
  

１．平成23年３月期第１四半期の業績（平成22年４月１日～平成22年６月30日） 

  

(注) 当社は、第１四半期の業績開示を22年3月期より行っているため、22年3月期の対前年増減率については記載してお
りません。 

  

（２）財政状態 

  

２．配当の状況 

（注）当四半期における配当予想の修正有無：無 

  

３．平成23年３月期の業績予想（平成22年４月１日～平成23年３月31日） 

（注）当四半期における業績予想の修正有無：無 
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  （百万円未満切捨て）

（１）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 ％ 

23年３月期第１四半期  3,837  3.0  443  36.1  458  35.8  169  △7.8

22年３月期第１四半期  3,727  －  326  －  337  －  184  －

  
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 

23年３月期第１四半期  40  01   －

22年３月期第１四半期  434  15   －

  総資産 純資産 自己資本比率 １株当たり純資産 

  百万円 百万円 ％ 円 銭 

23年３月期第１四半期  10,865  8,377  77.1  1,974  42

22年３月期  10,945  8,415  76.9  1,983  30

（参考）自己資本 23年３月期第１四半期 8,377百万円 22年３月期 8,415百万円

  
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 

22年３月期  －  20 00  － 45 00  65  00

23年３月期  －

23年３月期（予想）  35 00  － 55 00  90  00

  （％表示は、通期は対前期、第２四半期（累計）は対前年同四半期増減率）

  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 

第２四半期（累計）  7,772  4.8  705  49.9  725  55.5  227  △26.6  53  55

通期  15,755  5.5  1,501  9.7  1,542  10.8  687  △17.5  162  14



４．その他（詳細は、［添付資料］Ｐ．2「その他の情報」をご覧ください。） 

（１）簡便な会計処理及び特有の会計処理の適用：有 

（注）簡便な会計処理及び四半期財務諸表の作成に特有の会計処理の適用の有無となります。 

  

（２）会計処理の原則・手続、表示方法等の変更 

①  会計基準等の改正に伴う変更：有 

②  ①以外の変更              ：無 

（注）「四半期財務諸表作成のための基本となる重要な事項等の変更」に記載される四半期財務諸表作成に係る

会計処理の原則・手続、表示方法等の変更の有無となります。 

  

（３）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 

１．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、実際の業績等は様々な要因により予想数値と大きく異なる可能性があります。

なお、業績予想に関する事項は、四半期決算短信（添付資料）Ｐ.2「１．当四半期の業績等に関する定性的情報

（３）業績予想に関する定性的情報」をご覧下さい。 

２．株式分割に伴う1 株当たり数値の遡及修正について 

    当社は、平成21年７月16日を効力発生日として普通株式１株につき10株の割合で株式分割を実施しております。

当該株式分割が前期首に行われたと仮定した場合、平成22年３月期第１四半期における１株当たり四半期純利益は

43円41銭となります。 

   

①  期末発行済株式数（自己株式を含む） 23年３月期１Ｑ 4,243,000株 22年３月期 4,243,000株

②  期末自己株式数 23年３月期１Ｑ 60株 22年３月期 60株

③  期中平均株式数（四半期累計） 23年３月期１Ｑ 4,242,940株 22年３月期１Ｑ 424,300株
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（１）経営成績に関する定性的情報 

 当第１四半期会計期間におけるわが国経済は、依然として雇用情勢に厳しさが残るものの、海外経済の改善や緊

急経済対策を始めとする政策の効果等を背景に、企業収益も改善傾向にあります。しかしながら、ヨーロッパを中

心とする金融不安の深刻化やデフレの影響等、景気が減速するリスクが存在することから依然予断を許さない状態

が続いております。  

 こうした経営環境の中、当社は創業以来、「お客様に美しくなることを提供し、その結果に最後まで責任を持

つ」という理念に基づき、「お客様の美を創造し演出する会社」として、化粧品の研究・開発、製造から販売、ア

フターサービスに至るまでの製販サービス一体の事業展開を行い、化粧品にアフターサービスという独自の付加価

値をつけることにより、他メーカーとの差別化を図っております。 

  当第１四半期会計期間における主な販売活動として、集客強化による新規顧客の獲得と新製品の投入によるブラ

ンド力の強化を主軸に行ってまいりました。 

 新規集客におきましては、集客イベントを積極的に行うことで認知度の向上を図り、顧客数の増加に取り組んで

まいりました。 

 新製品におきましては、４月にホワイトシリーズの期間限定セットを発売、５月には夏季限定スペシャルセット

ＳＰＡ ＢＡを発売いたしました。これらの製品におきましては、紫外線が強くなる時期にあわせて発売した期間

限定製品となっており、より良い製品を求める消費者の動向を注視したものであります。これらの製品を発売した

ことにより、スキンケア製品（ベーシック）の売上高は 千円（前年同期比 ％増）となりました。 

 これら販売活動を実施した結果、直営店舗における売上高は 千円（前年同期比 ％増）となり、着実

に業績を伸ばすことができました。  

 この結果、当第１四半期会計期間の業績は、売上高 千円（前年同期比 ％増）、営業利益 千

円（前年同期比 ％増）、経常利益 千円（前年同期比 ％増）、四半期純利益 千円（前年同期

比 ％減）となりました。 

  

  

（２）財政状態に関する定性的情報 

  当第１四半期会計期間末の資産は10,865,611千円となり、前事業年度末に比べて79,902千円減少いたしました。

その主な要因は、現金及び預金の減少（前事業年度末比190,327千円減）、売掛金の増加（前事業年度末比96,692

千円増）によるものであります。 

  当第１四半期会計期間末の負債は2,488,280千円となり、前事業年度末に比べて42,208千円減少いたしました。

その主な要因は、資産除去債務の増加（前事業年度末比234,933千円増）、未払法人税等の減少（前事業年度末比

186,318千円減）、買掛金の減少（前事業年度末比69,539千円減）、ポイント引当金の減少（前事業年度末比

54,405千円減）によるものであります。 

  当第１四半期会計期間末の純資産は8,377,331千円となり、前事業年度末に比べて37,693千円減少いたしまし

た。これは、利益剰余金の減少（前事業年度末比21,160千円減）、その他有価証券評価差額金の減少（前事業年度

末比16,533千円減）によるものであります。 

  

（３）業績予想に関する定性的情報 

 平成22年5月7日に公表いたしました業績予想から修正は行っておりません。 

   

（１）簡便な会計処理及び特有の会計処理の概要 

①一般債権の貸倒見積高の算定方法  

  当第１四半期会計期間末の貸倒実績率等が前事業年度末に算定したものと著しい変化がないと認められるた

め、前事業年度末の貸倒実績率等を使用して貸倒見積高を算定しております。 

②たな卸資産の評価方法 

  当第１四半期会計期間末のたな卸高の算出に関しては、実地棚卸を省略し、前事業年度末の実地棚卸高を基 

礎として合理的な方法により算定する方法によっております。 

  

１．当四半期の業績等に関する定性的情報

1,457,494 19.7

3,750,404 3.6

3,837,117 3.0 443,866

36.1 458,719 35.8 169,771

7.8

２．その他の情報



（２）会計処理の原則・手続、表示方法等の変更の概要 

資産除去債務に関する会計基準の適用 

  当第１四半期会計期間より、「資産除去債務に関する会計基準」 （企業会計基準第18号  平成20年３月31

日）及び「資産除去債務に関する会計基準の適用指針」 （企業会計基準適用指針第21号  平成20年３月31日）

を適用しております。 

  これにより、営業利益及び経常利益は3,371千円減少し、税引前四半期純利益は160,052千円減少しておりま

す。また、当会計基準等の適用開始による資産除去債務の変動額は233,989千円であります。  

  

（３）継続企業の前提に関する重要事象等の概要 

該当事項はありません。  

  



３．四半期財務諸表 
（１）四半期貸借対照表 

（単位：千円）

当第１四半期会計期間末 
(平成22年６月30日) 

前事業年度末に係る 
要約貸借対照表 

(平成22年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 2,835,935 3,026,262

受取手形及び売掛金 1,352,179 1,255,486

商品及び製品 312,628 283,890

仕掛品 94,506 124,709

原材料及び貯蔵品 357,992 387,969

その他 385,591 441,616

貸倒引当金 △1,064 △987

流動資産合計 5,337,769 5,518,946

固定資産   

有形固定資産   

建物（純額） 2,169,950 2,102,201

土地 1,376,454 1,376,454

その他（純額） 417,350 438,135

有形固定資産合計 3,963,755 3,916,790

無形固定資産 104,443 105,700

投資その他の資産   

その他 1,462,838 1,407,307

貸倒引当金 △3,196 △3,231

投資その他の資産合計 1,459,641 1,404,076

固定資産合計 5,527,841 5,426,566

資産合計 10,865,611 10,945,513

負債の部   

流動負債   

買掛金 122,176 191,715

1年内返済予定の長期借入金 105,000 105,000

未払法人税等 141,546 327,865

賞与引当金 6,111 30,936

役員賞与引当金 17,350 17,650

ポイント引当金 429,250 483,655

資産除去債務 2,227 －

その他 1,239,598 1,175,491

流動負債合計 2,063,260 2,332,315

固定負債   

資産除去債務 232,706 －

その他 192,313 198,173

固定負債合計 425,019 198,173

負債合計 2,488,280 2,530,488



（単位：千円）

当第１四半期会計期間末 
(平成22年６月30日) 

前事業年度末に係る 
要約貸借対照表 

(平成22年３月31日) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 449,547 449,547

資本剰余金 333,447 333,447

利益剰余金 7,617,825 7,638,985

自己株式 △77 △77

株主資本合計 8,400,743 8,421,903

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △23,412 △6,878

評価・換算差額等合計 △23,412 △6,878

純資産合計 8,377,331 8,415,025

負債純資産合計 10,865,611 10,945,513



（２）四半期損益計算書 
（第１四半期累計期間） 

（単位：千円）

前第１四半期累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年６月30日) 

当第１四半期累計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22年６月30日) 

売上高 3,727,021 3,837,117

売上原価 705,274 641,740

売上総利益 3,021,747 3,195,377

販売費及び一般管理費   

従業員給料 1,136,831 1,148,337

その他 1,558,879 1,603,173

販売費及び一般管理費合計 2,695,711 2,751,510

営業利益 326,035 443,866

営業外収益   

受取利息 808 511

受取配当金 1,526 2,611

受取家賃 13,730 11,509

その他 716 693

営業外収益合計 16,782 15,325

営業外費用   

支払利息 1,364 407

株式公開費用 2,068 －

社宅等解約損 1,473 －

その他 209 65

営業外費用合計 5,115 473

経常利益 337,702 458,719

特別利益   

固定資産売却益 539 －

特別利益合計 539 －

特別損失   

固定資産除却損 11,932 4,489

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 156,680

その他 － 289

特別損失合計 11,932 161,459

税引前四半期純利益 326,308 297,259

法人税、住民税及び事業税 112,644 133,736

法人税等調整額 29,455 △6,248

法人税等合計 142,099 127,487

四半期純利益 184,208 169,771



（３）四半期キャッシュ・フロー計算書 

（単位：千円）

前第１四半期累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年６月30日) 

当第１四半期累計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22年６月30日) 

営業活動によるキャッシュ・フロー   

税引前四半期純利益 326,308 297,259

減価償却費 71,739 73,523

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 156,680

貸倒引当金の増減額（△は減少） 147 41

役員賞与引当金の増減額（△は減少） 150 △300

賞与引当金の増減額（△は減少） △13,969 △24,825

ポイント引当金の増減額（△は減少） 10,847 △54,405

受取利息及び受取配当金 △2,334 △3,122

支払利息 1,364 407

固定資産除却損 9,472 4,489

売上債権の増減額（△は増加） △74,034 △96,692

たな卸資産の増減額（△は増加） 50,478 31,441

仕入債務の増減額（△は減少） △74,879 △69,539

その他 43,161 15,007

小計 348,452 329,964

利息及び配当金の受取額 1,731 2,787

法人税等の支払額 △339,842 △302,947

営業活動によるキャッシュ・フロー 10,340 29,803

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 △42,989 △48,066

敷金及び保証金の差入による支出 △4,855 △870

敷金及び保証金の回収による収入 2,528 1,174

その他 △5,110 △10,288

投資活動によるキャッシュ・フロー △50,427 △58,051

財務活動によるキャッシュ・フロー   

配当金の支払額 △147,893 △162,080

財務活動によるキャッシュ・フロー △147,893 △162,080

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △187,980 △190,327

現金及び現金同等物の期首残高 2,421,493 3,026,262

現金及び現金同等物の四半期末残高 2,233,513 2,835,935



該当事項はありません。  

  

  

当社は、化粧品及び医薬部外品の製造販売事業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。 

  

  

該当事項はありません。 

  

  

（１）生産、受注及び販売の状況 

 当社は、化粧品及び医薬部外品の製造販売事業の単一セグメントであるため、補足情報として品目区分別に記載し

ております。 

① 生産実績  

 当第１四半期会計期間における生産実績は、次のとおりであります。 

（注）１．上記金額は、販売単価によっております。 

２．上記金額には、消費税等は含まれておりません。 

３．上記区分ベーシック及びスペシャルの品目構成は以下のとおりです。 

ベーシック：洗顔料・クレンジング・化粧水・乳液等の基礎化粧品 

スペシャル：美容液・クリーム・パック等の化粧品 

４．上記区分その他の増減要因は、一部株主優待品生産（約60,000千円）により増加しております。 

  

② 仕入実績  

 当第１四半期会計期間における仕入実績は、次のとおりであります。 

（注） 上記金額には、消費税等は含まれておりません。 

  

③ 受注状況 

 当社は受注生産を行っておりませんので、該当事項はありません。 

  

（４）継続企業の前提に関する注記

（５）セグメント情報

（６）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記

４．補足情報

区分 
当第１四半期会計期間 

（自 平成22年４月１日 
至 平成22年６月30日） 

前年同四半期比（％） 

スキンケア 
ベーシック（千円）  1,416,132   97.1

スペシャル（千円）  2,836,206  102.5

メイクアップ（千円）  92,372  175.4

その他（千円）  66,878  939.1

合計（千円）  4,411,588  102.9

区分別 
当第１四半期会計期間 

（自 平成22年４月１日 
至 平成22年６月30日） 

前年同四半期比（％） 

商品仕入（千円）  22,829  162.0

原材料仕入（千円）  280,244  94.2

合計（千円）  303,073  97.3



④ 販売実績 

 当第１四半期会計期間における販売実績は、次のとおりであります。 

（注）１．上記金額には、消費税等は含まれておりません。 

２．上記区分ベーシック及びスペシャルの品目構成は以下のとおりです。 

ベーシック：洗顔料・クレンジング・化粧水・乳液等の基礎化粧品 

スペシャル：美容液・クリーム・パック等の化粧品 

３．前第１四半期会計期間及び当第１四半期会計期間の主要な販路及び販路別売上高及び割合は、次のとお

りであります。 

   

区分別 
当第１四半期会計期間 

（自 平成22年４月１日 
至 平成22年６月30日） 

前年同四半期比（％） 

製品 

スキンケア 
ベーシック（千円）   1,457,494  119.7

スペシャル（千円）  2,259,658  95.1

メイクアップ（千円）  34,968  83.4

その他（千円）  5,831  88.1

小計（千円）  3,757,953  103.2

商品 

美容関係器具・小物（千円）  10,360  106.5

その他（千円）  20,411  74.7

小計（千円）  30,771  83.0

その他（千円）  48,392  100.9

合計（千円）  3,837,117  103.0

販路別 

前第１四半期会計期間 
（自 平成21年４月１日 
 至 平成21年６月30日） 

当第１四半期会計期間 
（自 平成22年４月１日 
 至 平成22年６月30日） 

金額（千円） 割合（％） 金額（千円） 割合（％） 

直営店舗   3,620,884  97.2  3,750,404  97.8

通信販売   41,576  1.1  38,755  1.0

国内代理店   52,252  1.4  46,869  1.2

海外代理店   12,308  0.3  1,088  0.0

合計（千円）  3,727,021  100.0  3,837,117  100.0
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