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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 10,318 54.0 950 58.2 905 58.0 427 25.8
22年3月期第3四半期 6,702 25.7 601 895.1 573 ― 339 ―

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 1,385.75 1,385.15
22年3月期第3四半期 1,109.03 1,108.43

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 7,777 1,459 18.0 4,531.27
22年3月期 6,337 1,007 14.9 3,077.85

（参考） 自己資本   23年3月期第3四半期  1,398百万円 22年3月期  943百万円

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 ― 50.00 ― 65.00 115.00
23年3月期 ― 0.00 ―
23年3月期 

（予想）
153.21 

～191.51
153.21

～191.51

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 13,000 34.4 1,255 24.3 1,193 22.9 591 9.0 1,916.21



(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）３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】P.４「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 308,590株 22年3月期  306,400株
② 期末自己株式数 23年3月期3Q  ―株 22年3月期  ―株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 23年3月期3Q 308,367株 22年3月期3Q 306,266株
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※ 当社は、証券アナリスト向け説明会を四半期決算毎に開催する予定です。この説明会で配布

した資料については、開催後速やかに当社ホームページで掲載する予定です。なお、当第３四

半期決算につきましては以下のとおり開催いたします。 

・平成23年２月25日（金） 

  

※ 上記説明会のほかにも、当社では、個人投資家向けの皆様向けに適宜、事業・業績に関する

説明会を開催しています。開催の予定等については、当社ホームページをご確認ください。な

お、当第３四半期決算につきましては以下のとおり開催いたします。 

・平成23年３月26日（土） 

○添付資料の目次
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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、一昨年秋から続いた世界的な金融危機・経済危機

による景気後退から脱して、景気は緩やかに回復しつつありましたが、円高やデフレの影響等で、依然

として先行き不透明な状況にあります。 

このような経済環境のもと、当社グループは、「美容・健康関連事業」と「食品関連事業」を主力事

業に据え、この主力事業を支えるグループ各社が、事業強化に向けた販路拡大、相乗効果追求等に注力

してまいりました。 

この結果、当第３四半期連結累計期間の業績は、売上高10,318百万円（前第３四半期連結累計期間は

6,702百万円）、営業利益950百万円（前第３四半期連結累計期間は601百万円）、経常利益905百万円

（前第３四半期連結累計期間は573百万円）、四半期純利益は427百万円（前第３四半期連結累計期間は

339百万円）となりました。 

  

美容・健康関連事業は、大きく分けて「美容関連分野」と「健康食品分野」になります。 

美容関連分野は、株式会社ジャパンギャルズと健康コーポレーション株式会社を中心に、事業を行っ

ております。この分野においては、美容・健康に対する消費者意識の高まりや、ホームエステに対する

ニーズの高まりにより、確実に市場は拡大しております。株式会社ジャパンギャルズにおける既存販路

の拡大に加え、健康食品分野で培ったWEBプロモーション等の販売ノウハウを活かす施策が功を奏し、

売上高と利益を伸ばしております。 

当第３四半期連結累計期間においては、健康コーポレーション株式会社で販売するエステナードソニ

ックと専用ジェルの売上高が、新規、定期購入共に堅調に推移しているほか、複数の新商品、リニュー

アル商品のテスト販売も順調に推移し、その中から現在『どろあわわ（旧商品名「どろ豆乳石鹸」）』

が第２の柱商品として育ってきております。また、株式会社ジャパンギャルズの店頭販売や外部OEM受

託製品の納品も好調でした。 

健康食品分野は、「カロリーコントロール用健康食品」を販売する健康コーポレーション株式会社を

中心に事業活動を行っております。この分野においては、健康志向の高まりや、肥満・生活習慣病等の

増加を背景に、近年市場が拡大しております。売上高については一定の水準にとどまっておりますが、

効率の良い広告媒体に絞り込むことで、安定的に利益を確保しております。 

この結果、美容・健康関連事業での売上高は8,464百万円（前第３四半期連結累計期間は4,936百万

円）、営業利益は1,079百万円（前第３四半期連結累計期間は646百万円）となりました。 

  

食品関連事業は、乳製品の加工受託及び製造販売事業を主たる事業とする、株式会社弘乳舎を中心

に、行っております。主力となる余剰乳加工受託は、季節的要因により、売上高と利益が第１四半期及

び第４四半期に偏重する傾向にあるものの、一年という期間で見た場合、毎期安定した売上高と高い利

益を出しております。 

当第３四半期連結累計期間においては、期初において利益率の高い余剰乳加工受託が好調であったこ

とや、乳製品事業の売上高が堅調に伸びたことで、食品関連事業での売上高は1,854百万円（前第３四

半期連結累計期間は1,766百万円）、営業利益は116百万円（前第３四半期連結累計期間は117百万円）

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

（美容・健康関連事業）

（食品関連事業）
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となりました。 

  

流動資産は、前連結会計年度末に比べて32.2％増加し、5,049百万円となりました。これは主とし

て、受取手形及び売掛金が375百万円増加したことによるものであります。 

固定資産は、前連結会計年度末に比べて8.4％増加し、2,727百万円となりました。 

この結果、総資産は、前連結会計年度末に比べて22.7％増加し、7,777百万円となりました。 

流動負債は、前連結会計年度末に比べて22.5％増加し、3,771百万円となりました。これは主とし

て、短期借入金が397百万円、1年内返済予定の長期借入金が144百万円それぞれ増加したことによるも

のであります。 

固定負債は、前連結会計年度末に比べて13.1％増加し、2,546百万円となりました。 

この結果、総負債は、前連結会計年度末に比べて18.5％増加し、6,317百万円となりました。 

純資産は、前連結会計年度末に比べて44.9％増加し、1,459百万円となりました。これは主として、

利益剰余金が396百万円増加したことによるものであります。 

  

平成22年10月29日に発表しましたとおり、連結累計期間（平成22年４月１日～平成23年３月31日）の

売上高については、業績予想数値を修正しておりますが、各段階の利益（営業利益、経常利益、当期純

利益）の業績予想数値については、修正しておりません。 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

(2) 連結財政状態に関する定性的情報

（資産）

（負債）

（純資産）

(3) 連結業績予想に関する定性的情報
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該当事項はありません。 

  

当第３四半期連結会計期間末の貸倒実績率等が前連結会計年度末に算定したものと著しい変化がない

と認められるため、前連結会計年度末の貸倒実績率等を使用して貸倒見積高を算定しております。 

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。 

定率法を採用している資産については、連結会計年度に係る減価償却費の額を期間按分して算定する

方法によっております。 

法人税等の納付税額の算定に関しては、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。 

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に著しい変化が生

じ、または、一時差異等の発生状況について著しい変化が認められた場合には、前連結会計年度決算に

おいて使用した将来の業績予測やタックス・プランニングに当該著しい変化の影響を加味したものを利

用する方法によっております。 

  

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）および「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。これによる営業利益、経常利益および税金等調整前四半期純利益

に対する影響はありません。 

  

該当事項はありません。 

  

2. その他の情報

(1) 重要な子会社の異動の概要

(2) 簡便な会計処理及び特有の会計処理の概要

（一般債権の貸倒見積高の算定方法）

（棚卸資産の評価方法）

（固定資産の減価償却費の算定方法）

（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）

(3) 会計処理の原則・手続、表示方法等の変更の概要

（「資産除去債務に関する会計基準」等の適用）

(4) 継続企業の前提に関する重要事象等の概要
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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 2,073,588 1,796,498

受取手形及び売掛金 1,175,065 799,668

商品及び製品 965,064 746,488

仕掛品 5,823 11,635

原材料及び貯蔵品 345,933 253,389

未収還付法人税等 167,330 102

その他 325,757 217,395

貸倒引当金 △9,145 △5,339

流動資産合計 5,049,418 3,819,838

固定資産

有形固定資産

土地 1,007,144 907,724

その他（純額） 744,319 552,653

有形固定資産合計 1,751,463 1,460,377

無形固定資産

のれん 724,076 813,908

その他 27,293 12,929

無形固定資産合計 751,370 826,837

投資その他の資産

投資有価証券 20,737 20,908

投資不動産 142,723 157,123

その他 72,821 61,475

貸倒引当金 △11,160 △9,311

投資その他の資産合計 225,122 230,196

固定資産合計 2,727,956 2,517,411

資産合計 7,777,374 6,337,250
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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 356,817 511,317

未払金 830,577 489,076

短期借入金 1,137,641 740,298

1年内返済予定の長期借入金 808,024 663,232

未払法人税等 346,828 390,399

賞与引当金 49,505 78,033

返品調整引当金 39,277 39,851

その他 203,229 166,229

流動負債合計 3,771,902 3,078,438

固定負債

長期借入金 2,253,090 1,905,603

役員退職慰労引当金 26,548 18,954

退職給付引当金 165,057 269,866

その他 101,311 56,907

固定負債合計 2,546,007 2,251,331

負債合計 6,317,909 5,329,769

純資産の部

株主資本

資本金 141,578 112,232

資本剰余金 147,672 118,326

利益剰余金 1,110,592 713,864

株主資本合計 1,399,843 944,422

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 △1,539 △1,368

評価・換算差額等合計 △1,539 △1,368

少数株主持分 61,161 64,425

純資産合計 1,459,465 1,007,480

負債純資産合計 7,777,374 6,337,250
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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 6,702,239 10,318,938

売上原価 3,144,839 3,964,696

売上総利益 3,557,400 6,354,241

販売費及び一般管理費

広告宣伝費 1,498,411 3,017,149

その他 1,457,927 2,386,169

販売費及び一般管理費合計 2,956,339 5,403,318

営業利益 601,060 950,923

営業外収益

受取利息及び配当金 267 488

受取賃貸料 1,855 2,334

補助金収入 6,680 2,571

受取補償金 2,285 －

その他 10,492 5,796

営業外収益合計 21,582 11,191

営業外費用

支払利息 47,959 45,121

貸与資産減価償却費 260 210

その他 1,166 11,170

営業外費用合計 49,387 56,501

経常利益 573,255 905,612

特別利益

固定資産売却益 1,580 454

訴訟和解金 － 6,500

その他 1,316 －

特別利益合計 2,897 6,954

特別損失

固定資産除却損 218 17,748

減損損失 1,449 －

その他 － 127

特別損失合計 1,667 17,875

税金等調整前四半期純利益 574,485 894,692

法人税、住民税及び事業税 224,796 541,223

法人税等調整額 10,031 △82,207

法人税等合計 234,828 459,015

少数株主損益調整前四半期純利益 － 435,676

少数株主利益 － 8,355

四半期純利益 339,657 427,320
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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 574,485 894,692

減価償却費 71,963 128,043

のれん償却額 93,345 89,831

貸倒引当金の増減額（△は減少） 232 5,655

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △6,801 7,593

退職給付引当金の増減額（△は減少） △13,850 △104,809

減損損失 1,449 －

固定資産売却損益（△は益） △1,580 △454

固定資産除却損 218 17,748

受取利息及び受取配当金 △267 △488

支払利息 47,959 45,121

為替差損益（△は益） △971 3,735

売上債権の増減額（△は増加） △297,647 △375,396

たな卸資産の増減額（△は増加） 159,790 △315,984

仕入債務の増減額（△は減少） 274,645 △154,500

その他 360,631 31,578

小計 1,263,605 272,364

利息及び配当金の受取額 267 488

利息の支払額 △47,895 △43,813

法人税等の支払額 △213,547 △579,619

法人税等の還付額 672,783 309

営業活動によるキャッシュ・フロー 1,675,213 △350,269

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 △37,260 △29,696

有形固定資産の取得による支出 △150,721 △326,614

有形固定資産の売却による収入 1,580 564

有形固定資産の除却による支出 － △8,040

無形固定資産の取得による支出 △3,100 △19,370

有価証券の取得による支出 △26,541 －

有価証券の売却による収入 － 22,131

投資不動産の売却による収入 － 13,910

貸付金の回収による収入 604 538

その他 45 △13,635

投資活動によるキャッシュ・フロー △215,391 △360,210

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） △409,984 397,343

長期借入れによる収入 744,000 1,170,000

長期借入金の返済による支出 △1,050,205 △677,721

株式の発行による収入 960 58,692

社債の発行による収入 － 48,895

配当金の支払額 △9,115 △19,841

少数株主への配当金の支払額 － △17,064

その他 － △1,575

財務活動によるキャッシュ・フロー △724,345 958,729
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（単位：千円）

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)

現金及び現金同等物に係る換算差額 1,111 △855

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 736,588 247,393

現金及び現金同等物の期首残高 788,311 1,718,856

現金及び現金同等物の四半期末残高 1,524,899 1,966,249
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該当事項はありません。 

  

（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)および「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。 

  

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、経営者

が、経営資源の配分の決定およ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。 

当社は取り扱う製品・商品に応じた区分である「美容・健康関連」および「食品関連」の２つを報

告セグメントとしております。 

「美容・健康関連」は、美容関連用品、化粧品、健康食品等を販売しております。「食品関連」は

乳製品等、菓子用原材料等を販売しております。 

  

 
（注）１ セグメント間取引消去または各報告セグメントに配分していない全社費用によるものであります。全社費用

は、主に報告セグメントに帰属しない一般管理費であります。 

 ２ 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。 

  

当社は、平成22年４月28日付で、第三者割当増資の払込みを受けました。この結果、当第３四半期

連結累計期間において資本金が29,346千円、資本準備金が29,346千円増加し、当第３四半期連結会計

期間末において資本金が141,578千円、資本剰余金が147,672千円となっております。 

(4) 継続企業の前提に関する注記

(5) セグメント情報

１  報告セグメントの概要

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：千円)

報告セグメント
調整額 
（注）１

四半期連結損益
計算書計上額 
（注）２美容・健康関連 食品関連 計

売上高

  外部顧客への売上高 8,464,334 1,854,603 10,318,938 ― 10,318,938

  セグメント間の内部売上高
  又は振替高

― 61,078 61,078 △61,078 ―

計 8,464,334 1,915,681 10,380,016 △61,078 10,318,938

セグメント利益 1,079,934 116,014 1,195,949 △245,026 950,923

(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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