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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 

  

(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 13,644 19.6 2,170 25.0 1,825 25.7 936 23.6
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

（注）包括利益 25年3月期第2四半期 385百万円 （975.4％） 24年3月期第2四半期 35百万円 （―％）

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

25年3月期第2四半期 37.91 ―

24年3月期第2四半期 30.68 ―

総資産 純資産 自己資本比率
百万円 百万円 ％

25年3月期第2四半期 30,789 7,092 22.4
24年3月期 30,553 6,706 21.3

（参考） 自己資本   25年3月期第2四半期  6,904百万円 24年3月期  6,519百万円

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25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

24年3月期 ― 0.00 ― 0.00 0.00

25年3月期 ― 0.00

25年3月期（予想） ― ― ―

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）

（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 26,132 10.3 3,686 1.8 3,018 2.9 1,664 8.4 67.33



(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２ページ「２．サマリー情報（注記事項）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」をご覧くださ
い。 

(3) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 

（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３ページ「２.サマリー
情報（注記事項）に関する事項 （３）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。 

(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、
その達成を当社として約束する趣旨のものではありません。また、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。 

※  注記事項

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   ：  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

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 25年3月期2Q 25,920,000 株 24年3月期 25,920,000 株

② 期末自己株式数 25年3月期2Q 1,208,715 株 24年3月期 1,207,747 株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 25年3月期2Q 24,711,804 株 24年3月期2Q 24,712,757 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 24年 4月 1日から平成 24年 9月 30 日までの 6ヶ月間）における

わが国経済は、東日本大震災からの復興需要を中心に内需主導のもとでゆるやかに回復する一方、世界

経済の減速に伴う不透明感を残しつつ推移いたしました。 

このような状況のもと、当社グループは、新規メンバー増加のための販売促進活動、セールスリー

ダーの育成に引き続き力を注いでまいりました。 

当期の当社グループの売上高は、アジア地域の大幅な増加により総売上高 24,406 百万円（前年同期

比 20.3％増加）、純売上高（売上割戻差引後）13,644 百万円（前年同期比 19.6％増加）となりました。 

営業利益は 2,170 百万円（前年同期比 25.0％増加）となりました。販売やマーケッティング活動に

対する投資を行ったことによる費用増加があったものの、アジア地域の業績の大幅な増加により増益と

なりました。 

経常利益は1,825百万円（前年同期比25.7％増加）、四半期純利益は936百万円（前年同期比23.6％

増加）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681百

万円増加、売掛金が134百万円増加、その他の流動資産が156百万円増加した一方、有形・無形固定資

産が償却及び為替変動の影響により777百万円減少しました。 

これらの結果、総資産は前連結会計年度末に比べ236百万円の増加となりました。 

負債につきましては、買掛金、未払売上割戻金等が増加したものの、借入金、リース債務の返済が進

んだため総負債は前連結会計年度末に比べ150百万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936百万円増加しましたが、為替の影響により、

為替換算調整勘定が純資産を減少させる方向に551百万円変動しました。これらの結果、純資産は前連

結会計年度末に比べ386百万円増加となりました。 

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、仕入債務の増加、また法人税等の支払、売上債権の増加等により2,005百万

円の収入（前年同期は1,098百万円の収入）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268百万円の支出（前年同期は255百万円の支出）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636百万

円の支出（前年同期は676百万円の支出）となりました。また為替の換算差額により419百万円減少しま

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

680百万円増加し、10,343百万円となりました。 

 

３）連結業績予想に関する定性的情報 

平成24年５月18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。 

 

２．サマリー情報（注記事項）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。 
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３）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 

   会計方針の変更 

   （減価償却方法の変更）  

   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に与える影響はありません。 
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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 9,667 10,348

売掛金 1,791 1,925

商品及び製品 2,065 2,050

原材料及び貯蔵品 1,251 1,177

その他 1,614 1,770

貸倒引当金 △53 △49

流動資産合計 16,337 17,224

固定資産   

有形固定資産 3,010 2,870

無形固定資産   

のれん 5,444 4,937

商標 3,141 2,967

その他 777 821

無形固定資産合計 9,363 8,726

投資その他の資産   

その他 1,841 1,968

投資その他の資産合計 1,841 1,968

固定資産合計 14,215 13,565

資産合計 30,553 30,789

負債の部   

流動負債   

買掛金 937 1,287

1年内返済予定の長期借入金 897 886

1年以内のリース債務 468 418

未払売上割戻金 1,999 2,253

未払法人税等 419 624

未払費用 1,590 1,419

代理店研修会議費引当金 459 364

ポイント引当金 15 20

その他 1,161 1,322

流動負債合計 7,948 8,595

固定負債   

長期借入金 11,947 11,383

長期リース債務 2,001 1,906

退職給付引当金 867 810

役員退職慰労引当金 63 12

その他 1,019 989

固定負債合計 15,898 15,101

負債合計 23,847 23,697
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（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) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 1,296 1,296

利益剰余金 8,495 9,432

自己株式 △974 △975

株主資本合計 8,816 9,752

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 2 2

為替換算調整勘定 △2,299 △2,850

その他の包括利益累計額合計 △2,296 △2,848

新株予約権 186 188

純資産合計 6,706 7,092

負債純資産合計 30,553 30,789

ｼｬｸﾘｰ･ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ･ｸﾞﾙｰﾌﾟ(株)(8205) 平成25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 11,404 13,644

売上原価 4,040 4,825

売上総利益 7,364 8,818

販売費及び一般管理費 5,626 6,647

営業利益 1,737 2,170

営業外収益   

受取利息 0 1

為替差益 61 －

その他 9 7

営業外収益合計 71 9

営業外費用   

支払利息 290 285

為替差損 － 6

その他 65 63

営業外費用合計 356 354

経常利益 1,452 1,825

特別損失   

固定資産除却損 26 －

災害による損失 16 －

特別損失合計 42 －

税金等調整前四半期純利益 1,409 1,825

法人税等 651 889

四半期純利益 758 936
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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) 

四半期純利益 758 936

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △1 △0

為替換算調整勘定 △720 △551

その他の包括利益合計 △722 △551

四半期包括利益 35 385

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 35 385
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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) 

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 1,409 1,825

減価償却費 352 358

のれん償却額 219 218

貸倒引当金の増減額（△は減少） △1 △2

受取利息及び受取配当金 △1 △2

支払利息 290 285

為替差損益（△は益） △2 0

有形固定資産除売却損益（△は益） 26 0

災害損失 16 －

売上債権の増減額（△は増加） 70 △167

たな卸資産の増減額（△は増加） △658 △57

長期前払費用の増減額（△は増加） 48 42

仕入債務の増減額（△は減少） 82 402

未払費用の増減額（△は減少） △111 △88

代理店研修会議費引当金の増減額（△は減少） △47 △81

退職給付引当金の増減額（△は減少） 85 △9

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 4 △51

その他 28 139

小計 1,811 2,812

利息及び配当金の受取額 1 1

利息の支払額 △281 △240

法人税等の支払額 △619 △568

法人税等の還付額 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 1,098 2,005

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 △188 △126

無形固定資産の取得による支出 △100 △155

従業員に対する貸付けによる支出 － △63

従業員に対する貸付金の回収による収入 34 77

長期性預金の預入れによる支出 △0 △0

投資活動によるキャッシュ・フロー △255 △268

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 △477 △444

リース債務の返済による支出 △199 △190

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 △676 △636

現金及び現金同等物に係る換算差額 △479 △419

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △313 680

現金及び現金同等物の期首残高 8,285 9,662

現金及び現金同等物の四半期末残高 7,972 10,343
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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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