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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26年 4月 1日から平成26年 9月 30 日までの 6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 44,247 百万円（前

年同期比 5.4％増加、為替の影響を除くと 1.6％増加）、純売上高（売上割戻差引後）24,975 百万円

（前年同期比7.3％増加、為替の影響を除くと3.4％増加）となりました。

営業利益は、アジア事業への投資を継続したことにより 4,283 百万円（前年同期比 15.7％減少、為

替の影響を除くと18.8％減少）となりました。

経常利益は4,164百万円（前年同期比15.3％減少、為替の影響を除くと18.5％減少）、四半期純利益

は2,342百万円（前年同期比12.3％減少、為替の影響を除くと15.7％減少）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、主に現金及び預金が前連結会計年度末に比べ

2,138 百万円減少し、売掛金も減少しましたが、棚卸資産、有形・無形固定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682百万円の増加となりました。

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、長期借入金等が減少した結果、総

負債は前連結会計年度末に比べ2,453百万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2,342百万円増加し、為替の影響により、為替換

算調整勘定が966百万円増加しました。また自己株式が218百万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3,136百万円増加しました。

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、売上債権の減少による収入があった一方、法人税等の支払、たな卸資産の増

加、未払売上割戻金の減少、未払費用の減少による支出等がありその結果、1,167 百万円の支出（前年

同期は2,630百万円の収入）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858百万円の支出（前年同期は329百万円の支出）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 886

百万円の支出（前年同期は4,275百万円の支出）となりました。また為替の換算差額により773百万円

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

2,138百万円減少し、14,205百万円となりました。

（３）連結業績予想などの将来予測情報に関する説明

平成 26 年 5 月 9 日に公表いたしました連結業績予想を修正しております。なお、当該業績予想の修

正の詳細につきましては本日発表の「業績予想の修正に関するお知らせ」をご参照ください。

業績予想の前提となる為替レートにつきましては、当初1 米ドル 101.61 円より、108.44 円に変更し

ております。これは上半期までの実際平均レート 103.01 円と、銀行から入手した下半期の想定レート

113.87 円に基づいております。なお、為替レートが円高となった場合は、予想を下回る可能性があり

ます。
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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。

（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。

   この変更により四半期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２四半期連結会計期間 

(平成26年９月30日) 

資産の部    

流動資産    

現金及び預金 16,351 14,213 

売掛金 2,847 2,452 

商品及び製品 5,495 7,146 

原材料及び貯蔵品 2,516 2,935 

その他 3,936 4,146 

貸倒引当金 △39 △40 

流動資産合計 31,106 30,854 

固定資産    

有形固定資産 3,622 4,199 

無形固定資産    

のれん 5,656 5,715 

商標 3,935 4,220 

その他 1,196 1,173 

無形固定資産合計 10,788 11,109 

投資その他の資産    

その他 1,317 1,354 

投資その他の資産合計 1,317 1,354 

固定資産合計 15,728 16,663 

資産合計 46,835 47,517 

負債の部    

流動負債    

買掛金 2,040 2,140 

1年内返済予定の長期借入金 947 962 

1年以内のリース債務 478 493 

未払売上割戻金 4,954 3,952 

未払法人税等 1,563 311 

未払費用 3,546 2,869 

代理店研修会議費引当金 745 461 

ポイント引当金 85 197 

その他 2,333 3,082 

流動負債合計 16,695 14,471 

固定負債    

長期借入金 11,040 10,676 

長期リース債務 2,104 2,103 

役員退職慰労引当金 28 34 

退職給付に係る負債 1,633 1,640 

繰延税金負債 597 635 

その他 2,039 2,125 

固定負債合計 17,443 17,215 

負債合計 34,139 31,686 
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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２四半期連結会計期間 

(平成26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 1,202 

利益剰余金 18,600 20,943 

自己株式 △7,106 △7,324 

株主資本合計 12,789 14,922 

その他の包括利益累計額    

その他有価証券評価差額金 7 6 

為替換算調整勘定 178 1,144 

退職給付に係る調整累計額 △406 △367 

その他の包括利益累計額合計 △220 782 

新株予約権 126 126 

純資産合計 12,695 15,831 

負債純資産合計 46,835 47,517 
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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25年４月１日 

 至 平成25年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成26年４月１日 
 至 平成26年９月30日) 

売上高 23,286 24,975 

売上原価 7,670 8,930 

売上総利益 15,615 16,045 

販売費及び一般管理費 10,535 11,762 

営業利益 5,079 4,283 

営業外収益    

受取利息 17 19 

為替差益 226 294 

その他 4 14 

営業外収益合計 247 328 

営業外費用    

支払利息 298 313 

その他 115 132 

営業外費用合計 413 446 

経常利益 4,914 4,164 

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 5,141 4,164 

法人税等 2,468 1,821 

四半期純利益 2,672 2,342 
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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25年４月１日 

 至 平成25年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成26年４月１日 
 至 平成26年９月30日) 

四半期純利益 2,672 2,342 

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 285 965 

退職給付に係る調整額 － 38 

その他の包括利益合計 286 1,003 

四半期包括利益 2,958 3,345 

（内訳）    

親会社株主に係る四半期包括利益 2,958 3,345 
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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25年４月１日 

 至 平成25年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成26年４月１日 
 至 平成26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 5,141 4,164 

減価償却費 394 515 

のれん償却額 271 282 

貸倒引当金の増減額（△は減少） △1 △0 

受取利息及び受取配当金 △17 △19 

支払利息 298 313 

為替差損益（△は益） 10 △62 

保険差益 △210 － 

売上債権の増減額（△は増加） 351 470 

たな卸資産の増減額（△は増加） △1,553 △1,523 

長期前払費用の増減額（△は増加） △83 92 

仕入債務の増減額（△は減少） 740 △18 

未払売上割戻金の増減額（△は減少） △130 △1,214 

未払費用の増減額（△は減少） △263 △831 

代理店研修会議費引当金の増減額（△は減少） △60 △303 

退職給付引当金の増減額（△は減少） △11 － 

退職給付に係る負債の増減額（△は減少） － △69 

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 2 6 

その他 △610 395 

小計 4,266 2,197 

利息及び配当金の受取額 17 19 

利息の支払額 △268 △322 

法人税等の支払額 △1,946 △3,122 

法人税等の還付額 351 60 

保険金の受取額 210 － 

営業活動によるキャッシュ・フロー 2,630 △1,167 

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 △206 △685 

無形固定資産の取得による支出 △127 △82 

従業員に対する貸付金の回収による収入 5 12 

その他 － △103 

投資活動によるキャッシュ・フロー △329 △858 

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 △871 △471 

リース債務の返済による支出 △198 △196 

自己株式の取得による支出 △4,055 △217 

財務活動によるキャッシュ・フロー △4,275 △886 

現金及び現金同等物に係る換算差額 232 773 

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △1,741 △2,138 

現金及び現金同等物の期首残高 13,939 16,344 

現金及び現金同等物の四半期末残高 12,198 14,205 
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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） 

該当事項はありません。 
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