
  

１．平成25年３月期第２四半期の連結業績（平成24年４月１日～平成24年９月30日） 

  

  

（２）連結財政状態 

  

２．配当の状況 

  

  

 

  

  

※ 通期連結業績予想の変更はありませんが、平成24年７月５日から平成24年８月31日までに自己株式を1,000,000株 

 取得したため、１株当たり当期純利益を変更しております。 

  

   平成25年３月期 第２四半期決算短信〔日本基準〕（連結）
        平成24年10月31日

上場会社名  株式会社コーセー 上場取引所   東

コード番号  4922 ＵＲＬ   http://www.kose.co.jp/

代表者 （役職名）  代表取締役社長 （氏名）  小林 一俊

問合せ先責任者 （役職名）  ＩＲ課長 （氏名）  中田 仁典 ＴＥＬ   03-3273-1511

四半期報告書提出予定日  平成24年11月12日 配当支払開始予定日  平成24年12月10日

四半期決算補足説明資料作成の有無：  有       

四半期決算説明会開催の有無      ：  有    （アナリスト向け）

  （百万円未満切捨て）

（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 ％ 

25年３月期第２四半期  82,162  1.5  3,387  △25.0  3,169  △24.4  1,128  △34.6

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

（注）包括利益 25年３月期第２四半期 1,391百万円（ ％） △41.2   24年３月期第２四半期 2,365百万円 （ ％） △15.2

  
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 

25年３月期第２四半期  19.58  －

24年３月期第２四半期  29.70  －

  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 

25年３月期第２四半期  168,254  113,219  63.0  1,858.83

24年３月期  169,316  114,867  63.7  1,858.91

（参考）自己資本 25年３月期第２四半期 106,040百万円   24年３月期 107,904百万円 

  
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 

24年３月期  － 20.00 － 20.00  40.00

25年３月期  － 20.00     

25年３月期（予想）     － 20.00  40.00

（注）直近に公表されている配当予想からの修正の有無： 無

３．平成25年３月期の連結業績予想（平成24年４月１日～平成25年３月31日）

  （％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 
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  171,000  2.7  12,000  5.0  12,200  3.5  6,700  33.4  117.45

（注）直近に公表されている業績予想からの修正の有無： 有



※  注記事項 

新規   社  （社名） 、除外   社  （社名）  

  

  

（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 

  

※  業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 

  

（１）当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動（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

①  会計基準等の改正に伴う会計方針の変更        ： 有

②  ①以外の会計方針の変更                      ： 無

③  会計上の見積りの変更                        ： 有

④  修正再表示                                  ： 無

（注）「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」第10条の５に該当するものであります。詳

細は、添付資料４ページ「２．サマリー情報（注記事項）に関する事項 （２）会計方針の変更・会計上の見積り

の変更・修正再表示」をご覧ください。

①  期末発行済株式数（自己株式を含む） 25年３月期２Ｑ 60,592,541株 24年３月期 60,592,541株

②  期末自己株式数 25年３月期２Ｑ 3,545,605株 24年３月期 2,545,525株

③  期中平均株式数（四半期累計） 25年３月期２Ｑ 57,629,649株 24年３月期２Ｑ 58,046,955株

 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。

 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、当社としてその実現を約束する趣旨のものではありません。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。業績予想の前提となる

仮定等については、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。
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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24年４月１日から平成24年９月30日まで） 

   

  

① 概況 

 当第２四半期連結累計期間（平成24年４月１日から平成24年９月30日まで）における日本経済は、東日本大震災

からの復興需要により一部で回復の動きが見られたものの、欧州債務問題などによる世界経済の減速等を背景に、

不透明な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24年度の経済産業省化粧品出荷統

計（暦年）によりますと、販売金額・販売個数ともに前年と比べ増加しました。 

 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

者ニーズに柔軟かつ迅速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、売上高が全ての事業セグメントで前年

を上回り、前年同期比1.5％増の82,162百万円（為替の影響を除くと前年同期比1.7％増）となりました。 

 利益につきましては、積極的な広告宣伝・販売促進活動を展開したことによる販売費の増加もあり、営業利益は

3,387百万円（同25.0％減）、経常利益は3,169百万円（同24.4％減）、四半期純利益は1,128百万円（同34.6％

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  59,966  74.1  60,438  73.6  471  0.8

コスメタリー  20,195  24.9  20,800  25.3  604  3.0

その他  801  1.0  924  1.1  123  15.4

売上高計  80,963  100.0  82,162  100.0  1,198  1.5

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  4,514  5.6  3,387  4.1  △1,127  △25.0

経常利益  4,191  5.2  3,169  3.9  △1,021  △24.4

四半期純利益  1,723  2.1  1,128  1.4  △595  △34.6



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、中価格帯の主力ブランド「雪肌精」や「エスプリーク」の販売が引き続

き好調だったほか、「インフィニティ」や「プレディア」などのチャネル専用ブランドも売上が伸長しました。  

海外においては、グローバルブランドの育成に努めるとともに、ネット通販や免税店への取り組みを強化するな

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60,438百万円（前年同期比0.8％増）、営業利益はマーケティングコストの増

加もあり4,076百万円（同24.8％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、コーセーコスメポート㈱を中心に新製品の投入や効果的なプロモーション展

開を実施したことにより、売上高は20,800百万円（前年同期比3.0％増）、営業利益は815百万円（同12.2％増）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増加した結果、売上高は924百

万円（前年同期比15.4％増）、営業利益は392百万円（同24.8％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  59,966  60,438  471  0.8

セグメント間の売上高 百万円  －  －  －  －

売上高計 百万円  59,966  60,438  －  －

営業利益 百万円  5,418  4,076  △1,342  △24.8

営業利益率 ％  9.0  6.7  －  －

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  20,195  20,800  604  3.0

セグメント間の売上高 百万円  0  0  －  －

売上高計 百万円  20,195  20,800  －  －

営業利益 百万円  726  815  88  12.2

営業利益率 ％  3.6  3.9  －  －

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  801  924  123  15.4

セグメント間の売上高 百万円  569  620  －  －

売上高計 百万円  1,370  1,545  －  －

営業利益 百万円  314  392  78  24.8

営業利益率 ％  23.0  25.4  －  －



（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、復興需要による景気回復に底堅さが続くと見込まれるものの、長引く円高やデ

フレなど、依然として不透明な状況が続いています。また、欧州財政に対する先行き不安や中国をはじめとするア

ジア経済の成長鈍化など、世界景気の下振れリスクが広がっているほか、尖閣問題における経済的な影響も懸念さ

れます。 

 このような環境下、当社グループは中期経営計画の方針に基づき、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、通販事業をはじめとした新規事業への積極的な投資や海外

事業の拡大に向けた取り組みを継続してまいります。 

  当期の見通しにつきましては、売上高は171,000百万円（前年同期比2.7％増）、営業利益は12,000百万円（同

5.0％増）、経常利益は12,200百万円（同3.5％増）、当期純利益は6,700百万円（同33.4％増）を予想しておりま

す。また、設備投資5,000百万円、減価償却費5,100百万円を見込んでおります。 
  

  

平成25年３月期（通期）の連結業績予想（平成24年４月１日～平成25年３月31日） 

  

  
※主要な為替レートにつきましては、78円／米ドル、2.6円／台湾ドル、12.3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。 

  

（２）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 

（会計上の見積りの変更と区別することが困難な会計方針の変更） 

 当社及び国内連結子会社は、法人税法の改正に伴い、第１四半期連結会計期間より、平成24年４月１日以後に取

得した有形固定資産について、改正後の法人税法に基づく減価償却方法に変更しております。 

 これによる当第２四半期連結累計期間の損益に与える影響は軽微であります。 

事業区分 

平成24年３月期 平成25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  125,385  75.3  129,800  75.9  4,414  3.5

コスメタリー  39,664  23.8  39,800  23.3  135  0.3

その他  1,457  0.9  1,400  0.8  △57  △4.0

売上高計  166,508  100.0  171,000  100.0  4,491  2.7

区分 

平成24年３月期 平成25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  11,427  6.9  12,000  7.0  572  5.0

経常利益  11,783  7.1  12,200  7.1  416  3.5

当期純利益  5,021  3.0  6,700  3.9  1,678  33.4

２．サマリー情報（注記事項）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24年３月31日) 

当第２四半期連結会計期間 
(平成24年９月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 29,138 29,971

受取手形及び売掛金 23,799 22,756

有価証券 22,146 16,669

商品及び製品 10,433 12,981

仕掛品 1,137 1,292

原材料及び貯蔵品 8,088 9,544

繰延税金資産 4,270 4,280

その他 9,311 12,201

貸倒引当金 △274 △250

流動資産合計 108,051 109,448

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 30,580 30,901

減価償却累計額 △18,622 △18,480

建物及び構築物（純額） 11,958 12,421

機械装置及び運搬具 12,413 12,473

減価償却累計額 △10,907 △10,687

機械装置及び運搬具（純額） 1,505 1,786

工具、器具及び備品 29,104 30,079

減価償却累計額 △24,894 △25,642

工具、器具及び備品（純額） 4,209 4,436

土地 16,591 16,845

リース資産 925 990

減価償却累計額 △282 △363

リース資産（純額） 643 626

建設仮勘定 204 42

有形固定資産合計 35,113 36,159

無形固定資産   

ソフトウエア 1,411 1,281

その他 1,803 1,790

無形固定資産合計 3,215 3,072

投資その他の資産   

投資有価証券 10,208 7,190

繰延税金資産 9,325 8,967

その他 3,576 3,597

貸倒引当金 △173 △179

投資その他の資産合計 22,936 19,574

固定資産合計 61,265 58,805

資産合計 169,316 168,254



（単位：百万円）

前連結会計年度 
(平成24年３月31日) 

当第２四半期連結会計期間 
(平成24年９月30日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 11,275 14,857

短期借入金 4,379 4,434

リース債務 163 164

未払金 5,855 5,088

未払費用 7,162 7,032

未払法人税等 2,470 1,223

未払消費税等 467 278

返品調整引当金 1,778 1,752

その他 707 823

流動負債合計 34,261 35,655

固定負債   

リース債務 521 499

退職給付引当金 16,658 15,883

役員退職慰労引当金 2,655 2,644

その他 352 352

固定負債合計 20,187 19,380

負債合計 54,449 55,035

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 104,914 104,881

自己株式 △7,229 △9,076

株主資本合計 108,923 107,044

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 146 △34

為替換算調整勘定 △1,165 △969

その他の包括利益累計額合計 △1,019 △1,003

少数株主持分 6,962 7,178

純資産合計 114,867 113,219

負債純資産合計 169,316 168,254



（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23年４月１日 

 至 平成23年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成24年４月１日 

 至 平成24年９月30日) 

売上高 80,963 82,162

売上原価 20,800 20,584

売上総利益 60,163 61,578

販売費及び一般管理費   

広告宣伝費 4,166 5,331

販売促進費 15,837 16,820

運賃及び荷造費 2,731 3,169

給料及び手当 18,773 18,774

退職給付費用 646 707

法定福利費 2,570 2,596

減価償却費 1,115 1,109

その他 9,807 9,681

販売費及び一般管理費合計 55,648 58,191

営業利益 4,514 3,387

営業外収益   

受取利息 87 72

受取配当金 79 100

特許実施許諾料 38 28

有価証券償還益 － 18

雑収入 113 92

営業外収益合計 318 313

営業外費用   

支払利息 23 23

為替差損 602 483

雑損失 14 24

営業外費用合計 640 531

経常利益 4,191 3,169

特別利益   

固定資産売却益 62 134

投資有価証券売却益 － 4

受取補償金 238 －

特別利益合計 301 138

特別損失   

固定資産処分損 61 37

投資有価証券評価損 251 116

その他 － 11

特別損失合計 312 165

税金等調整前四半期純利益 4,179 3,142

法人税、住民税及び事業税 1,737 1,319

法人税等調整額 278 461

法人税等合計 2,015 1,781

少数株主損益調整前四半期純利益 2,163 1,361

少数株主利益 440 233

四半期純利益 1,723 1,128



（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23年４月１日 

 至 平成23年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成24年４月１日 

 至 平成24年９月30日) 

少数株主損益調整前四半期純利益 2,163 1,361

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 64 △181

為替換算調整勘定 136 211

その他の包括利益合計 201 30

四半期包括利益 2,365 1,391

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 1,928 1,143

少数株主に係る四半期包括利益 436 247



該当事項はありません。  

  

 平成24年７月５日から平成24年８月31日までに、自己株式を信託方式による市場買付により取得いたしました。

この結果、当第２四半期連結会計期間において自己株式が 百万円増加し、当第２四半期連結会計期間末にお

いて自己株式が 百万円となっております。 

  

Ⅰ 前第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当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）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記

1,846

9,076

（５）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  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



Ⅱ 当第２四半期連結累計期間（自 平成24年４月１日 至 平成24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当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）

   

  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  60,438 20,800 81,238 924  82,162  － 82,162

(2）セグメント間の内部売上高 

  又は振替高 
 － 0 0 620  620  △620 －

計  60,438 20,800 81,238 1,545  82,783  △620 82,162

セグメント利益  4,076 815 4,891 392  5,283  △1,896 3,387

セグメント間取引消去  △67

各報告セグメントに配分していない全社費用  △1,829

日本 アジア その他 計  

 72,688 9,272 201 82,162
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