
  

１．平成25年３月期第３四半期の連結業績（平成24年４月１日～平成24年12月31日） 

  

  

（２）連結財政状態 

  

２．配当の状況 
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  （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３四半期  127,299  2.0  8,776  △8.7  10,009  6.3  4,964  48.2

24年３月期第３四半期  124,778  △4.0  9,615  △25.7  9,420  △24.3  3,349  △42.9

（注）包括利益 25年３月期第３四半期 5,570百万円 （ ％） 53.4   24年３月期第３四半期 3,632百万円 （ ％） △41.7

  
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３四半期  86.44  －

24年３月期第３四半期  57.71  －

  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３四半期  167,805  116,224  64.9  1,909.43

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３四半期 108,926百万円   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：  無   



※  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２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３Ｑ 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３Ｑ 3,545,625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３Ｑ 57,435,408株 24年３月期３Ｑ 58,046,975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）２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３四半期連結累計期間（平成24年４月１日から平成24年12月31日まで） 

  

   

 当第３四半期連結累計期間（平成24年４月１日から平成24年12月31日まで）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2.0％増の127,299百万円（為替の影響を除

くと前年同期比2.2％増）となりました。なお、連結売上高に占める海外売上の割合は11.1％となります。 

 利益につきましては、引き続き積極的な広告宣伝・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8,776百万円（前年同期比8.7％減）、経常利益は10,009百万円（同6.3％増）、四半期純利益は4,964百万

円（同48.2％増）となりました。 

  

  化粧品事業につきましては、ハイプレステージ領域の「コスメデコルテ」が堅調に推移したほか、プレステージ

領域の主力ブランド「雪肌精」や「エスプリーク」の販売が好調を維持したことに加え、チャネル専用ブランドの

「インフィニティ」や「プレディア」の売上が大きく伸長しました。その結果、当事業の売上高は95,098百万円

（前年同期比1.6％増）、営業利益は9,020百万円（同17.5％減）となりました。 

 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㈱から発売している季節商品や、高付加価値ヘアブラ

ンド「スティーブンノル コレクション」が実績を牽引したことにより、売上高は30,844百万円（同2.6％増）、営

業利益は1,939百万円（同83.4％増）となりました。 

 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等が増加した結果、売上高は

1,357百万円（同24.7％増）、営業利益は543百万円（同24.0％増）となりました。    

   

（２）連結業績予想に関する定性的情報 

  平成24年４月27日に発表しました通期業績予想は、１株当たり当期純利益を除き、変更はありません。 

     

（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３四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。 

１．当四半期決算に関する定性的情報

事業区分 

前第３四半期 累計 当第３四半期 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  93,634  75.0  95,098  74.7  1,463  1.6

コスメタリー  30,055  24.1  30,844  24.2  788  2.6

その他  1,088  0.9  1,357  1.1  268  24.7

売上高計  124,778  100.0  127,299  100.0  2,521  2.0

区分 

前第３四半期 累計 当第３四半期 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  9,615  7.7  8,776  6.9  △839  △8.7

経常利益  9,420  7.5  10,009  7.9  589  6.3

四半期純利益  3,349  2.7  4,964  3.9  1,615  48.2

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３四半期連結会計期間 
(平成24年12月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 29,138 31,465 

受取手形及び売掛金 23,799 22,160 

有価証券 22,146 16,669 

商品及び製品 10,433 12,439 

仕掛品 1,137 1,320 

原材料及び貯蔵品 8,088 10,209 

繰延税金資産 4,270 2,971 

その他 9,311 12,479 

貸倒引当金 △274 △253 

流動資産合計 108,051 109,460 

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 30,580 31,004 

減価償却累計額 △18,622 △18,695 

建物及び構築物（純額） 11,958 12,308 

機械装置及び運搬具 12,413 12,433 

減価償却累計額 △10,907 △10,715 

機械装置及び運搬具（純額） 1,505 1,718 

工具、器具及び備品 29,104 30,417 

減価償却累計額 △24,894 △26,005 

工具、器具及び備品（純額） 4,209 4,412 

土地 16,591 16,901 

リース資産 925 1,009 

減価償却累計額 △282 △404 

リース資産（純額） 643 605 

建設仮勘定 204 29 

有形固定資産合計 35,113 35,975 

無形固定資産   

ソフトウエア 1,411 1,192 

その他 1,803 1,769 

無形固定資産合計 3,215 2,962 

投資その他の資産   

投資有価証券 10,208 7,459 

繰延税金資産 9,325 8,728 

その他 3,576 3,409 

貸倒引当金 △173 △191 

投資その他の資産合計 22,936 19,405 

固定資産合計 61,265 58,344 

資産合計 169,316 167,805 



（単位：百万円）

前連結会計年度 
(平成24年３月31日) 

当第３四半期連結会計期間 
(平成24年12月31日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 11,275 13,404 

短期借入金 4,379 4,427 

リース債務 163 172 

未払金 5,855 5,070 

未払費用 7,162 4,315 

未払法人税等 2,470 1,037 

未払消費税等 467 512 

返品調整引当金 1,778 1,836 

その他 707 1,917 

流動負債合計 34,261 32,692 

固定負債   

リース債務 521 467 

退職給付引当金 16,658 15,400 

役員退職慰労引当金 2,655 2,671 

その他 352 348 

固定負債合計 20,187 18,888 

負債合計 54,449 51,580 

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 104,914 107,577 

自己株式 △7,229 △9,076 

株主資本合計 108,923 109,739 

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 146 371 

為替換算調整勘定 △1,165 △1,184 

その他の包括利益累計額合計 △1,019 △812 

少数株主持分 6,962 7,297 

純資産合計 114,867 116,224 

負債純資産合計 169,316 167,805 



（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３四半期連結累計期間） 

（単位：百万円）

前第３四半期連結累計期間 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成23年12月31日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成24年12月31日) 

売上高 124,778 127,299 

売上原価 30,924 31,583 

売上総利益 93,854 95,715 

販売費及び一般管理費   

広告宣伝費 6,563 7,901 

販売促進費 24,505 25,343 

運賃及び荷造費 4,281 4,733 

給料及び手当 27,662 27,765 

退職給付費用 969 978 

法定福利費 3,914 3,952 

減価償却費 1,706 1,715 

その他 14,635 14,547 

販売費及び一般管理費合計 84,238 86,939 

営業利益 9,615 8,776 

営業外収益   

受取利息 119 112 

受取配当金 120 138 

特許実施許諾料 61 43 

為替差益 － 891 

雑収入 151 146 

営業外収益合計 454 1,332 

営業外費用   

支払利息 33 37 

有価証券償還損 － 30 

為替差損 590 － 

雑損失 24 31 

営業外費用合計 648 99 

経常利益 9,420 10,009 

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 102 93 

投資有価証券売却損 － 0 

投資有価証券評価損 212 2 

その他 － 14 

特別損失合計 315 110 

税金等調整前四半期純利益 9,406 10,038 

法人税、住民税及び事業税 2,587 2,859 

法人税等調整額 2,857 1,805 

法人税等合計 5,445 4,665 

少数株主損益調整前四半期純利益 3,960 5,373 

少数株主利益 610 408 

四半期純利益 3,349 4,964 



（四半期連結包括利益計算書） 
（第３四半期連結累計期間） 

（単位：百万円）

前第３四半期連結累計期間 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成23年12月31日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成24年12月31日) 

少数株主損益調整前四半期純利益 3,960 5,373 

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 72 227 

為替換算調整勘定 △400 △30 

その他の包括利益合計 △328 196 

四半期包括利益 3,632 5,570 

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 3,034 5,171 

少数株主に係る四半期包括利益 597 398 



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３四半期連結累計期間において自己株式が 百万円増加し、当第３四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３四半期連結累計期間（自 平成23年４月１日 至 平成23年12月31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３四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  93,634  30,055  123,690  1,088  124,778  －  124,778

(2）セグメント間の内部売上高 

  又は振替高 
 －  0  0  845  845  △845  －

計  93,634  30,055  123,690  1,934  125,624  △845  124,778

セグメント利益  10,936  1,057  11,994  438  12,432  △2,817  9,615

セグメント間取引消去  △129

各報告セグメントに配分していない全社費用  △2,687

日本 アジア その他 計  

 110,494  13,965    318  124,778



Ⅱ 当第３四半期連結累計期間（自 平成24年４月１日 至 平成24年12月31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３四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  95,098  30,844  125,942  1,357  127,299  －  127,299

(2）セグメント間の内部売上高 

  又は振替高 
 －  0  0  869  869  △869  －

計  95,098  30,844  125,942  2,226  128,169  △869  127,299

セグメント利益  9,020  1,939  10,959  543  11,503  △2,727  8,776

セグメント間取引消去  △56

各報告セグメントに配分していない全社費用  △2,670

日本 アジア その他 計  

 113,188  13,782  328  127,299
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