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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 11,404 1.3 1,737 △6.7 1,452 △9.9 758 1.8
23年3月期第2四半期 11,255 △4.2 1,862 △5.6 1,612 △8.5 744 △36.7

（注）包括利益 24年3月期第2四半期 35百万円 （―％） 23年3月期第2四半期 △240百万円 （―％）

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 30.68 ―

23年3月期第2四半期 30.12 ―

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 27,878 5,260 18.2
23年3月期 28,846 5,221 17.5

（参考） 自己資本   24年3月期第2四半期  5,076百万円 23年3月期  5,040百万円

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  

   平成24年３月期の期末配当予想額については、未定であります。 

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 ― 0.00 ― 0.00 0.00

24年3月期 ― 0.00

24年3月期（予想） ― ― ―

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 22,364 0.7 2,769 △21.0 2,100 △25.5 1,239 △21.3 50.14



(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  
（注） 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」をご参照下さい。 

(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、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。業績予想の前提となる条件及び業績予想のご利用にあたっての注意事項等については、添付資
料２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

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 25,920,000 株 23年3月期 25,920,000 株

② 期末自己株式数 24年3月期2Q 1,207,247 株 23年3月期 1,206,991 株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 24年3月期2Q 24,712,757 株 23年3月期2Q 24,716,823 株
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１．当四半期決算に関する定性的情報 

（

（

（

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（平成 23 年４月１日から平成 23 年９月 30 日までの６ヶ月間）における

当社グループを取り巻く経済環境は、東日本大震災の影響による経済活動の停滞や円高などにより依然

として不透明な状況となっております。 

このような厳しい経済環境の中で、当社としては、新製品の開発、新規メンバーの開拓、セールス

リーダーの育成に力を注いでまいりました。 

この結果、海外での売上高は、特に中国において増加しておりますが、一方米国と日本では前年度に

引き続き景気停滞による消費者の買い控え傾向の影響が続いております。 

当期の当社グループの売上高は、総売上高 20,286 百万円（前年同期比 3.7％増加、為替の影響を除

くと 12.4％増加）、純売上高（売上割戻差引後）11,404 百万円（前年同期比 1.3％増加、為替の影響を

除くと9.7％増加）となりました。 

また前年度に引き続き原価管理を徹底し、販管費の削減努力を継続してまいりましたが、営業利益は

1,737 百万円（前年同期比 6.7％減少、為替の影響を除くと 1.5％減少）となりました。この営業利益

の減少は主に米国での販売やマーケティング活動体制を強化したことによる費用の増加及び日本におけ

る東日本大震災後の販売活動の停滞によるものです。 

経常利益は1,452百万円（前年同期比9.9％減少、為替の影響を除くと5.6％減少）となりました。 

四半期純利益は 758 百万円（前年同期比 1.8％増加）となりました。なお前年度の資産除去債務の会

計基準の適用による現金を伴わない特別損失 114 百万円、及び当期の震災による災害損失 16 百万円、

日本での本社移転に伴う固定資産除却損 26 百万円、為替変動の影響を除くと四半期純利益は前年同期

比1.6％の増加となります。 

 

２）連結財政状態に関する定性的情報 

当第２四半期連結会計期間末の資産につきましては、現金及び預金が前連結会計年度末に比べ312百

万円減少、未収還付法人税が280百万円減少、有形・無形固定資産が償却等により1,087百万円減少し

た一方、棚卸資産が493百万円増加しました。これらの結果、総資産は前連結会計年度末に比べ968百

万円の減少となりました。 

負債につきましては、主に借入金、リース債務の返済が進んだため前連結会計年度末に比べ1,007百

万円の減少となりました。 

純資産につきましては、四半期純利益の計上により758百万円増加しましたが、為替の影響により、

為替換算調整勘定が△721 百万円発生しました。これらの結果、純資産は前連結会計年度末に比べ 39

百万円増加しました。 

キャッシュ・フローの状況につきましては、営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前四

半期純利益と減価償却費、また法人税等の支払、棚卸資産の増加等により1,098百万円の収入（前年同

期は741百万円の収入）となりました。投資活動によるキャッシュ・フローは、主に有形・無形固定資

産の取得のための支出等により255百万円の支出（前年同期は353百万円の収入）となりました。財務活

動によるキャッシュ・フローは、長期借入金やリース債務の返済等により676百万円の支出（前年同期

は1,073百万円の支出）となりました。また為替の換算差額により479百万円減少しました。 

以上の結果、当第２四半期連結会計期間末の現金及び現金同等物の残高は、前連結会計年度末より

313百万円減少し、7,972百万円となりました。 

 

３）連結業績予想に関する定性的情報 

平成23年5月20日に公表いたしました連結業績予想から修正はございません。 
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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 

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、当第２四半期連結会計期間を含む連結会計年度の税金等調整前当期純利益に

対する税効果会計適用後の実効税率を合理的に見積り、税金等調整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。 

 

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。   
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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 8,289 7,977

売掛金 1,736 1,647

商品及び製品 1,568 2,035

原材料及び貯蔵品 901 927

その他 1,687 1,402

貸倒引当金 △63 △60

流動資産合計 14,121 13,928

固定資産   

有形固定資産 2,980 2,821

無形固定資産   

のれん 5,958 5,297

商標 3,179 2,930

その他 717 700

無形固定資産合計 9,856 8,928

投資その他の資産   

その他 1,890 2,200

貸倒引当金 △2 △1

投資その他の資産合計 1,888 2,199

固定資産合計 14,725 13,949

資産合計 28,846 27,878

負債の部   

流動負債   

買掛金 961 979

1年内返済予定の長期借入金 932 883

1年以内のリース債務 481 462

未払売上割戻金 1,610 1,542

未払法人税等 541 475

未払費用 1,237 1,063

代理店研修会議費引当金 388 329

ポイント引当金 4 5

その他 609 853

流動負債合計 6,767 6,596

固定負債   

長期借入金 12,874 12,241

長期リース債務 2,074 1,894

退職給付引当金 801 836

役員退職慰労引当金 49 53

その他 1,058 996

固定負債合計 16,857 16,022

負債合計 23,625 22,618
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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) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 1,296 1,296

利益剰余金 6,960 7,718

自己株式 △974 △974

株主資本合計 7,281 8,040

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 2 1

為替換算調整勘定 △2,243 △2,964

その他の包括利益累計額合計 △2,241 △2,963

新株予約権 180 183

純資産合計 5,221 5,260

負債純資産合計 28,846 27,878
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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 11,255 11,404

売上原価 4,071 4,040

売上総利益 7,183 7,364

販売費及び一般管理費 5,320 5,626

営業利益 1,862 1,737

営業外収益   

受取利息 9 0

為替差益 51 61

その他 7 9

営業外収益合計 69 71

営業外費用   

支払利息 267 290

その他 52 65

営業外費用合計 319 356

経常利益 1,612 1,452

特別損失   

固定資産除却損 － 26

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 114 －

災害による損失 － 16

特別損失合計 114 42

税金等調整前四半期純利益 1,498 1,409

法人税等 753 651

四半期純利益 744 758

ｼｬｸﾘｰ・ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ・ｸﾞﾙｰﾌﾟ(株)　（8205）　平成24年３月期　第２四半期決算短信

6



（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) 

四半期純利益 744 758

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △3 △1

為替換算調整勘定 △981 △720

その他の包括利益合計 △985 △722

四半期包括利益 △240 35

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 △240 35
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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 1,498 1,409

減価償却費 419 400

のれん償却額 244 219

貸倒引当金の増減額（△は減少） 8 △1

受取利息及び受取配当金 △10 △1

支払利息 267 290

為替差損益（△は益） △15 △2

有形固定資産除売却損益（△は益） － 26

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 114 －

災害損失 － 16

売上債権の増減額（△は増加） 85 70

たな卸資産の増減額（△は増加） △31 △658

仕入債務の増減額（△は減少） △219 82

未払費用の増減額（△は減少） △211 △111

代理店研修会議費引当金の増減額（△は減少） △143 △47

退職給付引当金の増減額（△は減少） △0 85

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 4 4

その他 △283 28

小計 1,726 1,811

利息及び配当金の受取額 4 1

利息の支払額 △257 △281

法人税等の支払額 △804 △619

法人税等の還付額 72 202

災害損失の支払額 － △16

営業活動によるキャッシュ・フロー 741 1,098

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 △19 △188

無形固定資産の取得による支出 △130 △100

従業員に対する貸付金の回収による収入 4 34

長期性預金の預入れによる支出 △0 △0

長期性預金の解約による収入 500 －

投資活動によるキャッシュ・フロー 353 △255

財務活動によるキャッシュ・フロー   

長期借入金の返済による支出 △487 △477

配当金の支払額 △370 －

リース債務の返済による支出 △215 △199

自己株式の取得による支出 △0 △0

財務活動によるキャッシュ・フロー △1,073 △676

現金及び現金同等物に係る換算差額 △536 △479

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △514 △313

現金及び現金同等物の期首残高 6,807 8,285

現金及び現金同等物の四半期末残高 6,292 7,972
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（４）継続企業の前提に関する注記 

該当事項はありません。 

 

（５）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記 

該当事項はありません。 
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