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1.  平成23年3月期第3四半期の連結業績（平成22年4月1日～平成22年12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3月期第3四半期 130,015 △0.5 12,939 49.8 12,451 39.8 5,864 85.3
22年3月期第3四半期 130,696 △3.5 8,637 △11.5 8,905 △6.5 3,164 △9.9

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3四半期 101.03 ―
22年3月期第3四半期 54.52 ―

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3四半期 166,230 111,369 62.9 1,801.64
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3四半期  104,580百万円 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  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 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  無  
（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きの対象外であり、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き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）２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.３「その他」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3Q 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3Q  2,545,333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3Q 58,047,369株 22年3月期3Q  58,047,582株
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（１）連結経営成績に関する定性的情報 

第３四半期連結累計期間（平成22年４月１日から平成22年12月31日まで） 

  

  

 当第３四半期連結累計期間（平成22年４月１日から平成22年12月31日まで）における当社グループの業績につきま

しては、化粧品事業が伸長しましたが、コスメタリー事業は前年を下回ったことにより、売上高は130,015百万円

（前年同期比0.5％減）となりました。なお、海外売上高の為替の影響を除くと前年同期比0.2％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12,939百万円（同49.8％増）、経常利益は12,451百万円（同39.8％増）、四半

期純利益は5,864百万円（同85.3％増）となりました。 

 化粧品事業につきましては、国内では、「コスメデコルテ」や「インフィニティ」に新たなラインを導入するな

ど、付加価値の高いカウンセリング化粧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

チャネルの開拓や、各国でプロモーションを行うなど、事業の拡大を図りました。その結果、当事業の売上高は

95,943百万円（前年同期比0.5％増）、営業利益は12,609百万円（同21.7％増）となりました。  

 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

進活動を実施しましたが、当事業の売上高は32,811百万円（同3.9％減）、営業利益は2,217百万円（同9.1倍）とな

りました。 

 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1,260百万

円（同17.3％増）、営業利益は404百万円（同64.1％増）となりました。 

  

（２）連結業績予想に関する定性的情報 

 平成22年10月29日に発表しました連結業績予想は変更ありません。  

  

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３四半期 累計 当第３四半期 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  95,478  73.1  95,943  73.8  464  0.5

コスメタリー  34,143  26.1  32,811  25.2  △1,331  △3.9

その他  1,074  0.8  1,260  1.0  186  17.3

売上高計  130,696  100.0  130,015  100.0  △680  △0.5

区分 

前第３四半期 累計 当第３四半期 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  8,637  6.6  12,939  10.0  4,302  49.8

経常利益  8,905  6.8  12,451  9.6  3,546  39.8

四半期純利益  3,164  2.4  5,864  4.5  2,699  85.3



（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 

①棚卸資産の評価方法  

  当第３四半期連結会計期間末の棚卸高の算出に関しては、実地棚卸を省略し、第２四半期連結会計期間末の

実地棚卸高を基礎として合理的な方法により算定する方法によっております。 

  また、営業循環過程から外れた滞留又は処分見込等の棚卸資産で第２四半期連結会計期間末において帳簿価

額を処分見込価額まで切り下げているものについては、第２四半期連結会計期間末以降に著しい変化がないと

認められる限り、第２四半期連結会計期間末における四半期連結貸借対照表価額で計上する方法によっており

ます。 

②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50百万円減少し、税金等調整前四半期純利益は335百万円減

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３四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３四半期連結会計期間末
(平成22年12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３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 26,791 22,505

受取手形及び売掛金 22,829 23,720

有価証券 20,266 23,987

商品及び製品 11,817 12,764

仕掛品 1,363 1,299

原材料及び貯蔵品 9,921 8,653

繰延税金資産 3,216 4,387

その他 3,500 2,874

貸倒引当金 △304 △266

流動資産合計 99,402 99,925

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 31,270 31,435

減価償却累計額 △18,821 △18,495

建物及び構築物（純額） 12,448 12,940

機械装置及び運搬具 13,191 13,326

減価償却累計額 △11,534 △11,524

機械装置及び運搬具（純額） 1,657 1,802

工具、器具及び備品 28,993 27,999

減価償却累計額 △24,078 △22,888

工具、器具及び備品（純額） 4,915 5,111

土地 17,348 17,220

リース資産 372 249

減価償却累計額 △109 △55

リース資産（純額） 262 194

建設仮勘定 116 68

有形固定資産合計 36,747 37,337

無形固定資産   

ソフトウエア 1,461 1,825

その他 2,236 2,059

無形固定資産合計 3,698 3,885

投資その他の資産   

投資有価証券 11,282 10,505

繰延税金資産 11,448 12,453

その他 3,841 3,499

貸倒引当金 △190 △211

投資その他の資産合計 26,382 26,247

固定資産合計 66,828 67,470

資産合計 166,230 167,395



（単位：百万円）

当第３四半期連結会計期間末
(平成22年12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３月31日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 13,059 12,604

短期借入金 4,466 4,294

リース債務 85 57

未払金 4,946 6,390

未払費用 3,956 6,992

未払法人税等 1,877 1,609

未払消費税等 885 733

返品調整引当金 1,889 2,034

その他 1,998 926

流動負債合計 33,166 35,643

固定負債   

リース債務 194 150

退職給付引当金 18,737 20,034

役員退職慰労引当金 2,513 3,998

その他 249 29

固定負債合計 21,695 24,213

負債合計 54,861 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 101,353 97,810

自己株式 △7,229 △7,229

株主資本合計 105,362 101,820

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △72 45

為替換算調整勘定 △709 △480

評価・換算差額等合計 △782 △435

少数株主持分 6,789 6,153

純資産合計 111,369 107,538

負債純資産合計 166,230 167,395



（２）四半期連結損益計算書 
（第３四半期連結累計期間） 

（単位：百万円）

前第３四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年12月31日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22年12月31日) 

売上高 130,696 130,015

売上原価 33,779 32,676

売上総利益 96,917 97,339

販売費及び一般管理費   

広告宣伝費 6,416 6,058

販売促進費 26,615 24,672

運賃及び荷造費 4,024 3,988

給料及び手当 28,141 28,055

退職給付費用 1,221 968

法定福利費 3,740 3,868

減価償却費 2,075 1,819

その他 16,044 14,969

販売費及び一般管理費合計 88,279 84,399

営業利益 8,637 12,939

営業外収益   

受取利息 210 151

受取配当金 246 88

雑収入 215 164

営業外収益合計 671 404

営業外費用   

支払利息 55 33

為替差損 334 846

雑損失 13 13

営業外費用合計 404 892

経常利益 8,905 12,451

特別利益   

固定資産売却益 0 145

貸倒引当金戻入額 24 －

投資有価証券売却益 282 0

役員退職慰労引当金戻入額 － 85

特別利益合計 307 231

特別損失   

固定資産処分損 143 225

投資有価証券評価損 4 1

投資有価証券売却損 0 －

貸倒引当金繰入額 17 －

減損損失 1,262 －

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 284

その他 － 56

特別損失合計 1,427 569

税金等調整前四半期純利益 7,785 12,113

法人税、住民税及び事業税 2,707 3,279

法人税等調整額 1,321 2,256

法人税等合計 4,029 5,536

少数株主損益調整前四半期純利益 － 6,577

少数株主利益 590 713

四半期純利益 3,164 5,864



（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

（単位：百万円）

前第３四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年12月31日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22年12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 7,785 12,113

減価償却費 4,257 3,738

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 284

減損損失 1,262 －

貸倒引当金の増減額（△は減少） △16 16

退職給付引当金の増減額（△は減少） △970 △1,296

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 114 △1,485

その他の引当金の増減額（△は減少） 1 △118

固定資産処分損益（△は益） 142 80

受取利息及び受取配当金 △456 △240

支払利息 55 33

為替差損益（△は益） 273 449

投資有価証券売却損益（△は益） △282 △0

投資有価証券評価損益（△は益） 4 1

売上債権の増減額（△は増加） △126 708

たな卸資産の増減額（△は増加） △2,633 △588

仕入債務の増減額（△は減少） 1,275 362

その他の資産の増減額（△は増加） 37 98

その他の負債の増減額（△は減少） △854 △2,660

小計 9,867 11,498

利息及び配当金の受取額 442 234

利息の支払額 △74 △35

法人税等の支払額 △3,576 △3,010

営業活動によるキャッシュ・フロー 6,659 8,686

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 △3,200 △7,200

定期預金の払戻による収入 3,200 4,002

有価証券の取得による支出 △22,983 △20,539

有価証券の売却による収入 20,542 18,735

子会社株式の取得による支出 △114 △10

有形固定資産の取得による支出 △3,068 △3,114

有形固定資産の売却による収入 49 386

無形固定資産の取得による支出 △2,024 △561

無形固定資産の売却による収入 0 －

投資有価証券の取得による支出 △1,217 △2,203

投資有価証券の売却による収入 1,415 709

投資その他の資産の増減額（△は増加） △586 △575

投資活動によるキャッシュ・フロー △7,986 △10,370



（単位：百万円）

前第３四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年12月31日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22年12月31日) 

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） △200 200

自己株式の純増減額（△は増加） △0 △0

配当金の支払額 △2,321 △2,321

少数株主への配当金の支払額 △65 △76

その他 △28 △53

財務活動によるキャッシュ・フロー △2,616 △2,252

現金及び現金同等物に係る換算差額 △140 △462

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △4,084 △4,398

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 34,981 29,388



 該当事項はありません。 

  

前第３四半期連結累計期間（自 平成21年４月１日 至 平成21年12月31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 

  

前第３四半期連結累計期間（自 平成21年４月１日 至 平成21年12月31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。 

  

前第３四半期連結累計期間（自 平成21年４月１日 至 平成21年12月31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

ａ．事業の種類別セグメント情報

  

  

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 95,478 34,143 1,074  130,696  － 130,696

(2）セグメント間の内部売上高又は振替高 － － 1,748  1,748 (1,748) －

計 95,478 34,143 2,822  132,444 (1,748) 130,696

営業利益 10,363 243 246  10,853 (2,215) 8,637

ｂ．所在地別セグメント情報

ｃ．海外売上高



(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３四半期連結累計期間（自 平成22年４月１日 至 平成22年12月31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３四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３四半期連結累計期間（自 平成22年４月１日 至 平成22年12月31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。  

ｄ．セグメント情報

  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  95,943 32,811 128,755 1,260  130,015  － 130,015

(2）セグメント間の内部売上高 

  又は振替高 
 － 0 0 815  815  △815 －

計  95,943 32,812 128,755 2,075  130,831  △815 130,015

セグメント利益  12,609 2,217 14,827 404  15,231  △2,291 12,939

セグメント間取引消去 百万円 △90

各報告セグメントに配分していない全社費用 百万円 △2,201

日本 アジア その他 計  

 115,593 13,998 424 130,015

（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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