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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 80,963 △4.8 4,514 △30.1 4,191 △31.0 1,723 △28.3

23年3月期第2四半期 85,067 △0.2 6,454 128.7 6,071 134.5 2,403 224.3

（注）包括利益 24年3月期第2四半期 2,365百万円 （△15.2％） 23年3月期第2四半期 2,788百万円 （―％）

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 29.70 ―

23年3月期第2四半期 41.40 ―

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 169,490 112,964 62.6 1,826.50
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2四半期  106,022百万円 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 ― 20.00

24年3月期（予想） ― 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、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 169,000 △1.2 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）４ページ「１．当四半期決算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2Q 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2Q 2,545,525 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2Q 58,046,955 株 23年3月期2Q 58,047,443 株
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（１）連結経営成績に関する定性的情報 

第２四半期連結累計期間（平成23年４月１日から平成23年９月30日まで） 

   

  

① 概況 

 当第２四半期連結累計期間（平成23年４月１日から平成23年９月30日まで）における日本経済は、東日本大震災

の影響により個人消費が弱まり、引き続き厳しい状況で推移しました。化粧品業界におきましては、本年８月まで

の平成23年度の経済産業省化粧品出荷統計（暦年）によりますと、販売個数は増加したものの、販売金額は減少し

ました。 

 このような市場環境の中、当社グループは、独自のブランドマーケティングを進化させ、多様化する市場や生活

者ニーズに柔軟に対応するとともに、経営資源の 適配分を推進し経営効率の向上と収益力の強化に取り組んでま

いりました。 

 当第２四半期連結累計期間における当社グループの業績につきましては、各事業セグメントとも前年を下回り、

売上高は80,963百万円（前年同期比4.8％減）となりました。なお、為替の影響を除くと前年同期比4.3％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、営業利益は4,514百万円（同30.1％減）、経常利益は4,191百万円

（同31.0％減）、四半期純利益は1,723百万円（同28.3％減）となりました。 

１．当四半期決算に関する定性的情報

事業区分 

前第２四半期 累計 当第２四半期 累計 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  61,949  72.8  59,966  74.1  △1,982  △3.2

コスメタリー  22,306  26.2  20,195  24.9  △2,110  △9.5

その他  812  1.0  801  1.0  △10  △1.3

売上高計  85,067  100.0  80,963  100.0  △4,103  △4.8

区分 

前第２四半期 累計 当第２四半期 累計 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  6,454  7.6  4,514  5.6  △1,940  △30.1

経常利益  6,071  7.1  4,191  5.2  △1,879  △31.0

四半期純利益  2,403  2.8  1,723  2.1  △679  △28.3



  

② セグメント別の状況 

(a）化粧品事業 

  

 化粧品事業につきましては、国内では、化粧品専門店や百貨店で扱う高級品の育成に努めました。また、顧客の

拡大に向け積極的な広告宣伝・販売促進活動を展開しました。海外においては、中国での専門店チャネルの開拓に

取り組むなど、アジアを中心に事業の拡大を図りました。 

 これらの結果、当事業の売上高は、59,966百万円（前年同期比3.2％減）、営業利益は5,418百万円（同22.6％

減）となりました。 

  

(b）コスメタリー事業 

  

 コスメタリー事業につきましては、お客様のニーズに応えた製品開発に努めるとともに、効果的な広告宣伝・販

売促進活動を実施しブランドの活性化を図りました。 

 これらの結果、売上高は20,195百万円（前年同期比9.5％減）、営業利益は726百万円（同8.8％減）となりまし

た。 

  

(c）その他の事業 

  

 その他の事業につきましては、相手先ブランド製品に関する受注生産の受託高が減少しましたが、売上高は801

百万円（前年同期比1.3％減）、営業利益は314百万円（同35.0％増）となりました。 

事業区分 前第２四半期 累計 当第２四半期 累計 増減額 
増減率
（％） 

外部顧客に対する売上高 百万円  61,949  59,966  △1,982  △3.2

セグメント間の売上高 百万円  －  －  －  －

売上高計 百万円  61,949  59,966  －  －

営業利益 百万円  6,998  5,418  △1,580  △22.6

営業利益率 ％  11.3  9.0  －  －

事業区分 前第２四半期 累計 当第２四半期 累計 増減額 
増減率
（％） 

外部顧客に対する売上高 百万円  22,306  20,195  △2,110  △9.5

セグメント間の売上高 百万円  0  0  －  －

売上高計 百万円  22,306  20,195  －  －

営業利益 百万円  795  726  △69  △8.8

営業利益率 ％  3.6  3.6  －  －

事業区分  前第２四半期 累計 当第２四半期 累計 増減額 
増減率
（％） 

外部顧客に対する売上高 百万円  812  801  △10  △1.3

セグメント間の売上高 百万円  542  569  －  －

売上高計 百万円  1,354  1,370  －  －

営業利益 百万円  233  314  81  35.0

営業利益率 ％  17.2  23.0  －  －



   

（２）連結業績予想に関する定性的情報 

 今後の経済情勢につきましては、東日本大震災の影響が徐々に薄れていくものの、デフレの影響や雇用情勢の悪

化懸念等により、雇用者所得の減少や個人消費の冷え込みなど、先行き不透明な状況が続くと想定されます。アジ

ア経済につきましては、景気の回復・拡大傾向が続くと見込まれます。 

 このような環境下、当社グループは経営基盤の強化を引続き推進し、国内における基幹ブランドをより強固なも

のとしていくと同時に、グローバルブランドの育成や販路の開拓に取り組んでまいります。 

 これらの状況を踏まえ、次の通り業績の見通しを変更いたします。 

 前提となる為替レートの見直しのほか、上期の実績を勘案し、売上高は169,000百万円（前期比1.2％減)を予想

しております。なお、利益については、平成23年４月28日に発表しました通期連結業績予想の変更はありません。

  

  
  

平成24年３月期（通期）の連結業績予想（平成23年４月１日～平成24年３月31日） 

  

  
※主要な為替レートにつきましては、81円／米ドル、2.8円／台湾ドル、12.4円／中国元を想定しています。 

  

（１）当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動 

該当事項はありません。 

  

   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 

 前回発表予想（Ａ） 
百万円

 171,100

百万円

 10,000

百万円

 10,200

百万円 

 5,300

円 銭

 91.31

 今回発表予想（Ｂ）  169,000  10,000  10,200  5,300  91.31

 増減額（Ｂ－Ａ）  △2,100     －    －    －    － 

 増減率（％）  △1.2    －    －    －    － 

（ご参考）前期実績 
（平成23年３月期）  171,071  13,838  13,695  6,726  115.87

事業区分 

平成23年３月期 平成24年３月期 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  127,020  74.2  127,700  75.6  679  0.5

コスメタリー  42,253  24.7  39,900  23.6  △2,353  △5.6

その他  1,797  1.1  1,400  0.8  △397  △22.1

売上高計  171,071  100.0  169,000  100.0  △2,071  △1.2

区分 

平成23年３月期 平成24年３月期 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  13,838  8.1  10,000  5.9  △3,838  △27.7

経常利益  13,695  8.0  10,200  6.0  △3,495  △25.5

当期純利益  6,726  3.9  5,300  3.1  △1,426  △21.2

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 27,210 28,032

受取手形及び売掛金 22,544 21,733

有価証券 24,761 22,092

商品及び製品 11,045 11,690

仕掛品 1,315 1,369

原材料及び貯蔵品 8,450 9,408

繰延税金資産 4,664 4,788

その他 3,159 5,614

貸倒引当金 △305 △271

流動資産合計 102,847 104,460

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 30,450 30,485

減価償却累計額 △18,047 △18,265

建物及び構築物（純額） 12,403 12,219

機械装置及び運搬具 12,521 12,495

減価償却累計額 △10,859 △10,883

機械装置及び運搬具（純額） 1,662 1,611

工具、器具及び備品 29,349 28,956

減価償却累計額 △24,356 △24,263

工具、器具及び備品（純額） 4,992 4,693

土地 16,934 16,614

リース資産 786 805

減価償却累計額 △138 △205

リース資産（純額） 647 599

建設仮勘定 140 128

有形固定資産合計 36,780 35,867

無形固定資産   

ソフトウエア 1,506 1,341

その他 2,077 1,963

無形固定資産合計 3,583 3,304

投資その他の資産   

投資有価証券 11,322 11,693

繰延税金資産 11,116 10,672

その他 3,797 3,670

貸倒引当金 △185 △179

投資その他の資産合計 26,050 25,857

固定資産合計 66,415 65,030

資産合計 169,262 169,490



（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 11,443 14,546

短期借入金 4,418 4,398

リース債務 136 139

未払金 6,116 4,253

未払費用 6,937 6,847

未払法人税等 2,552 1,558

未払消費税等 725 430

返品調整引当金 1,725 1,896

その他 1,748 1,611

流動負債合計 35,804 35,682

固定負債   

リース債務 549 497

退職給付引当金 18,316 17,481

役員退職慰労引当金 2,539 2,598

その他 256 265

固定負債合計 21,661 20,842

負債合計 57,466 56,525

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 102,215 102,777

自己株式 △7,230 △7,229

株主資本合計 106,223 106,786

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 △157 △93

為替換算調整勘定 △811 △670

その他の包括利益累計額合計 △968 △764

少数株主持分 6,541 6,941

純資産合計 111,796 112,964

負債純資産合計 169,262 169,490



（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 85,067 80,963

売上原価 21,959 20,800

売上総利益 63,108 60,163

販売費及び一般管理費   

広告宣伝費 4,624 4,166

販売促進費 15,942 15,837

運賃及び荷造費 2,669 2,731

給料及び手当 18,950 18,773

退職給付費用 645 646

法定福利費 2,504 2,570

減価償却費 1,196 1,115

その他 10,119 9,807

販売費及び一般管理費合計 56,653 55,648

営業利益 6,454 4,514

営業外収益   

受取利息 105 87

受取配当金 71 79

特許実施許諾料 32 38

雑収入 72 113

営業外収益合計 282 318

営業外費用   

支払利息 22 23

為替差損 633 602

雑損失 9 14

営業外費用合計 665 640

経常利益 6,071 4,191

特別利益   

固定資産売却益 2 62

投資有価証券売却益 0 －

役員退職慰労引当金戻入額 85 －

受取補償金 － 238

特別利益合計 88 301

特別損失   

固定資産処分損 186 61

投資有価証券評価損 151 251

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 284 －

その他 54 －

特別損失合計 677 312

税金等調整前四半期純利益 5,482 4,179

法人税、住民税及び事業税 1,876 1,737

法人税等調整額 724 278

法人税等合計 2,600 2,015

少数株主損益調整前四半期純利益 2,881 2,163

少数株主利益 478 440

四半期純利益 2,403 1,723



（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 2,881 2,163

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △77 64

為替換算調整勘定 △15 136

その他の包括利益合計 △93 201

四半期包括利益 2,788 2,365

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 2,297 1,928

少数株主に係る四半期包括利益 490 436



該当事項はありません。  

  

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） 

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。 

（単位：百万円）

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２四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  61,949 22,306 84,255 812  85,067  － 85,067

(2）セグメント間の内部売上高 

  又は振替高 
 － 0 0 542  542  △542 －

計  61,949 22,306 84,255 1,354  85,609  △542 85,067

セグメント利益  6,998 795 7,794 233  8,027  △1,573 6,454

セグメント間取引消去  △26

各報告セグメントに配分していない全社費用  △1,546

日本 アジア その他 計  

 75,443 9,336 287 85,067



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） 

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。 

（単位：百万円）

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２四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  59,966 20,195 80,162 801  80,963  － 80,963

(2）セグメント間の内部売上高 

  又は振替高 
 － 0 0 569  569  △569 －

計  59,966 20,195 80,162 1,370  81,533  △569 80,963

セグメント利益  5,418 726 6,144 314  6,459  △1,944 4,514

セグメント間取引消去  △85

各報告セグメントに配分していない全社費用  △1,858

日本 アジア その他 計  

 71,390 9,382   190 80,963

（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: ㈱コーセー（4922）　平成24年３月期 第２四半期決算短信
	ヘッダー4: ㈱コーセー（4922）　平成24年３月期 第２四半期決算短信
	ヘッダー5: ㈱コーセー（4922）　平成24年３月期 第２四半期決算短信
	ヘッダー6: ㈱コーセー（4922）　平成24年３月期 第２四半期決算短信
	ヘッダー7: ㈱コーセー（4922）　平成24年３月期 第２四半期決算短信
	ヘッダー8: ㈱コーセー（4922）　平成24年３月期 第２四半期決算短信
	ヘッダー9: ㈱コーセー（4922）　平成24年３月期 第２四半期決算短信
	ヘッダー10: ㈱コーセー（4922）　平成24年３月期 第２四半期決算短信
	ヘッダー11: ㈱コーセー（4922）　平成24年３月期 第２四半期決算短信
	ヘッダー12: ㈱コーセー（4922）　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 -


