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1. 平成26年3月期第3四半期の連結業績（平成25年4月1日～平成25年12月31日） 

 

(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 ％

26年3月期第3四半期 52,824 12.3 7,600 26.8 8,013 27.8 4,681 22.4
25年3月期第3四半期 47,021 0.8 5,992 2.0 6,272 2.8 3,825 18.2

（注）包括利益 26年3月期第3四半期 6,140百万円 （70.3％） 25年3月期第3四半期 3,604百万円 （24.0％）

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

26年3月期第3四半期 200.22 ―
25年3月期第3四半期 163.61 ―

総資産 純資産 自己資本比率
百万円 百万円 ％

26年3月期第3四半期 64,952 55,356 78.9
25年3月期 60,163 51,037 78.2
（参考）自己資本 26年3月期第3四半期 51,214百万円 25年3月期 47,019百万円

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

25年3月期 ― 30.00 ― 32.00 62.00
26年3月期 ― 33.00 ―
26年3月期（予想） 33.00 66.00

3. 平成26年 3月期の連結業績予想（平成25年 4月 1日～平成26年 3月31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 66,500 10.1 6,650 11.8 6,860 9.9 3,800 5.3 162.54



(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 ： 有 

(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
四半期財務諸表のレビュー手続は終了していません。 

※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および合理的であると判断する一定の前提に基づいており、そ 
の達成を当社として約束する趣旨のものではありません。また、実際の業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仮定 
および業績予想のご利用にあたっての注記事項等については、 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）連結業績予想などの将来予測 
情報に関する説明」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
②①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） 26年3月期3Q 24,134,606 株 25年3月期 24,134,606 株
② 期末自己株式数 26年3月期3Q 755,292 株 25年3月期 754,463 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 26年3月期3Q 23,379,583 株 25年3月期3Q 23,380,582 株
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（１）経営成績に関する説明 

当第３四半期連結累計期間におけるわが国経済は、政府の経済・金融政策を背景に、全体の景況感が改善しつつ

あり、世界経済も先行きの不透明感が拭えないものの、緩やかな回復傾向で推移しております。一方、当社海外グ

ループの事業エリアであるアジア経済は、世界経済の緩やかな回復の影響もあり、持ち直しの動きが見られたもの

の、全般的に減速気味で推移いたしました。 

このような経済状況のもと、当社グループは持続的な成長の実現に向け、「コア事業である男性グルーミング事

業の安定成長」「女性コスメティック事業の展開強化」「アジアを成長エンジンとした海外事業の継続強化」に取

り組みました。 

当第３四半期の連結売上高は、 百万円（前年同期比12.3％増）の増収となりました。これは主として、

国内外においてコア・ブランド「ギャツビー」が堅調に推移したことに加え、円安により海外子会社売上高の円換

算額が増加したことによるものであります。 

営業利益は、 円（同26.8％増）となりました。これは主として、国内外においてマーケティング費用（販売

促進費・広告宣伝費）の積極的な投下があったものの、増収効果によるものであります。その結果、経常利益は

百万円（同27.8％増）、四半期純利益も 百万円（同22.4％増）の増益となりました。 

セグメントの業績は次のとおりであります。（売上高は外部顧客への売上高を記載しております。） 

日本における売上高は318億99百万円（同5.7％増）となりました。これは主として、コア・ブランド「ギャツビ

ー」や「ルシード」の好調をはじめ、総じて堅調に推移したことによるものであります。利益面においては、マー

ケティング費用（販売促進費・広告宣伝費）の積極的な投下があったものの、増収効果により、営業利益は49億90

百万円（同24.5％増）となりました。 

インドネシアにおける売上高は124億46百万円（同21.5％増）となりました。これは主として、インドネシア国

内での堅調な推移と、円安による円換算額の増加によるものであります。利益面においては、人件費等の一般管理

費の増加があったものの、増収効果により、営業利益は13億36百万円（同31.7％増）となりました。 

海外その他における売上高は84億78百万円（同28.8％増）となりました。これは主として、コア・ブランド「ギ

ャツビー」が堅調に推移したことと、円安による円換算額の増加によるものであります。利益面においては、販売

費及び一般管理費が増加したものの、増収効果により、営業利益は12億74百万円（同31.2％増）となりました。 

  

（２）財政状態に関する説明 

（資産、負債及び純資産の状況） 

当第３四半期連結会計期間末の資産合計は、有価証券のほか、建設仮勘定が増加したこと等により 百万

円となり、前連結会計年度末に比べ47億88百万円増加しました。負債合計は、未払法人税等が増加したこと等によ

り 百万円となり、前連結会計年度末に比べ４億68百万円増加しました。また、純資産合計は、利益剰余金が

増加したこと等により 百万円となり、前連結会計年度末に比べ43億19百万円増加し、自己資本比率は

78.9％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

13億23百万円増加し、当第３四半期連結会計期間末には 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・フローの状況と主な要因は以下のとおりであります。 

＜営業活動によるキャッシュ・フロー＞ 

営業活動によるキャッシュ・フローは 百万円の資金収入となり、前年同期に比べ１億63百万円資金収入が

増加しました。これは、売上債権が増加したほか、法人税等の支払額が増加したものの、営業利益が増加したこと

等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＞ 

投資活動によるキャッシュ・フローは 百万円の資金支出となり、前年同期に比べ１億27百万円資金支出が

減少しました。これは、有形固定資産の取得による支出や有価証券の取得による支出が増加したものの、定期預金

の払戻による収入や有価証券の売却及び償還による収入が増加したこと等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＞ 

財務活動によるキャッシュ・フローは 百万円の資金支出となり、前年同期に比べ１億87百万円資金支出が

増加しました。これは、少数株主への配当金の支払額を含めた配当金の支払額が増加したこと等によるものであり

ます。 

  

１．当四半期決算に関する定性的情報

528億24

76億

80億13 46億81

649億52

95億95

553億56

118億６

65億29

35億18

18億25
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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 

連結業績予想につきましては、平成25年５月９日に公表いたしました通期の連結業績予想の変更はありません。

  

（１）四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 

 税金費用については、当社および国内連結子会社は当第３四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

計算しております。 

  

２．サマリー情報（注記事項）に関する事項
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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：百万円）

前連結会計年度 
(平成25年３月31日) 

当第３四半期連結会計期間 
(平成25年12月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 7,219 7,957

受取手形及び売掛金 7,745 8,206

有価証券 17,224 18,120

商品及び製品 4,969 4,962

仕掛品 406 361

原材料及び貯蔵品 2,264 2,134

その他 1,497 1,782

貸倒引当金 △18 △13

流動資産合計 41,309 43,512

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 6,492 6,171

その他（純額） 5,050 7,237

有形固定資産合計 11,542 13,408

無形固定資産 354 622

投資その他の資産   

投資有価証券 5,243 5,917

その他 1,758 1,533

貸倒引当金 △44 △42

投資その他の資産合計 6,957 7,408

固定資産合計 18,854 21,439

資産合計 60,163 64,952
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（単位：百万円）

前連結会計年度 
(平成25年３月31日) 

当第３四半期連結会計期間 
(平成25年12月31日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 975 1,317

未払法人税等 995 1,556

賞与引当金 760 621

その他の引当金 338 273

その他 4,124 3,425

流動負債合計 7,194 7,194

固定負債   

退職給付引当金 1,072 1,122

その他 858 1,277

固定負債合計 1,931 2,400

負債合計 9,126 9,595

純資産の部   

株主資本   

資本金 11,394 11,394

資本剰余金 11,235 11,235

利益剰余金 30,833 33,995

自己株式 △1,850 △1,853

株主資本合計 51,613 54,772

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 334 1,091

為替換算調整勘定 △4,928 △4,649

その他の包括利益累計額合計 △4,594 △3,557

少数株主持分 4,017 4,141

純資産合計 51,037 55,356

負債純資産合計 60,163 64,952
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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 平成24年４月１日 
 至 平成24年12月31日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成25年４月１日 
 至 平成25年12月31日) 

売上高 47,021 52,824

売上原価 21,190 23,538

売上総利益 25,831 29,286

販売費及び一般管理費 19,838 21,685

営業利益 5,992 7,600

営業外収益   

受取利息 88 129

受取配当金 93 98

持分法による投資利益 50 98

為替差益 － 10

その他 115 124

営業外収益合計 348 461

営業外費用   

売上割引 29 27

為替差損 8 －

その他 30 21

営業外費用合計 68 49

経常利益 6,272 8,013

特別利益   

固定資産売却益 47 9

投資有価証券売却益 － 41

特別利益合計 47 50

特別損失   

固定資産売却損 0 0

固定資産除却損 10 7

投資有価証券売却損 3 38

投資有価証券評価損 0 －

特別損失合計 14 46

税金等調整前四半期純利益 6,304 8,017

法人税等 2,053 2,745

少数株主損益調整前四半期純利益 4,251 5,272

少数株主利益 426 591

四半期純利益 3,825 4,681
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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 平成24年４月１日 
 至 平成24年12月31日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成25年４月１日 
 至 平成25年12月31日) 

少数株主損益調整前四半期純利益 4,251 5,272

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 14 758

為替換算調整勘定 △660 75

持分法適用会社に対する持分相当額 △0 33

その他の包括利益合計 △646 868

四半期包括利益 3,604 6,140

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 3,397 5,717

少数株主に係る四半期包括利益 207 422
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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 平成24年４月１日 
 至 平成24年12月31日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成25年４月１日 
 至 平成25年12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 6,304 8,017

減価償却費 1,605 1,546

のれん償却額 38 －

貸倒引当金の増減額（△は減少） 2 △8

賞与引当金の増減額（△は減少） △194 △122

受取利息及び受取配当金 △182 △227

為替差損益（△は益） 5 △31

持分法による投資損益（△は益） △50 △98

投資有価証券売却損益（△は益） 3 △2

売上債権の増減額（△は増加） 11 △498

たな卸資産の増減額（△は増加） 738 201

仕入債務の増減額（△は減少） 61 373

未払金の増減額（△は減少） △655 △760

その他 278 103

小計 7,966 8,493

利息及び配当金の受取額 171 220

法人税等の支払額 △1,772 △2,184

営業活動によるキャッシュ・フロー 6,365 6,529

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 △900 △1,366

定期預金の払戻による収入 835 2,129

有価証券の取得による支出 △24,993 △32,093

有価証券の売却及び償還による収入 22,900 31,200

有形固定資産の取得による支出 △1,545 △3,706

無形固定資産の取得による支出 △59 △422

投資有価証券の取得による支出 △6 △6

投資有価証券の売却及び償還による収入 39 638

その他 83 107

投資活動によるキャッシュ・フロー △3,646 △3,518

財務活動によるキャッシュ・フロー   

配当金の支払額 △1,396 △1,515

少数株主への配当金の支払額 △234 △298

その他 △6 △11

財務活動によるキャッシュ・フロー △1,637 △1,825

現金及び現金同等物に係る換算差額 △267 139

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 813 1,323

現金及び現金同等物の期首残高 9,792 10,482

現金及び現金同等物の四半期末残高 10,606 11,806
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  該当事項はありません。 

  

  該当事項はありません。 

  

セグメント情報 

Ⅰ 前第３四半期連結累計期間（自平成24年４月１日 至平成24年12月31日） 

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 
  

（注）１．セグメント売上高の調整額は、セグメント間取引消去であります。 

   ２．セグメント利益は、四半期連結損益計算書の営業利益であります。 

  

Ⅱ 当第３四半期連結累計期間（自平成25年４月１日 至平成25年12月31日） 

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 
  

（注）１．セグメント売上高の調整額は、セグメント間取引消去であります。 

   ２．セグメント利益は、四半期連結損益計算書の営業利益であります。 

  

（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）

（株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記）

（セグメント情報等）

  （単位：百万円）

  報告セグメント 
調整額 
（注）１ 

四半期連結損益
計算書計上額 
（注）２   日本 インドネシア 海外その他 計 

売上高             

外部顧客への売上高  30,188  10,247  6,585  47,021  －  47,021

セグメント間の内部
売上高又は振替高 

 2,689  1,837  246  4,773  △4,773  －

計  32,877  12,084  6,832  51,795  △4,773  47,021

セグメント利益  4,006  1,015  970  5,992  －  5,992

  （単位：百万円）

  報告セグメント 
調整額 
（注）１ 

四半期連結損益
計算書計上額 
（注）２   日本 インドネシア 海外その他 計 

売上高             

外部顧客への売上高  31,899  12,446  8,478  52,824  －  52,824

セグメント間の内部
売上高又は振替高 

 2,889  2,371  247  5,508  △5,508  －

計  34,788  14,817  8,726  58,332  △5,508  52,824

セグメント利益  4,990  1,336  1,274  7,600  －  7,600
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４．（参考）個別財務諸表等

（１）（参考）四半期貸借対照表

    （単位：百万円）

  
前事業年度 

（平成25年３月31日） 
当第３四半期会計期間 
（平成25年12月31日） 

（資産の部）     

流動資産     

現金及び預金  2,524  2,506

受取手形及び売掛金  3,992  3,757

有価証券  17,224  18,120

商品及び製品  2,171  2,331

仕掛品  209  139

原材料及び貯蔵品  848  581

その他  869  1,092

流動資産合計  27,840  28,529

固定資産     

有形固定資産     

建物（純額）  5,281  5,073

その他（純額）  2,890  4,163

有形固定資産合計  8,172  9,237

無形固定資産  252  546

投資その他の資産     

投資有価証券  5,011  5,555

関係会社株式  7,901  7,901

その他  2,203  1,926

貸倒引当金  △42  △42

投資その他の資産合計  15,074  15,341

固定資産合計  23,500  25,124

資産合計  51,340  53,654
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（注）この四半期貸借対照表は、四半期財務諸表等規則に基づいて作成しておりますが、法定開示におけるレビュー対象

ではありません。 

  

    （単位：百万円）

  
前事業年度 

（平成25年３月31日） 
当第３四半期会計期間 
（平成25年12月31日） 

負債の部     

流動負債     

買掛金  793  587

未払法人税等  865  1,184

賞与引当金  685  350

その他の引当金  283  203

その他  2,721  2,061

流動負債合計  5,350  4,386

固定負債       

退職給付引当金  540  545

その他  692  963

固定負債合計  1,232  1,508

負債合計  6,583  5,895

純資産の部     

株主資本     

資本金  11,394  11,394

資本剰余金  11,235  11,235

利益剰余金  23,652  25,903

自己株式  △1,850  △1,853

株主資本合計  44,432  46,679

評価・換算差額等     

その他有価証券評価差額金  324  1,079

評価・換算差額等合計  324  1,079

純資産合計  44,756  47,758

負債純資産合計  51,340  53,654
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（注）この四半期損益計算書は、四半期財務諸表等規則に基づいて作成しておりますが、法定開示におけるレビュー対象

ではありません。 

   

（２）（参考）四半期損益計算書

  （第３四半期累計期間）   

    （単位：百万円）

  
前第３四半期累計期間 

（自 平成24年４月１日 
至 平成24年12月31日） 

当第３四半期累計期間 
（自 平成25年４月１日 
至 平成25年12月31日） 

売上高  31,979     33,880

売上原価  14,210  14,719

売上総利益  17,769       19,160

販売費及び一般管理費  13,678       14,085

営業利益  4,090       5,074

営業外収益   

受取配当金  463       562

その他  101       129

営業外収益合計  564       691

営業外費用   

関係会社人件費負担金  21       12

為替差損  7       12

その他  22       22

営業外費用合計  51       47

経常利益  4,603       5,719

特別利益   

固定資産売却益  0       4

投資有価証券売却益  －  41

特別利益合計  0       45

特別損失   

固定資産売却損  0       0

固定資産除却損  9       5

投資有価証券売却損  3     38

特別損失合計  13      45

税引前四半期純利益  4,590       5,719

法人税等  1,459       1,949

四半期純利益  3,130      3,770
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