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第一部【企業情報】

第１【企業の概況】

１【主要な経営指標等の推移】

回次
第38期

第３四半期連結
累計期間

第39期
第３四半期連結

累計期間
第38期

会計期間

自平成24年
４月１日

至平成24年
12月31日

自平成25年
４月１日

至平成25年
12月31日

自平成24年
４月１日

至平成25年
３月31日

売上高（千円） 3,432,053 2,982,427 4,676,676

経常利益（千円） 256,310 5,932 433,614

四半期（当期）純利益又は

四半期損失（△）（千円）
116,702 △35,887 210,409

四半期包括利益又は包括利益

（千円）
117,137 △33,053 213,214

純資産額（千円） 2,732,007 2,578,083 2,827,924

総資産額（千円） 5,074,622 4,882,216 5,182,128

１株当たり四半期（当期）

純利益金額又は

１株当たり四半期純損失金額

（△）（円）

5.39 △1.66 9.72

潜在株式調整後１株当たり

四半期（当期）純利益金額（円）
－ － －

自己資本比率（％） 53.8 52.8 54.6

　

回次
第38期

第３四半期連結
会計期間

第39期
第３四半期連結

会計期間

会計期間

自平成24年
10月１日

至平成24年
12月31日

自平成25年
10月１日

至平成25年
12月31日

１株当たり四半期

純利益金額又は

１株当たり四半期

純損失金額（△）（円）

0.74 △6.04

　（注）１．当社は四半期連結財務諸表を作成しておりますので、提出会社の主要な経営指標等の推移については記載し

ておりません。

２．売上高には消費税等は含まれておりません。

３．第38期第３四半期連結累計期間の潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額及び第38期の潜在株式調整後

１株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。

４．第39期第３四半期連結累計期間の潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額については、１株当たり四半

期純損失であり、また、潜在株式が存在しないため記載しておりません。

２【事業の内容】

当第３四半期連結累計期間において、当社グループが営む事業の内容について、重要な変更はありません。また、

主要な関係会社における異動もありません。
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第２【事業の状況】

１【事業等のリスク】

　当第３四半期連結累計期間において、新たな事業等のリスクの発生、または、前事業年度の有価証券報告書に記載

した事業等のリスクについての重要な変更はありません。 

２【経営上の重要な契約等】

　当第３四半期連結会計期間において、経営上の重要な契約等の決定又は締結等はありません。

３【財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】

(1）業績の状況

　当第３四半期連結累計期間におけるわが国経済は、海外景気の動向に注意が必要なものの、各種政策の効果が発

現するなかで、個人消費も持ち直し、景気回復の動きが確かなものとなることが期待されています。

　このような状況のもとで、当社グループは企業理念「愛と美と豊かさの実践と追求」に基づき、コア事業である

訪問販売領域の販売組織満足を獲得するとともに、全てのステークホルダーの満足度向上を目指し、「驚きと楽し

さと感動に溢れる美しい生き方」をともに創造し、幸せと豊かさを提供する「ワンダ・フル・カンパニー」として

成長すべく、企業活動に邁進してまいりました。

　同四半期のコア事業におきましては、季節強化商品である保湿美容液と、前四半期より継続して取り組んでいる

超音波美容器による美容法展開、及び11月に新発売した「アイビーコスモス オイルタッチ クレンジング」、並び

に「アイビーコスモス フォーミング ウォッシュ」を含めた同スキンケアシリーズのプロモーションによるセット

販売の強化、12月には「アイビー メークアップコレクション ワザありビューティ」を新発売し、新規客増客とリ

ピート拡大を推進し、美しい人づくり、顧客満足向上に努めてまいりました。

　また、販売拠点である営業所増設と、エリア毎の施策展開によるお客様との接点拡大、及びカウンセリングの強

化を行うことで、お客様の肌を美しく導ける販売者の育成を継続展開してまいりました。

　しかしながら、「アイビーコスモス エンリッチローション」＜化粧水＞のリピートサイクルが想定よりも長く

なったことの影響もあり、セット販売やプラスワン販売が想定を大きく下回りました。また育成研修への動員、及

び営業所増設、販売員増員も想定を下回ったことにより、売上面におきましては減収となりました。

　損益面におきましては、引き続き販売費及び一般管理費の節減に全社を挙げて努めましたが、売上高減少及び売

上原価率上昇により、売上総利益、営業利益、経常利益とも前年同四半期比大きく減少し、四半期純損益は損失と

なりました。

　ロシア事業におきましては、ディストリビューター支援に努め、伸長できるよう取り組みを継続し、拡販に努め

ております。また、台湾事業におきましては、セットユーザーづくりからリピーター獲得に向けた諸施策を継続展

開し、拡販に努めております。

　以上の結果、当第３四半期連結累計期間の業績は、売上高2,982,427千円（前年同四半期比13.1％減）、営業利

益4,912千円（同98.2％減）、経常利益5,932千円（同97.7％減）、四半期純損失35,887千円（前年同四半期は四半

期純利益116,702千円）となりました。

　なお、当社グループの事業は単一セグメントであるため、セグメント別の記載を省略しております。

　

(2）事業上及び財務上の対処すべき課題

　当第３四半期連結累計期間において、当社グループが対処すべき課題について重要な変更はありません。

(3）研究開発活動

　当第３四半期連結累計期間におけるグループ全体の研究開発活動の金額は、189,498千円であります。

　なお、当第３四半期連結累計期間において、当社グループの研究開発活動の状況に重要な変更はありません。　
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第３【提出会社の状況】

１【株式等の状況】

（１）【株式の総数等】

①【株式の総数】

種類 発行可能株式総数（株）

普通株式 80,000,000

計 80,000,000

②【発行済株式】

種類
第３四半期会計期間末現
在発行数（株）
（平成25年12月31日）

提出日現在発行数（株）
（平成26年２月13日）

上場金融商品取引所名
又は登録認可金融商品
取引業協会名

内容

普通株式 25,520,000 25,520,000

東京証券取引所

ＪＡＳＤＡＱ

（スタンダード）

単元株式数

1,000株

計 25,520,000 25,520,000 － －

 

（２）【新株予約権等の状況】

　該当事項はありません。

（３）【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

　該当事項はありません。

（４）【ライツプランの内容】

　該当事項はありません。　

（５）【発行済株式総数、資本金等の推移】

年月日
発行済株式総
数増減数(株)

発行済株式総
数残高（株）

資本金増減額
（千円）

資本金残高
（千円）

資本準備金増
減額（千円）

資本準備金残
高（千円）

平成25年10月１日～

平成25年12月31日　
－ 25,520,000 － 804,200 － 343,800
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（６）【大株主の状況】

　当四半期会計期間は第３四半期会計期間であるため、記載事項はありません。　

（７）【議決権の状況】

　当第３四半期会計期間末日現在の「議決権の状況」については、株主名簿の記載内容が確認できないため、記

載することができないことから、直前の基準日（平成25年９月30日）に基づく株主名簿による記載をしておりま

す。

①【発行済株式】

 平成25年12月31日現在

区分 株式数（株） 議決権の数（個） 内容

無議決権株式 － － －

議決権制限株式（自己株式等） － － －

議決権制限株式（その他） － － －

完全議決権株式（自己株式等） 普通株式 3,886,000 － －

完全議決権株式（その他） 普通株式 21,478,000 21,478 －

単元未満株式 普通株式 156,000 －
１単元（1,000株）未

満の株式

発行済株式総数 25,520,000 － －

総株主の議決権 － 21,478 －

　

②【自己株式等】

 平成25年12月31日現在

所有者の氏名又は名称 所有者の住所
自己名義所有
株式数（株）

他人名義所有
株式数（株）

所有株式数の
合計（株）

発行済株式総数
に対する所有株
式数の割合

（％）

株式会社アイビー化粧品
東京都港区赤坂６丁

目18番３号
3,886,000 － 3,886,000 15.22

計 － 3,886,000 － 3,886,000 15.22

　（注）　上記のほか、株主名簿上は当社名義となっておりますが実質的に所有していない株式が3,000株（議決権の数

３個）あります。なお、当該株式数は上記「①発行済株式」の「完全議決権株式（その他）」の欄に含まれて

おります。

平成25年12月31日現在の実質所有の自己株式数は、3,886,957株であります。

２【役員の状況】

　該当事項はありません。
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第４【経理の状況】

１．四半期連結財務諸表の作成方法について
　当社の四半期連結財務諸表は、「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」（平成19年内閣府

令第64号）に基づいて作成しております。

　

２．監査証明について
　当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、第３四半期連結会計期間（平成25年10月１日から平

成25年12月31日まで）及び第３四半期連結累計期間（平成25年４月１日から平成25年12月31日まで）に係る四半期連

結財務諸表について、東光監査法人による四半期レビューを受けております。
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１【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 1,509,273 1,362,197

受取手形及び売掛金 1,005,164 694,850

商品及び製品 416,440 499,399

仕掛品 10,298 24,294

原材料及び貯蔵品 138,459 199,561

未収還付法人税等 － 75,931

その他 128,925 117,817

貸倒引当金 △7,858 △6,314

流動資産合計 3,200,703 2,967,739

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額） 439,009 411,977

機械装置及び運搬具（純額） 50,769 42,137

土地 521,190 521,190

リース資産（純額） 11,428 10,057

その他（純額） 33,323 38,765

有形固定資産合計 1,055,721 1,024,127

無形固定資産 40,888 36,336

投資その他の資産

投資不動産（純額） 274,176 270,533

差入保証金 393,296 391,543

その他 270,160 253,886

貸倒引当金 △58,752 △65,252

投資その他の資産合計 878,880 850,710

固定資産合計 1,975,490 1,911,174

繰延資産

社債発行費 5,935 3,302

繰延資産合計 5,935 3,302

資産合計 5,182,128 4,882,216
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（単位：千円）

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 281,174 374,776

短期借入金 880,000 950,000

1年内償還予定の社債 260,000 460,000

未払法人税等 69,453 134

賞与引当金 72,756 38,438

返品廃棄損失引当金 － 8,000

ポイント引当金 322 288

その他 314,211 273,273

流動負債合計 1,877,919 2,104,911

固定負債

社債 380,000 120,000

退職給付引当金 52,503 39,432

その他 43,781 39,789

固定負債合計 476,285 199,222

負債合計 2,354,204 2,304,133

純資産の部

株主資本

資本金 804,200 804,200

資本剰余金 343,800 343,800

利益剰余金 3,067,083 2,814,844

自己株式 △1,270,229 △1,270,665

株主資本合計 2,944,854 2,692,178

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 1,748 4,582

土地再評価差額金 △118,678 △118,678

その他の包括利益累計額合計 △116,929 △114,095

純資産合計 2,827,924 2,578,083

負債純資産合計 5,182,128 4,882,216
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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 3,432,053 2,982,427

売上原価 732,459 752,387

売上総利益 2,699,593 2,230,039

販売費及び一般管理費 2,433,815 2,225,126

営業利益 265,778 4,912

営業外収益

受取利息 2,939 3,118

受取配当金 530 474

受取賃貸料 37,707 46,811

雑収入 15,614 16,881

営業外収益合計 56,792 67,286

営業外費用

支払利息 11,331 10,535

賃貸収入原価 44,136 50,228

雑損失 10,791 5,502

営業外費用合計 66,260 66,266

経常利益 256,310 5,932

税金等調整前四半期純利益 256,310 5,932

法人税、住民税及び事業税 91,315 8,725

法人税等調整額 48,291 33,094

法人税等合計 139,607 41,820

少数株主損益調整前四半期純利益又は少数株主損益
調整前四半期純損失（△）

116,702 △35,887

四半期純利益又は四半期純損失（△） 116,702 △35,887
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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又は少数株主損益
調整前四半期純損失（△）

116,702 △35,887

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 435 2,834

その他の包括利益合計 435 2,834

四半期包括利益 117,137 △33,053

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 117,137 △33,053
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【注記事項】

（追加情報）

（連結納税制度の適用）

　第１四半期連結会計期間より、連結納税制度を適用しております。

（四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係）

　当第３四半期連結累計期間に係る四半期連結キャッシュ・フロー計算書は作成しておりません。なお、第３四半

期連結累計期間に係る減価償却費（無形固定資産に係る償却費を含む。）は、次のとおりであります。

　
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）

減価償却費 85,494千円 80,720千円

（株主資本等関係）

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）

　　配当金支払額

 
（決議）

株式の種類
配当金の総額

(千円)
１株当たり配
当額（円）

基準日 効力発生日 配当の原資

平成24年６月28日

定時株主総会
普通株式 216,370 10.00 平成24年３月31日 平成24年６月29日  利益剰余金

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）

　　配当金支払額

 
（決議）

株式の種類
配当金の総額

(千円)
１株当たり配
当額（円）

基準日 効力発生日 配当の原資

平成25年６月27日

定時株主総会
普通株式 216,352 10.00 平成25年３月31日 平成25年６月28日  利益剰余金
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（セグメント情報等）

【セグメント情報】

　当社グループは化粧品の専門メーカーとして、同一セグメントに属する化粧品の製造、販売を行っているた

め、記載を省略しております。　　

（１株当たり情報）

　１株当たり四半期純利益金額又は１株当たり四半期純損失金額及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。

　
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）

１株当たり四半期純利益金額又は

１株当たり四半期純損失金額（△）
5円39銭 △1円66銭

（算定上の基礎）   

　　四半期純利益金額又は

四半期純損失金額（△）（千円）
116,702 △35,887

普通株主に帰属しない金額（千円） － －

　　普通株式に係る四半期純利益金額又は

四半期純損失金額（△）（千円）
116,702 △35,887

普通株式の期中平均株式数（千株） 21,636 21,634

（注）１．前第３四半期連結累計期間の潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額については、潜在株式が存在しない

ため記載しておりません。

　　　２．当第３四半期連結累計期間の潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額については、１株当たり四半期純損

失であり、また、潜在株式が存在しないため記載しておりません。

（重要な後発事象）

　　１．当社は平成25年12月27日開催の取締役会において、第14回無担保社債の発行について決議し、社債の発行を以

下のとおり実施いたしました。

①　発行体　　　　株式会社アイビー化粧品

②　種類　　　　　無担保私募普通社債（銀行保証付および適格機関投資家限定）

③　発行額　　　　120,000千円

④　発行日　　　　平成26年１月27日

⑤　最終償還日　　平成31年１月25日　　

⑥　年限　　　　　５年

⑦　利率　　　　　0.690％（固定金利）

⑧　償還方法　　　毎年１月27日および７月27日に、各12,000千円定時分割償還

⑨　保証料率　　　0.300％

⑩　払込金額　　　元本100円につき100円

⑪　償還価額　　　元本100円につき100円

⑫　保証人　　　　株式会社りそな銀行

⑬　資金使途　　　運転資金
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　　２．当社は平成25年12月27日開催の取締役会において、第15回無担保社債の発行について決議し、社債の発行を以

下のとおり実施いたしました。

①　発行体　　　　株式会社アイビー化粧品

②　種類　　　　　無担保私募普通社債（銀行保証付および適格機関投資家限定）

③　発行額　　　　400,000千円

④　発行日　　　　平成26年１月31日

⑤　最終償還日　　平成31年１月31日　　

⑥　年限　　　　　５年

⑦　利率　　　　　0.650％（固定金利）

⑧　償還方法　　　満期一括償還

⑨　保証料率　　　0.626％

⑩　払込金額　　　元本100円につき100円

⑪　償還価額　　　元本100円につき100円

⑫　保証人　　　　株式会社横浜銀行

⑬　資金使途　　　運転資金

　

　　３．当社は現在採用しております確定給付企業年金制度の改定について、厚生労働大臣の承認を得て、平成26年２

月12日開催の取締役会において決議、決定いたしました（平成26年１月１日に遡って適用）。改定内容は、ポイ

ント体系及び自己都合退職時における乗率の変更であります。この改定により平成26年３月期・第４四半期決算

において、265百万円の特別利益を計上する予定であります。　

　

２【その他】

　　　該当事項はありません。
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第二部【提出会社の保証会社等の情報】
　該当事項はありません。
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 独立監査人の四半期レビュー報告書  

平成26年２月12日

株式会社アイビー化粧品

取締役会　御中

東光監査法人

 
指定社員
業務執行社員

 公認会計士 佐藤　明充　　印

 
指定社員
業務執行社員

 公認会計士 勝　伸一郎　　印

　当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられている株式会社アイ

ビー化粧品の平成25年４月１日から平成26年３月31日までの連結会計年度の第３四半期連結会計期間（平成25年10月１日

から平成25年12月31日まで）及び第３四半期連結累計期間（平成25年４月１日から平成25年12月31日まで）に係る四半期

連結財務諸表、すなわち、四半期連結貸借対照表、四半期連結損益計算書、四半期連結包括利益計算書及び注記について

四半期レビューを行った。

　

四半期連結財務諸表に対する経営者の責任

　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して四半期連結財

務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない四半期連結財務諸表を

作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

　

監査人の責任

　当監査法人の責任は、当監査法人が実施した四半期レビューに基づいて、独立の立場から四半期連結財務諸表に対する

結論を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に準拠し

て四半期レビューを行った。

　四半期レビューにおいては、主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対して実施される質

問、分析的手続その他の四半期レビュー手続が実施される。四半期レビュー手続は、我が国において一般に公正妥当と認

められる監査の基準に準拠して実施される年度の財務諸表の監査に比べて限定された手続である。

　当監査法人は、結論の表明の基礎となる証拠を入手したと判断している。

　

監査人の結論

　当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認め

られる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して、株式会社アイビー化粧品及び連結子会社の平成25年12月31日現在の財

政状態及び同日をもって終了する第３四半期連結累計期間の経営成績を適正に表示していないと信じさせる事項がすべて

の重要な点において認められなかった。

　

強調事項

　重要な後発事象に記載されているとおり、会社は平成26年2月12日開催の取締役会において、確定給付企業年金制度の

改定を決議している。

　当該事項は、当監査法人の結論に影響を及ぼすものではない。

　

利害関係

　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

　

以　上

　

　（注）　１．上記は、四半期レビュー報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途

保管しております。

　　　　　２．四半期連結財務諸表の範囲にはＸＢＲＬデータ自体は含まれていません。
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