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1.  平成24年12月期第2四半期の連結業績（平成23年12月21日～平成24年6月20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 ％

24年12月期第2四半期 10,548 7.8 1,965 12.4 1,820 12.2 1,069 18.6
23年12月期第2四半期 9,786 3.8 1,747 1.3 1,622 0.2 901 △3.9

（注）包括利益 24年12月期第2四半期 1,099百万円 （23.9％） 23年12月期第2四半期 887百万円 （―％）

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

24年12月期第2四半期 77.59 ―
23年12月期第2四半期 65.43 ―

総資産 純資産 自己資本比率
百万円 百万円 ％

24年12月期第2四半期 23,234 19,688 84.7
23年12月期 22,592 19,059 84.4
（参考） 自己資本   24年12月期第2四半期  19,688百万円 23年12月期  19,059百万円

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

23年12月期 ― 30.00 ― 34.00 64.00
24年12月期 ― 32.00
24年12月期（予想） ― 32.00 64.00

3. 平成24年12月期の連結業績予想（平成23年12月21日～平成24年12月20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 21,470 4.6 3,880 2.3 3,610 1.8 2,050 △11.1 148.74



(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）  ：  有  

(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きの対象外であり、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き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大きく異なる可能性があります。 

※  注記事項

新規 1社 （社名） MILBON (THAILAND) CO., LTD. 、 除外 ―社 （社名）

① 会計基準等の改正に伴う会計方針の変更   ：  有
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） 24年12月期2Q 13,798,848 株 23年12月期 13,798,848 株
② 期末自己株式数 24年12月期2Q 18,434 株 23年12月期 17,728 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 24年12月期2Q 13,780,783 株 23年12月期2Q 13,782,660 株
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当第２四半期連結累計期間におけるわが国経済は、欧州債務問題の再燃と長引く円高の影響により、
先行き不透明な状況で推移しております。美容業界におきましても、依然として厳しい環境が続いてお
ります。 
 このような状況のもと、当社グループは継続的な成長と美容室の増収増益を実現するために、美容室
に対して『多様な価値観に応える、「パーソナルプロデュース力」を育成し、「年間利用額アップ」を
支援します。』をテーマに取り組んでおります。 
 当第２四半期連結累計期間の連結売上高は、105億48百万円（前年同期比7.8％増）となりました。こ
の主な要因は、グレイカラー剤（白髪染め）「オルディーブ ボーテ」と２月発売のファッションカラ
ー剤「オルディーブ追加色（パール＆ホワイティライン）」を中心に染毛剤の売上を拡大できたこと
と、２月発売のアウトバストリートメント剤「ディーセス エルジューダ」が好調に推移していること
によるものです。また、海外子会社の売上高も、美容室に対する活発な教育活動等により順調に伸長で
きたことも要因のひとつです。 
 営業利益は、19億65百万円（同12.4％増）となりました。この主な要因は、増収効果と原価率の改善
によるものです。その結果、経常利益は18億20百万円（同12.2％増）、四半期純利益は10億69百万円
（同18.6％増）と増益になりました。 
  
部門別売上高は次のとおりです。 
  

 
  

当第２四半期連結会計期間末の総資産は、前連結会計年度末と比較して６億41百万円増加の232億34
百万円となりました。 
 流動資産は前連結会計年度末と比較して３億59百万円増加の109億76百万円となりました。主な変動
要因は、現金及び預金が４億３百万円、商品及び製品が95百万円それぞれ増加し、受取手形及び売掛金
が１億54百万円減少したことによるものであります。 
 固定資産は前連結会計年度末と比較して２億82百万円増加の122億58百万円となりました。 
 流動負債及び固定負債は前連結会計年度末と比較して大きな変動はありませんでした。 
 純資産は前連結会計年度末と比較して６億29百万円増加の196億88百万円となりました。主な変動要
因は、利益剰余金が６億円増加したことによるものであります。 
 この結果、自己資本比率は前連結会計年度末の84.4％から84.7％となりました。期末発行済株式総数
に基づく１株当たり純資産は、前連結会計年度末の1,383円02銭から1,428円75銭となりました。 
  

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

【連結部門別売上高】

部門
前第２四半期連結累計期間 当第２四半期連結累計期間 増減額

金額（百万円） 構成比（％） 金額（百万円） 構成比（％） 金額（百万円）

ヘアケア用剤 4,983 50.9 5,300 50.3 317

染毛剤 3,755 38.4 4,266 40.4 510

パーマネントウェーブ用剤 924 9.4 860 8.2 △64

その他 122 1.3 120 1.1 △1

合計 9,786 100.0 10,548 100.0 762

(2) 連結財政状態に関する定性的情報

①資産、負債及び純資産の状況
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（営業活動によるキャッシュ・フロー） 
当第２四半期連結累計期間の営業活動によるキャッシュ・フローは、前年同期に比べ２億円減少

し、15億85百万円のキャッシュ・インとなりました。これは主に前年同期に比べて税金等調整前当期
純利益２億80百万円の増加と法人税等の支払いが３億78百万円増加したこと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） 
当第２四半期連結累計期間の投資活動によるキャッシュ・フローは、前年同期に比べ４億85百万円

減少し、７億35百万円のキャッシュ・アウトとなりました。これは主に有形固定資産の取得による支
出額が前年同期に比べて２億35百万円増加したこと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） 
当第２四半期連結累計期間の財務活動によるキャッシュ・フローは、前年同期に比べ47百万円減少

し４億69百万円のキャッシュ・アウトとなりました。これは主に株主さまへの配当金支払額が前年同
期に比べて55百万円の増加によるものであります。 

  
以上の結果、当第２四半期連結累計期間末の現金及び現金同等物は、前連結会計年度末に比べ４億２

百万円増加し54億78百万円となりました。 
  

通期の業績予想につきましては、前回予想（平成24年１月18日発表）からの変更はありません。 

②キャッシュ・フローの状況

(3) 連結業績予想に関する定性的情報
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当第２四半期連結会計期間より、新たに設立したMILBON (THAILAND) CO., LTD.を連結の範囲に含め

ております。 

  

該当事項はありません。 

  

（会計上の見積りの変更と区別することが困難な会計方針の変更） 

当社は、法人税法の改正に伴い、当第２四半期連結会計期間より、平成24年４月１日以後に取得した

有形固定資産については、改正後の法人税法に基づく減価償却の方法に変更しております。 

 これによる当第２四半期連結累計期間の損益に与える影響は軽微であります。 

  

第１四半期連結会計期間の期首以後に行われる会計上の変更及び過去の誤謬の訂正より、「会計上

の変更及び誤謬の訂正に関する会計基準」（企業会計基準第24号 平成21年12月４日）及び「会計上

の変更及び誤謬の訂正に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第24号 平成21年12月

４日）を適用しております。 

２．サマリー情報(その他)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

（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）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示

（4）追加情報
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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23年12月20日) 

当第２四半期連結会計期間 
(平成24年６月20日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 5,079,642 5,483,201

受取手形及び売掛金 3,031,626 2,876,690

商品及び製品 1,678,930 1,773,937

仕掛品 16,428 21,452

原材料及び貯蔵品 526,193 518,856

その他 295,403 339,981

貸倒引当金 △11,616 △37,964

流動資産合計 10,616,608 10,976,155

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 3,858,485 3,877,882

機械装置及び運搬具（純額） 924,432 953,155

土地 4,763,766 4,763,766

建設仮勘定 12,244 20,119

その他（純額） 194,473 201,988

有形固定資産合計 9,753,401 9,816,912

無形固定資産 512,138 515,487

投資その他の資産   

投資有価証券 1,017,033 996,700

その他 722,278 1,005,755

貸倒引当金 △28,772 △76,408

投資その他の資産合計 1,710,540 1,926,046

固定資産合計 11,976,079 12,258,447

資産合計 22,592,688 23,234,602

負債の部   

流動負債   

買掛金 419,740 519,260

未払金 1,448,203 1,682,526

未払法人税等 1,016,927 764,965

返品調整引当金 45,735 13,149

賞与引当金 68,354 67,982

その他 329,065 310,878

流動負債合計 3,328,026 3,358,762

固定負債   

退職給付引当金 11,612 31,189

債務保証損失引当金 37,200 －

その他 156,276 155,949

固定負債合計 205,088 187,138

負債合計 3,533,115 3,545,901
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(単位：千円)

前連結会計年度 
(平成23年12月20日) 

当第２四半期連結会計期間 
(平成24年６月20日) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 2,000,000 2,000,000

資本剰余金 199,120 199,120

利益剰余金 17,257,339 17,858,027

自己株式 △48,652 △50,299

株主資本合計 19,407,806 20,006,847

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 △206,624 △219,739

為替換算調整勘定 △141,609 △98,406

その他の包括利益累計額合計 △348,233 △318,145

純資産合計 19,059,573 19,688,701

負債純資産合計 22,592,688 23,234,602
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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22年12月21日 
 至 平成23年６月20日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成23年12月21日 
 至 平成24年６月20日) 

売上高 9,786,678 10,548,825

売上原価 3,228,589 3,336,514

売上総利益 6,558,088 7,212,311

販売費及び一般管理費 4,810,254 5,247,155

営業利益 1,747,834 1,965,155

営業外収益   

受取利息 519 627

受取配当金 4,629 5,044

社宅負担金 25,286 28,797

保険解約差益 7,813 －

その他 5,593 3,662

営業外収益合計 43,842 38,131

営業外費用   

売上割引 165,795 180,585

その他 3,088 2,204

営業外費用合計 168,883 182,790

経常利益 1,622,793 1,820,496

特別利益   

投資有価証券売却益 1,555 －

貸倒引当金戻入額 179 －

債務保証損失引当金戻入額 1,200 －

特別利益合計 2,935 －

特別損失   

固定資産除却損 4,972 1,705

投資有価証券評価損 67,090 －

貸倒引当金繰入額 － 12,647

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 28,320 －

特別損失合計 100,383 14,352

税金等調整前四半期純利益 1,525,345 1,806,143

法人税、住民税及び事業税 698,332 745,853

法人税等調整額 △74,836 △8,970

法人税等合計 623,496 736,883

少数株主損益調整前四半期純利益 901,849 1,069,260

四半期純利益 901,849 1,069,260
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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22年12月21日 
 至 平成23年６月20日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成23年12月21日 
 至 平成24年６月20日) 

少数株主損益調整前四半期純利益 901,849 1,069,260

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △20,279 △13,115

為替換算調整勘定 5,777 43,202

その他の包括利益合計 △14,501 30,087

四半期包括利益 887,347 1,099,348

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 887,347 1,099,348

少数株主に係る四半期包括利益 － －
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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22年12月21日 
 至 平成23年６月20日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成23年12月21日 
 至 平成24年６月20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 1,525,345 1,806,143

減価償却費 483,740 455,186

貸倒引当金の増減額（△は減少） △179 72,838

賞与引当金の増減額（△は減少） △42 △487

返品調整引当金の増減額（△は減少） 28,716 △32,586

債務保証損失引当金の増減額（△は減少） △1,200 △37,200

退職給付引当金の増減額（△は減少） 4,180 19,179

前払年金費用の増減額（△は増加） 10,461 －

受取利息及び受取配当金 △5,149 △5,671

為替差損益（△は益） △1,937 △5,105

投資有価証券売却損益（△は益） △1,555 －

投資有価証券評価損益（△は益） 67,090 －

固定資産除却損 4,972 1,705

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 28,320 －

売上債権の増減額（△は増加） 39,902 157,056

たな卸資産の増減額（△は増加） △158,109 △72,435

仕入債務の増減額（△は減少） 118,793 91,371

その他 284,851 126,189

小計 2,428,202 2,576,184

利息及び配当金の受取額 5,288 5,708

役員退職慰労金の支払額 △29,596 －

法人税等の支払額 △618,497 △996,851

営業活動によるキャッシュ・フロー 1,785,397 1,585,041

投資活動によるキャッシュ・フロー   

投資有価証券の売却による収入 9,208 －

有形固定資産の取得による支出 △185,532 △420,773

無形固定資産の取得による支出 △90,427 △103,582

貸付けによる支出 △3,650 △1,690

貸付金の回収による収入 9,378 7,160

定期預金の預入による支出 － △615

差入保証金の差入による支出 △14,479 △15,417

差入保証金の回収による収入 18,469 2,648

保険積立金の積立による支出 △1,319 △200,788

保険積立金の解約による収入 12,081 －

その他 △3,501 △2,290

投資活動によるキャッシュ・フロー △249,773 △735,349

財務活動によるキャッシュ・フロー   

自己株式の純増減額（△は増加） △9,752 △1,661

配当金の支払額 △412,488 △467,748

財務活動によるキャッシュ・フロー △422,240 △469,410

現金及び現金同等物に係る換算差額 5,154 22,253

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 1,118,538 402,535

現金及び現金同等物の期首残高 2,670,550 5,076,356

現金及び現金同等物の四半期末残高 3,789,089 5,478,891
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該当事項はありません。 

  

当社グループは頭髪化粧品の製造、販売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。 

  

（４）継続企業の前提に関する注記

（５）セグメント情報等

（６）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記
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