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１. 平成22年９月期第３四半期の業績（平成21年10月１日～平成22年６月30日）

 (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９月期第３四半期 9,658 2.1 835 13.6 922 △0.9 540 1.6
21年９月期第３四半期 9,464 ― 735 ― 930 ― 531 ―

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３四半期 40 29 ―

21年９月期第３四半期 43 71 ―

 (２) 財政状態

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３四半期 9,850 4,110 41.7 306 50

21年９月期 10,069 3,868 38.4 288 47

(参考) 自己資本 22年９月期第３四半期 4,110百万円 21年９月期 3,868百万円

２. 配当の状況

年間配当金

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 ― 20 00 20 00

22年９月期 ― 0 00 ―

22年９月期(予想) 22 50 22 50

３. 平成22年９月期の業績予想（平成21年10月１日～平成22年９月30日）

(％表示は、通期は対前期増減率)

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 12,400 1.5 1,026 18.0 1,150 8.6 700 17.3 52 20
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（注）「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、表示方法等の変更の有無となります。 

(３) 発行済株式数（普通株式） 

 
  

・この四半期決算短信は、金融商品取引法に基づく四半期レビュー手続の対象外であり、この四半期決算

短信の開示時点において、金融商品取引法に基づく四半期財務諸表のレビュー手続は終了していませ

ん。 

  

※ 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。業績予想の前提となる条件及び業績予想のご利用にあたっての注意事項等については、四半

期決算短信（添付資料）４ページ「業績予想に関する定性的情報」をご覧ください。 

４. その他 （詳細は、[添付資料]４ページ「その他の情報」をご覧ください。）

(１) 簡便な会計処理及び特有の会計処理の適用 ： 無

（注）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の有無となります。

(２) 会計処理の原則・手続、表示方法等の変更

 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３Ｑ 13,410,000株 21年９月期 13,410,000株

② 期末自己株式数 22年９月期３Ｑ 85株 21年９月期 ―株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 22年９月期３Ｑ 13,409,987株 21年９月期３Ｑ 12,160,000株

※ 四半期レビュー手続の実施状況に関する表示
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当第３四半期累計期間（平成21年10月１日～平成22年６月30日）におけるわが国経済は、中国をはじ

めとした新興国経済の拡大や政府の景気対策の効果などにより企業収益が改善し一部に景気回復の兆し

が見られたものの、一方でＥＵにおける債務問題がくすぶり、また依然として個人消費は雇用や所得環

境の先行き不透明感から消費者の節約意識や低価格志向が強く、厳しい状況で推移いたしました。 

このような状況の中で、当社は販路を持った総合企画メーカーとして「品質・企画・価格」全ての面

で信頼を勝ち取るため、品質管理体制の強化をはかるとともに、企画部門を集約・再編し商品企画開発

力を強化する体制を構築いたしました。これにより、より一層営業部門と企画部門との一体化による機

動性のある営業展開を推進し、自社企画商品売上の拡大に努めてまいりました。それらの活動に伴い、

既存取引先及び新規取引先に対する取引深耕がより図れ、デコラティブシリーズのつけまつ毛をはじめ

として自社企画商品売上の拡大が順調に推移いたしました。 

これらの結果、当第３四半期累計期間の売上高は9,658,762千円（対前年同期比2.1％増）、営業利益

は835,359千円（対前年同期比13.6％増）、経常利益は922,990千円（対前年同期比0.9％減）、四半期

純利益は540,317千円（対前年同期比1.6％増）となりました。 

また、当第３四半期会計期間の売上高は3,193,668千円（対前年同期比3.2％増）、営業利益は

212,777千円（対前年同期比21.4％増）、経常利益は242,098千円（対前年同期比0.2％増）となりまし

たが、投資有価証券評価損を計上したことにより、四半期純利益は90,619千円（対前年同期比46.6％

減）となりました。 

  

事業部門別の状況は次のとおりであります。 

  

＜ヘルス＆ビューティー事業＞ 

総合スーパー向け売上は、業界全体が厳しい状況の中で、アイラッシュを中心とするアイメイク関連

商品が好調で、自社企画商品の販売も順調に推移いたしました。また、ドラッグストア向け売上につい

ても、既存取引先及び新規取引先との取引の深耕が図れ、自社企画商品の販売が順調に推移いたしまし

た。この結果、第３四半期累計期間の売上高は3,565,829千円（対前年同期比2.8％増）となりました。

  

＜ファンシー・キャラクター事業＞ 

総合スーパー向け売上は、一般商品仕入から自社企画商品への転換を積極的に推進しておりますが、

業界の低迷を受け低調に推移いたしました。一方、アイラッシュ、ネイル、キャラクター雑貨等の自社

企画商品の販売が拡大できたディスカウントストア向け売上、バラエティショップ向け売上、ＯＥＭ商

品受注先及び別注商品受注先への売上が好調に推移いたしました。この結果、当第３四半期累計期間の

売上高は、4,793,111千円（対前年同期比4.7％増）となりました。 

  

＜その他事業＞ 

主要販売先である100円均一ショップ向け売上が取扱商品の絞込みと販売先の在庫調整の影響により

依然として厳しい状況で推移いたしました。この結果、第３四半期累計期間の売上高は、1,299,822千

円（対前年同期比8.2％減）となりました。 

  

１. 当四半期の業績等に関する定性的情報

(１) 経営成績に関する定性的情報
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（資産、負債及び純資産の状況） 

①資産 

当第３四半期会計期間末の資産合計は、前事業年度末に比べて219,124千円減少し、9,850,871千円と

なりました。 

流動資産は、前事業年度末に比べて230,035千円減少し、6,252,888千円となりました。これは主に、

受取手形及び売掛金が295,563千円、商品が166,531千円増加し、現金及び預金が682,430千円減少した

こと等によるものであります。 

固定資産は、前事業年度末に比べて10,910千円増加し、3,597,982千円となりました。これは主に、

有形固定資産が18,725千円、無形固定資産が49,431千円増加し、投資不動産が23,395千円、その他が

34,733千円減少したこと等によるものであります。 

②負債 

当第３四半期会計期間末の負債合計は、前事業年度末に比べて460,933千円減少し、5,740,740千円と

なりました。 

流動負債は、前事業年度末に比べて435,855千円増加し、3,419,557千円となりました。 

これは主に、支払手形及び買掛金が91,762千円、その他が381,425千円増加し、未払法人税等が

37,912千円減少したこと等によるものであります。 

固定負債は、前事業年度末に比べて896,788千円減少し、2,321,183千円となりました。 

これは主に、社債が50,000千円、長期借入金が800,900千円、役員退職慰労引当金が25,677千円減少

したこと等によるものであります。 

③純資産 

当第３四半期会計期間末の純資産合計は、前事業年度末に比べて241,808千円増加し、4,110,130千円

となりました。 

これは主に、利益剰余金が272,117千円増加し、その他有価証券評価差額金が15,163千円、繰延ヘッ

ジ損益が15,094千円減少（マイナスの増加）したこと等によるものであります。 

  

（キャッシュ・フローの状況） 

第３四半期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、税引前四半期純利

益を940,198千円計上するとともに、仕入債務の増加、保険積立金の解約による収入があったこと、売

上債権の増加、たな卸資産の増加、法人税等の支払、長期借入金の返済による支出、配当金の支払があ

ったこと等により前事業年度末に比べて682,430千円減少し、1,144,353千円となりました。 

  

当第３四半期累計期間における各キャッシュ・フローの状況は次のとおりであります。 

  

①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75,922千円（対前年同期比は86.9％減）となりました。これは主に、

税引前四半期純利益940,198千円計上するとともに、減価償却費64,541千円、仕入債務の増加100,090千

円があったこと、売上債権の増加298,098千円、たな卸資産の増加191,151千円、法人税等の支払額

426,355千円があったこと等によるものであります。 

(２) 財政状態に関する定性的情報
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②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、69,863千円（対前年同期比は85.5％減）となりました。これは主

に、保険積立金の解約による収入76,932千円があったこと、有形固定資産の取得による支出55,741千

円、社内基幹システム構築のための無形固定資産の取得による支出31,365千円、関係会社出資金の払込

による支出44,780千円があったこと等によるものであります。 

  

③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、688,490千円（前年同四半期は426,860千円の獲得）となりました。

これは主に、長期借入金の返済による支出340,720千円、社債の償還による支出80,000千円、配当金の

支払額267,717千円があったこと等によるものであります。 

  

当第３四半期までの業績につきましては、概ね計画どおり推移しております。平成21年11月10日に公

表いたしました平成21年９月期決算短信記載の「平成22年９月期の業績予想」に変更はありません。 

  

該当事項はありません。 

  

  

該当事項はありません。 

  

  

  

  

(３) 業績予想に関する定性的情報

２. その他の情報

(１) 簡便な会計処理及び特有の会計処理の概要

(２) 会計処理の原則・手続、表示方法等の変更の概要
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３．四半期財務諸表 
(1)四半期貸借対照表 

(単位：千円)

当第３四半期会計期間末 
(平成22年６月30日) 

前事業年度末に係る 
要約貸借対照表 

(平成21年９月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 2,599,353 3,281,784

受取手形及び売掛金 2,355,484 2,059,920

商品 964,421 797,889

貯蔵品 87,131 62,512

その他 248,887 282,816

貸倒引当金 △2,390 △2,000

流動資産合計 6,252,888 6,482,924

固定資産   

有形固定資産 1,080,566 1,061,840

無形固定資産 90,554 41,123

投資その他の資産   

投資不動産 1,782,492 1,805,887

その他 649,209 683,942

貸倒引当金 △4,839 △5,722

投資その他の資産合計 2,426,861 2,484,107

固定資産合計 3,597,982 3,587,071

資産合計 9,850,871 10,069,996

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 1,735,969 1,644,206

未払法人税等 191,053 228,966

賞与引当金 111,800 117,620

返品調整引当金 30,800 24,400

その他 1,349,934 968,509

流動負債合計 3,419,557 2,983,702

固定負債   

社債 800,000 850,000

長期借入金 910,000 1,710,900

退職給付引当金 138,883 148,143

役員退職慰労引当金 350,472 376,150

その他 121,827 132,778

固定負債合計 2,321,183 3,217,971

負債合計 5,740,740 6,201,673
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(単位：千円)

当第３四半期会計期間末 
(平成22年６月30日) 

前事業年度末に係る 
要約貸借対照表 

(平成21年９月30日) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 545,500 545,500

資本剰余金 264,313 264,313

利益剰余金 3,361,547 3,089,430

自己株式 △52 －

株主資本合計 4,171,309 3,899,243

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △25,096 △9,933

繰延ヘッジ損益 △36,082 △20,988

評価・換算差額等合計 △61,178 △30,921

純資産合計 4,110,130 3,868,322

負債純資産合計 9,850,871 10,069,996
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(2)四半期損益計算書 
(第３四半期累計期間) 

(単位：千円)

前第３四半期累計期間 
(自 平成20年10月１日 
 至 平成21年６月30日) 

当第３四半期累計期間 
(自 平成21年10月１日 
 至 平成22年６月30日) 

売上高 9,464,099 9,658,762

売上原価 6,555,912 6,487,940

売上総利益 2,908,187 3,170,822

返品調整引当金戻入額 20,600 24,400

返品調整引当金繰入額 24,100 30,800

差引売上総利益 2,904,687 3,164,422

販売費及び一般管理費 2,169,394 2,329,063

営業利益 735,292 835,359

営業外収益   

受取利息 12,856 4,417

受取配当金 4,532 4,763

不動産賃貸収入 193,726 186,363

デリバティブ精算益 37,860 －

その他 67,926 31,361

営業外収益合計 316,902 226,906

営業外費用   

支払利息 35,268 32,789

不動産賃貸費用 64,508 65,332

その他 21,509 41,153

営業外費用合計 121,286 139,275

経常利益 930,908 922,990

特別利益   

貸倒引当金戻入額 500 184

保険返戻金 17,489 68,791

特別利益合計 17,989 68,976

特別損失   

投資有価証券評価損 14,100 51,565

たな卸資産評価損 5,057 －

その他 48 203

特別損失合計 19,206 51,768

税引前四半期純利益 929,692 940,198

法人税、住民税及び事業税 385,905 389,965

法人税等調整額 12,212 9,915

法人税等合計 398,118 399,880

四半期純利益 531,573 540,317
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(第３四半期会計期間) 

(単位：千円)

前第３四半期会計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年６月30日) 

当第３四半期会計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22年６月30日) 

売上高 3,096,105 3,193,668

売上原価 2,132,900 2,146,239

売上総利益 963,205 1,047,429

返品調整引当金戻入額 24,100 32,600

返品調整引当金繰入額 21,600 30,800

差引売上総利益 965,705 1,049,229

販売費及び一般管理費 790,392 836,451

営業利益 175,313 212,777

営業外収益   

受取利息 2,248 1,288

受取配当金 3,806 4,151

不動産賃貸収入 63,964 61,528

その他 33,536 2,858

営業外収益合計 103,556 69,826

営業外費用   

支払利息 12,719 10,459

不動産賃貸費用 21,005 21,700

その他 3,618 8,345

営業外費用合計 37,342 40,505

経常利益 241,526 242,098

特別利益   

投資有価証券評価損戻入益 30,956 －

貸倒引当金戻入額 200 454

特別利益合計 31,156 454

特別損失   

投資有価証券評価損 － 51,565

特別損失合計 － 51,565

税引前四半期純利益 272,682 190,988

法人税、住民税及び事業税 120,633 96,549

法人税等調整額 △17,769 3,819

法人税等合計 102,863 100,369

四半期純利益 169,819 90,619
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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３四半期累計期間 
(自 平成20年10月１日 
 至 平成21年６月30日) 

当第３四半期累計期間 
(自 平成21年10月１日 
 至 平成22年６月30日) 

営業活動によるキャッシュ・フロー   

税引前四半期純利益 929,692 940,198

減価償却費 63,297 64,541

貸倒引当金の増減額（△は減少） 657 △493

賞与引当金の増減額（△は減少） 3,580 △5,820

返品調整引当金の増減額（△は減少） 3,500 6,400

退職給付引当金の増減額（△は減少） △4,929 △9,259

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 11,850 △25,677

保険返戻金 △17,489 △68,791

デリバティブ精算益 △37,860 －

投資有価証券評価損益（△は益） 14,100 51,565

受取利息及び受取配当金 △17,389 △9,181

支払利息 35,268 32,789

売上債権の増減額（△は増加） △103,732 △298,098

たな卸資産の増減額（△は増加） 9,474 △191,151

仕入債務の増減額（△は減少） 176,576 100,090

その他 △31,802 △66,362

小計 1,034,792 520,748

利息及び配当金の受取額 17,594 11,328

利息の支払額 △30,589 △29,799

法人税等の支払額 △440,948 △426,355

営業活動によるキャッシュ・フロー 580,848 75,922

投資活動によるキャッシュ・フロー   

定期預金の預入による支出 △1,435,000 △2,035,000

定期預金の払戻による収入 835,000 2,035,000

有形固定資産の取得による支出 △67,643 △55,741

無形固定資産の取得による支出 － △31,365

投資有価証券の取得による支出 △208,557 △7,620

投資有価証券の売却による収入 400,000 49

関係会社出資金の払込による支出 － △44,780

保険積立金の解約による収入 － 76,932

保険積立金の払戻による収入 37,981 －

差入保証金の差入による支出 △40,297 －

その他 △2,202 △7,338

投資活動によるキャッシュ・フロー △480,719 △69,863
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(単位：千円)

前第３四半期累計期間 
(自 平成20年10月１日 
 至 平成21年６月30日) 

当第３四半期累計期間 
(自 平成21年10月１日 
 至 平成22年６月30日) 

財務活動によるキャッシュ・フロー   

短期借入れによる収入 2,100,000 500,000

短期借入金の返済による支出 △2,200,000 △500,000

長期借入れによる収入 300,000 －

長期借入金の返済による支出 △447,440 △340,720

社債の発行による収入 1,000,000 －

社債の償還による支出 △82,500 △80,000

配当金の支払額 △243,200 △267,717

その他 － △52

財務活動によるキャッシュ・フロー 426,860 △688,490

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 526,988 △682,430

現金及び現金同等物の期首残高 837,702 1,826,784

現金及び現金同等物の四半期末残高 1,364,691 1,144,353
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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
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