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1. 平成26年12月期第3四半期の連結業績（平成25年12月21日～平成26年9月20日） 

（注）当社は、平成25年12月21日を効力発生日として普通株式１株につき1.2株の割合で株式分割を行っております。従いまして、前連結会計年度の期首に当該
株式分割が行われたと仮定して算出した遡及処理後の1株当たり当期純利益を記載しております。 

(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12月期第3四半期 18,437 5.3 3,215 △3.2 3,042 △2.8 1,845 △4.8
25年12月期第3四半期 17,508 8.8 3,322 6.5 3,131 7.4 1,938 11.3

（注）包括利益 26年12月期第3四半期 2,002百万円 （△22.0％） 25年12月期第3四半期 2,568百万円 （46.1％）

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12月期第3四半期 112.71 ―
25年12月期第3四半期 117.57 ―

総資産 純資産 自己資本比率
百万円 百万円 ％

26年12月期第3四半期 26,597 23,099 86.9
25年12月期 26,321 22,149 84.1
（参考）自己資本 26年12月期第3四半期 23,099百万円 25年12月期 22,149百万円

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12月期 ― 33.00 ― 35.00 68.00
26年12月期 ― 34.00 ―
26年12月期（予想） 34.00 68.00

3. 平成26年12月期の連結業績予想（平成25年12月21日～平成26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 25,200 5.8 4,500 4.6 4,215 3.8 2,600 3.3 158.74



(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） ： 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 ： 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） 

（注）当社は、平成25年12月21日を効力発生日として普通株式１株につき1.2株の割合で株式分割を行っております。従いまして、前連結会計年度の期首
に当該株式分割が行われたと仮定して算出した期末発行済株式数、期末自己株式数及び期中平均株式数を記載しております。 

※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 
・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 ―社 （社名） 、 除外 ―社 （社名）

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12月期3Q 16,558,617 株 25年12月期 16,558,617 株
② 期末自己株式数 26年12月期3Q 184,488 株 25年12月期 179,953 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 26年12月期3Q 16,375,107 株 25年12月期3Q 16,489,597 株
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（１）連結経営成績に関する定性的情報 

 当第３四半期連結累計期間におけるわが国経済は、円安を背景として企業収益が改善傾向となり、緩やかな回復

基調で推移してきましたが、その一方で消費税率引上げ後の個人消費の回復の遅れや、それに伴う個人向け商品の

販売不振など、停滞感が生まれてきております。また、新興国の景気減速懸念も高まっており、先行きは不透明な

状況です。美容業界におきましても、一部において消費税率引上げに伴う客足の鈍化や天候不順による外出控えの

影響もあり、依然として予断を許さない状況となっております。 

 このような状況のもと、当社グループは、大人の女性の価値観に応えるためのコミュニケーションを中心とした

「見えない価値」を向上させることが重要と考え、美容室に対して『本質的な絶対価値に応えられるサロンステー

ジに立つ「プロとしての人創り・魅力創り」を支援します。』をテーマに取り組んでおります。 

 当第３四半期連結累計期間の連結売上高は、184億37百万円（前年同期比5.3％増）となりました。この主な要因

は、ヘアケア用剤部門において２月度発売の「オージュアエイジングケアシリーズ イミュライズライン」と６月

度発売の洗い流さないトリートメント「ディーセス エルジューダ エマルジョン」が非常に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が、美容室に対する活発な教育活動や販売代理店戦略の転換等によ

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32億15百万円（同3.2％減）、経常利益は30億42百万円（同2.8％減）、四半期純利益は18億45百万円

（同4.8％減）となりました。これは期初から計画されていた通り、中央研究所増築に伴う諸費用の発生や販促ツ

ールのリニューアルなどにより、上半期において一時的に販管費が増加したことによるものです。 

  

 部門別売上高及び国内海外別売上高は次のとおりです。 

【連結部門別売上高】 

  

【国内海外別売上高】 

   

１．当四半期決算に関する定性的情報

（単位：百万円）

部門  
前第３四半期連結累計期間 当第３四半期連結累計期間 

増減額 増減率(％)
金額 構成比(％) 金額 構成比(％) 

ヘアケア用剤  9,086 51.9  10,436  56.6  1,349  14.9

染毛剤  7,018 40.1  6,654  36.1  △364  △5.2

パーマネントウェーブ用剤  1,224 7.0  1,167  6.3  △57  △4.7

その他  179 1.0  179  1.0  0  0.1

合計  17,508 100.0  18,437  100.0  928  5.3

（単位：百万円）

  
前第３四半期連結累計期間 当第３四半期連結累計期間 

増減額 増減率(％)
金額 構成比(％) 金額 構成比(％) 

国内売上高  16,192 92.5  16,562  89.8  370  2.3

海外売上高  1,316 7.5  1,874  10.2  558  42.4

合計  17,508 100.0  18,437  100.0  928  5.3
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（２）連結財政状態に関する定性的情報 

 当第３四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２億75百万円増加の265億97百万円とな

りました。 

 流動資産は129億37百万円となりました。主な変動要因は、現金及び預金が９億65百万円減少し、商品及び製品

が６億63百万円、原材料及び貯蔵品が１億54百万円それぞれ増加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２億75百万円増加の136億59百万円となりました。主な変動要因は、中

央研究所増築など設備投資による増加８億32百万円と減価償却費の計上による減少７億35百万円、上場株式の時価

上昇等により投資有価証券が１億66百万円増加したことによるものであります。 

 流動負債は前連結会計年度末と比較して６億36百万円減少の33億34百万円となりました。主な変動要因は、未払

金が６億35百万円、未払法人税等が４億86百万円それぞれ減少し、買掛金が１億49百万円、賞与引当金が２億58百

万円それぞれ増加したことによるものであります。 

 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９億50百万円増加の230億99百万円となりました。主な変動要因は、利益

剰余金が８億11百万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84.1％から86.9％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1,352円34銭から1,410円75銭となりました。 

   

（３）連結業績予想に関する定性的情報 

  通期の業績予想につきましては、前回予想（平成26年１月22日発表）からの変更はありません。 
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（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。 

   

   

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：千円）

前連結会計年度 
(平成25年12月20日) 

当第３四半期連結会計期間 
(平成26年９月20日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 6,845,649 5,880,407

受取手形及び売掛金 3,110,419 3,120,732

商品及び製品 1,987,133 2,650,446

仕掛品 21,957 31,824

原材料及び貯蔵品 607,585 762,119

その他 420,934 545,245

貸倒引当金 △55,548 △53,030

流動資産合計 12,938,131 12,937,744

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 3,655,029 4,308,173

機械装置及び運搬具（純額） 902,286 1,046,443

土地 4,867,542 4,867,876

建設仮勘定 835,253 51,444

その他（純額） 155,945 273,466

有形固定資産合計 10,416,058 10,547,403

無形固定資産 481,762 438,386

投資その他の資産   

投資有価証券 1,767,519 1,933,566

その他 767,402 789,312

貸倒引当金 △49,141 △49,141

投資その他の資産合計 2,485,780 2,673,737

固定資産合計 13,383,601 13,659,527

資産合計 26,321,732 26,597,271

負債の部   

流動負債   

買掛金 501,379 651,089

未払金 1,914,806 1,279,546

未払法人税等 945,236 458,641

返品調整引当金 26,590 24,162

賞与引当金 83,995 342,950

その他 498,640 578,209

流動負債合計 3,970,648 3,334,600

固定負債   

退職給付引当金 55,564 18,030

その他 146,076 144,862

固定負債合計 201,641 162,893

負債合計 4,172,289 3,497,493
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（単位：千円）

前連結会計年度 
(平成25年12月20日) 

当第３四半期連結会計期間 
(平成26年９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 199,183 199,483

利益剰余金 20,069,024 20,880,282

自己株式 △516,646 △534,881

株主資本合計 21,751,561 22,544,884

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 277,439 384,539

為替換算調整勘定 120,442 170,353

その他の包括利益累計額合計 397,881 554,893

純資産合計 22,149,443 23,099,778

負債純資産合計 26,321,732 26,597,271
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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：千円）

前第３四半期連結累計期間 
(自 平成24年12月21日 
 至 平成25年９月20日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成25年12月21日 
 至 平成26年９月20日) 

売上高 17,508,946 18,437,602

売上原価 5,563,866 5,720,656

売上総利益 11,945,079 12,716,946

販売費及び一般管理費 8,622,277 9,501,350

営業利益 3,322,801 3,215,596

営業外収益   

受取利息 11,598 6,881

受取配当金 25,040 32,414

為替差益 28,116 3,116

社宅負担金 37,743 35,961

保険解約差益 － 45,717

その他 8,592 10,448

営業外収益合計 111,091 134,540

営業外費用   

売上割引 302,039 307,533

その他 557 132

営業外費用合計 302,596 307,665

経常利益 3,131,297 3,042,471

特別利益   

固定資産売却益 552 811

特別利益合計 552 811

特別損失   

固定資産除却損 9,831 23,530

特別損失合計 9,831 23,530

税金等調整前四半期純利益 3,122,018 3,019,752

法人税、住民税及び事業税 1,338,067 1,219,388

法人税等調整額 △154,715 △45,344

法人税等合計 1,183,352 1,174,044

少数株主損益調整前四半期純利益 1,938,666 1,845,707

四半期純利益 1,938,666 1,845,707
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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：千円）

前第３四半期連結累計期間 
(自 平成24年12月21日 

 至 平成25年９月20日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成25年12月21日 

 至 平成26年９月20日) 

少数株主損益調整前四半期純利益 1,938,666 1,845,707

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 370,509 107,100

為替換算調整勘定 258,964 49,911

その他の包括利益合計 629,473 157,011

四半期包括利益 2,568,139 2,002,719

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 2,568,139 2,002,719

少数株主に係る四半期包括利益 － －
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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。 

   

   

（３）継続企業の前提に関する注記

（４）セグメント情報等

（５）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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