迷が続く先行き不透明な状況で推移しました。 

 このような状況の中、当社グループはアクアコラーゲンゲルシリーズの販売を中心に新規顧客の獲得に努めると同

時に、提供サービスの向上や既存商品のリニューアルなどで既存顧客への訴求を積極的に行い、売上高の増加を図っ

てまいりました。 

 販路別に見ますと、各販路とも順調に推移いたしました。通信販売においては、引き続きテレビインフォマーシャ

ルの活用の積極化に加え、ラジオＣＭにおいて青汁やプラセンタＥＸⅡなどの健康食品の訴求を展開するといった新

たな施策も行い、新規顧客の獲得を図っております。また、定期配送サービス取り扱い商品の拡充やモバイルサイト

のリニューアルなどの顧客サービスの充実が既存顧客の囲い込みに奏功しており、順調に売上高を伸長させることが

できました。この結果、通信販売の売上高は前年同期と比較して31.9％増加いたしました。 

 対面型店舗販売では、新規店舗を８店舗開店する一方、低収益店舗を５店舗閉店し、引き続き収益性の向上を図っ

ております。販売面ではリニューアルを行ったジェノマーの販売が好調であり、既存顧客の購買が堅調に推移すると

同時に、３月以降は新規顧客による購買が安定して増加する傾向になってきており、順調に売上高を伸ばすことがで

きました。この結果、対面型店舗販売の売上高は前年同期と比較して5.2％増加いたしました。 

 卸売販売では、アクアコラーゲンゲルエンリッチリフトＥＸやＢＢパーフェクトクリームの拡販を積極的に展開い

たしました。またラボラボブランドの新たなラインであるファーストエイジングケアラインの新規導入をドラッグス

トア中心に働きかけると同時に、他社への専売商品の展開といった新たな取り組みも行い、売上高の伸長を図りまし

た。こうした取り組みの結果、卸売販売の売上高は前年同期と比較し、25.5％増加いたしました。  

 海外では、米国、香港は景気減退や販路の絞込みなどの影響により微減となりましたが、台湾は主要販路である百

貨店での販売が回復傾向にあることとテレビショッピング経由の売上高が好調に推移していることにより、順調に売

上高が増加しました。また、販売代理店を通じた展開を行っているシンガポール・マレーシア地域は新規店舗の開店

などもあり、順調に売上高を伸ばしております。この結果、海外での売上高は前年同期と比較して13.5％増加いたし

ました。 

 利益面では、売上高の増加に加え、アクアコラーゲンゲルシリーズを中心とした利益率の高い商品が好調に推移し

たこと、引き続き広告宣伝の効率性が維持されていること、会報誌・ダイレクトメールの発送費の削減などが主因と

なり、高い増益率を確保することができました。 

 以上の結果、売上高は22,679百万円（前年同期比125.1％）、営業利益6,217百万円（前年同期比178.2％）、経常

利益6,244百万円（前年同期比179.5％）、四半期純利益3,513百万円（前年同期比188.3％）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＞  

 化粧品事業は、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とＢＢパーフェクトクリームが好

調に推移しました。アクアコラーゲンゲルシリーズではエンリッチリフトＥＸが積極的なプロモーション活動によ

り、引き続き好調であることに加え、敏感肌用のスーパーセンシティブの徳用サイズを期間限定で販売したことが売

上高を押し上げる要因となりました。ＢＢパーフェクトクリームは、リニューアルを行ったことにより全販路で拡販

を図り、テレビインフォマーシャルや店頭プロモーションなどの販促施策も相まって、売上高を伸ばすことができま

した。ラボラボブランドでは、ファーストエイジングケアラインを新たに発売し、ドラッグストアへの新規導入を積

極化するなど拡販に努めました。また、他社とのコラボレーション商品としてアスタモイスチャーゲルを発売し、好

調な滑り出しとなり、今後に期待を持つことができる結果となりました。ジェノマーブランドでは、ナイトアップク

リームなどのリニューアル商品を中心に訴求を行うと同時に、通信販売でも取り扱いを始めたことにより売上高が伸

長いたしました。dr.brandtは効率性を考慮し、店舗を縮小したことにより、売上高は減少しております。 

 以上により、化粧品事業の売上高は、21,825百万円（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、定期配送サービスの認知が浸透し、堅調に売上高が伸長しております。また、ラジオＣＭにて青

汁やプラセンタＥＸⅡなどを訴求することにより、比較的年齢層が高く、化粧品だけでは取り込めない層の新規顧客

の獲得を図りました。 

 以上により、健康食品事業の売上高は、605百万円（前年同期比176.3％）となりました。 

＜機器類その他事業＞  

 機器類その他事業では、アクアソニア、イオニカルＥＸなどの美容機器の化粧品とのセット販売が好調に推移した

ことにより、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、247百万円（前年同期比291.8％）となりました。 

＜投資事業＞  

 当第３四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、3,473百万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3,530百万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、671百万円増加いたしました。これは業績が好調に推移したことによ

り、付与ポイントが増加したことに伴うポイント引当金の増加70百万円、利益が増加したことに伴う未払法人税の増

加236百万円並びに商品の製造、原材料仕入れの増加に伴う買掛金の増加123百万円が主因であります。 

（純資産） 

純資産合計は、前連結会計年度末と比較して、2,801百万円増加いたしました。これは主に当第３四半期連結累計 

期間純利益3,513百万円を計上した一方、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 

2,782百万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３四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8,860百万円となり、前連結 

会計年度末より3,530百万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、4,611百万円となりました。これは主に税金等調整前四半期純利益が6,215百万円 

計上された一方、法人税等の支払により2,468百万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、362百万円となりました。これは主に有形固定資産の取得117百万円、無形固定 

資産の取得244百万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、715百万円となりました。これは主に配当金の支払724百万円によります。 

  

  

 平成22年３月15日付の「平成22年７月期 第２四半期決算短信」で公表しました平成22年７月期の通期の連結業績

予想から変更はありません。 

 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３四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３四半期連結会計期間末
(平成22年４月30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 8,860,678 5,330,500

受取手形及び売掛金 3,512,063 3,634,243

有価証券 290,787 290,561

製品 － 1,446,908

商品 － 58,558

商品及び製品 1,632,981 －

原材料及び貯蔵品 780,784 768,044

その他 436,771 457,443

貸倒引当金 △90,674 △56,282

流動資産合計 15,423,393 11,929,978

固定資産   

有形固定資産   

建物 201,943 200,319

減価償却累計額 △108,927 △94,385

建物（純額） 93,015 105,934

工具、器具及び備品 1,005,527 899,342

減価償却累計額 △687,486 △603,593

工具、器具及び備品（純額） 318,041 295,749

建設仮勘定 1,014 －

有形固定資産合計 412,070 401,683

無形固定資産   

ソフトウエア 818,570 850,865

その他 41,182 32,371

無形固定資産合計 859,752 883,237

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 △81,964 △75,123

投資不動産（純額） 1,571,324 1,578,166

その他 459,066 459,414

投資その他の資産合計 2,030,390 2,037,580

固定資産合計 3,302,214 3,322,501

資産合計 18,725,607 15,252,480
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（単位：千円）

当第３四半期連結会計期間末
(平成22年４月30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 648,003 524,117

未払金 1,186,721 1,125,518

未払法人税等 1,685,748 1,449,332

賞与引当金 170,074 55,909

ポイント引当金 114,520 43,564

その他 273,830 229,899

流動負債合計 4,078,898 3,428,342

固定負債   

退職給付引当金 45,439 37,493

その他 20,360 7,296

固定負債合計 65,800 44,789

負債合計 4,144,699 3,473,131

純資産の部   

株主資本   

資本金 1,167,047 1,162,198

資本剰余金 1,644,447 1,639,598

利益剰余金 13,492,553 10,709,996

自己株式 △1,669,873 △1,669,873

株主資本合計 14,634,175 11,841,920

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 16,185 3,127

為替換算調整勘定 △69,452 △65,699

評価・換算差額等合計 △53,266 △62,571

純資産合計 14,580,908 11,779,348

負債純資産合計 18,725,607 15,252,480

㈱ドクターシーラボ（4924）平成22年７月期 第3四半期決算短信
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（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８月１日 
 至 平成21年４月30日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成21年８月１日 
 至 平成22年４月30日) 

売上高 18,127,608 22,679,552

売上原価 3,336,115 4,128,099

売上総利益 14,791,493 18,551,452

販売費及び一般管理費 11,302,883 12,333,487

営業利益 3,488,609 6,217,965

営業外収益   

受取利息 8,184 1,759

受取配当金 － 1,731

為替差益 － 1,770

受取手数料 11,703 9,680

商品破損受取賠償金 － 19,579

その他 8,942 3,823

営業外収益合計 28,831 38,345

営業外費用   

為替差損 25,449 －

減価償却費 7,870 11,395

その他 4,286 103

営業外費用合計 37,606 11,499

経常利益 3,479,834 6,244,811

特別利益   

受取和解金 13,000 －

特別利益合計 13,000 －

特別損失   

固定資産除却損 90,168 9,734

投資有価証券評価損 24,840 20,040

特別損失合計 115,008 29,774

税金等調整前四半期純利益 3,377,825 6,215,036

法人税等 1,512,274 2,702,036

四半期純利益 1,865,551 3,513,000
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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３四半期連結累計期間 
(自 平成20年８月１日 
 至 平成21年４月30日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成21年８月１日 
 至 平成22年４月30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 3,377,825 6,215,036

減価償却費 382,741 372,970

長期前払費用償却額 20,901 17,212

貸倒引当金の増減額（△は減少） △7,796 21,101

賞与引当金の増減額（△は減少） 83,500 114,164

ポイント引当金の増減額（△は減少） △202,278 70,955

退職給付引当金の増減額（△は減少） 10,523 7,946

受取利息及び受取配当金 △8,933 △3,491

支払利息 1,208 －

固定資産除却損 90,168 9,734

投資有価証券評価損益（△は益） 24,840 20,040

売上債権の増減額（△は増加） △176,764 119,664

たな卸資産の増減額（△は増加） △479,021 △140,269

仕入債務の増減額（△は減少） 255,073 125,967

未払金の増減額（△は減少） △19,782 59,898

未払消費税等の増減額（△は減少） △35,952 52,460

預り金の増減額（△は減少） 9,588 △4,458

その他 5,077 18,314

小計 3,330,918 7,077,248

利息及び配当金の受取額 8,572 3,208

利息の支払額 △1,208 －

法人税等の支払額 △1,764,321 △2,468,731

営業活動によるキャッシュ・フロー 1,573,961 4,611,725

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 △115,029 △117,093

有形固定資産の売却による収入 1,212 －

無形固定資産の取得による支出 △204,784 △244,861

差入保証金の差入による支出 △4,979 △2,928

差入保証金の回収による収入 27,998 1,960

投資活動によるキャッシュ・フロー △585,583 △362,922

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 △164,000 －

株式の発行による収入 9,224 9,698

自己株式の取得による支出 △399,989 －

配当金の支払額 △836,124 △724,834

財務活動によるキャッシュ・フロー △1,390,890 △715,135

現金及び現金同等物に係る換算差額 △37,758 △3,488

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △440,270 3,530,178

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 4,190,982 8,860,678
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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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