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1.  平成26年3月期第1四半期の連結業績（平成25年4月1日～平成25年6月30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1四半期 17,988 5.1 3,382 22.6 3,550 23.5 2,101 23.4
25年3月期第1四半期 17,118 △0.1 2,759 △12.7 2,875 △12.7 1,702 △0.8

（注）包括利益 26年3月期第1四半期 3,886百万円 （62.2％） 25年3月期第1四半期 2,396百万円 （△6.3％）

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1四半期 89.89 ―
25年3月期第1四半期 72.82 ―

総資産 純資産 自己資本比率
百万円 百万円 ％

26年3月期第1四半期 63,599 53,875 78.1
25年3月期 60,163 51,037 78.2
（参考） 自己資本   26年3月期第1四半期  49,690百万円 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 ―
26年3月期（予想） 33.00 ― 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、通期は対前期、四半期は対前年同四半期増減率）

（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

第2四半期(累計) 36,400 7.5 4,760 0.4 4,850 △1.4 2,720 △10.8 116.34
通期 66,500 10.1 6,650 11.8 6,860 9.9 3,800 5.3 162.53



(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
四半期連結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
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） 26年3月期1Q 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1Q 755,010 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1Q 23,379,828 株 25年3月期1Q 23,380,644 株



  

  

○添付資料の目次

１．当四半期決算に関する定性的情報 ……………………………………………………………………………………  2

（１）経営成績に関する説明 ……………………………………………………………………………………………  2

（２）財政状態に関する説明 ……………………………………………………………………………………………  2

（３）連結業績予想などの将来予測情報に関する説明 ………………………………………………………………  3

２．サマリー情報（注記事項）に関する事項 ……………………………………………………………………………  3

（１）当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動 …………………………………………………………  3

（２）四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 …………………………………………………………  3

３．四半期連結財務諸表 ……………………………………………………………………………………………………  4

（１）四半期連結貸借対照表 ……………………………………………………………………………………………  4

（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 ………………………………………………………  6

四半期連結損益計算書  

第１四半期連結累計期間 ………………………………………………………………………………………  6

四半期連結包括利益計算書  

第１四半期連結累計期間 ………………………………………………………………………………………  7

（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 …………………………………………………………………………  8

（４）四半期連結財務諸表に関する注記事項 …………………………………………………………………………  9

（継続企業の前提に関する注記） …………………………………………………………………………………  9

（株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記） …………………………………………………………  9

（セグメント情報等） ………………………………………………………………………………………………  9

４．（参考）個別財務諸表等 ………………………………………………………………………………………………  10

（１）（参考）四半期貸借対照表 ………………………………………………………………………………………  10

（２）（参考）四半期損益計算書 ………………………………………………………………………………………  12

㈱マンダム（4917）　平成26年３月期　第１四半期決算短信

1



（１）経営成績に関する説明 

当第１四半期連結累計期間におけるわが国経済は、緩やかなデフレ状況の中、政府の経済・金融政策を背景に全

体の景況感は改善しつつあるものの、世界経済に対する不安感は解消されておらず、依然として先行き不透明な状

況が続いております。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、欧州債務問題等の影響を受け、

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１四半期の連結売上高は、 百万円（前年同期比5.1％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」が概ね好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、 百万円（同22.6％増）となりました。これは主として、海外における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、日本における販売費の効率化ならびに原価低減によ

るものであります。その結果、経常利益は 百万円（同23.5％増）、四半期純利益も 百万円（同23.4％

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115億63百万円（同4.9％増）となりました。これは主として、女性用夏シーズン品と市場

が拡大傾向にある男性用のペーパー商品の好調な推移によるものであります。利益面においては、増収効果に加

え、原価低減ならびにマーケティング費用（販売促進費・広告宣伝費）の効率的投下により、営業利益は24億75百

万円（同39.0％増）となりました。 

インドネシアにおける売上高は36億63百万円（同3.6％減）となりました。これは主として、円安による円換算

額の増加があったものの、インドネシア国内での女性コスメティックの伸び悩みと輸出の減少によるものでありま

す。利益面においては、減収に加えて人件費等の一般管理費の増加に伴い、営業利益は３億30百万円（同22.1％

減）となりました。 

海外その他における売上高は27億61百万円（同20.5％増）となりました。これは主として、一部の地域を除き堅

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、マーケティング費用

（販売促進費・広告宣伝費）の積極的な投下により、営業利益は５億76百万円（同4.1％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１四半期連結会計期間末の資産合計は、受取手形及び売掛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 百万円増加しました。負債合計は、支払手形及び買掛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 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 百万円増加し、自己資本比率は78.1％

となりました。 

  

（キャッシュ・フローの状況） 

当第１四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

百万円減少し、当第１四半期連結会計期間末には 百万円となりました。 

当第１四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 百万円資金収入が

増加しました。これは、営業利益が増加したことや、たな卸資産の増減額が減少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 百万円資金支出が

増加しました。これは、定期預金の預入による支出や、有形固定資産の取得による支出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 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

179億88

33億82

35億50 21億１

635億99

34億35

97億24 ５億97

538億75 28億37

１億62 103億19

10億43 ６億22

５億８ ３億56

10億12 １億30
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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第２四半期連結累計期間および通期の連結

業績予想の変更はありません。 

  

（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 

 税金費用については、当社および国内連結子会社は当第１四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１四半期連結会計期間 
(平成25年６月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 7,219 7,469

受取手形及び売掛金 7,745 9,677

有価証券 17,224 17,025

商品及び製品 4,969 5,723

仕掛品 406 447

原材料及び貯蔵品 2,264 2,288

その他 1,497 1,713

貸倒引当金 △18 △20

流動資産合計 41,309 44,325

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 6,492 6,492

その他（純額） 5,050 5,745

有形固定資産合計 11,542 12,238

無形固定資産 354 346

投資その他の資産   

投資有価証券 5,243 5,013

その他 1,758 1,721

貸倒引当金 △44 △45

投資その他の資産合計 6,957 6,689

固定資産合計 18,854 19,274

資産合計 60,163 63,599

㈱マンダム（4917）　平成26年３月期　第１四半期決算短信

4



（単位：百万円）

前連結会計年度 
(平成25年３月31日) 

当第１四半期連結会計期間 
(平成25年６月30日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 975 1,862

未払法人税等 995 1,226

賞与引当金 760 512

その他の引当金 338 322

その他 4,124 3,695

流動負債合計 7,194 7,619

固定負債   

退職給付引当金 1,072 1,146

その他 858 958

固定負債合計 1,931 2,104

負債合計 9,126 9,724

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 32,187

自己株式 △1,850 △1,852

株主資本合計 51,613 52,965

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 334 554

為替換算調整勘定 △4,928 △3,828

その他の包括利益累計額合計 △4,594 △3,274

少数株主持分 4,017 4,185

純資産合計 51,037 53,875

負債純資産合計 60,163 63,599
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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１四半期連結累計期間） 

（単位：百万円）

前第１四半期連結累計期間 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成24年６月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成25年４月１日 
 至 平成25年６月30日) 

売上高 17,118 17,988

売上原価 7,887 8,001

売上総利益 9,230 9,986

販売費及び一般管理費 6,471 6,604

営業利益 2,759 3,382

営業外収益   

受取利息 20 44

受取配当金 46 49

持分法による投資利益 29 39

その他 47 60

営業外収益合計 143 194

営業外費用   

売上割引 10 9

為替差損 9 9

その他 8 8

営業外費用合計 27 26

経常利益 2,875 3,550

特別利益   

固定資産売却益 3 1

投資有価証券売却益 － 38

特別利益合計 3 40

特別損失   

固定資産売却損 0 0

固定資産除却損 2 0

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 6 40

税金等調整前四半期純利益 2,872 3,550

法人税等 1,018 1,310

少数株主損益調整前四半期純利益 1,854 2,239

少数株主利益 151 138

四半期純利益 1,702 2,101
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（四半期連結包括利益計算書） 
（第１四半期連結累計期間） 

（単位：百万円）

前第１四半期連結累計期間 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成24年６月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成25年４月１日 
 至 平成25年６月30日) 

少数株主損益調整前四半期純利益 1,854 2,239

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △60 220

為替換算調整勘定 589 1,404

持分法適用会社に対する持分相当額 12 21

その他の包括利益合計 541 1,646

四半期包括利益 2,396 3,886

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 2,066 3,420

少数株主に係る四半期包括利益 329 466
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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１四半期連結累計期間 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成24年６月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成25年４月１日 
 至 平成25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 2,872 3,550

減価償却費 521 503

のれん償却額 19 －

貸倒引当金の増減額（△は減少） 0 0

賞与引当金の増減額（△は減少） △295 △254

受取利息及び受取配当金 △66 △93

為替差損益（△は益） 12 3

持分法による投資損益（△は益） △29 △39

投資有価証券売却損益（△は益） 3 0

売上債権の増減額（△は増加） △1,498 △1,567

たな卸資産の増減額（△は増加） △961 △530

仕入債務の増減額（△は減少） 1,002 824

未払金の増減額（△は減少） △328 △475

その他 △127 28

小計 1,125 1,950

利息及び配当金の受取額 62 84

法人税等の支払額 △765 △991

営業活動によるキャッシュ・フロー 421 1,043

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 △119 △320

定期預金の払戻による収入 114 48

有価証券の取得による支出 △5,398 △8,998

有価証券の売却及び償還による収入 6,100 9,200

有形固定資産の取得による支出 △863 △1,011

無形固定資産の取得による支出 △31 △74

投資有価証券の取得による支出 △2 △1

投資有価証券の売却及び償還による収入 39 626

その他 9 23

投資活動によるキャッシュ・フロー △151 △508

財務活動によるキャッシュ・フロー   

配当金の支払額 △656 △709

少数株主への配当金の支払額 △234 △298

その他 9 △4

財務活動によるキャッシュ・フロー △881 △1,012

現金及び現金同等物に係る換算差額 27 313

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △584 △162

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 9,208 10,319
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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１四半期連結累計期間（自平成24年４月１日 至平成24年６月30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１四半期連結累計期間（自平成25年４月１日 至平成25年６月30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  11,026  3,799  2,291  17,118  －  17,118

セグメント間の内部
売上高又は振替高 

 1,012  562  54  1,629  △1,629  －

計  12,039  4,362  2,345  18,747  △1,629  17,118

セグメント利益  1,780  424  554  2,759  －  2,759

  （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  11,563  3,663  2,761  17,988  －  17,988

セグメント間の内部
売上高又は振替高 

 1,102  645  64  1,812  △1,812  －

計  12,666  4,308  2,826  19,800  △1,812  17,998

セグメント利益  2,475  330  576  3,382  －  3,382
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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１四半期会計期間 
（平成25年６月30日） 

 資産の部     

流動資産     

現金及び預金  2,524  2,516

受取手形及び売掛金  3,992  5,131

有価証券  17,224  17,025

商品及び製品  2,171  2,689

仕掛品  209  192

原材料及び貯蔵品  848  746

その他  869  997

流動資産合計  27,840  29,300

固定資産     

有形固定資産     

建物（純額）  5,281  5,227

その他（純額）  2,890  3,430

有形固定資産合計  8,172  8,658

無形固定資産  252  246

投資その他の資産     

投資有価証券  5,011  4,724

関係会社株式  7,901  7,901

その他  2,203  2,062

貸倒引当金  △42  △42

投資その他の資産合計  15,074  14,646

固定資産合計  23,500  23,550

資産合計  51,340  52,850
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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１四半期会計期間 
（平成25年６月30日） 

負債の部     

流動負債     

買掛金  793  1,269

未払法人税等  865  1,007

賞与引当金  685  351

その他の引当金  283  254

その他  2,721  2,465

流動負債合計  5,350  5,347

固定負債   

退職給付引当金  540  541

その他  692  697

固定負債合計  1,232  1,239

負債合計  6,583  6,587

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  24,943

自己株式  △1,850  △1,852

株主資本合計  44,432  45,721

評価・換算差額等     

その他有価証券評価差額金  324  542

評価・換算差額等合計  324  542

純資産合計  44,756  46,263

負債純資産合計  51,340  52,850
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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１四半期累計期間）

    （単位：百万円）

  
前第１四半期累計期間 

（自 平成24年４月１日 
至 平成24年６月30日） 

当第１四半期累計期間 
（自 平成25年４月１日 
至 平成25年６月30日） 

売上高  11,787  12,387

売上原価  5,367  5,488

売上総利益  6,420  6,898

販売費及び一般管理費  4,531  4,365

営業利益  1,888  2,533

営業外収益     

受取配当金  415  513

その他  43  53

営業外収益合計  459  566

営業外費用     

関係会社人件費負担金  7  5

その他  9  10

営業外費用合計  17  15

経常利益  2,330  3,084

特別利益     

固定資産売却益  0  1

投資有価証券売却益  －  38

特別利益合計  0  40

特別損失     

固定資産売却損  －  0

固定資産除却損  2  0

投資有価証券売却損  3  38

特別損失合計  5  40

税引前四半期純利益  2,325  3,084

法人税等  736  1,045

四半期純利益  1,589  2,039
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