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1.  平成25年9月期第3四半期の連結業績（平成24年10月1日～平成25年6月30日） 

（注）平成25年９月期第３四半期連結累計期間より四半期連結財務諸表を作成しているため、平成24年９月期第３四半期の数値及び対前年同四半期増減率に
ついては記載しておりません。 

(2) 連結財政状態 

（注）平成25年９月期第３四半期より四半期連結財務諸表を作成しているため、平成24年９月期の数値については記載しておりません。  

(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9月期第3四半期 9,985 ― 142 ― 354 ― 454 ―
24年9月期第3四半期 ― ― ― ― ― ― ― ―

（注）包括利益 25年9月期第3四半期 1,012百万円 （―％） 24年9月期第3四半期 ―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9月期第3四半期 33.89 ―
24年9月期第3四半期 ― ―

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9月期第3四半期 14,364 5,418 37.7 404.09
24年9月期 ― ― ― ―
（参考） 自己資本   25年9月期第3四半期  5,418百万円 24年9月期  ―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

24年9月期 ― 0.00 ― 22.50 22.50
25年9月期 ― 0.00 ―
25年9月期（予想） 15.00 15.00

3. 平成25年 9月期の連結業績予想（平成24年10月 1日～平成25年 9月30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  
添付資料４ページ「連結業績予想に関する定性的情報」をご参照ください。 
また、平成25年９月期第３四半期連結累計期間より四半期連結財務諸表を作成しているため、対前期増減率は記載しておりません。 

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

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 円 銭

通期 13,900 ― 90 ― 360 ― 430 ― 32.07



(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）  ：  有  

（注）詳細は、添付資料５ページ「２．（1）当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動」をご覧下さい。 

(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
半期レビュー手続き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、四半期決
算短信（添付資料）４ページ「連結業績予想に関する定性的情報」をご覧下さい。 

※  注記事項

新規 1社 （社名） 株式会社メリーサイト 、 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） 25年9月期3Q 13,410,000 株 24年9月期 13,410,000 株
② 期末自己株式数 25年9月期3Q 85 株 24年9月期 85 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 25年9月期3Q 13,409,915 株 24年9月期3Q 13,409,915 株
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当社は、平成25年４月30日付で株式会社メリーサイトを子会社化したことに伴い、当第３四半期連結

会計期間より四半期連結財務諸表を作成しております。 

なお、当第３四半期連結会計期間は、株式会社メリーサイトの四半期貸借対照表及び平成25年５月１

日から平成25年６月30日までの損益計算書を連結しております。 

  

当第３四半期連結累計期間（平成24年10月１日～平成25年６月30日）における我が国経済は、政権交

代以降の金融緩和を始めとした景気対策効果への期待感から円安、株価上昇が進み、輸出企業を中心に

業績が回復基調に向かうなど、景況感は回復に向かっております。しかしながら、個人消費について

は、株価上昇に伴う資産効果や消費マインドの好転により、一部の高額消費に回復感が見られるもの

の、円安に伴う輸入価格の上昇、家計所得の伸び悩み懸念などから一般的な生活関連消費に関しては依

然として厳しい状況が続きました。また、小売各種業態での出店増に伴う競争激化により価格競争が激

しさを増すなど、当社の主要取引先である小売業界では厳しい状況が続きました。 

このような状況の中で、当社は「新しい事業、新しい販路、新しい調達拠点、新しい商品」のスロー

ガンの下、「売上高成長による利益額拡大」という成長ステージの第２ステップの２年目に入り、既存

売場の深耕、新規売場の獲得を強化するため商品企画力の強化を図るべく組織変更を行い、商品企画部

の増強を図り、ヘルス＆ビューティー関連商品を中心とした商品カテゴリーの更なる拡大を進めており

ます。また海外市場においては、引き続き新規顧客の開拓を積極的に行う一方、前期に口座開設された

顧客との取引額拡大を進めておりますが、足元では海外での出店を積極化している日系小売業各社との

取り組みが強化されております。また、平成25年４月30日にはコンタクトレンズメーカーの株式会社メ

リーサイトの全株式を取得し子会社化したことにより、コスメコンタクト®（注）市場に新たに参入いた

しました。 

これらの結果、当第３四半期連結累計期間の売上高は9,985,097千円、営業利益は142,013千円、経常

利益は354,336千円、四半期純利益は454,471千円となりました。 

なお、当第３四半期連結会計期間より四半期連結財務諸表を作成しているため、対前年同四半期比に

ついては記載しておりません。 

（注）コスメコンタクト®は、瞳を大きく魅力的に見せる、マスカラやアイライナーのようなメイク発想のコンタ

クトレンズです。 

  

当社グループの事業セグメントは、「３．四半期連結財務諸表（4）セグメント情報等」に記載のと

おり、単一の事業セグメントでありますが、取扱商品を区分した売上高の概況は次のとおりでありま

す。なお、当社は前事業年度まで事業部門を販売先の売場別（ヘルス＆ビューティー、ファンシー・キ

ャラクター、その他）で区分しておりましたが、平成24年10月１日付の組織体制の変更に伴い第１四半

期会計期間より化粧雑貨、服飾雑貨、その他の商品別の区分に変更しており、さらに株式会社メリーサ

イトの子会社化に伴い、当第３四半期連結会計期間よりコンタクトレンズ関連の区分を追加しておりま

す。 

  

商品別の状況は次のとおりであります。 

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
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①化粧雑貨 

当分類には、メイク関連用品、ヘアケア関連用品、トラベル用品、バス・エステ・健康関連グッズ

等の売上が含まれます。当第３四半期連結累計期間の売上高は7,247,342千円となりました。 

  

②服飾雑貨 

当分類には、バッグ、ポーチ、サイフ類、その他服飾小物の売上が含まれます。当第３四半期連結

累計期間の売上高は1,137,823千円となりました。 

  

③コンタクトレンズ関連 

当分類には、コンタクトレンズ、コンタクトレンズケア用品の売上が含まれます。当第３四半期連

結累計期間の売上高は403,046千円となりました。 

  

④その他 

当分類には、生活雑貨、文具、行楽用品、ギフト等の売上が含まれます。当第３四半期連結累計期

間の売上高は1,196,885千円となりました。 

  

（資産、負債及び純資産） 

①資産 

当第３四半期連結会計期間末の資産合計は、14,364,072千円となりました。 

流動資産は、10,322,472千円となりました。主な内訳は、現金及び預金が5,087,481千円、受取手

形及び売掛金が2,701,644千円、商品が1,556,893千円であります。 

固定資産は、4,041,599千円となりました。主な内訳は、有形固定資産が1,974,662千円、無形固定

資産が1,017,071千円、投資その他の資産が1,049,865千円であります。 

②負債  

当第３四半期連結会計期間末の負債合計は、8,945,223千円となりました。 

流動負債は、5,178,997千円となりました。主な内訳は、買掛金が2,163,944千円、短期借入金が

300,000千円、1年内返済予定の長期借入金が1,187,406千円、未払法人税等が215,543千円でありま

す。 

固定負債は、3,766,225千円となりました。主な内訳は、長期借入金が3,205,917千円、退職給付引

当金が105,511千円、役員退職慰労引当金が397,889千円であります。 

③純資産  

当第３四半期連結会計期間末の純資産合計は、5,418,849千円となりました。主な内訳は、資本金

が545,500千円、資本剰余金が264,313千円、利益剰余金が4,134,796千円、繰延ヘッジ損益が431,053

千円であります。 

  

（２）連結財政状態に関する定性的情報
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平成25年８月９日において、平成25年７月10日に発表した通期連結業績予想及び個別連結業績予想の

修正を行っております。 

前回発表予想との比較は以下のとおりであります。なお、詳細につきましては、平成25年８月９日に

発表いたしました「連結業績予想及び個別業績予想の修正に関するお知らせ」をご参照ください。 

  

平成25年９月期通期連結業績予想数値の修正（平成24年10月１日～平成25年９月30日） 

  

 
（注）平成25年９月期第３四半期連結累計期間より四半期連結財務諸表を作成しているため、前期実績

については記載しておりません。 

  

 （参考） 

平成25年９月期通期個別業績予想数値の修正（平成24年10月１日～平成25年９月30日） 

  

（３）連結業績予想に関する定性的情報

 
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

13,900

百万円

130

百万円

360

百万円

430

円 銭

32.07

今回修正予想（Ｂ） 13,900 90 360 430 32.07

増減額（Ｂ－Ａ） 0 △40 0 0
 

増減率（％） 0.0 △30.8 0.0 0.0
 

（ご参考）前期実績

（平成24年９月期）
― ― ― ― ―

 
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

12,800

百万円

90

百万円

320

百万円

430

円 銭

32.07

今回修正予想（Ｂ） 12,800 30 320 430 32.07

増減額（Ｂ－Ａ） 0 △60 0 0
 

増減率（％） 0.0 △66.7 0.0 0.0
 

（ご参考）前期実績

（平成24年９月期）
13,811 737 707 415 30.99
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当第３四半期連結会計期間より、株式会社メリーサイトを連結の範囲に含めております。 

  

該当事項はありません。 

  

該当事項はありません。 

  

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

（２）四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用

（３）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示
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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：千円)

当第３四半期連結会計期間 
(平成25年６月30日) 

資産の部  

流動資産  

現金及び預金 5,087,481

受取手形及び売掛金 2,701,644

商品 1,556,893

貯蔵品 84,811

その他 892,853

貸倒引当金 △1,211

流動資産合計 10,322,472

固定資産  

有形固定資産 1,974,662

無形固定資産  

のれん 710,584

その他 306,487

無形固定資産合計 1,017,071

投資その他の資産  

その他 1,052,952

貸倒引当金 △3,086

投資その他の資産合計 1,049,865

固定資産合計 4,041,599

資産合計 14,364,072

負債の部  

流動負債  

買掛金 2,163,944

短期借入金 300,000

1年内返済予定の長期借入金 1,187,406

未払法人税等 215,543

賞与引当金 72,000

返品調整引当金 31,500

その他 1,208,603

流動負債合計 5,178,997

固定負債  

長期借入金 3,205,917

退職給付引当金 105,511

役員退職慰労引当金 397,889

資産除去債務 36,950

その他 19,958

固定負債合計 3,766,225

負債合計 8,945,223
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(単位：千円)

当第３四半期連結会計期間 
(平成25年６月30日) 

純資産の部  

株主資本  

資本金 545,500

資本剰余金 264,313

利益剰余金 4,134,796

自己株式 △52

株主資本合計 4,944,557

その他の包括利益累計額  

その他有価証券評価差額金 43,238

繰延ヘッジ損益 431,053

その他の包括利益累計額合計 474,291

純資産合計 5,418,849

負債純資産合計 14,364,072
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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３四半期連結累計期間 

(単位：千円)

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成24年10月１日 
 至 平成25年６月30日) 

売上高 9,985,097

売上原価 7,051,405

売上総利益 2,933,692

返品調整引当金戻入額 28,100

返品調整引当金繰入額 31,500

差引売上総利益 2,930,292

販売費及び一般管理費 2,788,278

営業利益 142,013

営業外収益  

受取利息 6,124

受取配当金 6,789

不動産賃貸収入 105,907

為替差益 160,621

その他 16,507

営業外収益合計 295,950

営業外費用  

支払利息 34,028

不動産賃貸費用 35,067

その他 14,532

営業外費用合計 83,628

経常利益 354,336

特別利益  

固定資産売却益 785,555

保険解約返戻金 9,760

特別利益合計 795,316

特別損失  

固定資産除却損 7

固定資産売却損 363,194

減損損失 2,202

特別損失合計 365,404

税金等調整前四半期純利益 784,247

法人税、住民税及び事業税 332,964

法人税等調整額 △3,187

法人税等合計 329,776

少数株主損益調整前四半期純利益 454,471

四半期純利益 454,471
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 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：千円)

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成24年10月１日 
 至 平成25年６月30日) 

少数株主損益調整前四半期純利益 454,471

その他の包括利益  

その他有価証券評価差額金 54,946

繰延ヘッジ損益 502,610

その他の包括利益合計 557,556

四半期包括利益 1,012,028

（内訳）  

親会社株主に係る四半期包括利益 1,012,028
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該当事項はありません。 

  

当社グループは、化粧雑貨、服飾雑貨、キャラクター雑貨及びコンタクトレンズ関連等の商品を幅広

く取り扱っており、これらの商品の調達方法及び販売方法等については同一であることから単一の事業

セグメントとしているため、記載を省略しております。 

  

該当事項はありません。 

  

（３）継続企業の前提に関する注記

（４）セグメント情報等

（５）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記
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４．（参考）四半期財務諸表（個別）

　（１）（参考）四半期貸借対照表（個別）

(単位：千円)

前事業年度
(平成24年９月30日)

当第３四半期会計期間
(平成25年６月30日)

資産の部

　流動資産

　　現金及び預金 2,553,723 4,751,210

　　受取手形及び売掛金 2,374,117 2,492,439

　　商品 1,032,776 1,230,633

　　貯蔵品 94,781 78,533

　　その他 293,586 796,485

　　貸倒引当金 △ 1,600 △ 1,000

　　流動資産合計 6,347,385 9,348,302

　固定資産

　　有形固定資産 2,300,116 1,965,547

　　無形固定資産 152,495 134,985

　　投資その他の資産

　　　投資不動産 1,394,852 254,930

　　　関係会社株式 － 1,086,013

　　　その他 535,617 784,853

　　　貸倒引当金 △ 1,643 △ 3,086

　　　投資その他の資産合計 1,928,826 2,122,711

　　固定資産合計 4,381,438 4,223,244

　資産合計 10,728,824 13,571,547
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(単位：千円)

前事業年度
(平成24年９月30日)

当第３四半期会計期間
(平成25年６月30日)

負債の部

　流動負債

　　買掛金 1,587,804 2,084,119

　　１年内返済予定の長期借入金 547,200 1,078,910

　　未払法人税等 53,588 145,132

　　賞与引当金 128,000 72,000

　　返品調整引当金 28,100 31,500

　　その他 1,036,112 1,157,726

　　流動負債合計 3,380,804 4,569,389

　固定負債

　　長期借入金 1,463,350 3,065,800

　　退職給付引当金 120,515 105,511

　　役員退職慰労引当金 385,460 397,889

　　資産除去債務 28,830 29,043

　　その他 641,319 12,457

　　固定負債合計 2,639,475 3,610,701

　負債合計 6,020,280 8,180,090

純資産の部

　株主資本

　　資本金 545,500 545,500

　　資本剰余金 264,313 264,313

　　利益剰余金 3,982,048 4,107,273

　　自己株式 △ 52 △ 52

　　株主資本合計 4,791,809 4,917,034

　評価・換算差額等

　　その他有価証券評価差額金 △ 11,707 43,238

　　繰延ヘッジ損益 △ 71,557 431,183

　　評価・換算差額等合計 △ 83,265 474,422

　純資産合計 4,708,544 5,391,456

負債純資産合計 10,728,824 13,571,547
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　（２）（参考）四半期損益計算書（個別）

　　　　第３四半期累計期間
(単位：千円)

前第３四半期累計期間
（自 平成23年10月１日
 　至 平成24年６月30日)

当第３四半期累計期間
（自 平成24年10月１日
 　至 平成25年６月30日)

売上高 10,840,276 9,588,901

売上原価 7,220,055 6,793,751

売上総利益 3,620,221 2,795,150

　返品調整引当金戻入額 29,700 28,100

　返品調整引当金繰入額 29,800 31,500

　差引売上総利益 3,620,121 2,791,750

販売費及び一般管理費 2,945,540 2,696,983

営業利益 674,580 94,767

営業外収益

　受取利息 4,800 6,245

　受取配当金 6,268 6,789

　不動産賃貸収入 163,864 105,907

　為替差益 － 161,841

　その他 15,801 9,231

　営業外収益合計 190,734 290,015

営業外費用

　支払利息 25,886 32,508

　不動産賃貸費用 56,317 35,067

　為替差損 110,214 －

　その他 8,426 14,495

　営業外費用合計 200,845 82,072

経常利益 664,470 302,709

特別利益

　固定資産売却益 68,542 785,555

　特別利益合計 68,542 785,555

特別損失

　固定資産除却損 － 7

　固定資産売却損 － 363,194

　本社移転費用 22,649 －

　減損損失 － 2,202

　その他 23 －

　特別損失合計 22,673 365,404

税引前四半期純利益 710,340 722,860

法人税、住民税及び事業税 249,695 295,101

法人税等調整額 58,901 811

法人税等合計 308,597 295,913

四半期純利益 401,743 426,947
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