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(百万円未満切捨て)

１．2022年９月期第３四半期の連結業績（2021年10月１日～2022年６月30日）
（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
親会社株主に帰属
する四半期純利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

2022年９月期第３四半期 45,892 － 7,959 － 8,127 － 4,653 －

2021年９月期第３四半期 38,826 △2.3 6,961 0.5 7,191 2.2 3,601 0.7

(注) 包括利益 2022年９月期第３四半期 4,869百万円( －％) 2021年９月期第３四半期 4,069百万円( 2.6％)

　

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

2022年９月期第３四半期 136.25 －

2021年９月期第３四半期 105.45 －
　

（注）「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号2020年３月31日）等を第１四半期連結会計期間の期首
　 から適用しており、2022年９月期第３四半期に係る各数値については、当該会計基準等を適用した後の数値と
　 なっているため、対前年同四半期増減率は記載しておりません。

　

（２）連結財政状態

総資産 純資産 自己資本比率

百万円 百万円 ％

2022年９月期第３四半期 74,607 49,455 65.7

2021年９月期 80,448 52,233 64.5

(参考) 自己資本 2022年９月期第３四半期 49,019百万円 2021年９月期 51,926百万円
　

　　

２．配当の状況

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

2021年９月期 － 0.00 － 210.00 210.00

2022年９月期 － 0.00 －

2022年９月期(予想) 210.00 210.00

(注) 直近に公表されている配当予想からの修正の有無 ： 無
　

　

３．2022年９月期の連結業績予想（2021年10月１日～2022年９月30日）
(％表示は、対前期増減率)

売上高 営業利益 経常利益
親会社株主に帰属
する当期純利益

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 58,500 14.1 9,200 7.5 9,400 4.8 6,500 1.8 190.30

(注) 直近に公表されている業績予想からの修正の有無 ： 無
　

2022年９月期の期首より「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号2020年３月31日）等を適用して
　 おります。2021年９月期を同様の基準で試算した場合、通期売上高は前期比0.3％増の見通しとなります。

なお、営業利益、経常利益、親会社株主に帰属する当期純利益への影響は軽微となる見通しであります。
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※ 注記事項
（１）当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動（連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動） ： 無
　

　

（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

① 会計基準等の改正に伴う会計方針の変更 ： 有

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
　

　

（４）発行済株式数（普通株式）

① 期末発行済株式数（自己株式を含む) 2022年９月期３Ｑ 34,156,623株 2021年９月期 34,156,623株

② 期末自己株式数 2022年９月期３Ｑ 239株 2021年９月期 235株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 2022年９月期３Ｑ 34,156,386株 2021年９月期３Ｑ 34,156,493株

　
　

※ 四半期決算短信は公認会計士又は監査法人の四半期レビューの対象外です

※ 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、実際の実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）２ペー

ジ「１．当四半期決算に関する定性的情報（３）連結業績予想などの将来予測情報に関する説明」をご覧くださ

い。
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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３四半期連結累計期間（2021年10月１日～2022年６月30日）における景気の動向は、持ち直しの動きがみら

れたものの、引き続き新型コロナウイルス感染症の影響等により、依然として不透明な状況で推移しました。

当社グループが事業を展開する市場においては、新型コロナウイルス感染症の影響を受けました。

このような環境の中、中期経営計画のテーマ「グループ各事業の持続可能な経営による節度ある成長の実現」に

取り組んでおります。

その結果、当第３四半期連結累計期間の業績は、売上高45,892百万円、営業利益7,959百万円、経常利益8,127百

万円、親会社株主に帰属する四半期純利益4,653百万円となりました。

化粧品事業は、売上高35,991百万円、セグメント利益8,502百万円となりました。

医薬・食品事業は、売上高8,200百万円、セグメント利益927百万円となりました。

その他の事業は、売上高1,700百万円、セグメント利益233百万円となりました。

(注)第１四半期連結会計期間の期首より「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号 2020年３月31

日）等を適用しております。この結果、前第３四半期連結累計期間と収益の会計処理が異なることから、対前年同

四半期増減率を記載せずに説明しております。当第３四半期連結累計期間の業績について、2021年９月期を同様の

基準で試算した場合の対前年同四半期増減率は、売上高3.5％増、営業利益17.0％増、経常利益15.6％増となりま

す。

（２）財政状態に関する説明

当第３四半期連結会計期間末の総資産は、前連結会計年度末に比べ5,841百万円減少し、74,607百万円となりま

した。主に、現金及び預金が2,711百万円、受取手形及び売掛金が873百万円、繰延税金資産が870百万円それぞれ

減少したことによるものです。

負債は、前連結会計年度末に比べ3,064百万円減少し、25,151百万円となりました。主に、退職給付に係る負債

が5,006百万円減少したことと、未払金が1,143百万円、流動負債（その他）が1,039百万円それぞれ増加したこと

によるものです。

純資産は、前連結会計年度末に比べ2,777百万円減少し、49,455百万円となりました。主に、前期末配当7,172百

万円による減少と、親会社株主に帰属する四半期純利益4,653百万円により、利益剰余金が2,993百万円減少したこ

とによるものです。

この結果、自己資本比率は65.7％となりました。

（キャッシュ・フローの状況）

当第３四半期連結累計期間末における現金及び現金同等物（以下、「資金」という。）は、前連結会計年度末に

比べ2,718百万円減少し、28,122百万円となりました。

当第３四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの増減要因は次のとおりであります。

（営業活動によるキャッシュ・フロー）

営業活動による資金の増加は4,486百万円（前年同期比2,713百万円の収入減）となりました。主に、増加要因と

して、税金等調整前四半期純利益8,895百万円、減少要因として、退職給付に係る資産負債の減少4,046百万円によ

るものであります。

（投資活動によるキャッシュ・フロー）

投資活動による資金の減少は372百万円（前年同期比38百万円の支出増）となりました。主に、有形固定資産の

取得による支出512百万円によるものであります。

（財務活動によるキャッシュ・フロー）

財務活動による資金の減少は7,249百万円（前年同期比164百万円の支出増）となりました。主に、配当金の支払

7,165百万円によるものであります。

（３）連結業績予想などの将来予測情報に関する説明

通期の連結業績予想につきましては、2021年11月９日公表の連結業績予想に変更はありません。
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２．四半期連結財務諸表及び主な注記

（１）四半期連結貸借対照表

(単位：百万円)

前連結会計年度
(2021年９月30日)

当第３四半期連結会計期間
(2022年６月30日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 31,101 28,390

受取手形及び売掛金 9,307 8,434

商品及び製品 5,951 6,381

仕掛品 116 150

原材料及び貯蔵品 1,263 1,438

未収入金 2,836 2,435

その他 571 709

貸倒引当金 △20 △22

流動資産合計 51,128 47,917

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額） 5,322 5,042

機械装置及び運搬具（純額） 1,418 949

土地 13,964 13,605

リース資産（純額） 1,027 954

建設仮勘定 122 338

その他（純額） 186 170

有形固定資産合計 22,041 21,061

無形固定資産

のれん 240 217

ソフトウエア 70 129

その他 120 90

無形固定資産合計 431 437

投資その他の資産

投資有価証券 2,779 2,052

繰延税金資産 2,705 1,835

その他 1,382 1,322

貸倒引当金 △20 △19

投資その他の資産合計 6,847 5,190

固定資産合計 29,320 26,689

資産合計 80,448 74,607
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(単位：百万円)

前連結会計年度
(2021年９月30日)

当第３四半期連結会計期間
(2022年６月30日)

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 2,592 3,356

リース債務 112 99

未払金 2,401 3,544

未払法人税等 1,649 971

賞与引当金 102 55

返品調整引当金 589 －

その他 1,192 2,232

流動負債合計 8,639 10,260

固定負債

リース債務 1,000 934

長期預り保証金 12,415 12,088

繰延税金負債 492 320

退職給付に係る負債 5,531 524

その他 136 1,022

固定負債合計 19,575 14,890

負債合計 28,215 25,151

純資産の部

株主資本

資本金 7,319 7,319

利益剰余金 43,040 40,046

自己株式 △1 △1

株主資本合計 50,357 47,364

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 1,730 1,223

為替換算調整勘定 △27 446

退職給付に係る調整累計額 △134 △14

その他の包括利益累計額合計 1,568 1,654

非支配株主持分 306 436

純資産合計 52,233 49,455

負債純資産合計 80,448 74,607
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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：百万円)
前第３四半期連結累計期間

(自 2020年10月１日
　至 2021年６月30日)

当第３四半期連結累計期間
(自 2021年10月１日
　至 2022年６月30日)

売上高 38,826 45,892

売上原価 13,601 13,981

売上総利益 25,225 31,911

販売費及び一般管理費 18,264 23,951

営業利益 6,961 7,959

営業外収益

受取利息 6 6

受取配当金 16 16

為替差益 38 73

保険解約返戻金 127 －

その他 82 72

営業外収益合計 270 169

営業外費用

訴訟和解金 40 －

その他 0 1

営業外費用合計 40 1

経常利益 7,191 8,127

特別利益

固定資産売却益 6 121

退職給付制度改定益 － 961

特別利益合計 6 1,083

特別損失

固定資産除売却損 5 5

減損損失 － 310

特別損失合計 5 315

税金等調整前四半期純利益 7,192 8,895

法人税、住民税及び事業税 3,615 3,095

法人税等調整額 △104 1,078

法人税等合計 3,511 4,173

四半期純利益 3,681 4,722

非支配株主に帰属する四半期純利益 79 68

親会社株主に帰属する四半期純利益 3,601 4,653
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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：百万円)
前第３四半期連結累計期間

(自 2020年10月１日
　至 2021年６月30日)

当第３四半期連結累計期間
(自 2021年10月１日
　至 2022年６月30日)

四半期純利益 3,681 4,722

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 220 △507

為替換算調整勘定 175 535

退職給付に係る調整額 △8 119

その他の包括利益合計 388 147

四半期包括利益 4,069 4,869

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 3,959 4,739

非支配株主に係る四半期包括利益 110 130
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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３四半期連結累計期間

(自 2020年10月１日
　至 2021年６月30日)

当第３四半期連結累計期間
(自 2021年10月１日
　至 2022年６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 7,192 8,895

減価償却費 1,060 1,051

減損損失 － 310

のれん償却額 23 23

貸倒引当金の増減額（△は減少） △4 △1

賞与引当金の増減額（△は減少） △45 △47

返品調整引当金の増減額（△は減少） 110 －

退職給付に係る資産負債の増減額（△は減少） 102 △4,046

退職給付制度移行に伴う未払金の増減額（△は
減少）

－ 1,876

受取利息及び受取配当金 △22 △23

為替差損益（△は益） △6 △26

固定資産除売却損益（△は益） △0 △116

退職給付制度改定益 － △961

保険解約返戻金 △127 －

売上債権の増減額（△は増加） 273 198

棚卸資産の増減額（△は増加） 219 △402

仕入債務の増減額（△は減少） 605 712

預り保証金の増減額（△は減少） △393 △327

その他 194 624

小計 9,180 7,740

利息及び配当金の受取額 20 22

法人税等の支払額又は還付額（△は支払） △2,256 △3,275

保険解約返戻金の受取額 255 －

営業活動によるキャッシュ・フロー 7,200 4,486

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出 △187 △238

定期預金の払戻による収入 187 238

投資有価証券の取得による支出 △1 △1

有形固定資産の取得による支出 △309 △512

有形固定資産の売却による収入 20 207

無形固定資産の取得による支出 △43 △66

投資活動によるキャッシュ・フロー △333 △372

財務活動によるキャッシュ・フロー

自己株式の取得による支出 △0 △0

配当金の支払額 △7,001 △7,165

その他 △83 △84

財務活動によるキャッシュ・フロー △7,085 △7,249

現金及び現金同等物に係る換算差額 139 416

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △79 △2,718

現金及び現金同等物の期首残高 29,199 30,841

連結子会社の会計期間変更による現金及び現金同等
物の増減額（△は減少）

16 －

現金及び現金同等物の四半期末残高 29,136 28,122
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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。

（会計方針の変更）

（収益認識に関する会計基準等の適用）

「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号 2020年３月31日。以下「収益認識会計基準」とい

う。）等を第１四半期連結会計期間の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点

で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することとしております。なお、「収

益認識に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第30号 2021年３月26日）第98項に定める代替的

な取扱いを適用し、製品等の国内販売において、出荷時から当該製品等の支配が顧客に移転されるまでの期間が

通常の期間である場合には、出荷時に収益を認識しております。

これにより、従来、直接契約を締結する販売代理店については販売を行った時点で収益を認識しておりました

が、顧客に出荷した時点で収益を認識する方法に変更しております。売上高から減額しておりました販売手数料

については、販売費及び一般管理費に計上する方法へ変更しております。また、販売費及び一般管理費に計上し

ておりました顧客に支払われる販売促進費の一部は、売上高から減額する方法へ変更しております。さらに、返

品による損失見込額を返品調整引当金として計上しておりました返品権付きの販売については、予想される返品

部分に関して、また発生見込額を計上しておりました売上リベートについて、それぞれ変動対価に関する定めに

従い、返金負債を計上する方法に変更しております。

収益認識会計基準等の適用については、収益認識会計基準第84項ただし書きに定める経過的な取扱いに従って

おり、第１四半期連結会計期間の期首より前に新たな会計方針を遡及適用した場合の累積的影響額を、第１四半

期連結会計期間の期首の利益剰余金に加減し、当該期首残高から新たな会計方針を適用しております。

この結果、当第３四半期連結累計期間の売上高は5,493百万円増加、売上原価は202百万円減少し、売上総利益

が5,695百万円増加、販売費及び一般管理費は5,858百万円増加し、営業利益、経常利益及び税金等調整前四半期

純利益はそれぞれ162百万円減少しております。また、利益剰余金の当期首残高は474百万円減少しております。

収益認識会計基準等を適用したため、前連結会計年度の連結貸借対照表において「流動負債」に表示していた

「返品調整引当金」は、第１四半期連結会計期間より返金負債として「流動負債」の「その他」に含めて表示す

ることとしました。なお、収益認識会計基準第89-２項に定める経過的な取扱いに従って、前連結会計年度につ

いて新たな表示方法により組替えを行っておりません。さらに、「四半期財務諸表に関する会計基準」（企業会

計基準第12号 2020年３月31日）第28-15項に定める経過的な取扱いに従って、前第３四半期連結累計期間に係

る顧客との契約から生じる収益を分解した情報を記載しておりません。

（時価の算定に関する会計基準等の適用）

「時価の算定に関する会計基準」（企業会計基準第30号 2019年７月４日。以下「時価算定会計基準」とい

う。）等を第１四半期連結会計期間の期首から適用し、時価算定会計基準第19項及び「金融商品に関する会計基

準」（企業会計基準第10号 2019年７月４日）第44-２項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準

等が定める新たな会計方針を、将来にわたって適用することとしております。なお、四半期連結財務諸表に与え

る影響はありません。

（追加情報）

（新型コロナウイルス感染症の影響に関する会計上の見積り）

新型コロナウイルス感染症の影響に関する会計上の見積りにつきましては、前連結会計年度の有価証券報告書

の追加情報に記載した内容から重要な変更はありません。
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（セグメント情報等）

Ⅰ 前第３四半期連結累計期間(自 2020年10月１日 至 2021年６月30日)

１ 報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報

（単位：百万円）

化粧品

事業

医薬・食品

事業

その他の

事業
合計

調整額

(注１)

四半期連結

損益計算書

計上額

(注２)

売上高

外部顧客への売上高 29,579 8,075 1,171 38,826 － 38,826

セグメント間の内部売上高

又は振替高
－ － 194 194 △194 －

計 29,579 8,075 1,366 39,021 △194 38,826

セグメント利益 7,860 1,068 65 8,994 △2,032 6,961

(注) １ セグメント利益の調整額△2,032百万円の内訳は、セグメント間取引消去627百万円及び各報告セグメ

ントに配分していない全社費用△2,660百万円です。全社費用は、報告セグメントに帰属しない当社の

管理部門に係る費用であります。

２ セグメント利益は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。

　

２ 報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報

該当事項はありません。
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Ⅱ 当第３四半期連結累計期間(自 2021年10月１日 至 2022年６月30日)

１ 報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報並びに収益の分解情報

（単位：百万円）

化粧品

事業

医薬・食品

事業

その他の

事業
合計

調整額

(注１)

四半期連結

損益計算書

計上額

(注２)

売上高

顧客との契約から生じる収益 35,991 8,200 1,636 45,828 － 45,828

その他の収益 － － 64 64 － 64

外部顧客への売上高 35,991 8,200 1,700 45,892 － 45,892

セグメント間の内部売上高

又は振替高
－ － 218 218 △218 －

計 35,991 8,200 1,919 46,111 △218 45,892

セグメント利益 8,502 927 233 9,664 △1,704 7,959

(注) １ セグメント利益の調整額△1,704百万円の内訳は、セグメント間取引消去381百万円及び各報告セグメ

ントに配分していない全社費用△2,085百万円です。全社費用は、報告セグメントに帰属しない当社の

管理部門に係る費用であります。

２ セグメント利益は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。

　

２ 報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報

(固定資産に係る重要な減損損失)

　売却することとなった施設の土地・建物等について、帳簿価額を回収可能価額まで減額し、当該減少額を

減損損失に計上しております。

　なお、当該減損損失の計上額は、当第３四半期連結累計期間においては「化粧品事業」276百万円、「医

薬・食品事業」27百万円、「その他の事業」６百万円であります。

３ 報告セグメントの変更等に関する事項

会計方針の変更に記載のとおり、第１四半期連結会計期間の期首から収益認識会計基準等を適用し、収益

認識に関する会計処理方法を変更したため、事業セグメントの利益又は損失の算定方法を同様に変更してお

ります。

当該変更により、従来の方法と比べて、当第３四半期連結累計期間の化粧品事業の売上高は5,069百万円

増加、セグメント利益は０百万円減少し、医薬・食品事業の売上高は288百万円増加、セグメント利益は161

百万円減少し、その他の事業の売上高は135百万円増加、セグメント利益は１百万円減少しております。

　


