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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 14,386 2.9 1,250 296.9 1,330 221.8 722 ―

23年3月期第2四半期 13,978 1.2 315 △45.1 413 △21.8 △357 ―

（注）包括利益 24年3月期第2四半期 723百万円 （―％） 23年3月期第2四半期 △380百万円 （―％）

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 44.77 44.67
23年3月期第2四半期 △21.87 ―

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2四半期 25,749 15,536 60.3 980.32
23年3月期 26,324 15,543 59.0 956.68

（参考） 自己資本   24年3月期第2四半期  15,534百万円 23年3月期  15,541百万円

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 ― 25.00 ― 25.00 50.00
24年3月期 ― 25.00

24年3月期（予想） ― 25.00 50.00

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  ：  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

通期 31,231 2.9 1,992 △23.3 2,057 △22.3 994 33.3 61.23



(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の開示時点において、金融商品取引法に基づく四半期連結財務諸表の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 
（将来に関する記述等についてのご注意） 
本資料に掲載されている業績予想等の将来に関する記述は、当社が現在まで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

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 16,518,600 株 23年3月期 16,517,700 株

② 期末自己株式数 24年3月期2Q 672,111 株 23年3月期 272,111 株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 24年3月期2Q 16,134,553 株 23年3月期2Q 16,355,812 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我が国経済は、平成23年３月の東日本大震災以降停滞していた生産活動は回

復に向かいつつありますが、原発事故に端を発した電力供給不足の問題に加え、円高・株安の進行や欧州の財政不

安等により、依然として先行きは不透明な状況で推移しました。 

このような状況のもと当社グループでは、更なる成長を目指し、「お客様満足の追求」「お客様の増加」「新規

事業への積極的取組み」を方針とし、営業体制の刷新、新商品の積極的販売、お客様担当制の徹底による定着推進

等の諸施策を実施いたしました。 

この結果、東日本大震災により３月の受注高は一時的に落ち込んだものの、今期実施した諸施策の効果により、

４月以降の受注高は順調に推移し、当第２四半期連結累計期間の売上高は14,386百万円(前年同四半期比2.9%増)と

なりました。 

利益については、広告宣伝費等販売費の効果的投入等、効率的に経費を使用した結果、販売費及び一般管理費が

前年同四半期比681百万円下回ったことにより、営業利益は1,250百万円(前年同四半期は315百万円)、経常利益は

1,330百万円(前年同四半期は413百万円）、四半期純利益は722百万円(前年同四半期は△357百万円)と前年同四半期

比増益となりました。 

セグメント別の売上高は以下のとおりです。 

（男性向け売上高） 

男性向け売上高については、新規売上では、新商品投入に伴う効果的広告宣伝や販売員のスキル強化、リピート

売上では、お客様担当制の徹底、足が遠のいたお客様の呼び戻し等の諸施策を実施した結果、9,324百万円(前年同

四半期比1.1%増)となりました。 

（女性向け売上高） 

女性向け売上高については、新規売上では、新商品の積極的販売や販売員のスキル強化、リピート売上では、お

客様担当制の徹底、お客様の定着推進等の諸施策を実施した結果、4,559百万円(同2.3%増)となりました。 

  

（２）連結財政状態に関する定性的情報 

〔財政状態の変動状況〕 

（総資産） 

当第２四半期連結会計期間末における総資産は、前連結会計年度末と比べ575百万円減少し、25,749百万円となり

ました。これは、法人税等の納税や配当金の支払い等を主因に現金及び預金が減少したこと等により流動資産が575

百万円減少したこと等によるものです。 

（負債） 

当第２四半期連結会計期間末における負債は、前連結会計年度末と比べ568百万円減少し、10,212百万円となりま

した。これは、退職給付引当金が増加したこと等により固定負債が181百万円増加した一方、法人税等の納税により

未払法人税等が減少したこと等により流動負債が749百万円減少したことによるものです。 

（純資産） 

当第２四半期連結会計期間末における純資産は、前連結会計年度末と比べ6百万円減少し、15,536百万円となりま

した。これは、利益剰余金が316百万円増加した一方、自己株式を324百万円取得したこと等によるものです。 

〔キャッシュ・フローの状況〕 

当第２四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物（以下「資金」という）は、10,921百万円と前連結会

計年度末比664百万円減少しております。 

当第２四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況及びそれらの要因は、次のとおりです。 

（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1,327百万円、減価償却費365百万円、退職給付引当金の増加142百万円、売上債権の減

少184百万円、前受金の増加418百万円があった一方、たな卸資産の増加180百万円、法人税等の支払1,140百万円等

により、471百万円の資金収入(前年同四半期は1,075百万円の資金支出)となりました。 

（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306百万円、無形固定資産の取得による支出67百万円等により、380百万円の資金

支出(前年同四半期は1,197百万円の資金支出)となりました。 

（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

自己株式の取得324百万円、配当金の支払406百万円等により、750百万円の資金支出(前年同四半期は826百万円の

資金支出)となりました。  

  

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 

平成24年３月期の業績予想につきましては、平成23年５月13日に発表いたしました業績予想から変更ありませ

ん。なお、第２四半期累計期間につきましては、本日（平成23年10月28日）公表の「業績予想の修正に関するお知

らせ」をご覧下さい。 

  

  

（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 

該当事項はありません。 

  

  

（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



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 9,569,495 8,904,119

売掛金 2,109,576 1,924,072

有価証券 2,016,345 2,016,957

商品及び製品 728,525 818,827

仕掛品 60,104 51,878

原材料及び貯蔵品 393,301 492,009

その他 1,018,777 1,113,174

貸倒引当金 △2,049 △2,224

流動資産合計 15,894,076 15,318,813

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 3,568,141 3,481,361

その他（純額） 2,430,758 2,440,898

有形固定資産合計 5,998,900 5,922,259

無形固定資産   

その他 525,478 498,804

無形固定資産合計 525,478 498,804

投資その他の資産   

その他 3,970,898 4,072,754

貸倒引当金 △64,550 △63,370

投資その他の資産合計 3,906,347 4,009,384

固定資産合計 10,430,726 10,430,449

資産合計 26,324,803 25,749,262



（単位：千円）

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   

買掛金 155,609 144,560

未払法人税等 1,212,987 610,214

前受金 3,181,339 3,599,589

賞与引当金 666,044 664,664

役員賞与引当金 100,000 50,000

商品保証引当金 37,026 40,613

ポイント引当金 37,355 58,223

その他 1,954,578 1,427,115

流動負債合計 7,344,939 6,594,982

固定負債   

退職給付引当金 1,493,021 1,635,946

役員退職慰労引当金 915,943 939,060

資産除去債務 915,611 929,587

その他 111,837 113,172

固定負債合計 3,436,413 3,617,766

負債合計 10,781,352 10,212,748

純資産の部   

株主資本   

資本金 2,999,655 2,999,790

資本剰余金 2,887,155 2,887,290

利益剰余金 9,946,264 10,262,503

自己株式 △206,622 △531,422

株主資本合計 15,626,452 15,618,161

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 △1,884 △1,760

為替換算調整勘定 △82,757 △81,769

その他の包括利益累計額合計 △84,642 △83,529

少数株主持分 1,639 1,882

純資産合計 15,543,450 15,536,514

負債純資産合計 26,324,803 25,749,262



（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：千円）

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 13,978,024 14,386,681

売上原価 4,093,646 4,248,459

売上総利益 9,884,377 10,138,221

販売費及び一般管理費 9,569,293 8,887,566

営業利益 315,084 1,250,655

営業外収益   

受取利息 26,996 52,595

受取配当金 10 －

匿名組合投資利益 31,250 －

投資有価証券評価益 22,503 43,500

その他 42,552 24,705

営業外収益合計 123,313 120,801

営業外費用   

支払利息 724 －

支払保証料 12,775 30,651

その他 11,310 9,831

営業外費用合計 24,809 40,482

経常利益 413,588 1,330,974

特別利益   

固定資産売却益 298 8,369

貸倒引当金戻入額 1,657 －

特別利益合計 1,956 8,369

特別損失   

固定資産除却損 1,266 6,022

減損損失 － 5,898

会員権評価損 3,050 －

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 431,987 －

特別損失合計 436,303 11,920

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（△）

△20,758 1,327,423

法人税、住民税及び事業税 188,803 575,485

法人税等調整額 150,210 29,314

法人税等合計 339,014 604,799

少数株主損益調整前四半期純利益又は少数株主損益
調整前四半期純損失（△）

△359,773 722,623

少数株主利益又は少数株主損失（△） △2,135 244

四半期純利益又は四半期純損失（△） △357,637 722,378



（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：千円）

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又は少数株主損益
調整前四半期純損失（△）

△359,773 722,623

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △397 124

為替換算調整勘定 △19,989 985

その他の包括利益合計 △20,387 1,110

四半期包括利益 △380,160 723,733

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 △376,455 723,491

少数株主に係る四半期包括利益 △3,704 242



（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

（単位：千円）

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又は税金等調整前四半
期純損失（△）

△20,758 1,327,423

減価償却費 352,498 365,207

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 431,987 －

減損損失 － 5,898

のれん償却額 22,245 －

貸倒引当金の増減額（△は減少） △3,047 △1,004

賞与引当金の増減額（△は減少） △53,031 △1,344

役員賞与引当金の増減額（△は減少） △50,000 △50,000

商品保証引当金の増減額（△は減少） 20,056 3,587

ポイント引当金の増減額（△は減少） 24,260 20,868

退職給付引当金の増減額（△は減少） 121,488 142,927

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △103,273 23,116

受取利息及び受取配当金 △27,006 －

受取利息 － △52,595

支払利息 724 －

固定資産除却損 1,266 6,022

固定資産売却損益（△は益） △298 △8,369

匿名組合投資損益（△は益） △31,250 －

投資有価証券評価損益（△は益） △22,503 △43,500

会員権評価損 3,050 －

売上債権の増減額（△は増加） △209,636 184,343

たな卸資産の増減額（△は増加） 33,155 △180,772

仕入債務の増減額（△は減少） △70,378 △10,982

前受金の増減額（△は減少） △93,737 418,250

その他 △264,748 △582,626

小計 61,061 1,566,449

利息及び配当金の受取額 22,822 －

利息の受取額 － 45,401

利息の支払額 △1,312 －

法人税等の支払額 △1,158,268 △1,140,183

営業活動によるキャッシュ・フロー △1,075,697 471,667



（単位：千円）

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) 

投資活動によるキャッシュ・フロー   

有価証券の取得による支出 △1,000,000 －

有形固定資産の取得による支出 △151,087 △306,240

有形固定資産の売却による収入 3,308 10,100

無形固定資産の取得による支出 △51,261 △67,390

長期貸付金の回収による収入 1,856 1,395

敷金及び保証金の差入による支出 △33,513 △49,167

敷金及び保証金の回収による収入 24,870 35,203

その他 8,282 △4,194

投資活動によるキャッシュ・フロー △1,197,544 △380,294

財務活動によるキャッシュ・フロー   

短期借入れによる収入 9,550 －

社債の償還による支出 △204,000 －

リース債務の返済による支出 △14,649 △19,356

株式の発行による収入 720 270

自己株式の取得による支出 △206,392 △324,800

配当金の支払額 △411,907 △406,136

財務活動によるキャッシュ・フロー △826,679 △750,023

現金及び現金同等物に係る換算差額 △14,711 △6,113

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △3,114,632 △664,763

現金及び現金同等物の期首残高 13,570,750 11,585,840

現金及び現金同等物の四半期末残高 10,456,117 10,921,077



該当事項はありません。 

  

  

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）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記


	ヘッダー3: ㈱アートネイチャー（7823）平成24年３月期　第２四半期決算短信
	ヘッダー4: ㈱アートネイチャー（7823）平成24年３月期　第２四半期決算短信
	ヘッダー5: ㈱アートネイチャー（7823）平成24年３月期　第２四半期決算短信
	ヘッダー6: ㈱アートネイチャー（7823）平成24年３月期　第２四半期決算短信
	ヘッダー7: ㈱アートネイチャー（7823）平成24年３月期　第２四半期決算短信
	ヘッダー8: ㈱アートネイチャー（7823）平成24年３月期　第２四半期決算短信
	ヘッダー9: ㈱アートネイチャー（7823）平成24年３月期　第２四半期決算短信
	ヘッダー10: ㈱アートネイチャー（7823）平成24年３月期　第２四半期決算短信
	ヘッダー11: ㈱アートネイチャー（7823）平成24年３月期　第２四半期決算短信
	ヘッダー12: ㈱アートネイチャー（7823）平成24年３月期　第２四半期決算短信
	フッター3: - 1 -
	フッター4: - 2 -
	フッター5: - 3 -
	フッター6: - 4 -
	フッター7: - 5 -
	フッター8: - 6 -
	フッター9: - 7 -
	フッター10: - 8 -
	フッター11: - 9 -
	フッター12: - 10 -


