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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の当社グループ連結売上高は、3,007,706千円（前年同期比13.1％増）となりまし

た。

 本年度はテレビＣＭ・ネット広告等を強化し認知度向上に重点をおいています。その効果は徐々に現われてきて

おり、品目別売上の基礎化粧品は2,020,042千円（同21.0％増）、メイクアップ化粧品は205,051千円（同1.4％

減）、トイレタリーは130,980千円（同9.7％減）、栄養補助食品・雑貨等は631,738千円（同0.0％増）となりまし

た。

 販売ルート別売上では、通信販売が1,640,075千円（同3.7％増）、百貨店向卸売は382,437千円（同50.5％

増）、その他卸売778,077千円（同17.9％増）、直営店206,016千円（同26.2％増）となりました。

 売上原価は、744,222千円（同9.7％増）となりました。販売費及び一般管理費は、テレビＣＭ・ネット広告等を

強化したため、広告宣伝・販売促進費が1,278,061千円（同33.2％増）、その他経費が1,321,456千円（同5.7％

増）、合計で2,599,518千円（同17.7％増）となりました。

 これらの結果、営業損失は336,034千円、経常損失は346,647千円、親会社株主に帰属する四半期純損失は

152,024千円となっております。

 

 品目別売上                                         （単位：千円）

区分
平成26年６月期 平成27年６月期

増減額 増減率
金額 構成比 金額 構成比

化粧品

    ％   ％   ％

基礎化粧品 1,670,074 62.8 2,020,042 67.2 349,968 21.0

メイクアップ化粧品 207,917 7.8 205,051 6.8 △2,865 △1.4

トイレタリー 145,127 5.4 130,980 4.3 △14,146 △9.7

その他（注）１ 4,210 0.2 18,794 0.6 14,583 346.3

小計 2,027,329 76.2 2,374,869 78.9 347,539 17.1

栄養補助食品・雑貨等 631,694 23.7 631,738 21.0 44 0.0

化粧品・栄養補助食品等 小計 2,659,023 99.9 3,006,607 99.9 347,583 13.1

その他（注）２ 867 0.1 1,098 0.1 230 26.6

合計 2,659,891 100.0 3,007,706 100.0 347,814 13.1

（注）１．期間を限定して提供するキャンペーンセット品等が主なものです。

２．カルチャーセンター等の売上が主なものです。

３．上記の金額には、消費税等は含まれていません。
 

 販売ルート別売上                                      （単位：千円）

区分
平成26年６月期 平成27年６月期

増減額 増減率
金額 構成比 金額 構成比

販 売

ルート

    ％   ％   ％

通信販売 1,581,747 59.5 1,640,075 54.5 58,328 3.7

百貨店向卸売 254,057 9.6 382,437 12.7 128,380 50.5

その他卸売 660,010 24.8 778,077 25.9 118,067 17.9

直営店 163,208 6.1 206,016 6.9 42,807 26.2

合計 2,659,023 100.0 3,006,607 100.0 347,583 13.1

（注）１．上記の合計表は、「品目別売上」の「その他」を除いた「化粧品・栄養補助食品等 小計」売上に対して記

載しています。

２．上記の金額には、消費税等は含まれていません。

 

（２）財政状態に関する説明

 当第１四半期連結会計期間末における総資産は、売掛金等の減少により12,240,022千円となり、前連結会計年度

末と比較して922,284千円の減少となりました。また、負債合計は借入金等の減少により6,003,139千円となり、前

連結会計年度末と比較して692,258千円の減少になりました。純資産は6,236,882千円となり、前連結会計年度末と

比較して230,025千円の減少となりました。
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（３）連結業績予想などの将来予測情報に関する説明

 平成28年３月期の業績予想につきましては、「スクワラン」を中心とした新規顧客の獲得、既存顧客の深耕及び

新店舗開設による売上増が見込まれており、平成27年５月11日に公表しました業績予想を達成できる見込みです。

 

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

 税金費用の計算

  一部の連結子会社においては、当第１四半期連結会計期間を含む連結会計年度の税引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、税引前四半期純利益に当該見積実効税率を乗じて計算していま

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

  「企業結合に関する会計基準」（企業会計基準第21号 平成25年９月13日。以下「企業結合会計基準」とい

う。）、「連結財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第22号 平成25年９月13日。以下「連結会計基準」

という。）及び「事業分離等に関する会計基準」（企業会計基準第７号 平成25年９月13日。以下「事業分離等

会計基準」という。）等を当第１四半期連結会計期間から適用し、支配が継続している場合の子会社に対する当

社の持分変動による差額を資本剰余金として計上するとともに、取得関連費用を発生した連結会計年度の費用と

して計上する方法に変更しています。また、当第１四半期連結会計期間の期首以後実施される企業結合について

は、暫定的な会計処理の確定による取得原価の配分額の見直しを企業結合日の属する四半期連結会計期間の四半

期連結財務諸表に反映させる方法に変更しています。加えて、四半期純利益等の表示の変更及び少数株主持分か

ら非支配株主持分への表示の変更を行っています。当該表示の変更を反映させるため、前第１四半期連結累計期

間及び前連結会計年度については、四半期連結財務諸表及び連結財務諸表の組替えを行っています。

  企業結合会計基準等の適用については、企業結合会計基準第58－２項（4）、連結会計基準第44－５項（4）及

び事業分離等会計基準第57－４項（4）に定める経過的な取扱いに従っており、当第１四半期連結会計期間の期

首時点から将来にわたって適用しています。

  これによる損益に与える影響はありません。

 

３．継続企業の前提に関する重要事象等

 該当事項はありません。
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４．四半期連結財務諸表

（１）四半期連結貸借対照表

    （単位：千円） 

 
前連結会計年度 

(平成27年３月31日) 
当第１四半期連結会計期間 

(平成27年６月30日) 

資産の部    

流動資産    

現金及び預金 3,756,664 3,339,677 

受取手形及び売掛金 1,736,925 1,259,269 

商品及び製品 1,097,284 1,245,119 

仕掛品 46,968 34,975 

原材料及び貯蔵品 724,812 686,537 

繰延税金資産 197,153 324,902 

その他 369,775 424,680 

貸倒引当金 △12,803 △8,935 

流動資産合計 7,916,781 7,306,227 

固定資産    

有形固定資産    

建物及び構築物 3,456,479 3,493,927 

減価償却累計額 △1,559,766 △1,594,172 

建物及び構築物（純額） 1,896,713 1,899,755 

機械装置及び運搬具 1,433,061 1,436,236 

減価償却累計額 △916,309 △927,216 

機械装置及び運搬具（純額） 516,751 509,019 

工具、器具及び備品 831,852 841,942 

減価償却累計額 △645,397 △647,052 

工具、器具及び備品（純額） 186,455 194,890 

土地 1,751,048 1,492,100 

建設仮勘定 13,232 44,550 

その他 9,706 9,706 

減価償却累計額 △8,735 △9,220 

その他（純額） 970 485 

有形固定資産合計 4,365,171 4,140,801 

無形固定資産    

のれん 203,145 155,850 

その他 234,548 226,404 

無形固定資産合計 437,694 382,254 

投資その他の資産    

投資有価証券 11,447 12,446 

繰延税金資産 206,806 159,812 

差入保証金 203,422 218,441 

その他 20,982 20,037 

投資その他の資産合計 442,659 410,738 

固定資産合計 5,245,525 4,933,794 

資産合計 13,162,306 12,240,022 
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    （単位：千円） 

 
前連結会計年度 

(平成27年３月31日) 
当第１四半期連結会計期間 

(平成27年６月30日) 

負債の部    

流動負債    

買掛金 623,708 401,065 

短期借入金 1,850,000 1,650,000 

1年内返済予定の長期借入金 918,338 900,840 

未払金 885,438 890,900 

未払法人税等 34,252 44,340 

ポイント引当金 268,153 209,380 

その他 160,631 150,426 

流動負債合計 4,740,523 4,246,954 

固定負債    

長期借入金 1,921,073 1,721,081 

役員退職慰労引当金 1,583 1,583 

その他 32,218 33,521 

固定負債合計 1,954,874 1,756,185 

負債合計 6,695,398 6,003,139 

純資産の部    

株主資本    

資本金 696,450 696,450 

資本剰余金 812,570 812,570 

利益剰余金 4,952,372 4,721,673 

自己株式 △1,134 △1,134 

株主資本合計 6,460,257 6,229,558 

その他の包括利益累計額    

その他有価証券評価差額金 1,533 2,209 

為替換算調整勘定 5,117 5,113 

その他の包括利益累計額合計 6,650 7,323 

純資産合計 6,466,908 6,236,882 

負債純資産合計 13,162,306 12,240,022 
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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：千円） 

 
前第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) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成27年４月１日 
 至 平成27年６月30日) 

売上高 2,659,891 3,007,706 

売上原価 678,521 744,222 

売上総利益 1,981,370 2,263,484 

販売費及び一般管理費 2,209,326 2,599,518 

営業損失（△） △227,956 △336,034 

営業外収益    

受取利息 8 9 

受取配当金 77 79 

受取賃貸料 3,799 612 

助成金収入 2,350 454 

その他 1,613 1,117 

営業外収益合計 7,849 2,273 

営業外費用    

支払利息 14,324 11,591 

その他 3,593 1,295 

営業外費用合計 17,918 12,886 

経常損失（△） △238,025 △346,647 

特別利益    

固定資産売却益 － 170,729 

特別利益合計 － 170,729 

特別損失    

固定資産除却損 4,868 12,495 

特別損失合計 4,868 12,495 

税金等調整前四半期純損失（△） △242,893 △188,413 

法人税、住民税及び事業税 41,522 42,995 

法人税等調整額 △85,217 △79,384 

法人税等合計 △43,695 △36,388 

四半期純損失（△） △199,198 △152,024 

親会社株主に帰属する四半期純損失（△） △199,198 △152,024 
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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：千円） 

 
前第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) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成27年４月１日 
 至 平成27年６月30日) 

四半期純損失（△） △199,198 △152,024 

その他の包括利益    

その他有価証券評価差額金 297 676 

為替換算調整勘定 △408 △3 

その他の包括利益合計 △111 673 

四半期包括利益 △199,309 △151,351 

（内訳）    

親会社株主に係る四半期包括利益 △199,309 △151,351 

非支配株主に係る四半期包括利益 － － 
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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。

 

（セグメント情報等）

 当社グループは、化粧品事業の単一セグメントであるため、記載を省略しています。
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