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１．当四半期決算に関する定性的情報

（１）経営成績に関する説明

当第２四半期連結累計期間（平成25年 4月 1日から平成 25年 9月 30 日までの 6ヶ月間）における

わが国経済は、政府、日銀一体となった金融政策等により円高是正および株価回復が進み、景況感改善

の兆しが見えてきました。

このような状況のもと、当社グループは、新規メンバー獲得やビジネスリーダー育成のための販売促

進活動を通じ、顧客やスーパーバイザーの増加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、アジア事業での売上規模の大幅な増加により総売上高 42,000 百万

円（前年同期比 72.1％増加、為替の影響を除くと 42.6％増加）、純売上高（売上割戻差引後）23,286

百万円（前年同期比70.7％増加、為替の影響を除くと41.5％増加）となりました。

営業利益は 5,079 百万円（前年同期比 134.0％増加）となりました。売上拡大をサポートするための

投資による費用増加があったものの、売上の大幅な増加により増益となりました。

経常利益は4,914百万円（前年同期比169.2％増加、為替の影響を除くと120.1％増加）、四半期純利

益は2,672百万円（前年同期比185.3％増加）となりました。

（２）財政状態に関する説明

当第２四半期連結会計期間末の資産につきましては、主に棚卸資産、その他の流動資産、固定資産が

前連結会計年度末に比べ増加しましたが、現金及び預金が減少しました。これらの結果、総資産は前連

結会計年度末に比べ575百万円の増加となりました。

負債につきましては、未払費用が減少しましたが、買掛金、借入金、その他流動負債、その他固定負

債等が増加したため総負債は前連結会計年度末に比べ2,697百万円の増加となりました。

純資産につきましては、前連結会計年度末に比べ2,123百万円減少しました。これは主に自己株式が

買い取りにより5,069百万円増加したためです。また四半期純利益の計上により2,672百万円増加し、

為替の影響により、為替換算調整勘定が純資産を増加させる方向に285百万円変動しました。

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、仕入債務の増加、売上債権の減少による収入、また法人税等の支払、たな卸

資産の増加による支出等がありその結果、2,630百万円の収入（前年同期は2,005百万円の収入）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

329百万円の支出（前年同期は268百万円の支出）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、自己株式の取得等により4,275百万円の支出（前年同期は636百万円の

支出）となりました。また為替の換算差額により232百万円増加しました。

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

1,741百万円減少し、12,198百万円となりました。

（３）連結業績予想などの将来予測情報に関する説明

平成25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

  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25年３月31日) 

当第２四半期連結会計期間 
(平成25年９月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 13,946 12,204

売掛金 2,680 2,384

商品及び製品 2,855 3,892

原材料及び貯蔵品 1,490 2,140

その他 4,242 4,925

貸倒引当金 △38 △38

流動資産合計 25,176 25,509

固定資産   

有形固定資産 3,419 3,480

無形固定資産   

のれん 5,691 5,650

商標 3,594 3,737

その他 1,229 1,333

無形固定資産合計 10,515 10,721

投資その他の資産   

その他 1,418 1,392

投資その他の資産合計 1,418 1,392

固定資産合計 15,353 15,594

資産合計 40,529 41,104

負債の部   

流動負債   

買掛金 2,088 2,899

1年内返済予定の長期借入金 925 934

1年以内のリース債務 423 447

未払売上割戻金 3,668 3,667

未払法人税等 1,529 1,638

未払費用 2,315 2,126

代理店研修会議費引当金 503 452

ポイント引当金 38 51

その他 2,088 2,636

流動負債合計 13,580 14,854

固定負債   

長期借入金 11,340 11,415

長期リース債務 2,213 2,137

退職給付引当金 916 971

役員退職慰労引当金 20 22

繰延税金負債 520 829

その他 762 1,819

固定負債合計 15,772 17,195

負債合計 29,353 32,050
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（単位：百万円）

前連結会計年度 
(平成25年３月31日) 

当第２四半期連結会計期間 
(平成25年９月30日) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 100 100

資本剰余金 1,196 1,196

利益剰余金 11,276 13,949

自己株式 △978 △6,047

株主資本合計 11,593 9,197

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 6 7

為替換算調整勘定 △613 △328

その他の包括利益累計額合計 △606 △320

新株予約権 189 175

純資産合計 11,176 9,053

負債純資産合計 40,529 41,104
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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24年４月１日 
 至 平成24年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成25年４月１日 
 至 平成25年９月30日) 

売上高 13,644 23,286

売上原価 4,825 7,670

売上総利益 8,818 15,615

販売費及び一般管理費 6,647 10,535

営業利益 2,170 5,079

営業外収益   

受取利息 1 17

為替差益 － 226

その他 7 4

営業外収益合計 9 247

営業外費用   

支払利息 285 298

為替差損 6 －

その他 63 115

営業外費用合計 354 413

経常利益 1,825 4,914

特別利益   

保険差益 － 210

新株予約権戻入益 － 15

特別利益合計 － 226

税金等調整前四半期純利益 1,825 5,141

法人税等 889 2,468

四半期純利益 936 2,672
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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24年４月１日 
 至 平成24年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成25年４月１日 
 至 平成25年９月30日) 

四半期純利益 936 2,672

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △0 0

為替換算調整勘定 △551 285

その他の包括利益合計 △551 286

四半期包括利益 385 2,958

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 385 2,958
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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24年４月１日 
 至 平成24年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成25年４月１日 
 至 平成25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 1,825 5,141

減価償却費 358 394

のれん償却額 218 271

貸倒引当金の増減額（△は減少） △2 △1

受取利息及び受取配当金 △2 △17

支払利息 285 298

為替差損益（△は益） 0 10

保険差益 － △210

売上債権の増減額（△は増加） △167 351

たな卸資産の増減額（△は増加） △57 △1,553

長期前払費用の増減額（△は増加） 42 △83

仕入債務の増減額（△は減少） 402 740

未払費用の増減額（△は減少） △88 △263

代理店研修会議費引当金の増減額（△は減少） △81 △60

退職給付引当金の増減額（△は減少） △9 △11

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △51 2

その他 139 △740

小計 2,812 4,266

利息及び配当金の受取額 1 17

利息の支払額 △240 △268

法人税等の支払額 △568 △1,946

法人税等の還付額 － 351

保険金の受取額 － 210

営業活動によるキャッシュ・フロー 2,005 2,630

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 △126 △206

無形固定資産の取得による支出 △155 △127

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 77 5

投資活動によるキャッシュ・フロー △268 △329

財務活動によるキャッシュ・フロー   

長期借入れによる収入 － 850

長期借入金の返済による支出 △444 △871

リース債務の返済による支出 △190 △198

自己株式の取得による支出 △0 △4,055

財務活動によるキャッシュ・フロー △636 △4,275

現金及び現金同等物に係る換算差額 △419 232

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 680 △1,741

現金及び現金同等物の期首残高 9,662 13,939

現金及び現金同等物の四半期末残高 10,343 12,198
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（４）四半期連結財務諸表に関する注記事項

（継続企業の前提に関する注記）

該当事項はありません。

（株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記）

当社は、平成 25 年６月 25 日開催の株主総会決議に基づき、自己株式の取得を行いました。この

取得等により自己株式は、当第２四半期連結累計期間において 5,069 百万円増加し、当第２四半期

連結会計期間末において6,047百万円となっております。
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