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1.  平成23年7月期の連結業績（平成22年8月1日～平成23年7月31日） 

 

(2) 連結財政状態 

 

(3) 連結キャッシュ・フローの状況 

  

(1) 連結経営成績 （％表示は対前期増減率）

売上高 営業利益 経常利益 当期純利益
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

23年7月期 36,233 14.0 10,247 22.4 10,176 21.5 5,999 27.7
22年7月期 31,789 22.7 8,370 54.9 8,376 55.4 4,699 54.2

（注）包括利益 23年7月期 5,982百万円 （27.9％） 22年7月期 4,678百万円 （―％）

1株当たり当期純利益
潜在株式調整後1株当たり

当期純利益
自己資本当期純利益

率 総資産経常利益率 売上高営業利益率

円 銭 円 銭 ％ ％ ％

23年7月期 22,279.55 22,256.44 39.9 48.8 28.3
22年7月期 17,365.76 17,344.76 34.1 45.6 26.3

（参考） 持分法投資損益 23年7月期  ―百万円 22年7月期  ―百万円

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 20,190 14,358 71.1 57,193.31
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  14,358百万円 22年7月期  15,741百万円

営業活動によるキャッシュ・フロー 投資活動によるキャッシュ・フロー 財務活動によるキャッシュ・フロー 現金及び現金同等物期末残高
百万円 百万円 百万円 百万円

23年7月期 4,886 △412 △7,363 7,839
22年7月期 6,583 △452 △712 10,735

2.  配当の状況 

 

年間配当金 配当金総額
（合計）

配当性向
（連結）

純資産配当
率（連結）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 百万円 ％ ％

22年7月期 ― ― ― 3,200.00 3,200.00 866 18.4 6.3
23年7月期 ― ― ― 6,700.00 6,700.00 1,682 30.1 11.6
24年7月期(予想) ― ― ― 7,900.00 7,900.00 30.0

3.  平成24年7月期の連結業績予想（平成23年8月1日～平成24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）

 

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) 19,740 13.0 5,470 6.2 5,460 6.1 3,200 12.1 12,746.21
通期 41,000 13.2 11,300 10.3 11,280 10.8 6,610 10.2 26,328.89



4.  その他 
(1) 期中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  

（注）詳細は5ページ「企業集団の状況」をご覧下さい。 

(2) 会計処理の原則・手続、表示方法等の変更 

（注）詳細は14ページ「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」をご覧下さい。 

(3) 発行済株式数（普通株式） 

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 280,868 株 22年7月期 280,496 株
② 期末自己株式数 23年7月期 29,813 株 22年7月期 9,813 株
③ 期中平均株式数 23年7月期 269,272 株 22年7月期 270,596 株

（参考）個別業績の概要 

1.  平成23年7月期の個別業績（平成22年8月1日～平成23年7月31日） 

 

(2) 個別財政状態 

  

(1) 個別経営成績 （％表示は対前期増減率）

売上高 営業利益 経常利益 当期純利益
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

23年7月期 35,782 14.1 10,212 22.1 10,133 21.3 5,966 27.3
22年7月期 31,365 23.3 8,362 54.9 8,354 55.5 4,688 63.1

1株当たり当期純利益 潜在株式調整後1株当たり当期純
利益

円 銭 円 銭

23年7月期 22,158.56 22,135.57
22年7月期 17,326.10 17,305.14

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 20,236 14,396 71.1 57,342.86
22年7月期 21,572 15,807 73.3 58,399.95

（参考） 自己資本 23年7月期  14,396百万円 22年7月期  15,807百万円

※ 監査手続の実施状況に関する表示 
この決算短信は、金融商品取引法に基づく監査手続の対象外であり、この決算短信の開示時点において、金融商品取引法に基づく財務諸表の監査手続は終
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。 



  

  

○添付資料の目次

１．経営成績 …………………………………………………………………………………………………………………  2
（１）経営成績に関する分析 ……………………………………………………………………………………………  2
（２）財政状態に関する分析 ……………………………………………………………………………………………  4
（３）利益配分に関する基本方針及び当期・次期の配当 ……………………………………………………………  4

２．企業集団の状況 …………………………………………………………………………………………………………  5
３．経営方針 …………………………………………………………………………………………………………………  6
（１）会社の経営の基本方針 ……………………………………………………………………………………………  6
（２）目標とする経営指標 ………………………………………………………………………………………………  6
（３）中長期的な会社の経営戦略 ………………………………………………………………………………………  6
（４）会社の対処すべき課題 ……………………………………………………………………………………………  6

４．連結財務諸表 ……………………………………………………………………………………………………………  7
（１）連結貸借対照表 ……………………………………………………………………………………………………  7
（２）連結損益計算書及び連結包括利益計算書 ………………………………………………………………………  9

連結損益計算書 ……………………………………………………………………………………………………  9
連結包括利益計算書 ………………………………………………………………………………………………  10

（３）連結株主資本等変動計算書 ………………………………………………………………………………………  11
（４）連結キャッシュ・フロー計算書 …………………………………………………………………………………  13
（５）継続企業の前提に関する注記 ……………………………………………………………………………………  14
（６）連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項 ……………………………………………………………  14
（７）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 ……………………………………………………  14
（８）連結財務諸表に関する注記事項 …………………………………………………………………………………  15

（連結損益計算書関係） ……………………………………………………………………………………………  15
（連結包括利益計算書関係） ………………………………………………………………………………………  16
（セグメント情報等） ………………………………………………………………………………………………  16
（１株当たり情報） …………………………………………………………………………………………………  17
（重要な後発事象） …………………………………………………………………………………………………  17



(1）経営成績に関する分析 

①業績全般の概況 

 当連結会計年度におけるわが国経済は、政府の各種景気対策等により企業収益の改善が見られ、景気は穏やかな回

復基調で推移しました。しかしながら、依然として厳しい雇用環境から個人消費の低迷は続き、加えて、平成23年3

月11日に発生した東日本大震災が国内経済に及ぼす影響は甚大で、先行き不透明な状況で推移しました。 

 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、薬用アクアコラ

ーゲンゲル美白やアクアコラーゲンゲルエンリッチリフトEXを中心に売上高拡大を図ってまいりました。また、アク

アコラーゲンゲルシリーズの累計販売個数が2,000万個を突破したことを記念するプレゼントキャンペーンを大々的

に実施し、売上高の伸長に大きく貢献しました。 

 販路別に見ますと、通信販売においては、震災直後一時的に売上高の落ち込みが見られましたが、通期では総じて

好調に推移しました。11月末より定期配送サービスを全商品対象としたことで、利用者数が大幅に増加し、安定した

売上高の確保に繋がるとともに、お客様の購買意欲を喚起する施策やサービスの充実に注力し、リピート率の向上に

努めました。また、引き続き新聞やインフォマーシャル、ラジオ等の媒体による新規顧客獲得を強化したことで、40

歳以上のお客様を多く獲得することができました。さらに、WEBマーケティングによる口コミ効果の 大化を図り、

若年層にも訴求することで売上高の底上げを図りました。以上により、通信販売の売上高は 百万円となり、前

年同期と比較して19.7％増加しました。 

 対面型店舗販売においては、直営・百貨店に 店舗、GMSに 店舗出店する一方、効率性を重視し、百貨店 店舗を閉

店しました。GMSはイベントを実施し集客を行うことで好調に売上高を伸ばすことができました。しかしながら、百

貨店においては、既存顧客の囲い込みに注力しましたが、百貨店業界の状況が厳しく、新規顧客の獲得が伸び悩み、

厳しい状況が続いております。以上により、対面型店舗販売の売上高は 百万円となり、前年同期と比較して

2.8％減少しました。 

 卸売販売においては、テレビCM放映やアクアコラーゲンゲル累計販売個数2,000万個突破キャンペーンの実施に合

わせた営業の強化により、出荷実績を伸長させることができました。また、大手流通企業との共同開発商品のリニュ

ーアル新発売や千趣会限定商品の拡充など、卸売販売独自の商品展開の強化も図りました。また、生協等のカタログ

販路が、企画品の積極投入による消費者の固定化を図ったことにより、好調に推移しました。以上により、卸売販売

の売上高は 百万円となり、前年同期と比較して11.8％増加しました。 

 海外においては、香港では、広告宣伝活動を積極的に行い、好調に推移しました。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店舗開店したほか、現地売上が好調で出荷が増加しました。さらに韓国

においても販売代理店を通して免税店を2店舗開店しました。米国においては、主力商品の育成に注力したほか、大

手オンラインショッピングサイトでの取り扱いを開始しブランド認知度向上を図りました。しかし、中心地域である

台湾が、百貨店が不振であったとともにテレビショッピング販路もテレビショッピング会社買収の影響を受けて放映

数が縮小したため、大きく伸長させるには至らず、前年同期実績を下回る結果となりました。さらに、円高により円

換算額が目減りしました。以上により、海外事業の売上高は 百万円となり、前年同期と比較して0.6％減少しまし

た。 

 利益面においては、売上高営業利益率が28.3％、（前年同期実績26.3％）、売上高当期純利益率が16.6％（前年同

期実績14.8％）となりました。当連結会計年度は、アクアコラーゲンゲル累計販売個数2,000万個突破に伴う大感謝

プレゼントキャンペーンの実施等により、販売促進費の対売上高比率が前年同期と比較して微増となりましたが、人

件費やITシステムに関連する費用が当初の予定を下回ったほか、利益率の高いアクアコラーゲンゲルシリーズが好調

であった為、高い利益率を確保することができました。 

 以上の結果、売上高は 百万円（前年同期比14.0％増）、経常利益は 百万円（前年同期比21.5％増）、

当期純利益は 百万円（前年同期比27.7％増）となりました。  

  

②セグメント別の概況 

＜化粧品事業＞ 

 当連結会計年度における化粧品事業は、ドクターシーラボブランドでは、薬用アクアコラーゲンゲル美白を期初に

発売し、好調な売上高実績となったほか、引き続きアクアコラーゲンゲルエンリッチリフトEXが40代以上のお客様の

ニーズを掴み、好調に推移しております。また、次期に注力する「ハーバルO2シリーズ」の第1弾としてハーバルセ

ラムO2を新発売し、将来に向けた足固めを図りました。ラボラボブランドは、厳しい状況が続きました。10月にテレ

ビCMを放映したスーパーモイストゲルが比較的好調に推移したほか、大手流通企業との共同開発商品であるアスタモ

イスチャーゲルのリニューアル等を行いましたが、震災以降の下期に出荷が落ち込み、売上高を伸長させるには至り

ませんでした。ジェノマーブランドは、リニューアル新発売したアイケアクリームが前年同期の売上高実績を大きく

上回るとともに、通信販売での売上高も順調に伸ばすことができ、好調に推移しております。dr.brandtは、2011年3

１．経営成績
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月8日をもちまして全店閉店しましたので売上高は減少しています。 

 以上により、当連結会計年度における化粧品事業の売上高は 百万円（前年同期比13.1％増）となりました。

＜健康食品事業＞ 

 当連結会計年度における健康食品事業は、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

高まったことを主因として、プラセンタEXⅡや青汁を中心に好調に推移しました。また、既存商品のリニューアルを

積極的に行ったほか、健康・ダイエット食品「美禅食」を新発売する等、商品展開の充実も図りました。以上によ

り、当連結会計年度における健康食品事業の売上高は 百万円（前年同期比38.7％増）となりました。 

  

（セグメント区分の変更） 

 当連結会計年度より、「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、当連

結会計年度より、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。 

  

③次期の見通し 

 次期の見通しにつきましては、円高の進行、株式市場の低迷を背景として国内国外の景気は引き続き不透明な状況

が継続することが予想され、厳しい市場環境となるものと思われます。 

 その中で、当社グループは、第3次中期計画の2年目として、既存事業の成長基調を維持しつつ、新たな成長基盤の

確立を目指してまいります。ドクターシーラボブランドでは、アクアコラーゲンゲルエンリッチリフトEXの販売を引

き続き強化するとともに、薬用アクアコラーゲンゲル美白のさらなる育成に注力します。また、主力商品であるアク

アインダームディーエヌエッセンスのリニューアルやハーバルO2シリーズの発売等により売上高の伸長を図ります。

ジェノマーブランドは、新商品の拡充や通信販売での認知度の向上により成長基調をさらに強めていく計画です。ラ

ボラボブランドは、ドラッグストアでの展開を強化するべく、店頭ディスプレイを再構築し、効率性を高めていく方

針です。また、健康食品はプラセンタを使用した商品の拡充や美禅食の育成に注力していく計画です。 

 各販路においては、通信販売、卸売販売を中心に売上高の伸長を目指します。通信販売では、新規顧客の獲得をテ

レビCMにより推進していく方針です。さらに、獲得した顧客の育成にも注力してまいります。50代、60代以上のお客

様も増加していることから、この年齢層のお客様に対する訴求力を強化するとともに、定期お届け便やステップアッ

プ割引等の既存サービスの整備、改善を行います。卸売販売は、ハーバルO2シリーズを先行投入することによりドラ

ッグストアの展開をさらに強化すると同時に、生協カタログ販路に向けた専売の商品開発や健康食品の新規導入、

QVCへの健康食品導入により売上高を伸長させる計画です。対面型店舗販売では、百貨店業界は依然として厳しい状

況が続く見通しですが、引き続き接客内容の向上を図ることでお客様の囲い込みに注力します。一方、GMSは、GMSの

強みを活かして売り場認知度を向上させることで、売上高の伸長を図ります。   

 海外においては、アジアを中心に売上高を伸ばす計画です。台湾、香港、中国本土共通の広告を実施することでア

ジア圏でのブランド認知度を一気に高めるとともに、中国本土における販売開始への期待感を醸成させる計画です。

 以上により、次期の見通しにつきましては、売上高 百万円（前期比13.2％増）、営業利益 百万円（前

期比10.3％増）、経常利益 百万円（前期比10.8％増）、当期純利益 百万円（前期比10.2％増）を見込ん

でおります。  

  

34,739

1,493

41,000 11,300

11,280 6,610



(2）財政状態に関する分析 

①財政状態の変動状況  

 当連結会計年度における総資産は、 百万円となり、前連結会計年度末と比較して 百万円減少いたしま

した。これは主に売掛金が 百万円増加した一方、現金及び預金が 百万円減少したことによります。 

 また負債合計は 百万円となり、前連結会計年度末と比較して 百万円増加いたしました。これは主に未払法

人税等が 百万円減少した一方、仕入、製造の増加に伴い買掛金が 百万円、未払金が 百万円増加したことに

よります。純資産は 百万円となり、前連結会計年度末と比較して 百万円減少いたしました。これは主に

利益剰余金が 百万円増加した一方、自己株式が 百万円増加したことによります。 

 当連結会計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は、次のとおりであります。 

  

②キャッシュ・フローの状況  

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

 営業活動により取得した資金は 百万円となりました。これは主に売上債権の増加 百万円、棚卸資産の増

加 百万円、法人税等の支払 百万円が資金の減少要因となった一方、税金等調整前当期純利益が 百万円

計上されたことに加え、未払金の増加 百万円、仕入債務の増加 百万円等が資金の増加要因となったことにより

ます。 

（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

 投資活動によるキャッシュ・フローは、 百万円の支出となりました。これは主に有形固定資産の取得による支

出 百万円と基幹システム構築に伴うシステム投資などの無形固定資産取得により 百万円支出したことによるも

のであります。 

（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

 財務活動によるキャッシュ・フローは、 百万円の支出となりました。これは主に配当金の支払いによる支出

百万円、自己株式取得による支出 百万円によるものであります。 

  

当社グループのキャッシュ・フロー指標は次のとおりであります。  

(注) 自己資本比率：自己資本／総資産  

   時価ベースの自己資本比率：株式時価総額／総資産  
   債務償還年数：有利子負債／営業キャッシュ・フロー  
   インタレスト・カバレッジ・レシオ：営業キャッシュ・フロー／利払い  
  ※いずれの指標も連結ベースの財務数値により計算しております。  
  ※株式時価総額は自己株式を除く発行済株式数をベースに計算しております。  
  ※キャッシュ・フローは、営業キャッシュ・フローを利用しております。  
  ※有利子負債は連結貸借対照表に計上されている負債のうち、利子を支払っている全ての負債を対象として   
   おります。 

  

(3）利益配分に関する基本方針及び当期・次期の配当 

  当社は、将来の事業拡大を見据えた企業体質の強化と、事業基盤の拡大に備えた内部留保の充実が現時点における

重要事項と考えております。同時に株主の皆さまに対する利益還元についても経営上の重要政策の１つとして認識し

ておりますことから、安定配当を基本方針としてまいりましたが、事業の継続的な成長に加え、更なる利益還元策と

明確な配当政策の目標数値の提示が、継続的な企業価値の向上につながるとの認識から、今後の配当目標として連結

配当性向30％を維持することを平成23年6月8日開催の取締役会にて決定いたしました。 

 上記方針によりまして、当期におきましては1株当たり年間 円の配当を予定しております。次期におきまして

は、1株当たり年間 円の配当を予定しております。 

   

20,190 1,329

922 2,896
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14,358 1,382

5,133 6,540

4,886 1,019

755 4,582 10,112

282 146

412

133 280

7,363

864 6,540

  平成21年７月期  平成22年７月期  平成23年７月期  

自己資本比率（％）  ％ 77.2 ％  73.2 ％  71.1

時価ベースの自己資本比率（％）  ％ 283.6 ％  331.7 ％  519.8

債務償還年数（年）  年 － 年  － 年  －

インタレスト・カバレッジ・レシオ(倍)  倍 2,501.6 倍  － 倍  －

6,700

7,900



     当社グループは当社及び連結子会社6社で構成されており、化粧品・健康食品・美容機器等の企画・開発・製造販売

    を主たる業務としております。 

     当社グループの事業を事業系統図によって示すと次のとおりであります。 

 

    

２．企業集団の状況



(1）会社の経営の基本方針  

 当社グループは、「肌トラブルに悩む全ての人々を救う」という経営理念と「シンプル(Simple)×リザルト

(Result)×サイエンス(Science)」という商品コンセプトの元に、お客様を第一に、誠実に、正しく、真摯に、商品

をお届けすることで、事業拡大と社会貢献できる企業でありたいと考えております。  

 本当のスキンケアとは何かを、専門家の立場から研究し、本来人間が持つ自然治癒力に注目し、肌が本当に求める

ものだけを必要なだけ与えることで肌本来がもっている力を高めていくことにより商品のコンセプトを実現しており

ます。また、常にお客様の立場に立ち、お客様の抱えている問題を自らの問題として捉えてゆくという方針から、商

品の改良、開発に傾注しております。お客様の立場に立ち、お客様の声を経営にフィードバックさせることが、当社

グループの成長の源であると考えております。 

  

(2）目標とする経営指標 

 当社グループは、既存事業の成長の維持に加え、新たな成長基盤の確立を目指してまいります。そのため、売上高

の伸長を も重要視いたしますが、収益性も十分に注視しており、現状の対売上高経常利益率を維持してまいりま

す。  

  

(3）中長期的な会社の経営戦略 

   当社グループは、お客様の価値高度化への挑戦を基本方針に掲げ、お客様の目線に立った経営を一層推進し、成長

を維持してまいります。重点事項として、①化粧品・健康食品市場において圧倒的に差別性のあるメディカルプロダ

クトの開発、②各販路の応対力を高度化した上で複数販路の 適活用によるお客様のご利用頻度向上、③新規市場・

顧客の獲得による長期的成長基盤の確立を軸に、事業の拡大に取組んでまいります。  

  

(4) 会社の対処すべき課題 

   現在、当社グループは第3次中期経営計画をもとに、着実に事業を遂行しており、厳しい外部環境にもかかわら

ず、中期経営計画の初年度は目標を達成する実績を上げることができました。今後も各年度の中期経営計画の目標達

成とさらに長期的な成長を継続するためには、下記の項目が重要課題と認識しております。 

  

   ① お客様の目線に立った全社の取り組みの高度化 

 当社グループは、お客様に当社の商品のみならず当社自体のファンになって頂くことが、厳しい経済環境の中で

継続的に成長をしていくために、非常に重要であると認識しております。そのためには全社を上げたお客様目線に

立った取り組みの高度化が必要であり、その対処としてお客様に繰り返しご使用頂ける魅力的な商品の開発や改版

に加え、販路や部門の枠を越えてお客様の声を吸い上げ、かつその声に適切に、速やかに対応できる体制を構築し

てまいります。また、その情報を的確に分析するための情報システムへの投資も積極的に行う計画であります。 

  

  ② 中長期的な成長基盤確立のための基礎作り 

 当社グループは、更なる中長期的な成長基盤を確立するために、新たな販路やこれまで訴求できていなかった新

規顧客の獲得などが必要と認識しています。新たな販路においてはアジアを中心とした海外事業を拡大していくた

めの準備が着実に行われており、今後においては実行に移して行く段階と認識しております。また、新規顧客の獲

得に関しては、様々な可能性を模索し、積極的に挑戦をしていく所存であります。  

  

  ③ 事業拡大を図るための組織力強化 

 企業規模が拡大するにつれて、組織間の壁ができ、企業活動が硬直化するという事象は一般的に指摘をされるこ

とが多い事象であります。当社グループは従業員数が平成23年7月末時点で691名と大きな組織となり、更に人材の

補強を積極的に行うことを計画していることから、硬直化が起きないように組織運営をすることが、重要と考えて

おります。そのために各部門の利害といった部分 適ではなく、企業全体、お客様の目線といった全体の 適化が

重要であるとする企業文化醸成に力を入れ、グループ全体の総合力が発揮できるよう、組織を強化してまいりま

す。 

３．経営方針



４．連結財務諸表 
（１）連結貸借対照表 

（単位：千円）

前連結会計年度 
(平成22年７月31日) 

当連結会計年度 
(平成23年７月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 10,735,959 7,839,768

売掛金 4,449,456 5,371,901

有価証券 290,844 291,017

商品及び製品 1,483,596 1,886,912

原材料及び貯蔵品 810,724 1,156,590

前払費用 91,332 90,123

繰延税金資産 373,341 440,758

その他 151,709 212,795

貸倒引当金 △136,091 △256,557

流動資産合計 18,250,873 17,033,310

固定資産   

有形固定資産   

建物 198,301 242,072

減価償却累計額 △103,358 △142,165

建物（純額） 94,942 99,907

工具、器具及び備品 950,302 1,060,655

減価償却累計額 △664,980 △801,647

工具、器具及び備品（純額） 285,322 259,007

有形固定資産合計 380,265 358,914

無形固定資産   

ソフトウエア 880,078 724,917

商標権 28,216 25,874

その他 185 77,895

無形固定資産合計 908,480 828,687

投資その他の資産   

投資有価証券 140,001 104,568

関係会社株式 5,000 5,000

長期前払費用 12,101 10,098

敷金差入保証金 210,816 212,404

繰延税金資産 27,263 69,632

投資用不動産 1,628,634 1,628,634

減価償却累計額 △62,448 △69,758

投資用不動産（純額） 1,566,185 1,558,876

その他 18,640 8,731

投資その他の資産合計 1,980,009 1,969,311

固定資産合計 3,268,755 3,156,914

資産合計 21,519,629 20,190,225



（単位：千円）

前連結会計年度 
(平成22年７月31日) 

当連結会計年度 
(平成23年７月31日) 

負債の部   

流動負債   

買掛金 653,912 799,056

未払金 1,710,747 1,960,420

未払法人税等 2,762,543 2,383,552

未払消費税等 252,237 174,128

預り金 103,930 95,321

賞与引当金 80,037 87,006

ポイントサービス引当金 113,730 132,927

繰延税金負債 189 756

その他 42,663 61,361

流動負債合計 5,719,992 5,694,532

固定負債   

繰延税金負債 6,816 7,236

退職給付引当金 49,907 69,798

その他 1,248 59,991

固定負債合計 57,972 137,026

負債合計 5,777,965 5,831,558

純資産の部   

株主資本   

資本金 1,169,368 1,189,540

資本剰余金 1,646,768 1,666,940

利益剰余金 14,678,661 19,811,733

自己株式 △1,669,873 △8,209,873

株主資本合計 15,824,925 14,458,340

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 2,261 △10,235

為替換算調整勘定 △85,522 △89,438

その他の包括利益累計額合計 △83,260 △99,673

純資産合計 15,741,664 14,358,666

負債純資産合計 21,519,629 20,190,225



（２）連結損益計算書及び連結包括利益計算書 
（連結損益計算書） 

（単位：千円）

前連結会計年度 
(自 平成21年８月１日 
 至 平成22年７月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成22年８月１日 
 至 平成23年７月31日) 

売上高 31,789,535 36,233,237

売上原価 5,845,425 6,478,155

売上総利益 25,944,109 29,755,082

販売費及び一般管理費 ※1,※2  17,573,427 ※1,※2  19,507,144

営業利益 8,370,681 10,247,937

営業外収益   

受取利息 2,459 3,155

受取配当金 1,108 216

受取百貨店作業協力金 12,036 9,633

商品破損受取賠償金 20,437 5,589

その他 9,048 4,187

営業外収益合計 45,090 22,781

営業外費用   

為替差損 22,963 35,866

自己株式取得費用 － 48,433

投資事業組合運用損 2,674 1,593

減価償却費 13,669 7,309

その他 196 1,436

営業外費用合計 39,503 94,639

経常利益 8,376,268 10,176,080

特別利益   

投資有価証券売却益 － 2,587

償却債権取立益 － 336

特別利益合計 － 2,923

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 ※3  24,810 ※3  8,443

投資有価証券評価損 21,960 －

減損損失 ※4  3,871 ※4  12,923

災害による損失 － 4,598

その他 － 2,238

特別損失合計 50,641 66,138

税金等調整前当期純利益 8,325,627 10,112,864

法人税、住民税及び事業税 3,779,106 4,214,469

法人税等調整額 △152,588 △100,862

法人税等合計 3,626,518 4,113,606

少数株主損益調整前当期純利益 － 5,999,258

当期純利益 4,699,109 5,999,258



（連結包括利益計算書） 

（単位：千円）

前連結会計年度 
(自 平成21年８月１日 
 至 平成22年７月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成22年８月１日 
 至 平成23年７月31日) 

少数株主損益調整前当期純利益 － 5,999,258

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 － △12,496

為替換算調整勘定 － △3,916

その他の包括利益合計 － △16,412

包括利益 － 5,982,845

（内訳）   

親会社株主に係る包括利益 － 5,982,845

少数株主に係る包括利益 － －



（３）連結株主資本等変動計算書 

（単位：千円）

前連結会計年度 
(自 平成21年８月１日 
 至 平成22年７月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成22年８月１日 
 至 平成23年７月31日) 

株主資本   

資本金   

前期末残高 1,162,198 1,169,368

当期変動額   

新株の発行 7,170 20,171

当期変動額合計 7,170 20,171

当期末残高 1,169,368 1,189,540

資本剰余金   

前期末残高 1,639,598 1,646,768

当期変動額   

新株の発行 7,170 20,171

当期変動額合計 7,170 20,171

当期末残高 1,646,768 1,666,940

利益剰余金   

前期末残高 10,709,996 14,678,661

当期変動額   

剰余金の配当 △730,444 △866,185

当期純利益 4,699,109 5,999,258

当期変動額合計 3,968,664 5,133,072

当期末残高 14,678,661 19,811,733

自己株式   

前期末残高 △1,669,873 △1,669,873

当期変動額   

自己株式の取得 － △6,540,000

当期変動額合計 － △6,540,000

当期末残高 △1,669,873 △8,209,873

株主資本合計   

前期末残高 11,841,920 15,824,925

当期変動額   

新株の発行 14,340 40,343

剰余金の配当 △730,444 △866,185

当期純利益 4,699,109 5,999,258

自己株式の取得 － △6,540,000

当期変動額合計 3,983,004 △1,366,584

当期末残高 15,824,925 14,458,340



（単位：千円）

前連結会計年度 
(自 平成21年８月１日 
 至 平成22年７月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成22年８月１日 
 至 平成23年７月31日) 

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金   

前期末残高 3,127 2,261

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △866 △12,496

当期変動額合計 △866 △12,496

当期末残高 2,261 △10,235

為替換算調整勘定   

前期末残高 △65,699 △85,522

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △19,822 △3,916

当期変動額合計 △19,822 △3,916

当期末残高 △85,522 △89,438

その他の包括利益累計額合計   

前期末残高 △62,571 △83,260

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △20,689 △16,412

当期変動額合計 △20,689 △16,412

当期末残高 △83,260 △99,673

純資産合計   

前期末残高 11,779,348 15,741,664

当期変動額   

新株の発行 14,340 40,343

剰余金の配当 △730,444 △866,185

当期純利益 4,699,109 5,999,258

自己株式の取得 － △6,540,000

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △20,689 △16,412

当期変動額合計 3,962,315 △1,382,997

当期末残高 15,741,664 14,358,666



（４）連結キャッシュ・フロー計算書 

（単位：千円）

前連結会計年度 
(自 平成21年８月１日 
 至 平成22年７月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成22年８月１日 
 至 平成23年７月31日) 

営業活動によるキャッシュ・フロー   

税金等調整前当期純利益 8,325,627 10,112,864

減価償却費 511,015 501,753

長期前払費用償却額 21,489 15,090

貸倒引当金の増減額（△は減少） 66,518 129,923

賞与引当金の増減額（△は減少） 24,127 6,968

ポイント引当金の増減額（△は減少） 70,166 19,197

退職給付引当金の増減額（△は減少） 12,413 19,890

受取利息及び受取配当金 △3,567 △3,371

有価証券及び投資有価証券売却損益（△は益） － △2,587

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 37,934

減損損失 3,871 12,923

災害損失 － 4,598

固定資産除却損 24,810 8,443

投資有価証券評価損益（△は益） 21,960 －

売上債権の増減額（△は増加） △797,056 △1,019,344

たな卸資産の増減額（△は増加） △28,146 △755,091

仕入債務の増減額（△は減少） 134,835 146,874

未払金の増減額（△は減少） 515,660 282,375

未払消費税等の増減額（△は減少） 110,491 △78,108

預り金の増減額（△は減少） 66,338 △8,582

その他 △12,448 34,301

小計 9,068,104 9,466,055

利息及び配当金の受取額 3,213 3,155

法人税等の支払額 △2,487,750 △4,582,587

営業活動によるキャッシュ・フロー 6,583,567 4,886,623

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 △157,336 △133,881

有形固定資産の売却による収入 － 931

無形固定資産の取得による支出 △305,594 △280,193

敷金及び保証金の差入による支出 △2,928 △3,487

敷金及び保証金の回収による収入 13,709 1,407

投資有価証券の売却による収入 － 15,427

その他 － △12,289

投資活動によるキャッシュ・フロー △452,149 △412,086

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 14,340 40,783

自己株式の取得による支出 － △6,540,000

配当金の支払額 △726,610 △864,049

財務活動によるキャッシュ・フロー △712,270 △7,363,266

現金及び現金同等物に係る換算差額 △13,689 △7,461

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 5,405,458 △2,896,191

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期末残高 10,735,959 7,839,768



該当事項はありません。 

       

 「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」に記載したものを除き、 近の有価証券報告書（平成

22年10月22日提出）における記載から重要な変更がないため、開示を省略いたします。 

  

（資産除去債務に関する会計基準等の適用） 

 当連結会計年度より、「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および経常利益はそれぞれ 千円及び税金等調整前当期純利益は 千円減少しておりま

す。 

  

表示方法の変更  

（連結損益計算書） 

 当連結会計年度より、「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）に基づき、

「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）を適用し、「少数株主損益調整前当期純利益又は少数株主損益調整前当期純損失（△）」の科目で表示して

おります。 

  

追加情報  

（包括利益の表示に関する会計基準変更） 

 当連結会計年度より、「包括利益の表示に関する会計基準」（企業会計基準第25号 平成22年6月30日）を適用し

ております。ただし、「その他の包括利益累計額」及び「その他の包括利益累計額合計」の全連結会計年度の金額

は、「評価・換算差額等」及び「評価・換算差額等合計」の金額を記載しております。 

  

(5) 継続企業の前提に関する注記

(6) 連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項

(7) 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

3,740 41,675



   

  

(8) 連結財務諸表に関する注記事項

（連結損益計算書関係）

前連結会計年度 
（自 平成21年８月１日 
至 平成22年７月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成22年８月１日 
至 平成23年７月31日） 

※１．販売費及び一般管理費の主な内訳は次の通りであり
ます。 

※１．販売費及び一般管理費の主な内訳は次の通りであり
ます。 

広告宣伝費   千円 4,620,362

販売促進費   千円 2,506,181

給与手当   千円 1,789,040

支払手数料   千円 2,241,424

賞与引当金繰入額      千円 80,037

退職給付費用      千円 19,717

ポイントサービス引当金繰入額      千円 70,166

貸倒引当金繰入額      千円 85,506

広告宣伝費   千円 5,228,300

販売促進費   千円 2,900,188

給与手当   千円 1,882,989

支払手数料   千円 2,561,143

賞与引当金繰入額      千円 87,006

退職給付費用      千円 30,166

ポイントサービス引当金繰入額     千円 104,596

貸倒引当金繰入額     千円 137,500

※２．一般管理費に含まれる研究開発費は、 千円
であります。なお、当期総製造費用に含まれる研究
開発費はありません。 

176,737 ※２．一般管理費に含まれる研究開発費は、 千円
であります。なお、当期総製造費用に含まれる研究
開発費はありません。 

172,644

※３．固定資産除却損 
固定資産除却損の内訳は以下のとおりであります。

※３．固定資産除却損 
固定資産除却損の内訳は以下のとおりであります。

建物          千円5,499

工具、器具及び備品         千円13,499

ソフトウエア          千円1,198

長期前払費用          千円1,748

投資用不動産          千円2,865

合計         千円24,810

建物          千円1,600

工具、器具及び備品         千円4,629

長期前払費用          千円2,213

合計         千円8,443

※４．減損損失  
当連結会計年度において、当社グループは以下の
資産グループについて減損損失を計上しました。 

 
 （単位：千円） 

  
    当社グループは原則として、事業用資産につい

ては事業区分をもとに、キャッシュ・フローを生
み出す 小単位ごとにグルーピングを行っており
ます。 

    その結果店舗については、営業活動から生じる
損益が継続してマイナスである資産グループの帳
簿価額を回収可能価額まで減額し、当該減少額を
特別損失に計上しております。 

    なお、回収可能価額は使用価値により測定して
おり、将来キャッシュ・フローに基づく評価額が
マイナスであるため、使用価値を零として評価し
ております。    

 用 途 種 類    金 額    場 所   

店 舗 
工具、器具
及び備品  

  3,871
千葉県柏
市   

※４．減損損失  
当連結会計年度において、当社グループは以下の
資産グループについて減損損失を計上しました。 

 
 （単位：千円） 

  
    当社グループは原則として、事業用資産につい

ては事業区分をもとに、キャッシュ・フローを生
み出す 小単位ごとにグルーピングを行っており
ます。 

    その結果店舗については、営業活動から生じる
損益が継続してマイナスである資産グループの帳
簿価額を回収可能価額まで減額し、当該減少額を
特別損失に計上しております。 

    なお、回収可能価額は使用価値により測定して
おり、将来キャッシュ・フローに基づく評価額が
マイナスであるため、使用価値を零として評価し
ております。 

    また、遊休資産については、資産グループの帳
簿価額を回収可能価額まで減額し、当該減少額を
特別損失に計上しております。 

    なお、回収可能価額は正味売却価額により測定
しております。    

用 途 種 類    金 額    場 所   

店 舗 
長期前払費
用   

  3,053
長崎県長崎
市   

店 舗 
工具、器具
及び備品  

   1,318
神奈川県横
浜市  

店 舗 
工具、器具
及び備品  

     520
香川県高松
市  

店 舗 
長期前払費
用  

  1,675
兵庫県姫路
市  

遊休資産 リース資産    6,354
東京都渋谷
区  



 当連結会計年度（自 平成22年8月1日 至 平成23年7月31日）  

当連結会計年度の直前連結会計年度における包括利益           

 親会社株主に係る包括利益        千円 

 少数株主に係る包括利益              千円 

 計                   千円 

  

当連結会計年度の直前連結会計年度におけるその他の包括利益 

 その他有価証券評価差額金           千円 

 為替換算調整勘定              千円 

 計                     千円  

  

前連結会計年度（自 平成21年8月1日 至 平成22年7月31日） 

 当連結グループは、化粧品事業、健康食品事業、機器類その他事業を行っておりますが、化粧品事業の売上

高及び営業利益及び資産の金額は、全セグメントの売上高の合計及び営業利益及び全セグメントの資産の金額

の合計額に占める割合がいずれも90％超であるため、事業の種類別セグメント情報の記載を省略しておりま

す。 

  

当連結会計年度（自 平成22年8月1日 至 平成23年7月31日） 

 当連結グループは、化粧品事業、健康食品事業を行っておりますが、化粧品事業の売上高及び営業利益及び

資産の金額は、全セグメントの売上高の合計及び営業利益及び全セグメントの資産の金額の合計額に占める割

合がいずれも90％超であるため、事業の種類別セグメント情報の記載を省略しております。   

  

前連結会計年度（自 平成21年8月1日 至 平成22年7月31日） 

 当連結グループにおける所在地セグメントは、「国内」「アジア地域」「北米地域」に区分しております

が、本邦売上高の全セグメントの売上高の合計に占める割合が90％超であるため、所在地別セグメント情報の

記載を省略しております。 

  

当連結会計年度（自 平成22年8月1日 至 平成23年7月31日） 

 当連結グループにおける所在地セグメントは、「国内」「アジア地域」「北米地域」に区分しております

が、本邦売上高の全セグメントの売上高の合計に占める割合が90％超であるため、所在地別セグメント情報の

記載を省略しております。 

  

  

前連結会計年度（自 平成21年8月1日 至 平成22年7月31日） 

 海外売上高は、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。 

  

当連結会計年度（自 平成22年8月1日 至 平成23年7月31日） 

 海外売上高は、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。 

  

（連結包括利益計算書関係）

4,678,419

－

4,678,419

△866

△19,822

△20,689

（セグメント情報等）

ａ．事業の種類別セグメント情報

ｂ．所在地別セグメント情報

ｃ．海外売上高



 （注） １株当たり当期純利益金額及び潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりで

あります。 

  
  
  
  

 当社は、平成23年8月4日開催の取締役会において、会社法第178条の規定に基づき、自己株式の消却を行うことを決

議し、自己株式の消却を以下のとおり実施いたしました。 

①消却の理由            株主利益の向上を図るため 

②消却の方法            利益剰余金からの減額 

③消却した株式の種類        普通株式  

④消却した株式の数         株 

                  （消却前の発行済株式総数に対する割合 9.55％） 

⑤消却実施日            平成23年8月19日 

⑥消却後の自己株式数        株  

⑦消却後の発行済株式数       株  

  
  

 リース取引、関連当事者情報、税効果会計、金融商品、有価証券、デリバティブ取引、退職給付、ストック・オプ

ション等、企業結合等、賃貸等不動産に関する注記事項につきましては、決算短信における開示の必要性が大きくな

いと考えられるため開示を省略しております。 

  

  

（１株当たり情報）

前連結会計年度 
（自 平成21年８月１日 
至 平成22年７月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成22年８月１日 
至 平成23年７月31日） 

１株当たり純資産額      円58,155.35

１株当たり当期純利益金額      円17,365.76

潜在株式調整後１株当たり当期純利益

金額 
     円17,344.76

１株当たり純資産額      円57,193.31

１株当たり当期純利益金額      円22,279.55

潜在株式調整後１株当たり当期純利益

金額 
     円22,256.44

  
前連結会計年度 

（自 平成21年８月１日 
至 平成22年７月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成22年８月１日 
至 平成23年７月31日） 

１株当たり当期純利益金額     

当期純利益（千円）          4,699,109          5,999,258

普通株主に帰属しない金額（千円）       －       －

普通株式に係る当期純利益（千円）          4,699,109          5,999,258

期中平均株式数（株）           270,596                  269,272

      

潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額           

当期純利益調整額（千円）      －      －

普通株式増加数（株）          328          280

（うち新株予約権） ( ) 328 ( ) 280

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後

１株当たり当期純利益の算定に含めなかった

潜在株式の概要 

－ 

  

－ 

  

（重要な後発事象）

26,813

3,000

254,055

（開示の省略）
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