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1.  平成24年3月期第1四半期の連結業績（平成23年4月1日～平成23年6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 ％

24年3月期第1四半期 38,193 △6.2 1,456 △22.9 1,444 △20.3 465 116.1
23年3月期第1四半期 40,717 0.3 1,888 287.1 1,812 374.8 215 ―

（注）包括利益 24年3月期第1四半期 884百万円 （35.9％） 23年3月期第1四半期 650百万円 （―％）

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

24年3月期第1四半期 8.02 ―

23年3月期第1四半期 3.71 ―

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

24年3月期第1四半期 168,307 111,483 62.2 1,804.41
23年3月期 169,262 111,796 62.2 1,813.28

（参考） 自己資本   24年3月期第1四半期  104,740百万円 23年3月期  105,255百万円

2.  配当の状況 

（注）直近に公表されている配当予想からの修正の有無  ：  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

23年3月期 ― 20.00 ― 20.00 40.00

24年3月期 ―

24年3月期（予想） 20.00 ― 20.00 40.00

3.  平成24年3月期の連結業績予想（平成23年4月1日～平成24年3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）直近に公表されている業績予想からの修正の有無  ：  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

第2四半期(累計) 83,300 △2.1 4,500 △30.3 4,600 △24.2 2,000 △16.8 34.45
通期 171,100 0.0 10,000 △27.7 10,200 △25.5 5,300 △21.2 91.31



(1) 当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動（連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動）  ：  無  

(2) 四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用  ：  無  

(3) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 

(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）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

新規 ―社 （社名） 、 除外 ―社 （社名）

① 会計基準等の改正に伴う会計方針の変更   ：  無

② ①以外の会計方針の変更   ：  無

③ 会計上の見積りの変更   ：  無

④ 修正再表示   ：  無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 24年3月期1Q 60,592,541 株 23年3月期 60,592,541 株

② 期末自己株式数 24年3月期1Q 2,545,615 株 23年3月期 2,545,558 株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 24年3月期1Q 58,046,894 株 23年3月期1Q 58,047,514 株
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（１）連結経営成績に関する定性的情報 

第１四半期連結累計期間（平成23年４月１日から平成23年６月30日まで） 

 当第１四半期連結累計期間（平成23年４月１日から平成23年６月30日まで）におきましては、東日本大震災の影響

により国内個人消費が弱まる中、連結売上高は前年同期比6.2％の減少にとどまり38,193百万円となりました。な

お、海外売上高の為替の影響を除くと前年同期比5.7％減となります。 

 利益につきましては、売上高の減少が影響したものの、販売費及び一般管理費の効率的使用に努めた結果、営業利

益は1,456百万円（前年同期比22.9％減）、経常利益は1,444百万円（同20.3％減）、四半期純利益は465百万円（同

116.1％増）となりました。 

 化粧品事業につきましては、国内では、カウンセリング化粧品の育成に取り組んだほか、積極的な広告・販促活動

を展開しました。海外においては、アジアを中心に販売強化を行いました。その結果、当事業の売上高は28,819百万

円（同4.5％減）、営業利益は2,638百万円（同25.7％減）となりました。 

 コスメタリー事業につきましては、売上高は8,984百万円（同11.4％減）となったものの、前年同期と比べ営業費

用が減少したこともあり、営業損失は前年同期より縮小し277百万円となりました。 

 その他の事業につきましては、売上高は389百万円（同1.9％減）、営業利益は155百万円（同81.8％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23年４月28日に発表しました通期連結業績予想は変更ありません。 

 また、未定としておりました第２四半期（累計）連結業績予想につきましては、平成23年７月29日付「業績予想

に関するお知らせ」にて開示したとおり、 近の業績動向等を踏まえ算定いたしました。 

  

（１）当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動 

該当事項はありません。 

  

１．当四半期決算に関する定性的情報

事業区分 

前第１四半期 当第１四半期 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  30,178    74.1  28,819  75.5  △1,359  △4.5

コスメタリー    10,141    24.9  8,984    23.5  △1,156  △11.4

その他    397    1.0  389  1.0  △7  △1.9

売上高計    40,717    100.0  38,193  100.0  △2,523  △6.2

区分 

前第１四半期 当第１四半期 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    1,888    4.6  1,456  3.8  △431  △22.9

経常利益    1,812    4.5  1,444  3.8  △367  △20.3

四半期純利益    215    0.5  465  1.2  250  116.1

２．サマリー情報（その他）に関する事項



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）

前連結会計年度 
(平成23年３月31日) 

当第１四半期連結会計期間 
(平成23年６月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 27,210 28,305

受取手形及び売掛金 22,544 20,318

有価証券 24,761 21,859

商品及び製品 11,045 11,736

仕掛品 1,315 1,556

原材料及び貯蔵品 8,450 10,356

繰延税金資産 4,664 4,568

その他 3,159 3,703

貸倒引当金 △305 △261

流動資産合計 102,847 102,144

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 30,450 30,514

減価償却累計額 △18,047 △18,290

建物及び構築物（純額） 12,403 12,223

機械装置及び運搬具 12,521 12,432

減価償却累計額 △10,859 △10,809

機械装置及び運搬具（純額） 1,662 1,622

工具、器具及び備品 29,349 29,093

減価償却累計額 △24,356 △24,090

工具、器具及び備品（純額） 4,992 5,002

土地 16,934 16,938

リース資産 786 792

減価償却累計額 △138 △171

リース資産（純額） 647 620

建設仮勘定 140 101

有形固定資産合計 36,780 36,510

無形固定資産   

ソフトウエア 1,506 1,404

その他 2,077 2,016

無形固定資産合計 3,583 3,420

投資その他の資産   

投資有価証券 11,322 11,760

繰延税金資産 11,116 10,938

その他 3,797 3,713

貸倒引当金 △185 △181

投資その他の資産合計 26,050 26,231

固定資産合計 66,415 66,162

資産合計 169,262 168,307



（単位：百万円）

前連結会計年度 
(平成23年３月31日) 

当第１四半期連結会計期間 
(平成23年６月30日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 11,443 16,780

短期借入金 4,418 4,430

リース債務 136 137

未払金 6,116 4,248

未払費用 6,937 3,892

未払法人税等 2,552 527

未払消費税等 725 633

返品調整引当金 1,725 1,611

その他 1,748 3,314

流動負債合計 35,804 35,575

固定負債   

リース債務 549 520

退職給付引当金 18,316 17,915

役員退職慰労引当金 2,539 2,562

その他 256 248

固定負債合計 21,661 21,247

負債合計 57,466 56,823

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 102,215 101,519

自己株式 △7,230 △7,230

株主資本合計 106,223 105,528

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 △157 △153

為替換算調整勘定 △811 △633

その他の包括利益累計額合計 △968 △787

少数株主持分 6,541 6,742

純資産合計 111,796 111,483

負債純資産合計 169,262 168,307



（２）四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書 
（四半期連結損益計算書） 
（第１四半期連結累計期間） 

（単位：百万円）

前第１四半期連結累計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22年６月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成23年６月30日) 

売上高 40,717 38,193

売上原価 10,661 9,616

売上総利益 30,055 28,577

販売費及び一般管理費   

広告宣伝費 2,348 1,859

販売促進費 7,679 7,664

運賃及び荷造費 1,334 1,289

給料及び手当 9,341 9,269

退職給付費用 384 336

法定福利費 1,255 1,241

減価償却費 583 548

その他 5,239 4,912

販売費及び一般管理費合計 28,167 27,120

営業利益 1,888 1,456

営業外収益   

受取利息 54 38

受取配当金 62 63

特許実施許諾料 32 34

雑収入 44 60

営業外収益合計 193 197

営業外費用   

支払利息 9 10

為替差損 254 194

雑損失 4 3

営業外費用合計 269 209

経常利益 1,812 1,444

特別利益   

固定資産売却益 0 0

投資有価証券売却益 0 －

受取補償金 － 238

特別利益合計 0 239

特別損失   

固定資産処分損 88 43

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 284 －

その他 45 －

特別損失合計 418 43

税金等調整前四半期純利益 1,394 1,640

法人税、住民税及び事業税 912 654

法人税等調整額 △33 273

法人税等合計 878 927

少数株主損益調整前四半期純利益 516 713

少数株主利益 300 247

四半期純利益 215 465



（四半期連結包括利益計算書） 
（第１四半期連結累計期間） 

（単位：百万円）

前第１四半期連結累計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22年６月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成23年６月30日) 

少数株主損益調整前四半期純利益 516 713

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △138 1

為替換算調整勘定 272 169

その他の包括利益合計 134 170

四半期包括利益 650 884

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 334 646

少数株主に係る四半期包括利益 316 238



該当事項はありません。  

   

Ⅰ 前第１四半期連結累計期間（自 平成22年４月１日 至 平成22年６月30日） 

１．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  

（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。  

  

２．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１四半期連結累計期間において、重要な事項はありません。 

  

３．地域に関する売上高情報  

（単位：百万円）

  

（３）継続企業の前提に関する注記

（４）セグメント情報等

（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  30,178 10,141 40,319 397  40,717  － 40,717

(2）セグメント間の内部売上高 

  又は振替高 
 － 0 0 213  213  △213 －

計  30,178 10,141 40,319 611  40,931  △213 40,717

セグメント利益又は損失(△）  3,550 △843 2,706 85  2,792  △903 1,888

セグメント間取引消去 百万円 △81

各報告セグメントに配分していない全社費用 百万円 △822

日本 アジア その他 計  

 36,577 3,995   144 40,717



Ⅱ 当第１四半期連結累計期間（自 平成23年４月１日 至 平成23年６月30日） 

１．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  

（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。  

  

２．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１四半期連結累計期間において、重要な事項はありません。 

  

３．地域に関する売上高情報  

（単位：百万円）

  

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  28,819 8,984 37,803 389  38,193  － 38,193

(2）セグメント間の内部売上高 

  又は振替高 
 － 0 0 243  243  △243 －

計  28,819 8,984 37,803 633  38,437  △243 38,193

セグメント利益又は損失(△）  2,638 △277 2,360 155  2,516  △1,059 1,456

セグメント間取引消去 百万円 △108

各報告セグメントに配分していない全社費用 百万円 △951

日本 アジア その他 計  

 33,922 4,177   93 38,193

（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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