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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 2,709 △4.7 44 ― 52 ― △61 ―
23年3月期第1四半期 2,843 12.3 △0 ― △6 ― △96 ―

（注）包括利益 24年3月期第1四半期 △57百万円 （―％） 23年3月期第1四半期 △102百万円 （―％）

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 △15.75 ―
23年3月期第1四半期 △24.60 ―

総資産 純資産 自己資本比率
百万円 百万円 ％

24年3月期第1四半期 14,663 5,124 34.9
23年3月期 12,640 5,286 41.6
（参考） 自己資本   24年3月期第1四半期  5,124百万円 23年3月期  5,262百万円

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
24年3月期 ―
24年3月期（予想） ― ― 20.00 20.00

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  ：  無  
 当該理由等につきましては、（添付資料）３ページ「１．当四半期決算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」をご覧ください。 

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) ― ― ― ― ― ― ― ― ―
通期 ― ― ― ― ― ― ― ― ―

 



(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）  ：  有  

 詳細は、（添付資料）３ページ「２．サマリー情報（その他）に関する事項 （1）当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動」をご覧ください。 

(2) 四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用  ：  有  
 詳細は、（添付資料）３ページ「２．サマリー情報（その他）に関する事項 （2）四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用」をご覧ください。 

(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、四半期財務諸表に対する
四半期レビュー手続が実施中です。 

※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。 

4.  その他

新規 1社 （社名）
株式会社エイチプラスビイ・ライフサイ
エンス

、 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 3,935,000 株 23年3月期 3,935,000 株
② 期末自己株式数 24年3月期1Q 1,177 株 23年3月期 1,177 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 24年3月期1Q 3,933,823 株 23年3月期1Q 3,933,954 株
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（１）連結経営成績に関する定性的情報 

    当第１四半期の当社グループ連結売上高は、2,709,101千円（前年同期比95.3％）となりました。 

        今期は、ハーバーの化粧理論の原点に立ち返り、スクワランを中心とした基本３品と無機顔料メイク（ミネラル

カラーメイク）の正しい使い方の普及に努めることといたしました。その結果、品目別売上高では、基本３品の

クレンジング、化粧水、スクワランは増加しましたが、スペシャルケア商品の減少により、基礎化粧品全体で

1,775,584千円（前年同期比96.0％）となりました。メイクアップ化粧品は321,853千円（前年同期比105.4％）と

増加、トイレタリーは117,222千円（前年同期比75.2％）、栄養補助食品・雑貨等は429,844千円（前年同期比

97.9％）と減少しております。 

      販売ルート別売上高では、通販で既存客の購入件数の減少もあり、1,943,035千円（前年同期比97.8％）、百貨

店では301,346千円（前年同期比101.6％）、その他卸売りは、福島第一原子力発電所事故の風評による一時的な

輸出の停止があり238,147千円（前年同期比77.0％）となりました。直営店では、192,718千円（前年同期比

90.8％）となっております。 

      売上原価は、積極的なコストダウンと売上高の減少に伴い470,873千円（前年同期比88.3％）と減少しました。 

      広告販促費は、前年度に各種媒体を通じ「リフトアップセラム無料モニターキャンペーン」で積極的な攻勢を仕

掛けましたが、本年度は折込チラシ広告を中心としたことにより771,024千円（前年同期比85.0％）と大幅に減

少、販売費及び一般管理費合計で2,193,593 千円（前年同期比94.9％）となっております。 

      これらの結果、営業利益は44,634千円、経常利益は52,653千円となりました。平成23年５月の本社移転に伴う固

定資産除却損等により24,637千円を特別損失として計上、赤字子会社の存在等により四半期純損失は61,974千円

となりました。 

       なお、株式会社エイチプラスビイ・ライフサイエンスの経営成績は第２四半期から連結経営成績に反映されま

す。 
  
 品目別実績                                         （単位：千円）

  （注）１．期間を限定して提供するキャンペーンセット品等が主なものです。 

     ２．ハーバーガーデン（ゴルフ練習場、カルチャーセンター等）等の売上が主なものです。 

     ３．上記の金額には、消費税等は含まれていません。 
  
 販売ルート別実績                                      （単位：千円） 

  （注）１．上記の合計表には、ハーバーガーデン等の売上は含まれていません。  

     ２．上記の金額には、消費税等は含まれていません。 

  

１．当四半期決算に関する定性的情報

区分  
平成22年６月期 平成23年６月期 

増減額 増減率 
金額 構成比 金額 構成比 

化粧品 

  

基礎化粧品 1,849,563

 ％

65.1

  

1,775,584

 ％

65.6

 

 △73,978

％

△4.0

メイクアップ化粧品 305,508 10.7 321,853 11.9  16,344 5.4

トイレタリー 155,836 5.5 117,222 4.3  △38,614 △24.8

その他（注）１ 55,012 1.9 30,742 1.1  △24,270 △44.1

小計 2,365,921 83.2 2,245,402 82.9  △120,519 △5.1

栄養補助食品・雑貨等 439,225 15.4 429,844 15.9  △9,381 △2.1

化粧品・栄養補助食品等 小計 2,805,147 98.6 2,675,247 98.8  △129,900 △4.6

その他（注）２ 38,318 1.4 33,854 1.2  △4,464 △11.7

合計 2,843,466 100.0 2,709,101 100.0  △134,364 △4.7

区分 
平成22年６月期 平成23年６月期 

増減額 増減率  
金額 構成比 金額 構成比  

販 売 

ルート 

  

通信販売 

  

1,987,002

％

70.8 1,943,035

％ 

 72.6

 

 △43,967

％

△2.2

百貨店向卸売 296,675 10.6 301,346  11.3  4,671 1.6

その他卸売 309,244 11.0 238,147  8.9  △71,096 △23.0

直営店 212,225 7.6 192,718  7.2  △19,507 △9.2

合計 2,805,147 100.0 2,675,247  100.0  △129,900 △4.6
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（２）連結財政状態に関する定性的情報 

    当社グループは、本年６月に株式会社エイチプラスビイ・ライフサイエンスを買収したため、同社を連結子会社

として連結貸借対照表を作成しており、このため、総資産、負債合計が増加しております。 

     当第１四半期連結会計期間末における総資産は14,663,920千円となり、前連結会計年度末と比較して2,023,570

千円の増加となりました。また、負債合計は9,538,948千円となり、前連結会計年度末と比較して2,185,537千円の

増加となりました。純資産は5,124,971千円となり、前連結会計年度末と比較して、161,967千円の減少となりまし

た。 

  

（３）連結業績予想に関する定性的情報 

    当社グループは、本年６月に株式会社エイチプラスビイ・ライフサイエンスの買収を完了、10月には当社販売子

会社６社を吸収合併いたします。株式会社エイチプラスビイ・ライフサイエンスにおいては営業戦略の再構築を行

っており、また、販売子会社の吸収合併では、売上高への影響はないものの、営業体制と管理業務の効率化による

利益への影響について慎重に検討している段階であり、業績予想を数値で示すことはひかえさせていただきます。

    当社は、株主及び投資家の皆様に対する情報開示を一層推し進めるため、連結業績について合理的に予想可能と

なった時点で公表することとします。 

  

（１）当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動 

  当第１四半期連結会計期間より、株式取得に伴い株式会社エイチプラスビイ・ライフサイエンスを連結の範囲に

含めています。平成23年３月28日付け開示情報「株式会社エイチプラスビイ・ライフサイエンスの株式の取得に関

するお知らせ」及び平成23年６月21日付け開示情報「株式会社エイチプラスビイ・ライフサイエンスの株式の取得

（子会社化）に関するお知らせ」をご参照ください。   

  

（２）四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 

 税金費用の計算 

  一部の連結子会社においては、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いま

す。  

       

（３）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 

 該当事項はありません。 

   

 該当事項はありません。   

  

２．サマリー情報（その他）に関する事項

３．継続企業の前提に関する重要事象等の概要
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４．四半期連結財務諸表 
（１）四半期連結貸借対照表 

（単位：千円）

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 3,177,679 3,612,882

受取手形及び売掛金 1,061,574 1,346,655

商品及び製品 1,104,678 1,322,341

仕掛品 85,603 94,594

原材料及び貯蔵品 521,411 542,840

繰延税金資産 344,229 337,589

その他 155,351 245,224

貸倒引当金 △15,108 △18,509

流動資産合計 6,435,420 7,483,619

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 3,352,207 4,052,765

減価償却累計額 △1,432,139 △1,563,698

建物及び構築物（純額） 1,920,068 2,489,066

機械装置及び運搬具 971,994 1,119,086

減価償却累計額 △782,494 △934,722

機械装置及び運搬具（純額） 189,499 184,364

工具、器具及び備品 588,724 880,217

減価償却累計額 △475,780 △656,892

工具、器具及び備品（純額） 112,943 223,325

土地 2,441,829 2,616,766

リース資産 － 9,706

減価償却累計額 － △1,455

リース資産（純額） － 8,250

建設仮勘定 405,309 93,954

有形固定資産合計 5,069,650 5,615,727

無形固定資産   

のれん 510,350 909,866

その他 73,836 70,546

無形固定資産合計 584,187 980,412

投資その他の資産   

繰延税金資産 135,040 212,205

その他 416,051 489,396

貸倒引当金 － △117,440

投資その他の資産合計 551,091 584,160

固定資産合計 6,204,929 7,180,300

資産合計 12,640,350 14,663,920
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（単位：千円）

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 366,073 635,973

短期借入金 2,240,000 3,550,000

1年内返済予定の長期借入金 818,274 882,373

未払金 461,740 1,006,736

未払法人税等 482,481 59,520

賞与引当金 88,660 63,000

ポイント引当金 125,274 118,078

その他 156,631 159,196

流動負債合計 4,739,135 6,474,878

固定負債   

長期借入金 2,414,734 2,598,327

退職給付引当金 75,628 292,541

役員退職慰労引当金 67,100 41,700

その他 56,812 131,501

固定負債合計 2,614,275 3,064,069

負債合計 7,353,411 9,538,948

純資産の部   

株主資本   

資本金 696,450 696,450

資本剰余金 812,570 812,570

利益剰余金 3,757,969 3,617,317

自己株式 △824 △824

株主資本合計 5,266,164 5,125,513

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 △3,955 △541

その他の包括利益累計額合計 △3,955 △541

少数株主持分 24,730 －

純資産合計 5,286,939 5,124,971

負債純資産合計 12,640,350 14,663,920
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（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：千円）

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 2,843,466 2,709,101

売上原価 533,378 470,873

売上総利益 2,310,087 2,238,228

販売費及び一般管理費 2,310,366 2,193,593

営業利益又は営業損失（△） △279 44,634

営業外収益   

受取利息 277 192

受取配当金 206 160

受取賃貸料 10,270 7,272

保険解約返戻金 7,549 18,818

その他 1,631 4,132

営業外収益合計 19,935 30,577

営業外費用   

支払利息 20,390 18,888

その他 5,390 3,670

営業外費用合計 25,781 22,558

経常利益又は経常損失（△） △6,125 52,653

特別利益   

貸倒引当金戻入額 1,451 －

固定資産売却益 － 199

移転補償金 8,500 －

その他 606 －

特別利益合計 10,557 199

特別損失   

固定資産除却損 5,047 18,583

投資有価証券売却損 － 6,054

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 49,863 －

固定資産臨時償却費 29,202 －

その他 1,792 －

特別損失合計 85,905 24,637

税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期
純損失（△）

△81,473 28,215

法人税、住民税及び事業税 78,607 57,073

法人税等調整額 △57,946 33,116

法人税等合計 20,661 90,190

少数株主損益調整前四半期純損失（△） △102,135 △61,974

少数株主損失（△） △5,356 －

四半期純損失（△） △96,778 △61,974
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（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：千円）

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損失（△） △102,135 △61,974

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △626 4,095

その他の包括利益合計 △626 4,095

四半期包括利益 △102,761 △57,878

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 △97,366 △58,560

少数株主に係る四半期包括利益 △5,395 681
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 該当事項はありません。  

  

 当社グループは、化粧品事業の単一セグメントであるため、記載を省略しています。  

  

 該当事項はありません。  

  

 株式会社京都ハーバーの株式追加取得 

 当社は、平成23年７月25日開催の取締役会において、連結販売子会社である株式会社京都ハーバーの株式を追加

取得し、完全子会社化することを決議し、平成23年８月１日付で譲受手続を完了させています。 

①株式取得の理由 

 今般、当社グループの販売力を一層強化するため、連結販売子会社である株式会社京都ハーバーの当社持分比率

を35.7％から100％にいたします。 

②株式取得先  平尾 好章 他１名 

③株式取得会社の概要  商号   ：株式会社京都ハーバー 

            本店所在地：京都市下京区四条通烏丸東入ル長刀鉾町８番地 

            事業内容 ：化粧品及び健康食品等の販売 

            資本金  ：14,000千円 

            設立年月日：昭和61年５月10日 

④株式取得の時期  平成23年８月１日 

⑤株式取得前後の所有株式数、所有割合、取得価額 

 取得前所有株式数：100株（所有割合35.7％） 

 取得株式数   ：180株（取得価額257,142千円） 

 取得後所有株式数：280株（所有割合100％） 

  

（３）継続企業の前提に関する注記

（４）セグメント情報等

（５）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記

（６）重要な後発事象
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