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1.  平成24年3月期第2四半期の連結業績（平成23年4月1日～平成23年9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2四半期 33,970 8.9 4,888 11.9 5,078 11.8 2,742 30.4
23年3月期第2四半期 31,192 6.0 4,367 5.0 4,544 2.8 2,102 △13.4

（注）包括利益 24年3月期第2四半期 3,359百万円 （75.0％） 23年3月期第2四半期 1,919百万円 （―％）

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2四半期 117.28 ―

23年3月期第2四半期 89.94 ―

総資産 純資産 自己資本比率
百万円 百万円 ％

24年3月期第2四半期 57,353 47,695 76.8
23年3月期 53,328 45,291 78.3

（参考） 自己資本   24年3月期第2四半期  44,067百万円 23年3月期  41,748百万円

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 ― 30.00 ― 30.00 60.00
24年3月期 ― 30.00

24年3月期（予想） ― 30.00 60.00

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、対前期増減率）

（注）直近に公表されている業績予想からの修正の有無  ：  無  
 

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 60,500 5.7 6,250 8.7 6,450 7.4 3,420 28.0 146.27



(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  ：  有  

(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およ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仮定および業績予想のご利用にあたっての注記事項等については、 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。 

4.  その他

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2Q 24,134,606 株 23年3月期 24,134,606 株

② 期末自己株式数 24年3月期2Q 753,837 株 23年3月期 753,667 株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 24年3月期2Q 23,380,887 株 23年3月期2Q 23,381,150 株
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（１）連結経営成績に関する定性的情報 

当第２四半期連結累計期間におけるわが国経済は、今年３月の東日本大震災により大きな打撃を受け、電力供給

の制限等、大変厳しい状況で推移しました。現在はサプライチェーンの復旧が進み、景気持ち直しの動きもみられ

るものの、世界経済の減速や円高の影響により、先行き不透明な状況が続いております。また、当社海外グループ

の事業エリアであるアジア経済は、世界経済の影響を受け全般的に減速気味であるものの、総じて堅調に推移いた

しました。 

このような経済状況のもと、当社グループは持続的な成長の実現に向け、「コア事業である男性グルーミング事

業の安定成長」「女性コスメティック事業の展開強化」「アジアを成長エンジンとした海外事業の継続強化」に取

り組んでまいりました。 

当第２四半期の連結売上高は、 百万円（前年同期比8.9％増）となりました。主として、国内においてコ

ア・ブランド「ギャツビー」が夏シーズン品の寄与により売上を拡大したことや、海外においても一部の地域を除

き、総じて売上高が増加したことによるものであります。 

営業利益は、 百万円（同11.9％増）となりました。これは主として、国内における原価率の上昇や、マー

ケティング費用（販売促進費・広告宣伝費）の投下があったものの、増収効果が大きく貢献したことによるもので

あります。その結果、経常利益も 百万円（同11.8％増）となりました。四半期純利益は、前期に計上した過

年度法人税等の影響により 百万円（同30.4％増）の大幅増益となりました。 

セグメントの業績は次のとおりであります。 

日本における売上高は234億51百万円（同10.3％増）となりました。主として、既存品が伸び悩んだものの、コ

ア・ブランド「ギャツビー」がフェイシャルペーパー・ボディペーパーを中心とした夏シーズン品の好調な推移に

より、売上を拡大したことによるものであります。利益面においては、夏シーズン品の売上拡大に伴う売上原価率

上昇や、マーケティング費用（販売促進費・広告宣伝費）の投下があったものの、増収効果により営業利益は35億

67百万円（同10.5％増）の増益となりました。 

インドネシアにおける売上高は67億14百万円（同2.5％増）となりました。主として、インドネシア国内におけ

る女性コスメティックの好調な推移により現地通貨ベースでは二桁成長したものの、現地通貨安による円換算額の

減少により微増収にとどまりました。利益面においては、マーケティング費用（販売促進費・広告宣伝費）の投下

があったものの、輸入原材料のドル・円に対する現地通貨高が原価低減に貢献した結果、営業利益は７億３百万円

（同12.3％増）となりました。 

海外その他における売上高は38億４百万円（同12.8％増）となりました。これは主として、主力ブランド「ギャ

ツビー」の売上が拡大したことによるものです。利益面においても増収効果等により好調に推移したことから、営

業利益は６億17百万円（同20.9％増）となりました。  

  

（２）連結財政状態に関する定性的情報 

当第２四半期末の総資産は、主としてたな卸資産の増加や短期債券の購入による有価証券の増加等により、前期

末に比べ40億25百万円増の 百万円となりました。 

負債は、主として買掛債務の増加や未払法人税等の増加により、前期末に比べ16億21百万円増の 百万円と

なりました。 

純資産は、主として利益剰余金の増加による株主資本の増加や、為替のプラス影響によるその他の包括利益累計

額の増加などから、前期末より24億３百万円増の 百万円となり、自己資本比率は76.8％となりました。  

（キャッシュ・フローの状況）  

当第２四半期連結累計期間の営業活動によるキャッシュ・フローは、前年同期に比べ６億75百万円増加し、

百万円のキャッシュ・インとなりました。これは主として、前年同期に比べて税金等調整前四半期純利益が

４億90百万円増加して50億９百万円、仕入債務の増減額が６億85百万円増加して６億84百万円のキャッシュ・イ

ン、たな卸資産の増減額が16億33百万円減少して16億72百万円のキャッシュ・アウトとなったことや、法人税等の

支払額が７億14百万円減少して11億48百万円のキャッシュ・アウトにとどまったことによるものであります。 

投資活動によるキャッシュ・フローは、前年同期に比べ13億５百万円減少し、 百万円のキャッシュ・アウ

トとなりました。これは主として、有形固定資産の取得による支出額が前年同期に比べて６億50百万円減少して８

億39百万円のキャッシュ・アウトにとどまったものの、有価証券・投資有価証券の売却および償還・売却による収

支額が前年同期に比べ17億68百万円減少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・フローは、前年同期に比べ13百万円増加し、９億40百万円のキャッシュ・アウトと

なりました。これは主として、少数株主への配当金の支払額を含めた株主配当金の支払額が前年同期に比べ13百万

円減少して９億36百万円のキャッシュ・アウトであったことによるものであります。 

以上の結果、当第２四半期末の現金及び現金同等物は、前期末に比べ10億96百万円減少し 百万円となりま

した。 

１．当四半期決算に関する定性的情報

339億70

48億88

50億78

27億42

573億53

96億58

476億95

38億18

40億44

94億54

㈱マンダム（4917）　平成24年３月期　第２四半期決算短信

2



（３）連結業績予想に関する定性的情報 

連結業績予想につきましては、平成23年７月29日の「業績予想の修正に関するお知らせ」で公表いたしました通

期の連結業績予想から変更はありません。  

（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。 

  

（２）四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 

 税金費用については、当社および国内連結子会社は当第２四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

計算しております。 

  

２．サマリー情報（その他）に関する事項
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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：百万円）

前連結会計年度 
(平成23年３月31日) 

当第２四半期連結会計期間 
(平成23年９月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 6,285 5,530

受取手形及び売掛金 6,240 6,693

有価証券 12,933 15,828

商品及び製品 4,312 5,331

仕掛品 366 306

原材料及び貯蔵品 1,873 2,657

その他 1,661 1,780

貸倒引当金 △20 △20

流動資産合計 33,654 38,106

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 6,941 6,840

その他（純額） 5,148 5,030

有形固定資産合計 12,089 11,870

無形固定資産   

のれん 119 78

その他 484 439

無形固定資産合計 604 518

投資その他の資産   

投資有価証券 4,252 4,212

その他 2,792 2,687

貸倒引当金 △65 △41

投資その他の資産合計 6,980 6,857

固定資産合計 19,674 19,246

資産合計 53,328 57,353
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（単位：百万円）

前連結会計年度 
(平成23年３月31日) 

当第２四半期連結会計期間 
(平成23年９月30日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 715 1,406

未払法人税等 813 1,631

賞与引当金 749 908

その他の引当金 434 364

その他 3,268 3,305

流動負債合計 5,980 7,616

固定負債   

退職給付引当金 1,050 1,038

その他の引当金 23 29

その他 982 974

固定負債合計 2,055 2,042

負債合計 8,036 9,658

純資産の部   

株主資本   

資本金 11,394 11,394

資本剰余金 11,235 11,235

利益剰余金 26,733 28,773

自己株式 △1,848 △1,848

株主資本合計 47,514 49,555

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 △559 △571

為替換算調整勘定 △5,206 △4,916

その他の包括利益累計額合計 △5,766 △5,487

少数株主持分 3,543 3,628

純資産合計 45,291 47,695

負債純資産合計 53,328 57,353

㈱マンダム（4917）　平成24年３月期　第２四半期決算短信

5



（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２四半期連結累計期間） 

（単位：百万円）

前第２四半期連結累計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成23年９月30日) 

売上高 31,192 33,970

売上原価 13,986 15,293

売上総利益 17,205 18,676

販売費及び一般管理費 12,838 13,787

営業利益 4,367 4,888

営業外収益   

受取利息 54 64

受取配当金 47 54

その他 115 121

営業外収益合計 218 241

営業外費用   

売上割引 17 20

為替差損 3 10

その他 19 19

営業外費用合計 40 51

経常利益 4,544 5,078

特別利益   

貸倒引当金戻入額 1 －

固定資産売却益 9 11

特別利益合計 10 11

特別損失   

固定資産売却損 3 2

固定資産除却損 15 27

災害による損失 － 0

リース解約損 － 0

投資有価証券売却損 － 49

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 17 －

特別損失合計 36 80

税金等調整前四半期純利益 4,518 5,009

法人税等 1,764 2,044

過年度法人税等 390 －

少数株主損益調整前四半期純利益 2,363 2,964

少数株主利益 260 222

四半期純利益 2,102 2,742
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（四半期連結包括利益計算書） 
（第２四半期連結累計期間） 

（単位：百万円）

前第２四半期連結累計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成23年９月30日) 

少数株主損益調整前四半期純利益 2,363 2,964

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △228 △11

為替換算調整勘定 △207 408

持分法適用会社に対する持分相当額 △8 △1

その他の包括利益合計 △444 394

四半期包括利益 1,919 3,359

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 1,667 3,021

少数株主に係る四半期包括利益 252 337
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（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

（単位：百万円）

前第２四半期連結累計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成23年９月30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 4,518 5,009

減価償却費 1,166 1,102

のれん償却額 68 40

投資有価証券売却損益（△は益） － 49

貸倒引当金の増減額（△は減少） △1 △23

賞与引当金の増減額（△は減少） 109 158

受取利息及び受取配当金 △102 △119

為替差損益（△は益） △62 9

売上債権の増減額（△は増加） △470 △374

たな卸資産の増減額（△は増加） △39 △1,672

仕入債務の増減額（△は減少） △1 684

未払金の増減額（△は減少） △100 84

その他 △180 △102

小計 4,904 4,848

利息及び配当金の受取額 100 117

法人税等の支払額 △1,535 △1,148

過年度法人税等の支払額 △326 －

営業活動によるキャッシュ・フロー 3,142 3,818

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 △450 △580

定期預金の払戻による収入 332 261

有価証券の取得による支出 △15,593 △17,694

有価証券の売却及び償還による収入 14,100 14,700

有形固定資産の取得による支出 △1,490 △839

無形固定資産の取得による支出 △103 △69

投資有価証券の取得による支出 △4 △40

投資有価証券の売却及び償還による収入 400 169

その他 71 50

投資活動によるキャッシュ・フロー △2,738 △4,044

財務活動によるキャッシュ・フロー   

配当金の支払額 △701 △683

少数株主への配当金の支払額 △248 △252

その他 △4 △4

財務活動によるキャッシュ・フロー △954 △940

現金及び現金同等物に係る換算差額 △33 70

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △584 △1,096

現金及び現金同等物の期首残高 9,742 10,550

現金及び現金同等物の四半期末残高 9,158 9,454
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該当事項はありません。  

  

（セグメント情報） 

Ⅰ 前第２四半期連結累計期間（自平成22年４月１日 至平成22年９月30日） 

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 
  

（注）１．セグメント売上高の調整額は、セグメント間の内部売上高消去額であります。 

   ２．報告セグメントの利益の合計額は、四半期連結損益計算書の営業利益であります。 

  

Ⅱ 当第２四半期連結累計期間（自平成23年４月１日 至平成23年９月30日） 

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 
  

（注）１．セグメント売上高の調整額は、セグメント間の内部売上高消去額であります。 

   ２．報告セグメントの利益の合計額は、四半期連結損益計算書の営業利益であります。 

  

該当事項はありません。  

（４）継続企業の前提に関する注記

（５）セグメント情報等

  （単位：百万円）

  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   日本 インドネシア 海外その他 計

売上高             

外部顧客への売上高  21,268  6,552  3,372  31,192  －  31,192

セグメント間の内部
売上高又は振替高  1,510  639  151  2,301  △2,301  －

計  22,778  7,191  3,523  33,493  △2,301  31,192

セグメント利益  3,229  627  510  4,367  －  4,367

  （単位：百万円）

  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   日本 インドネシア 海外その他 計

売上高             

外部顧客への売上高  23,451  6,714  3,804  33,970  －  33,970

セグメント間の内部
売上高又は振替高  1,742  823  153  2,720  △2,720  －

計  25,194  7,538  3,957  36,690  △2,720  33,970

セグメント利益  3,567  703  617  4,888  －  4,888

（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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４．（参考）個別財務諸表等

（１）（参考）四半期貸借対照表

    （単位：百万円）

  
前事業年度

  
（平成23年３月31日） 

当第２四半期会計期間
  

（平成23年９月30日） 

（資産の部）    

流動資産    

現金及び預金  3,156  2,584

受取手形及び売掛金  3,588  3,083

有価証券  12,933  15,828

商品及び製品  2,038  3,113

仕掛品  230  142

原材料及び貯蔵品  891  1,107

その他  943  1,044

流動資産合計  23,782  26,904

固定資産    

有形固定資産    

建物（純額）  5,710  5,605

その他（純額）  3,301  3,127

有形固定資産合計  9,012  8,732

無形固定資産  351  301

投資その他の資産    

投資有価証券  4,043  3,985

関係会社株式  6,986  6,986

その他  3,035  2,933

貸倒引当金  △65  △41

投資その他の資産合計  14,000  13,865

固定資産合計  23,364  22,899

資産合計  47,146  49,804
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（注）この四半期貸借対照表は、四半期財務諸表等規則に基づいて作成しておりますが、法定開示におけるレビュー対象

ではありません。 

  

    （単位：百万円）

  
前事業年度

  
（平成23年３月31日） 

当第２四半期会計期間
  

（平成23年９月30日） 

負債の部    

流動負債    

買掛金  550  670

未払法人税等  750  1,517

賞与引当金  675  682

その他の引当金  394  320

その他  2,355  2,444

流動負債合計  4,727  5,634

固定負債   

退職給付引当金  659  609

その他  942  913

固定負債合計  1,601  1,523

負債合計  6,328  7,157

純資産の部    

株主資本    

資本金  11,394  11,394

資本剰余金  11,235  11,235

利益剰余金  20,602  22,442

自己株式  △1,848  △1,848

株主資本合計  41,384  43,224

評価・換算差額等    

その他有価証券評価差額金  △566  △577

評価・換算差額等合計  △566  △577

純資産合計  40,817  42,646

負債純資産合計  47,146  49,804
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（注）この四半期損益計算書は、四半期財務諸表等規則に基づいて作成しておりますが、法定開示におけるレビュー対象

ではありません。 

  

（２）（参考）四半期損益計算書

（第２四半期累計期間） 

  （単位：百万円）

  
前第２四半期累計期間

（自 平成22年４月１日 
至 平成22年９月30日） 

当第２四半期累計期間
（自 平成23年４月１日 
至 平成23年９月30日） 

売上高  21,990  24,538

売上原価  9,569  11,011

売上総利益  12,421  13,526

販売費及び一般管理費  9,022  9,871

営業利益  3,398  3,655

営業外収益    

受取配当金  478  448

その他  89  73

営業外収益合計  567  522

営業外費用    

関係会社人件費負担金  7  14

その他  21  19

営業外費用合計  29  33

経常利益  3,936  4,143

特別利益    

固定資産売却益  －  1

貸倒引当金戻入額  0  －

特別利益合計  0  1

特別損失    

固定資産売却損  3  2

固定資産除却損  14  22

投資有価証券売却損   －  49

リース解約損  －  0

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額  17  －

特別損失合計  35  75

税引前四半期純利益  3,900  4,069

法人税等  1,483  1,528

過年度法人税等  390  －

四半期純利益  2,026  2,541
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