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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 

第２四半期連結累計期間（平成25年10月１日から平成26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 15,284 68.0 17,380 70.7 2,095 13.7

医薬・食品事業 6,318 28.1 6,645 27.0 326 5.2

その他の事業 883 3.9 574 2.3 △308 △34.9

売上高計 22,487 100.0 24,600 100.0 2,113 9.4

 

 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 3,268 14.5 4,643 18.9 1,374 42.1

経常利益 3,390 15.1 4,803 19.5 1,412 41.7

四半期純利益 1,599 7.1 2,269 9.2 670 41.9

 

当第２四半期連結累計期間（平成25年10月１日～平成26年３月31日）におけるわが国経済は、円

安傾向の定着や企業収益の持ち直し等により、景気は緩やかな回復基調となっております。 

当社グループが主に事業を展開する国内化粧品市場では、消費税率引き上げに伴う駆け込み需要

がありました。一方で、消費増税後の消費動向は不透明な状況であります。 

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24,600百万円（前年同期比9.4％増）、

営業利益は4,643百万円（同42.1％増）、経常利益は4,803百万円（同41.7％増）、四半期純利益は

2,269百万円（同41.9％増）となりました。 

化粧品事業では、全体的に消費税率引き上げに伴う駆け込み需要の影響がありました。そのよう

な中、カウンセリング化粧品では、高級基礎シリーズをリニューアル発売し、売上は堅調に推移し

ました。セルフ化粧品では、店頭プロモーションを強化したことにより、売上が伸長しました。そ

の結果、化粧品事業の売上高は17,380百万円（前年同期比13.7％増）、セグメント利益は5,166百万

円（同40.8％増）となりました。 

医薬・食品事業では、機能性ドリンクをリニューアル発売いたしました。また、栄養補助食品の

売上は堅調に推移しました。その結果、医薬・食品事業の売上高は6,645百万円（前年同期比5.2％

増）、セグメント利益は415百万円（同3.8％減）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依然として不透明な状況が続いてお

ります。その結果、その他の事業の売上高は574百万円（前年同期比34.9％減）、セグメント損失は

19百万円（前年同期のセグメント利益は56百万円）となりました。 
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(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総資産は、前連結会計年度末に比べ225百万円減少し、86,645百万

円となりました。主に、現金及び預金が2,803百万円減少したことと、増加要因として機械装置及び

運搬具（純額）が1,764百万円増加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708百万円減少し、32,884百万円となりました。主に、未払法人

税等が899百万円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483百万円増加し、53,761百万円となりました。主に、四半期

純利益2,269百万円と剰余金の配当1,872百万円によって利益剰余金が397百万円増加したことによる

ものです。 

この結果、自己資本比率は62.0％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42,062百万円に比べ2,800百万円減少し、39,262百万円となりました。 

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2,353百万円（前年同期比272百万円の収入増）となりました。こ

れは、主に、税金等調整前四半期純利益4,770百万円と、減少要因としては法人税等の支払額

2,939百万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3,296百万円（前年同期比3,094百万円の支出増）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2,478百万円、事業譲受による支出810百万円によ

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1,871百万円（前年同期比375百万円の支出増）となりました。こ

れは、配当金の支払額1,871百万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 

平成26年９月期通期の連結業績予想につきましては、平成25年11月12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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(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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（セグメント情報等） 

Ⅰ 前第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。 

Ⅱ 当第２四半期連結累計期間（自  平成25年10月１日  至  平成26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 17,380,195 6,645,111 574,993 24,600,299 － 24,600,299

セグメント間の内部売上高 

又は振替高 
－ － 78,733 78,733 △78,733 －

計 17,380,195 6,645,111 653,726 24,679,033 △78,733 24,600,299

セグメント利益又は損失（△） 5,166,990 415,787 △19,114 5,563,663 △920,554 4,643,109

(注) １  セグメント利益又は損失の調整額△920,554千円には、セグメント間取引消去131,621千円及び各報告

セグメントに配分していない全社費用△1,052,175千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。 
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