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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1四半期連結累計期間（平成26年 4月 1日から平成26 年 6月 30 日までの 3ヶ月間）における

わが国経済は、企業収益・雇用情勢の改善が進む一方、消費税引き上げに伴う駆け込み需要の反動など

から、不透明な状況で推移いたしました。

このような状況のもと、当社グループは、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増加により総売上高 22,001 百万円（前

年同期比 9.0％増加、為替の影響を除くと 5.8％増加）、純売上高（売上割戻差引後）12,343 百万円

（前年同期比10.3％増加、為替の影響を除くと7.0％増加）となりました。

営業利益は2,636百万円（前年同期比10.6％増加、為替の影響を除くと7.1％増加）となりました。

経常利益は2,166百万円（前年同期比14.0％減少、為替の影響を除くと16.9％減少）、四半期純利益

は1,302百万円（前年同期比7.4％増加、為替の影響を除くと3.7％増加）となりました。

（２）財政状態に関する説明

当第 1 四半期連結会計期間末の資産につきましては、主に現金及び預金が前連結会計年度末に比べ

4,447 百万円減少し、売掛金、無形固定資産も減少しましたが、棚卸資産、その他の流動資産が増加し

ました。これらの結果、総資産は前連結会計年度末に比べ3,849百万円の減少となりました。

負債につきましては、未払売上割戻金、未払法人税等、未払費用、借入金、その他流動負債等が減少

した結果、総負債は前連結会計年度末に比べ4,782百万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1,302百万円増加し、為替の影響により、為替換

算調整勘定が173百万円減少しました。また自己株式が211百万円増加したことなどから、純資産は前

連結会計年度末に比べ932百万円増加しました。

（３）連結業績予想などの将来予測情報に関する説明

平成26年5月9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１四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。

（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）

（退職給付に関する会計基準等の適用）

   「退職給付に関する会計基準」（企業会計基準第26号 平成24年5月17日。以下「退職給付会計基

準」という。）及び「退職給付に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第25号 平成24

年 5月 17 日。以下「退職給付適用指針」という。）を、退職給付会計基準第 35 項本文及び退職給付適

用指針第 67 項本文に掲げられた定めについて当第 1 四半期連結会計期間より適用し、退職給付債務及

び勤務費用の計算方法を見直しました。

   この変更により連結財務諸表に与える影響額は軽微であります。
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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26年３月31日) 
当第１四半期連結会計期間 

(平成26年６月30日) 

資産の部    

流動資産    

現金及び預金 16,351 11,904 

売掛金 2,847 2,277 

商品及び製品 5,495 6,500 

原材料及び貯蔵品 2,516 2,776 

その他 3,936 4,106 

貸倒引当金 △39 △43 

流動資産合計 31,106 27,522 

固定資産    

有形固定資産 3,622 3,645 

無形固定資産    

のれん 5,656 5,431 

商標 3,935 3,873 

その他 1,196 1,156 

無形固定資産合計 10,788 10,461 

投資その他の資産    

その他 1,317 1,356 

投資その他の資産合計 1,317 1,356 

固定資産合計 15,728 15,463 

資産合計 46,835 42,986 

負債の部    

流動負債    

買掛金 2,040 2,134 

1年内返済予定の長期借入金 947 943 

1年以内のリース債務 478 487 

未払売上割戻金 4,954 3,407 

未払法人税等 1,563 348 

未払費用 3,546 2,590 

代理店研修会議費引当金 745 499 

ポイント引当金 85 104 

その他 2,333 2,028 

流動負債合計 16,695 12,544 

固定負債    

長期借入金 11,040 10,540 

長期リース債務 2,104 2,015 

役員退職慰労引当金 28 31 

退職給付に係る負債 1,633 1,585 

繰延税金負債 597 587 

その他 2,039 2,052 

固定負債合計 17,443 16,813 

負債合計 34,139 29,357 
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    （単位：百万円） 

 
前連結会計年度 

(平成26年３月31日) 
当第１四半期連結会計期間 

(平成26年６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 18,600 19,903 

自己株式 △7,106 △7,317 

株主資本合計 12,789 13,881 

その他の包括利益累計額    

その他有価証券評価差額金 7 7 

為替換算調整勘定 178 5 

退職給付に係る調整累計額 △406 △392 

その他の包括利益累計額合計 △220 △379 

新株予約権 126 126 

純資産合計 12,695 13,628 

負債純資産合計 46,835 42,986 
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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１四半期連結累計期間）

    （単位：百万円） 

 
前第１四半期連結累計期間 
(自 平成25年４月１日 

 至 平成25年６月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成26年４月１日 
 至 平成26年６月30日) 

売上高 11,196 12,343 

売上原価 3,699 4,077 

売上総利益 7,497 8,266 

販売費及び一般管理費 5,114 5,630 

営業利益 2,382 2,636 

営業外収益    

受取利息 9 11 

為替差益 302 － 

その他 3 4 

営業外収益合計 315 16 

営業外費用    

支払利息 140 156 

為替差損 － 260 

その他 39 67 

営業外費用合計 180 485 

経常利益 2,517 2,166 

税金等調整前四半期純利益 2,517 2,166 

法人税等 1,305 863 

四半期純利益 1,212 1,302 
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（四半期連結包括利益計算書）

（第１四半期連結累計期間）

    （単位：百万円） 

 
前第１四半期連結累計期間 
(自 平成25年４月１日 

 至 平成25年６月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成26年４月１日 
 至 平成26年６月30日) 

四半期純利益 1,212 1,302 

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 351 △173 

退職給付に係る調整額 － 14 

その他の包括利益合計 351 △159 

四半期包括利益 1,564 1,143 

（内訳）    

親会社株主に係る四半期包括利益 1,564 1,143 
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（３）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）

該当事項はありません。
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