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1.  平成25年9月期第2四半期の連結業績（平成24年10月1日～平成25年3月31日） 

※平成23年３月22日持株会社設立に伴い、前々期平成23年９月期（平成23年３月22日～平成23年９月30日）は約６ヶ月間の変則決算となっているため、前期
平成24年９月期第２四半期の対前期増減率は記載しておりません。 

(2) 連結財政状態 

  

(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 四半期純利益
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

25年9月期第2四半期 22,487 △3.2 3,268 38.2 3,390 35.9 1,599 49.9
24年9月期第2四半期 23,222 ― 2,364 ― 2,496 ― 1,066 ―

（注）包括利益 25年9月期第2四半期 1,966百万円 （65.5％） 24年9月期第2四半期 1,187百万円 （―％）

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

25年9月期第2四半期 42.72 ―
24年9月期第2四半期 27.68 ―

総資産 純資産 自己資本比率
百万円 百万円 ％

25年9月期第2四半期 82,522 50,158 60.7
24年9月期 83,701 49,689 59.3
（参考） 自己資本   25年9月期第2四半期  50,099百万円 24年9月期  49,644百万円

2.  配当の状況 

（注）直近に公表されている配当予想からの修正の有無  ：  無  
 

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

24年9月期 ― 0.00 ― 40.00 40.00
25年9月期 ― 0.00
25年9月期（予想） ― 40.00 40.00

3. 平成25年 9月期の連結業績予想（平成24年10月 1日～平成25年 9月30日）  
（％表示は、対前期増減率）

（注）直近に公表されている業績予想からの修正の有無  ：  無   

売上高 営業利益 経常利益 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 48,000 1.7 6,000 16.5 6,200 13.7 3,700 32.7 98.82



(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 

(4) 発行済株式数（普通株式） 

※四半期レビュー手続の実施状況に関する表示 
 この四半期決算短信は、金融商品取引法に基づく四半期レビュー手続の対象外であり、この四半期決算短信の開示時点において、金融商品取引法に基づく
四半期連結財務諸表のレビュー手続は終了しておりません。 

※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）３ページ「１．当四半期決算に関する定性的情報（３）連結業績予想に関する定性的情報」をご覧ください。 

※  注記事項

① 会計基準等の改正に伴う会計方針の変更   ：  無
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

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 25年9月期2Q 37,442,840 株 24年9月期 37,442,840 株
② 期末自己株式数 25年9月期2Q 58 株 24年9月期 58 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 25年9月期2Q 37,442,782 株 24年9月期2Q 38,545,325 株
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１．当四半期決算に関する定性的情報 

(1) 連結経営成績に関する定性的情報 

第２四半期連結累計期間（平成24年10月１日から平成25年３月31日まで） 

 前第２四半期 当第２四半期   

 
売上高 

（百万円） 
構成比 
（％） 

売上高 
（百万円）

構成比 
（％） 

増減額 
（百万円） 

増減率 
（％） 

化粧品事業 16,340 70.4 15,284 68.0 △1,055 △6.5

医薬・食品事業 6,291 27.1 6,318 28.1 26 0.4

その他の事業 590 2.5 883 3.9 292 49.6

売上高計 23,222 100.0 22,487 100.0 △735 △3.2

 

 前第２四半期 当第２四半期   

 
金額 

（百万円） 
売上高比 
（％） 

金額 
（百万円）

売上高比 
（％） 

増減額 
（百万円） 

増減率 
（％） 

営業利益 2,364 10.2 3,268 14.5 903 38.2

経常利益 2,496 10.7 3,390 15.1 894 35.9

四半期純利益 1,066 4.6 1,599 7.1 532 49.9

 

当第２四半期連結累計期間（平成24年10月１日～平成25年３月31日）におけるわが国経済は、為

替の円高修正や株価上昇により景気回復への兆しを見せ始めております。一方、海外経済では、不

安定さを残しつつも緩やかな持ち直しが見られます。 

当社グループが主に事業を展開する国内化粧品市場は、付加価値を訴求した高価格帯商品に緩や

かな回復が見られるものの、低価格帯商品への需要は高く、依然として厳しい競争が続いておりま

す。 

このような環境の中、当第２四半期連結累計期間の売上高は22,487百万円（前年同期比3.2％減）

となりました。利益面につきましては、営業利益は3,268百万円（同38.2％増）、経常利益は3,390

百万円（同35.9％増）、四半期純利益は1,599百万円（同49.9％増）となりました。 

化粧品事業におけるカウンセリング化粧品では、レッスン型サロン「ノエビア ビューティスタジ

オ」において、お客さまへのサービス活動を引き続き推進しました。セルフ化粧品では、主要ブラ

ンドの店頭プロモーションを強化し認知拡大を図りました。一方、新商品効果の一巡と市場競争激

化の影響を受けました。その結果、化粧品事業の売上高は15,284百万円（前年同期比6.5％減）、セ

グメント利益は3,669百万円（同22.3％増）となりました。 

医薬・食品事業では、主要ブランドのプロモーションを実施しました。また、栄養補助食品は、

新商品を含め堅調に推移しました。その結果、医薬・食品事業の売上高は6,318百万円（前年同期比

0.4％増）、セグメント利益は432百万円（同148.9％増）となりました。 

その他の事業では、航空関連事業において欧米市場の需要は不安定なものの、堅調に推移しまし

た。その結果、その他の事業の売上高は883百万円（前年同期比49.6％増）、セグメント利益は56百

万円（同60.7％増）となりました。 
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(2) 連結財政状態に関する定性的情報 

当第２四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1,178百万円減少し、82,522百

万円となりました。主に、受取手形及び売掛金が1,683百万円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1,646百万円減少し、32,364百万円となりました。主に、未払金

が670百万円、長期預り保証金が405百万円それぞれ減少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468百万円増加し、50,158百万円となりました。主に、為替換

算調整勘定が235百万円、その他有価証券評価差額金が117百万円それぞれ増加したことによるもの

です。 

この結果、自己資本比率は60.7％となりました。 

 

（キャッシュ・フローの状況） 

当第２四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

結会計年度末の36,253百万円に比べ492百万円増加し、36,745百万円となりました。 

当第２四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2,081百万円（前年同期比327百万円の収入増）となりました。これ

は、主に、税金等調整前四半期純利益3,392百万円と、減少要因として法人税等の支払額1,761百万

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202百万円（前年同期比2,674百万円の支出増）となりました。これ

は、主に、有形固定資産の取得による支出176百万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1,495百万円（前年同期比3,315百万円の支出減）となりました。こ

れは、配当金の支払額1,495百万円によるものであります。 

 

(3) 連結業績予想に関する定性的情報 

平成25年９月期通期の連結業績予想につきましては、平成24年11月14日公表の連結業績予想に変

更はありません。 

 

 

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 

該当事項はありません。 

 

(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：千円)

前連結会計年度 
(平成24年９月30日) 

当第２四半期連結会計期間 
(平成25年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 38,253,228 38,778,234

受取手形及び売掛金 11,754,160 10,071,026

商品及び製品 5,694,420 5,998,007

仕掛品 206,578 185,454

原材料及び貯蔵品 1,299,798 1,278,610

繰延税金資産 1,097,329 1,038,493

未収入金 1,761,543 1,695,858

その他 455,123 397,476

貸倒引当金 △55,945 △52,851

流動資産合計 60,466,236 59,390,309

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 5,005,520 4,825,082

機械装置及び運搬具（純額） 792,277 738,143

土地 13,642,382 13,642,382

リース資産（純額） 30,118 33,399

建設仮勘定 1,609 5,779

その他（純額） 203,938 225,217

有形固定資産合計 19,675,847 19,470,003

無形固定資産   

のれん 32 －

ソフトウエア 328,769 206,320

その他 98,853 97,671

無形固定資産合計 427,654 303,992

投資その他の資産   

投資有価証券 409,322 592,934

繰延税金資産 1,796,916 1,765,531

その他 1,021,442 1,090,785

貸倒引当金 △96,333 △90,626

投資その他の資産合計 3,131,347 3,358,625

固定資産合計 23,234,849 23,132,621

資産合計 83,701,086 82,522,931
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(単位：千円)

前連結会計年度 
(平成24年９月30日) 

当第２四半期連結会計期間 
(平成25年３月31日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 4,824,771 4,443,613

リース債務 10,262 11,562

未払金 3,393,112 2,722,785

未払法人税等 1,294,737 1,498,983

賞与引当金 161,982 275,892

返品調整引当金 691,425 597,465

その他 1,377,274 988,493

流動負債合計 11,753,567 10,538,797

固定負債   

リース債務 21,358 23,503

長期預り保証金 17,358,866 16,953,091

退職給付引当金 4,692,944 4,580,793

その他 184,689 268,534

固定負債合計 22,257,858 21,825,922

負債合計 34,011,425 32,364,719

純資産の部   

株主資本   

資本金 7,319,000 7,319,000

資本剰余金 3,484,620 3,484,620

利益剰余金 39,372,029 39,473,757

自己株式 △50 △50

株主資本合計 50,175,599 50,277,327

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 39,651 157,284

為替換算調整勘定 △570,493 △335,486

その他の包括利益累計額合計 △530,841 △178,202

少数株主持分 44,902 59,086

純資産合計 49,689,660 50,158,212

負債純資産合計 83,701,086 82,522,931
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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：千円)

前第２四半期連結累計期間 
(自 平成23年10月１日 
 至 平成24年３月31日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成24年10月１日 
 至 平成25年３月31日) 

売上高 23,222,857 22,487,067

売上原価 8,127,208 7,596,008

売上総利益 15,095,649 14,891,058

販売費及び一般管理費 12,730,862 11,622,879

営業利益 2,364,786 3,268,179

営業外収益   

受取利息 6,918 5,696

受取配当金 4,583 3,756

受取賃貸料 31,960 26,317

為替差益 21,846 18,605

その他 76,247 75,204

営業外収益合計 141,556 129,580

営業外費用   

デリバティブ評価損 2,342 －

コミットメントフィー 6,016 5,983

その他 1,965 809

営業外費用合計 10,324 6,793

経常利益 2,496,018 3,390,966

特別利益   

固定資産売却益 109,735 7,499

投資有価証券売却益 2,561 －

事業譲渡益 64,000 －

特別利益合計 176,297 7,499

特別損失   

固定資産除売却損 35,788 6,213

減損損失 86,187 －

その他 5,000 －

特別損失合計 126,976 6,213

税金等調整前四半期純利益 2,545,339 3,392,251

法人税、住民税及び事業税 981,114 1,678,237

法人税等調整額 494,412 110,428

法人税等合計 1,475,526 1,788,665

少数株主損益調整前四半期純利益 1,069,812 1,603,586

少数株主利益 2,866 4,147

四半期純利益 1,066,946 1,599,439
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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：千円)

前第２四半期連結累計期間 
(自 平成23年10月１日 
 至 平成24年３月31日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成24年10月１日 
 至 平成25年３月31日) 

少数株主損益調整前四半期純利益 1,069,812 1,603,586

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 28,619 117,632

為替換算調整勘定 89,428 245,044

その他の包括利益合計 118,048 362,676

四半期包括利益 1,187,860 1,966,262

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 1,182,158 1,952,078

少数株主に係る四半期包括利益 5,701 14,184
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（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

(単位：千円)

前第２四半期連結累計期間 
(自 平成23年10月１日 
 至 平成24年３月31日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成24年10月１日 
 至 平成25年３月31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 2,545,339 3,392,251

減価償却費 880,213 564,575

減損損失 86,187 －

のれん償却額 470 32

貸倒引当金の増減額（△は減少） △5,189 △9,836

賞与引当金の増減額（△は減少） △13,443 113,432

返品調整引当金の増減額（△は減少） △130,930 △93,959

退職給付引当金の増減額（△は減少） △279,250 △112,151

受取利息及び受取配当金 △11,501 △9,452

為替差損益（△は益） △18,082 △6,728

投資有価証券売却損益（△は益） △2,561 －

固定資産除売却損益（△は益） △73,946 △1,285

売上債権の増減額（△は増加） 282,947 1,720,727

たな卸資産の増減額（△は増加） 583,204 △109,973

仕入債務の増減額（△は減少） 271,718 △403,904

預り保証金の増減額（△は減少） △603,443 △406,090

その他 △822,510 △803,424

小計 2,689,221 3,834,213

利息及び配当金の受取額 17,224 9,376

法人税等の支払額又は還付額（△は支払） △951,956 △1,761,805

営業活動によるキャッシュ・フロー 1,754,488 2,081,784

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 △31,893 △2,030,185

定期預金の払戻による収入 2,524,618 2,000,000

投資有価証券の取得による支出 △900 △900

投資有価証券の売却による収入 52,241 －

有形固定資産の取得による支出 △196,809 △176,223

有形固定資産の売却による収入 127,822 9,319

無形固定資産の取得による支出 △3,204 △4,415

投資活動によるキャッシュ・フロー 2,471,874 △202,404

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 △3,325,193 －

配当金の支払額 △1,485,779 △1,495,723

財務活動によるキャッシュ・フロー △4,810,973 △1,495,723

現金及び現金同等物に係る換算差額 51,090 108,967

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △533,519 492,624

現金及び現金同等物の期首残高 36,148,890 36,253,228

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）

76,916 －

現金及び現金同等物の四半期末残高 35,692,287 36,745,852
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(4) 継続企業の前提に関する注記 

該当事項はありません。 

 

 

(5) セグメント情報等 

【セグメント情報】 

Ⅰ 前第２四半期連結累計期間（自  平成23年10月１日  至  平成24年３月31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：千円） 

 
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 16,340,303 6,291,833 590,720 23,222,857 － 23,222,857

 セグメント間の内部売上高 

 又は振替高 
－ － 76,816 76,816 △76,816 －

計 16,340,303 6,291,833 667,536 23,299,673 △76,816 23,222,857

セグメント利益 3,000,198 173,556 35,470 3,209,225 △844,439 2,364,786

(注) １  セグメント利益の調整額△844,439千円には、セグメント間取引消去101,884千円及び各報告セグメント

に配分していない全社費用△946,323千円が含まれております。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） 

「化粧品事業」及び「医薬・食品事業」において、事務所の賃借契約解除に伴い内部造作等の減

損損失45,901千円を計上しております。また、「化粧品事業」では、売却予定の製造設備について

減損損失40,285千円を計上しております。 

なお、当該減損損失の計上額は、当第２四半期連結累計期間においては「化粧品事業」73,114千

円、「医薬・食品事業」13,072千円であります。 
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Ⅱ 当第２四半期連結累計期間（自  平成24年10月１日  至  平成25年３月31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：千円） 

 
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 15,284,943 6,318,415 883,708 22,487,067 － 22,487,067

 セグメント間の内部売上高 

 又は振替高 
－ － 79,455 79,455 △79,455 －

計 15,284,943 6,318,415 963,163 22,566,522 △79,455 22,487,067

セグメント利益 3,669,738 432,009 56,992 4,158,740 △890,561 3,268,179

(注) １  セグメント利益の調整額△890,561千円には、セグメント間取引消去119,082千円及び各報告セグメント

に配分していない全社費用△1,009,644千円が含まれております。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。 

 

 

(6) 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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