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1.  平成23年7月期第1四半期の連結業績（平成22年8月1日～平成22年10月31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7月期第1四半期 7,429 14.8 1,971 2.0 1,957 1.5 1,069 △0.1

22年7月期第1四半期 6,473 36.5 1,932 773.8 1,929 831.1 1,070 837.3

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7月期第1四半期 3,949.48 3,943.72
22年7月期第1四半期 3,956.69 3,952.76

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7月期第1四半期 19,506 15,939 81.7 58,882.81
22年7月期 21,519 15,741 73.2 58,155.35

（参考） 自己資本   23年7月期第1四半期  15,939百万円 22年7月期  15,741百万円

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7月期 ― ― ― 3,200.00 3,200.00

23年7月期 ―

23年7月期 
（予想）

― ― 3,300.00 3,300.00

3.  平成23年7月期の連結業績予想（平成22年8月1日～平成23年7月31日） 
（％表示は、通期は対前期、第２四半期(累計)は対前年同四半期増減率）

（注）当四半期における業績予想の修正有無  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)

17,160 13.8 4,530 5.9 4,530 6.1 2,500 4.1 9,235.90

通期 36,000 13.2 9,600 14.7 9,600 14.6 5,270 12.1 19,469.27



(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（3）連結業績予想に関する定性的情報をご
覧下さい。 

4.  その他 (詳細は、P.5 「2,その他の情報」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 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7月期1Q 280,504株 22年7月期  280,496株

② 期末自己株式数 23年7月期1Q  9,813株 22年7月期  9,813株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 23年7月期1Q 270,687株 22年7月期1Q  270,537株
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 当第1四半期連結会計期間におけるわが国経済は、企業収益の改善や個人消費の持ち直しを背景に緩やかな回復

基調にあるものの、厳しい雇用環境やデフレ状況が依然続いており、さらに急激な円高が進むなど景気の先行き

の不透明感が払拭されずに推移しました。 

 このような環境の中、当社グループは「お客様の価値高度化への挑戦～お客様へのサービス向上と新規のお客

様へのアプローチ拡大を両輪とする成長戦略～」を基本方針とした第三次中期経営計画をスタートさせ、成長基

調にある既存事業のさらなる強化と新たな成長基盤の確立に取り組んでまいりました。 

 販路別に見ますと、通信販売は、薬用アクアコラーゲンゲル美白の発売に伴い、テレビＣＭや新聞を通して多

くの新規顧客を獲得したことに加え、既存顧客のリピート購入も促進されており、好調を維持しております。ま

た、50代、60代以上のお客様が引続き増加していることから、健康食品の需要が高まり、売上の伸長に寄与しま

した。以上により、通信販売の売上高は4,476百万円となり、前年同期と比較して26.0％増加しました。 

 対面型店舗販売は、ＧＭＳは、店頭でイベントを実施することでカウンターの認知度を向上させ、堅調に推移

しております。一方、百貨店は厳しい状況となりました。これは、前年同期にジェノマーからベースメイク商品

を新発売した一方、当第1四半期は、新商品の発売がなく、この影響を大きく受けたことが主因です。しかしなが

ら、購買客数は前年同期を上回る数値で推移しており、今後においては回復の余地があると考えております。以

上により、対面型店舗販売の売上高は983百万円となり、前年同期と比較して3.3％減少しました。 

 卸売販売においては、薬用アクアコラーゲンゲル美白のテレビＣＭ放映と合わせて、店頭でのプロモーション

強化を図り、関連商品を含めて店頭への導入を促進させました。さらに、10月にはＢＢパーフェクトクリームエ

ンリッチリフトの発売に合わせて、アクアコラーゲンゲルエンリッチリフトＥＸの再プロモーション活動を実施

し、売上に寄与しました。また、引き続きカタログ販路が好調に推移し、売上に貢献しております。以上によ

り、卸売販売の売上高は1,811百万円となり、前年同期と比較して2.5％増加しました。 

 海外においては、台湾では、前期より強化しておりますテレビショッピング販路が引続き堅調に推移するとと

もに百貨店も好調でした。販売代理店を通して展開するシンガポール、マレーシア地域は新規店舗を1店舗開店

し、順調に売上を伸ばしております。米国では、アクアコラーゲンゲルエンリッチリフトＥＸ、スーパーホワイ

ト377、ＢＢパーフェクトクリームを強化商品として重点的にＰＲしたことが奏功し、堅調に推移しました。以上

により、海外事業の売上高は158百万円となり、円高により円換算額が目減りした影響を受けたものの、前年同期

と比較して16.7％増加しました。  

 利益面では、売上高営業利益率が26.5％（前年同期実績29.9％）、売上高四半期純利益率が14.4％（前年同期

実績16.5％）となりました。当第1四半期は、テレビＣＭ等のマス広告に積極的に費用を投下したことで前年同期

と比較して、広告宣伝費が大きく増加したこと、また、資産除去債務に関する会計基準の適用により37百万円を

特別損失に計上したことを主因として、前年同期と比較しますと利益率は減少したものの、テレビＣＭ等の効果

で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ほか、通信販売販路が好調で

あった為、高い利益率を維持しており、計画を上回る実績となりました。 

 以上により、売上高は7,429百万円（前年同期比14.8％増）、経常利益は1,957百万円（前年同期比1.5％増）、

四半期純利益は1,069百万円（前年同期比0.1％減）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、以下のとおりです。 

＜化粧品事業＞ 

 化粧品事業においては、ドクターシーラボブランドは、アクアコラーゲンゲルシリーズが売上を牽引しまし

た。前期売上が好調であったアクアコラーゲンゲルエンリッチリフトＥＸの販売が引き続き順調に推移したほ

か、8月18日に全販路にて発売開始しました薬用アクアコラーゲンゲル美白も好調な滑り出しとなっています。ま

た、ＢＢパーフェクトクリームエンリッチリフトやＢＢリップグロスを新発売したことで、ＢＢシリーズも好調

に推移しております。ラボラボブランドは、スーパーモイストゲルが売上を牽引しました。テレビＣＭによりブ

ランド認知度の向上を図ったほか、生協のカタログ販売での取扱いも開始し、新たな顧客層を開拓しています。

ジェノマーブランドは、ナイトアップクリーム、モイスチャーローション、3ＧＦエッセンス、モーニングクリー

ムの主力4商品を中心に販売を強化してまいりました。また、2010年2月より通信販売での取り扱いを開始しまし

たことやＧＭＳ10店舗に新しく導入したことにより、着実に新規顧客を獲得しております。dr.brandtは、効率性

を重視し、2店舗閉店しましたので、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7,144百万円（前年同期比13.2％増）となりました。 

＜健康食品事業＞ 

 健康食品事業は、50代、60代以上の顧客の増加が進んでいることにより健康食品の需要が高まったことや定期

配送サービスの認知度の向上により利用者が増加したことを主因として、好調に推移しました。 

 以上により、健康食品事業の売上高は、285百万円（前年同期比78.9％増）となりました。 

  

1．当四半期の連結業績等に関する定性的情報

（１）連結経営成績に関する定性的情報
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（セグメント区分の変更）  

 当第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。これに伴い、従来、化粧品事業、健康食品事業及び機器その他事業に

区分しておりましたが、当第１四半期連結会計期間より、機器その他事業を化粧品事業に集約し、化粧品事業及

び健康食品事業として区分することに変更しております。なお、前年同期比については、前年同期分を変更後の

区分に組み替えて比較しております。 
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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、2,012百万円減少いたしました。これは法人税等の支払2,690百万円及

び配当金の支払781百万円を主因として、現預金が1,730百万円減少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、2,210百万円減少いたしました。これは法人税等の納付により、未払

法人税が1,873百万円減少したことによります。 

（純資産） 

 純資産合計は、前連結会計年度末と比較し、197百万円増加いたしました。これは主に当第1四半期連結会計期

間純利益1,069百万円を計上した一方、配当金による剰余金の処分866百万円を行ったことにより、利益剰余金が

202百万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1四半期連結会計期間における現金及び現金同等物（以下「資金」という）は、9,005百万円となり、前連

結会計年度末より1,730百万円減少いたしました。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） 

 営業活動の結果支出した資金は、798百万円となりました。これは主に税金等調整前四半期純利益が1,914百万

円計上された一方、法人税等の支払により2,690百万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） 

 投資活動の結果支出した資金は、144百万円となりました。これは主に有形固定資産の取得30百万円、無形固定

資産の取得113百万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） 

 財務活動の結果支出した資金は、780百万円となりました。これは主に配当金の支払781百万円によります。 

  

 当第1四半期連結会計期間における業績は概ね計画通りに推移しており、現時点においては、平成22年9月9日付

「平成22年7月期決算短信」にて発表の第2四半期連結累計期間業績予想及び通期業績予想に変更はありません。 

  

（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
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（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 

 税金費用については、当第１四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。  

  

  

（３）会計処理の原則・手続、表示方法等の変更の概要 

①資産除去債務に関する会計基準等の適用 

 当第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、経常利益は731千円及び税金等調整前四半期純利益は38,665千円減少し

ております。また、当会計基準適用開始による資産除去債務の変動額は58,026千円であります。 

  

  

  

  

  

  

  

２．その他の情報
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３．四半期連結財務諸表 
（１）四半期連結貸借対照表 

（単位：千円）

当第１四半期連結会計期間末
(平成22年10月31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７月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 9,005,134 10,735,959

売掛金 3,902,853 4,449,456

有価証券 290,901 290,844

商品及び製品 1,556,512 1,483,596

原材料及び貯蔵品 1,068,814 810,724

その他 596,666 616,382

貸倒引当金 △138,891 △136,091

流動資産合計 16,281,991 18,250,873

固定資産   

有形固定資産   

建物 213,658 198,301

減価償却累計額 △108,021 △103,358

建物（純額） 105,637 94,942

工具、器具及び備品 967,880 950,302

減価償却累計額 △687,296 △664,980

工具、器具及び備品（純額） 280,583 285,322

建設仮勘定 3,150 －

有形固定資産合計 389,371 380,265

無形固定資産   

ソフトウエア 820,594 880,078

その他 39,010 28,402

無形固定資産合計 859,605 908,480

投資その他の資産   

投資不動産 1,628,634 1,628,634

減価償却累計額 △64,276 △62,448

投資不動産（純額） 1,564,358 1,566,185

その他 411,634 413,823

投資その他の資産合計 1,975,992 1,980,009

固定資産合計 3,224,969 3,268,755

資産合計 19,506,961 21,519,629
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（単位：千円）

当第１四半期連結会計期間末
(平成22年10月31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７月31日) 

負債の部   

流動負債   

買掛金 656,541 653,912

未払金 1,171,702 1,710,747

未払法人税等 888,839 2,762,543

賞与引当金 200,094 80,037

ポイント引当金 117,771 113,730

その他 419,460 399,021

流動負債合計 3,454,411 5,719,992

固定負債   

退職給付引当金 52,602 49,907

その他 60,899 8,065

固定負債合計 113,502 57,972

負債合計 3,567,913 5,777,965

純資産の部   

株主資本   

資本金 1,169,755 1,169,368

資本剰余金 1,647,155 1,646,768

利益剰余金 14,881,548 14,678,661

自己株式 △1,669,873 △1,669,873

株主資本合計 16,028,586 15,824,925

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 4,174 2,261

為替換算調整勘定 △93,713 △85,522

評価・換算差額等合計 △89,538 △83,260

純資産合計 15,939,047 15,741,664

負債純資産合計 19,506,961 21,519,629
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（２）四半期連結損益計算書 
（第１四半期連結累計期間） 

（単位：千円）

前第１四半期連結累計期間 
(自 平成21年８月１日 
 至 平成21年10月31日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成22年８月１日 
 至 平成22年10月31日) 

売上高 6,473,411 7,429,581

売上原価 1,144,435 1,253,376

売上総利益 5,328,976 6,176,205

販売費及び一般管理費 3,396,434 4,204,261

営業利益 1,932,541 1,971,944

営業外収益   

受取利息 326 1,933

受取配当金 803 71

受取手数料 3,950 2,363

商品破損受取賠償金 － 3,838

その他 1,101 1,639

営業外収益合計 6,182 9,846

営業外費用   

為替差損 7,183 22,126

減価償却費 2,280 1,827

営業外費用合計 9,464 23,953

経常利益 1,929,259 1,957,837

特別損失   

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 37,934

固定資産除却損 4,516 3,470

その他 － 2,238

特別損失合計 4,516 43,644

税金等調整前四半期純利益 1,924,743 1,914,193

法人税等 854,311 845,120

少数株主損益調整前四半期純利益 － 1,069,072

四半期純利益 1,070,432 1,069,072
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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１四半期連結累計期間 
(自 平成21年８月１日 
 至 平成21年10月31日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成22年８月１日 
 至 平成22年10月31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 1,924,743 1,914,193

減価償却費 123,927 120,959

長期前払費用償却額 4,300 4,194

貸倒引当金の増減額（△は減少） 1,560 8,300

賞与引当金の増減額（△は減少） 83,864 120,056

ポイント引当金の増減額（△は減少） 13,635 4,041

退職給付引当金の増減額（△は減少） 1,741 2,695

受取利息及び受取配当金 △1,130 △2,005

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 37,934

固定資産除却損 4,516 3,470

売上債権の増減額（△は増加） 432,962 525,466

たな卸資産の増減額（△は増加） 102,016 △335,630

仕入債務の増減額（△は減少） 25,666 4,190

未払金の増減額（△は減少） △206,162 △459,478

未払消費税等の増減額（△は減少） △1,158 △126,210

預り金の増減額（△は減少） 83,442 55,871

その他 △112,715 11,644

小計 2,481,210 1,889,695

利息及び配当金の受取額 1,043 1,933

法人税等の支払額 △1,395,749 △2,690,360

営業活動によるキャッシュ・フロー 1,086,504 △798,731

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 △45,055 △30,597

無形固定資産の取得による支出 △49,005 △113,241

差入保証金の差入による支出 △39 △1,010

差入保証金の回収による収入 320 －

投資活動によるキャッシュ・フロー △93,780 △144,849

財務活動によるキャッシュ・フロー   

株式の発行による収入 774 774

配当金の支払額 △512,786 △781,274

財務活動によるキャッシュ・フロー △512,012 △780,500

現金及び現金同等物に係る換算差額 △10,782 △6,744

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 469,928 △1,730,825

現金及び現金同等物の期首残高 5,330,500 10,735,959

現金及び現金同等物の四半期末残高 5,800,429 9,005,134
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 該当事項はありません。  

  

  

[セグメント情報] 

 当社グループの報告セグメントは、化粧品事業及び健康食品事業でありますが、健康食品事業の全セグメントに

占める割合が僅少であり、開示情報としての重要性が乏しいため、セグメント情報の記載を省略しております。 

  

（追加情報） 

 当第１四半期連結会計期間より、「セグメント情報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。  

  

  

（４）継続企業の前提に関する注記

（５）セグメント情報

（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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