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1.  平成23年3月期第2四半期の連結業績（平成22年4月1日～平成22年9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 ％

23年3月期第2四半期 85,067 △0.2 6,454 128.7 6,071 134.5 2,403 224.3
22年3月期第2四半期 85,269 △3.6 2,821 △38.7 2,589 △46.9 740 △53.2

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

23年3月期第2四半期 41.40 ―
22年3月期第2四半期 12.77 ―

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

23年3月期第2四半期 166,959 109,121 61.4 1,766.17
22年3月期 167,395 107,538 60.6 1,746.59

（参考） 自己資本   23年3月期第2四半期  102,521百万円 22年3月期  101,385百万円

2.  配当の状況 

（注）当四半期における配当予想の修正有無  無   

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

22年3月期 ― 20.00 ― 20.00 40.00
23年3月期 ― 20.00
23年3月期 

（予想）
― 20.00 40.00

3.  平成23年3月期の連結業績予想（平成22年4月1日～平成23年3月31日） 
（％表示は、対前期増減率）

（注）当四半期における業績予想の修正有無  有   

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 174,400 1.1 11,000 8.6 11,100 2.5 5,900 14.5 101.64



(1) 当四半期中における重要な子会社の異動  無  

（注）当四半期会計期間における連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動の有無となります。 

(2) 簡便な会計処理及び特有の会計処理の適用  有  
（注）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の有無となります。 

(3) 会計処理の原則・手続、表示方法等の変更 

（注）「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
示方法等の変更の有無となります。 

(4) 発行済株式数（普通株式） 

※四半期レビュー手続の実施状況に関する表示 
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おりません。 

※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、当社が発表日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。業績予想に関する事項は、四半期決算
短信（添付資料）４ページ「１．当四半期の連結業績等に関する定性的情報（２）連結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】P.5「その他の情報」をご覧ください。）

新規 ―社 （社名 - ）、 除外 ―社 （社名 - ）

① 会計基準等の改正に伴う変更 有
② ①以外の変更 無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 23年3月期2Q 60,592,541株 22年3月期  60,592,541株
② 期末自己株式数 23年3月期2Q  2,545,313株 22年3月期  2,545,000株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 23年3月期2Q 58,047,443株 22年3月期2Q  58,047,624株
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（１）連結経営成績に関する定性的情報 

第２四半期連結累計期間（平成22年４月１日から平成22年９月30日まで） 

   

  

① 概況 

 当第２四半期連結累計期間（平成22年４月１日から平成22年９月30日まで）における日本経済は、ゆるやかな回

復基調が見られ、一部の個人消費は持ち直しましたが、雇用・所得環境は依然として改善せず、消費者物価の下落

が続くなど、引き続き厳しい状況で推移しました。化粧品業界におきましては、本年８月までの平成22年度の経済

産業省化粧品出荷統計（暦年）によりますと、販売個数、販売金額ともに前年同期と比べ増加しました。 

 このような市場環境の中、当社グループは、独自のブランドマーケティングを進化させ、多様化する市場や生活

者ニーズに柔軟に対応するとともに、経営資源の 適配分を推進し経営効率の向上と収益力の強化に取り組んでま

いりました。 

 当第２四半期連結累計期間における当社グループの業績につきましては、化粧品事業とその他の事業は伸長しま

したがコスメタリー事業は前年を下回り、売上高は85,067百万円（前年同期比0.2％減）となりました。なお、為

替の影響を除くと前年同期比0.1％減となります。 

 利益につきましては、厳しい環境下でも利益を確保できる体質への改善に取り組んだこと等により、販売費及び

一般管理費が減少した結果、営業利益は6,454百万円（同128.7％増）、経常利益は6,071百万円（同134.5％増）、

四半期純利益は2,403百万円（同224.3％増）となりました。 

  

② セグメント別の状況 

(a）化粧品事業 

  

１．当四半期の連結業績等に関する定性的情報

事業区分 

前第２四半期 累計 当第２四半期 累計 前年同期比較

金額
（百万円） 

構成比
（％） 

金額
（百万円） 

構成比 
（％） 

増減額 
（百万円） 

増減率
（％） 

化粧品  61,485  72.1  61,949  72.8  463  0.8

コスメタリー  23,109  27.1  22,306  26.2  △803  △3.5

その他  674  0.8  812  1.0  138  20.5

売上高計  85,269  100.0  85,067  100.0  △202  △0.2

区分 

前第２四半期 累計 当第２四半期 累計 前年同期比較

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  2,821  3.3  6,454  7.6  3,632  128.7

経常利益  2,589  3.0  6,071  7.1  3,481  134.5

四半期純利益  740  0.9  2,403  2.8  1,662  224.3

事業区分 前第２四半期 累計 当第２四半期 累計 増減額 
増減率
（％） 

外部顧客に対する売上高 百万円  61,485  61,949  463  0.8

セグメント間の売上高 百万円  －  －  －  －

売上高計 百万円  61,485  61,949  －  －

営業利益 百万円  4,668  6,998  2,330  49.9

営業利益率 ％  7.6  11.3  －  －



 化粧品事業につきましては、国内では、「コスメデコルテ」の40周年プロモーションをスタートするなど、化粧

品専門店や百貨店で扱う高級品の育成に努めました。また、「雪肌精」の“Save the Blue”キャンペーンを実施

するなど顧客の拡大に向けた広告宣伝・販売促進活動を展開しました。 

 海外においては、中国での専門店チャネルの開拓に取り組んだほか、各国で新製品の導入やプロモーションを行

い、事業の拡大を図りました。 

 これらの結果、当事業の売上高は、61,949百万円（前年同期比0.8％増）、営業利益は6,998百万円（同49.9％

増）となりました。 

  

(b）コスメタリー事業 

  

 コスメタリー事業につきましては、お客様のニーズに応えた製品開発に努めるとともに、効果的な広告宣伝・販

売促進活動を実施しブランドの活性化を図りました。一方で、前年同期における新製品投入の反動や天候の影響も

ありました。 

 これらの結果、売上高は22,306百万円（前年同期比3.5％減）、営業利益は795百万円（前年同期は543百万円の

損失）となりました。 

  

(c）その他の事業 

  

 その他の事業につきましては、相手先ブランド製品に関する受注生産の受託高増加等の結果、売上高は812百万

円（前年同期比20.5％増）、営業利益は233百万円（同39.4％増）となりました。 

事業区分 前第２四半期 累計 当第２四半期 累計 増減額 
増減率
（％） 

外部顧客に対する売上高 百万円  23,109  22,306  △803  △3.5

セグメント間の売上高 百万円  －  0  －  －

売上高計 百万円  23,109  22,306  －  －

営業利益 百万円  △543  795  1,339  －

営業利益率 ％  －  3.6  －  －

事業区分  前第２四半期 累計 当第２四半期 累計 増減額 
増減率
（％） 

外部顧客に対する売上高 百万円  674  812  138  20.5

セグメント間の売上高 百万円  1,229  542  －  －

売上高計 百万円  1,904  1,354  －  －

営業利益 百万円  167  233  65  39.4

営業利益率 ％  8.8  17.2  －  －



   

（２）連結業績予想に関する定性的情報 

 今後の経済情勢につきましては、政策効果等により国内景気が持ち直していくことが期待されるものの、雇用・

所得環境は依然として厳しく、先行き不透明な状況が続くものと懸念されます。化粧品業界におきましても、国内

需要が伸び悩む中で、企業間競争の激しさも増しております。 

 このような事業環境の中、当社グループは、下期におきましても、既存の主力製品の育成に加え、新たな製品の

投入や効果的な販売施策の継続により、多様化する市場や生活者ニーズに柔軟に対応してまいります。海外事業に

つきましても、引き続きグローバルブランドの育成や販路の開拓に取り組んでまいります。更に、経営改革を推し

進め経営資源を有効に活用し、経営効率の向上と収益力の強化を図ってまいります。 

 これらの状況を踏まえ、次の通り業績の見通しを変更いたします。 

 前提となる為替レートの見直しのほか、上期の実績を勘案し、売上高は174,400百万円（前期比1.1％増)、営業

利益は11,000百万円（同8.6％増）、経常利益は11,100百万円（同2.5％増)、当期純利益は5,900百万円（同14.5％

増）を予想しております。 

  

  
  

平成23年３月期（通期）の連結業績予想（平成22年４月１日～平成23年３月31日） 

  

  
※主要な為替レートにつきましては、90円／米ドル、2.8円／台湾ドル、13.2円／中国元を想定しています。 

  

   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 

 前回発表予想（Ａ） 
百万円

 178,400

百万円

 11,000

百万円

 11,100

百万円 

 5,900

円 銭

 101.64

 今回発表予想（Ｂ）  174,400  11,000  11,100  5,900  101.64

 増減額（Ｂ－Ａ）  △4,000  －  －  － ─── 

 増減率（％）  △2.2  －  －  － ─── 

（ご参考）前期実績 
（平成22年３月期）  172,564  10,132  10,832  5,154  88.81

事業区分 

平成22年３月期 平成23年３月期 前年同期比較

金額
（百万円） 

構成比
（％） 

金額
（百万円） 

構成比 
（％） 

増減額 
（百万円） 

増減率
（％） 

化粧品  126,104  73.1  128,100  73.4  1,995  1.6

コスメタリー  44,972  26.0  44,600  25.6  △372  △0.8

その他  1,487  0.9  1,700  1.0  212  14.3

売上高計  172,564  100.0  174,400  100.0  1,835 1.1 

区分 

平成22年３月期 平成23年３月期 前年同期比較

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  10,132  5.9  11,000  6.3  867  8.6

経常利益  10,832  6.3  11,100  6.4  267  2.5

当期純利益  5,154  3.0  5,900  3.4  745  14.5



（１）重要な子会社の異動の概要 

該当事項はありません。 

  

（２）簡便な会計処理及び特有の会計処理の概要 

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 

 法人税等の納付税額の算定に関しては、親会社及び一部の連結子会社において、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。 

  

（３）会計処理の原則・手続、表示方法等の変更の概要 

１．四半期連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更  

①資産除去債務に関する会計基準の適用 

第１四半期連結会計期間より、「資産除去債務に関する会計基準」（企業会計基準第18号 平成20年３月31

日）及び「資産除去債務に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第21号 平成20年３月31日）

を適用しております。 

これにより、営業利益及び経常利益はそれぞれ41百万円減少し、税金等調整前四半期純利益は325百万円減

少しております。 

②企業結合に関する会計基準等の適用 

第１四半期連結会計期間より、「企業結合に関する会計基準」（企業会計基準第21号 平成20年12月26

日）、「連結財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第22号 平成20年12月26日）、「「研究開発費等に

係る会計基準」の一部改正」（企業会計基準第23号 平成20年12月26日）、「事業分離等に関する会計基準」

（企業会計基準第７号 平成20年12月26日）、「持分法に関する会計基準」（企業会計基準第16号 平成20年

12月26日公表分）及び「企業結合会計基準及び事業分離等会計基準に関する適用指針」（企業会計基準適用指

針第10号 平成20年12月26日）を適用しております。 

２．表示方法の変更 

（四半期連結損益計算書）  

「連結財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第22号 平成20年12月26日）に基づく「財務諸表等の用

語、様式及び作成方法に関する規則等の一部を改正する内閣府令」（平成21年３月24日 内閣府令第５号）の適

用により、当第２四半期連結累計期間では、「少数株主損益調整前四半期純利益」の科目で表示しております。

  

２．その他の情報



３．四半期連結財務諸表 
（１）四半期連結貸借対照表 

（単位：百万円）

当第２四半期連結会計期間末
(平成22年９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22年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 24,799 22,505

受取手形及び売掛金 22,728 23,720

有価証券 21,647 23,987

商品及び製品 12,436 12,764

仕掛品 1,407 1,299

原材料及び貯蔵品 9,260 8,653

繰延税金資産 4,541 4,387

その他 3,809 2,874

貸倒引当金 △314 △266

流動資産合計 100,316 99,925

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 31,543 31,435

減価償却累計額 △18,904 △18,495

建物及び構築物（純額） 12,639 12,940

機械装置及び運搬具 13,286 13,326

減価償却累計額 △11,544 △11,524

機械装置及び運搬具（純額） 1,741 1,802

工具、器具及び備品 28,647 27,999

減価償却累計額 △23,564 △22,888

工具、器具及び備品（純額） 5,083 5,111

土地 17,187 17,220

リース資産 353 249

減価償却累計額 △89 △55

リース資産（純額） 264 194

建設仮勘定 39 68

有形固定資産合計 36,956 37,337

無形固定資産   

ソフトウエア 1,631 1,825

その他 2,050 2,059

無形固定資産合計 3,681 3,885

投資その他の資産   

投資有価証券 11,193 10,505

繰延税金資産 11,627 12,453

その他 3,385 3,499

貸倒引当金 △200 △211

投資その他の資産合計 26,005 26,247

固定資産合計 66,643 67,470

資産合計 166,959 167,395



（単位：百万円）

当第２四半期連結会計期間末
(平成22年９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22年３月31日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 13,570 12,604

短期借入金 4,667 4,294

リース債務 82 57

未払金 4,942 6,390

未払費用 6,792 6,992

未払法人税等 1,780 1,609

未払消費税等 586 733

返品調整引当金 1,857 2,034

その他 1,436 926

流動負債合計 35,716 35,643

固定負債   

リース債務 199 150

退職給付引当金 19,164 20,034

役員退職慰労引当金 2,486 3,998

その他 272 29

固定負債合計 22,122 24,213

負債合計 57,838 59,857

純資産の部   

株主資本   

資本金 4,848 4,848

資本剰余金 6,390 6,390

利益剰余金 99,053 97,810

自己株式 △7,229 △7,229

株主資本合計 103,062 101,820

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △32 45

為替換算調整勘定 △508 △480

評価・換算差額等合計 △540 △435

少数株主持分 6,599 6,153

純資産合計 109,121 107,538

負債純資産合計 166,959 167,395



（２）四半期連結損益計算書 
（第２四半期連結累計期間） 

（単位：百万円）

前第２四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22年９月30日) 

売上高 85,269 85,067

売上原価 22,207 21,959

売上総利益 63,062 63,108

販売費及び一般管理費   

広告宣伝費 5,133 4,624

販売促進費 18,062 15,942

運賃及び荷造費 2,715 2,669

給料及び手当 18,921 18,950

退職給付費用 814 645

法定福利費 2,449 2,504

減価償却費 1,318 1,196

その他 10,823 10,119

販売費及び一般管理費合計 60,240 56,653

営業利益 2,821 6,454

営業外収益   

受取利息 139 105

受取配当金 41 71

雑収入 109 105

営業外収益合計 290 282

営業外費用   

支払利息 28 22

為替差損 486 633

雑損失 8 9

営業外費用合計 522 665

経常利益 2,589 6,071

特別利益   

固定資産売却益 0 2

貸倒引当金戻入額 13 －

投資有価証券売却益 － 0

役員退職慰労引当金戻入額 － 85

特別利益合計 14 88

特別損失   

固定資産処分損 87 186

投資有価証券評価損 － 151

投資有価証券売却損 0 －

貸倒引当金繰入額 17 －

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 284

その他 － 54

特別損失合計 104 677

税金等調整前四半期純利益 2,498 5,482

法人税、住民税及び事業税 1,600 1,876

法人税等調整額 △201 724

法人税等合計 1,398 2,600

少数株主損益調整前四半期純利益 － 2,881

少数株主利益 359 478

四半期純利益 740 2,403



（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

（単位：百万円）

前第２四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22年９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 2,498 5,482

減価償却費 2,693 2,404

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 284

貸倒引当金の増減額（△は減少） △2 36

退職給付引当金の増減額（△は減少） △641 △870

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 87 △1,512

その他の引当金の増減額（△は減少） △10 △131

固定資産処分損益（△は益） 86 184

受取利息及び受取配当金 △181 △176

支払利息 28 22

為替差損益（△は益） 336 401

投資有価証券売却損益（△は益） 0 △0

投資有価証券評価損益（△は益） － 151

売上債権の増減額（△は増加） 230 880

たな卸資産の増減額（△は増加） △1,934 △497

仕入債務の増減額（△は減少） 1,336 774

その他の資産の増減額（△は増加） △79 △357

その他の負債の増減額（△は減少） 419 △741

小計 4,869 6,334

利息及び配当金の受取額 169 161

利息の支払額 △39 △25

法人税等の支払額 △2,123 △1,705

営業活動によるキャッシュ・フロー 2,875 4,766

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 △2,800 △3,600

定期預金の払戻による収入 1,800 1,800

有価証券の取得による支出 △17,189 △12,741

有価証券の売却による収入 11,986 12,895

子会社株式の取得による支出 △114 －

有形固定資産の取得による支出 △1,969 △1,873

有形固定資産の売却による収入 12 31

無形固定資産の取得による支出 △281 △299

投資有価証券の取得による支出 △576 △1,490

投資有価証券の売却による収入 7 6

投資その他の資産の増減額（△は増加） △135 △566

投資活動によるキャッシュ・フロー △9,259 △5,837

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） － 392

自己株式の純増減額（△は増加） △0 △0

配当金の支払額 △1,160 △1,160

少数株主への配当金の支払額 △32 △44

その他 △16 △33

財務活動によるキャッシュ・フロー △1,210 △847

現金及び現金同等物に係る換算差額 △55 △273

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △7,649 △2,191

現金及び現金同等物の期首残高 39,066 33,787

現金及び現金同等物の四半期末残高 31,416 31,595



該当事項はありません。 

  

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21年４月１日 至 平成21年９月30日） 

 （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。 

（化粧品事業）    主要製品：コーセー・ボーテ ド コーセー・コスメデコルテ・プレディア・ 

インフィニティ・ジルスチュアート・クリエ・アルビオン・ 

製商品輸出・海外生産品 

（コスメタリー事業） 主要製品：ファシオ・エルシア・サロンスタイル・ソフティモ・ 

スティーブンノル コレクション・リンメル 

（その他の事業）   主要製品：アメニティ製品・不動産賃貸・原材料輸出 

  

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21年４月１日 至 平成21年９月30日） 

 全セグメントの売上高の合計に占める「日本」の割合が90％を超えているため、所在地別セグメント情報の記載

を省略しております。 

  

ｃ．海外売上高 

 前第２四半期連結累計期間（自 平成21年４月１日 至 平成21年９月30日） 

 海外売上高が連結売上高の10％未満のため、海外売上高の記載を省略しております。 

  

（４）継続企業の前提に関する注記

（５）セグメント情報

  
化粧品事業
（百万円） 

コスメタリー
事業 
（百万円） 

その他の事業
（百万円） 

計
（百万円） 

消去又は全社 
（百万円） 

連結
（百万円） 

売上高            

(1）外部顧客に対する売上高 61,485 23,109 674  85,269  － 85,269

(2）セグメント間の内部売上高又は振替高 － － 1,229  1,229 (1,229) －

計 61,485 23,109 1,904  86,499 (1,229) 85,269

営業利益又は営業損失(△） 4,668 △543 167  4,292 (1,470) 2,821



ｄ．セグメント情報 

(1)報告セグメントの概要 

当社の報告セグメントは、当社の構成単位のうち分離された財務情報が入手可能であり、 高経営意思決定機

関が、経営資源の配分の決定及び業績を評価するために、定期的に検討を行う対象となっているものでありま

す。 

当社は、お客様の多様なニーズに適合した製品を市場に提供するため、当社グループで企画・開発した製品を

各種ブランドにより展開しており、各ブランドごとに国内及び海外の包括的な戦略を立案し、事業活動を行って

おります。 

したがって、当社は各ブランドを基礎とした事業別セグメントから構成されており、「化粧品事業」および

「コスメタリー事業」の２つを報告セグメントとしております。 

「化粧品事業」に属する主要製品には、コーセー・ボーテ ド コーセー・コスメデコルテ・プレディア・イン

フィニティ・ジルスチュアート・クリエ・アルビオン等が、「コスメタリー事業」に属する主要製品には、ファ

シオ・エルシア・サロンスタイル・ソフティモ・スティーブンノル コレクション・リンメル・アディダス等が

あります。 

  

(2)報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報 

当第２四半期連結累計期間（自 平成22年４月１日 至 平成22年９月30日） 

（単位：百万円）

 （注）１．「その他」の区分は、報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、アメニティ製品事業・不動産賃

貸事業を含んでおります。 

２．セグメント利益の調整額は、以下のとおりであります。 

全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない親会社の管理部門に係る費用及び基礎研究費用であります。

３．セグメント利益は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。  

  

(3)報告セグメントごとの固定資産の減損損失、又はのれん等に関する情報 

当第２四半期連結会計期間において、重要な事項はありません。 

  

(4)地域に関する売上高情報 

当第２四半期連結累計期間（自 平成22年４月１日 至 平成22年９月30日） 

（単位：百万円）

   

(追加情報)  

第１四半期連結会計期間より、「セグメント情報等の開示に関する会計基準」（企業会計基準第17号 平成21年

３月27日）及び「セグメント情報等の開示に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第20号 平成20

年３月21日）を適用しております。 

   

該当事項はありません。 

  

  報告セグメント
その他
（注１）

合計
調整額 

（注２） 

四半期連結損益
計算書計上額 
（注３）   化粧品事業 コスメタリ

ー事業 計

売上高             

(1）外部顧客に対する売上高  61,949 22,306 84,255 812  85,067  － 85,067

(2）セグメント間の内部売上高 

  又は振替高 
 － 0 0 542  542  △542 －

計  61,949 22,306 84,255 1,354  85,609  △542 85,067

セグメント利益  6,998 795 7,794 233  8,027  △1,573 6,454

セグメント間取引消去 百万円 △26

各報告セグメントに配分していない全社費用 百万円 △1,546

日本 アジア その他 計  

 75,443 9,336 287 85,067

（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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