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1. 経営成績・財政状態に関する分析 

(1) 経営成績に関する分析 

①当期の経営成績 

《概況》 

 平成24年９月期 平成25年９月期   

 
売上高 

（百万円） 
構成比 
（％） 

売上高 
（百万円）

構成比 
（％） 

増減額 
（百万円） 

増減率 
（％） 

化粧品事業 32,223 68.2 31,278 67.3 △944 △2.9

医薬・食品事業 13,595 28.8 13,549 29.1 △46 △0.3

その他の事業 1,401 3.0 1,688 3.6 287 20.5

売上高計 47,220 100.0 46,516 100.0 △703 △1.5

 

 平成24年９月期 平成25年９月期   

 
金額 

（百万円） 
売上高比 
（％） 

金額 
（百万円）

売上高比 
（％） 

増減額 
（百万円） 

増減率 
（％） 

営業利益 5,150 10.9 7,252 15.6 2,102 40.8

経常利益 5,451 11.5 7,547 16.2 2,096 38.5

当期純利益 2,787 5.9 4,580 9.8 1,793 64.3

 

当連結会計年度（平成24年10月１日～平成25年９月30日）におけるわが国経済は、円高修正や株価

上昇が進行し、景気回復への期待は高まっております。 

当社グループが主に事業を展開する国内化粧品市場は、高価格帯商品に引き続き緩やかな回復が見

られるものの、低価格帯商品においては、激しい競争が続いております。 

このような環境の中、化粧品事業におけるカウンセリング化粧品では、レッスン型サロン「ノエビ

ア ビューティスタジオ」において、引き続きお客さまへのサービス活動を推進しました。セルフ化粧

品では、主要ブランドのリニューアル品や新シリーズを発売し、認知拡大を図るため店頭プロモーシ

ョン強化を行いました。医薬・食品事業においては、機能性ドリンクの積極的な広告宣伝・販売促進

活動を行いました。また、栄養補助食品の新商品を発売いたしました。 

以上の結果、当連結会計年度の売上高は46,516百万円（前期比1.5％減）、営業利益は7,252百万円

（同40.8％増）、経常利益は7,547百万円（同38.5％増）、当期純利益は4,580百万円（同64.3％増）

となり、中期経営計画最終年度の平成27年９月期利益目標を初年度で達成し、過去最高益となりまし

た。 
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《セグメント別の状況》 

(a)化粧品事業 

 
平成24年９月期 
（百万円） 

平成25年９月期 
(百万円) 

増減額 
（百万円） 

増減率 
（％） 

売上高 32,223 31,278 △944 △2.9

セグメント利益 5,591 7,775 2,184 39.1

 
カウンセリング化粧品では、「ノエビア ビューティスタジオ」においてお客さまへのサービス活動

を推進しました。また、最高級基礎シリーズをリニューアル発売いたしました。セルフ化粧品では、

主要ブランドのリニューアル品や新シリーズを発売し、店頭プロモーションの強化にて認知拡大を図

りました。 

以上の結果、化粧品事業の売上高は31,278百万円（前期比2.9％減）、セグメント利益は7,775百万

円（同39.1％増）となりました。 

 

(b)医薬・食品事業 

 
平成24年９月期 
（百万円） 

平成25年９月期 
(百万円) 

増減額 
（百万円） 

増減率 
（％） 

売上高 13,595 13,549 △46 △0.3

セグメント利益 1,245 1,295 49 4.0

 
機能性ドリンクでは、積極的な広告宣伝・販売促進活動を行いました。また、栄養補助食品は、新

商品の発売により、引き続き堅調に推移しました。 

以上の結果、医薬・食品事業の売上高は13,549百万円（前期比0.3％減）、セグメント利益は1,295

百万円（同4.0％増）となりました。 

 

(c)その他の事業 

 
平成24年９月期 
（百万円） 

平成25年９月期 
(百万円) 

増減額 
（百万円） 

増減率 
（％） 

売上高 1,401 1,688 287 20.5

セグメント利益 70 3 △66 △94.5

 
航空関連事業が欧米市場の需要が不安定であったものの、堅調に推移しました。また、アパレル・

ボディファッションは、新商品発売により堅調に推移しました。 

以上の結果、その他の事業の売上高は1,688百万円（前期比20.5％増）、セグメント利益は３百万円

（同94.5％減）となりました。 

 
 

②次期の見通し 

化粧品事業を中心に「日本におけるイノベーションと持続的利益創出」および「海外市場でのブラ

ンド価値向上と市場拡大」を目指してまいります。 

以上により平成26年９月期の連結業績は、売上高48,000百万円、営業利益7,800百万円、経常利益

8,000百万円、当期純利益4,900百万円を予想しております。 
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(2) 財政状態に関する分析 

①資産、負債及び純資産の状況 

当連結会計年度末の総資産は、前連結会計年度末に比べ3,169百万円増加し、86,871百万円となりま

した。主に、現金及び預金が3,842百万円増加したことによるものです。 

負債は、前連結会計年度末に比べ418百万円減少し、33,593百万円となりました。主に、支払手形及

び買掛金が855百万円減少したことによるものです。 

純資産は、前連結会計年度末に比べ3,588百万円増加し、53,278百万円となりました。主に、当期純

利益等の計上により利益剰余金が3,083百万円増加したことによるものです。 

この結果、自己資本比率は61.3％、１株当たり純資産は1,421円42銭となり、前連結会計年度末に比

べてそれぞれ2.0％、95円54銭の増加となりました。 

 

②キャッシュ・フローの状況 

当連結会計年度末における現金及び現金同等物（以下、「資金」という）は、前連結会計年度末の

36,253百万円に比べ5,809百万円増加し、42,062百万円となりました。 

当連結会計年度における各キャッシュ・フローの状況とそれらの増減要因は次のとおりであります。 

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

営業活動による資金の増加は5,778百万円（前期比1,550百万円の収入増）となりました。これは、

主に、税金等調整前当期純利益7,507百万円と、減少要因としては法人税等の支払額1,976百万円によ

るものであります。 

（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

投資活動による資金の増加は1,393百万円（前期比807百万円の収入増）となりました。これは、主

に、定期預金の払戻による収入4,000百万円と、減少要因としては定期預金の預入による支出2,031百

万円、有形固定資産の取得による支出505百万円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） 

財務活動による資金の減少は1,498百万円（前期比3,314百万円の支出減）となりました。これは、

主に、配当金の支払額1,498百万円によるものであります。 

 

(参考) キャッシュ・フロー関連指標の推移 

 平成23年 平成24年 平成25年

 ９月期 ９月期 ９月期 

自己資本比率(％) 59.0 59.3 61.3 

時価ベースの自己資本比率(％) 41.6 50.1 72.3 

キャッシュ・フロー対有利子負債比率(％) － － － 

インタレスト・カバレッジ・レシオ(倍) － － － 

自己資本比率：自己資本／総資産 
時価ベースの自己資本比率：株式時価総額／総資産 
キャッシュ・フロー対有利子負債比率：有利子負債／営業キャッシュ・フロー 
インタレスト・ガバレッジ・レシオ：営業キャッシュ・フロー／利払い 
※いずれも連結ベースの財務数値により計算しております。 
※株式時価総額は自己株式を除く発行済株式数をベースに計算しております。 
※有利子負債は、連結貸借対照表に計上されている負債のうち利子を支払っているすべての負債(ゼロ
クーポン債を含む)を対象としております。なお、上記３期間とも有利子負債はございません。 
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(3) 利益配分に関する基本方針及び当期・次期の配当 

利益配分に関しましては、将来の事業展開と経営体質の強化のために必要な内部留保を確保しつつ、

株主への利益還元を重視した配当を継続することを基本方針としております。 

なお、当期期末配当金につきましては上記方針に則り、期初配当予想から10円増配し、１株当たり

普通配当50円といたします。 

また、次期配当金につきましては１株当たり普通配当年間50円を予定しております。 

 
 

2. 経営方針 

(1) 会社の経営の基本方針及び中長期的な会社の経営戦略 

「グループ各事業の持続可能な経営」を中期経営計画（平成26年９月期～平成28年９月期）のテー

マとし、グループの有する研究開発力、生産技術力、マーケティング力、ブランド力を活用し、以下

５つの方針をグループ全体でスピードを持って実行してまいります。 

 

１．日本におけるイノベーションと持続的利益創出 

２．海外でのブランド価値向上と市場拡大 

３．人材、組織の多様化とグローバル化 

４．ものづくりの競争力強化 

５．変化に対応できる経営の推進 

 

(2) 目標とする経営指標 

中期経営計画の最終年度である平成28年９月期には売上高500億円、営業利益100億円、海外売上比

率10％を目標に収益性の向上を実現してまいります。 

 

(3) 会社の対処すべき課題 

当社グループが事業を展開する化粧品、医薬・食品の国内外の市場環境は、急速な変化や多様化が

進んでおります。「グループ各事業の持続可能な経営」を推し進め、節度ある成長を実現していくこ

とが重要な課題と認識しております。 
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３．連結財務諸表 
（１）連結貸借対照表 

(単位：千円)

前連結会計年度 
(平成24年９月30日) 

当連結会計年度 
(平成25年９月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 38,253,228 42,096,084

受取手形及び売掛金 ※2  11,754,160 10,914,170

商品及び製品 5,694,420 5,254,686

仕掛品 206,578 216,484

原材料及び貯蔵品 1,299,798 1,096,459

繰延税金資産 1,097,329 1,180,534

未収入金 1,761,543 1,925,344

その他 455,123 830,839

貸倒引当金 △55,945 △33,069

流動資産合計 60,466,236 63,481,536

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 5,005,520 4,770,138

機械装置及び運搬具（純額） 792,277 647,121

土地 13,642,382 13,642,382

リース資産（純額） 30,118 29,630

建設仮勘定 1,609 60,146

その他（純額） 203,938 237,394

有形固定資産合計 ※1  19,675,847 ※1  19,386,814

無形固定資産   

のれん 32 －

ソフトウエア 328,769 174,267

その他 98,853 94,299

無形固定資産合計 427,654 268,567

投資その他の資産   

投資有価証券 409,322 728,677

繰延税金資産 1,796,916 1,951,096

その他 1,021,442 1,112,168

貸倒引当金 △96,333 △57,857

投資その他の資産合計 3,131,347 3,734,085

固定資産合計 23,234,849 23,389,467

資産合計 83,701,086 86,871,003
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(単位：千円)

前連結会計年度 
(平成24年９月30日) 

当連結会計年度 
(平成25年９月30日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 4,824,771 3,968,830

リース債務 10,262 11,176

未払金 3,393,112 3,045,128

未払法人税等 1,294,737 2,904,258

繰延税金負債 1,194 －

賞与引当金 161,982 288,629

返品調整引当金 691,425 543,031

その他 1,376,080 1,175,848

流動負債合計 11,753,567 11,936,904

固定負債   

リース債務 21,358 19,917

長期預り保証金 17,358,866 16,577,786

繰延税金負債 － 223,355

退職給付引当金 4,692,944 4,649,363

その他 184,689 185,673

固定負債合計 22,257,858 21,656,096

負債合計 34,011,425 33,593,000

純資産の部   

株主資本   

資本金 7,319,000 7,319,000

資本剰余金 3,484,620 3,484,620

利益剰余金 39,372,029 42,455,189

自己株式 △50 △138

株主資本合計 50,175,599 53,258,671

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 39,651 244,187

為替換算調整勘定 △570,493 △281,011

その他の包括利益累計額合計 △530,841 △36,824

少数株主持分 44,902 56,155

純資産合計 49,689,660 53,278,002

負債純資産合計 83,701,086 86,871,003
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（２）連結損益計算書及び連結包括利益計算書 
 連結損益計算書 

(単位：千円)

前連結会計年度 
(自 平成23年10月１日 
 至 平成24年９月30日) 

当連結会計年度 
(自 平成24年10月１日 
 至 平成25年９月30日) 

売上高 47,220,289 46,516,576

売上原価 ※1  16,372,870 ※1  15,707,046

売上総利益 30,847,418 30,809,529

販売費及び一般管理費   

販売促進費 4,030,696 3,851,354

広告宣伝費 1,425,780 1,337,360

給料手当及び賞与 7,878,143 6,912,695

賞与引当金繰入額 122,845 228,121

退職給付費用 819,908 589,248

減価償却費 1,143,508 693,048

研究開発費 ※1  1,090,749 ※1  968,914

その他 9,185,785 8,976,496

販売費及び一般管理費合計 25,697,417 23,557,239

営業利益 5,150,001 7,252,290

営業外収益   

受取利息 11,940 9,141

受取配当金 9,286 9,455

為替差益 14,532 20,267

販促物売却収入 26,506 22,398

受取賃貸料 56,097 54,227

保険配当金 77,402 76,400

その他 120,318 115,677

営業外収益合計 316,084 307,569

営業外費用   

コミットメントフィー 12,032 9,486

その他 2,849 2,388

営業外費用合計 14,882 11,875

経常利益 5,451,204 7,547,984

特別利益   

固定資産売却益 ※2  160,775 ※2  9,577

投資有価証券売却益 2,563 －

事業譲渡益 64,000 －

特別利益合計 227,338 9,577

特別損失   

固定資産除売却損 ※3  60,660 ※3  49,566

減損損失 86,187 －

その他 5,000 －

特別損失合計 151,847 49,566

税金等調整前当期純利益 5,526,695 7,507,995

法人税、住民税及び事業税 1,782,066 3,040,322

法人税等調整額 944,316 △120,862

法人税等合計 2,726,383 2,919,460

少数株主損益調整前当期純利益 2,800,312 4,588,535

少数株主利益 12,618 7,664

当期純利益 2,787,693 4,580,870
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 連結包括利益計算書 

(単位：千円)

前連結会計年度 
(自 平成23年10月１日 
 至 平成24年９月30日) 

当連結会計年度 
(自 平成24年10月１日 
 至 平成25年９月30日) 

少数株主損益調整前当期純利益 2,800,312 4,588,535

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 22,181 204,535

為替換算調整勘定 25,073 302,369

その他の包括利益合計 ※1  47,255 ※1  506,904

包括利益 2,847,568 5,095,440

（内訳）   

親会社株主に係る包括利益 2,833,369 5,074,887

少数株主に係る包括利益 14,198 20,552
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（３）連結株主資本等変動計算書 

(単位：千円)

前連結会計年度 
(自 平成23年10月１日 
 至 平成24年９月30日) 

当連結会計年度 
(自 平成24年10月１日 
 至 平成25年９月30日) 

株主資本   

資本金   

当期首残高 7,319,000 7,319,000

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 7,319,000 7,319,000

資本剰余金   

当期首残高 6,809,798 3,484,620

当期変動額   

自己株式の消却 △3,325,177 －

当期変動額合計 △3,325,177 －

当期末残高 3,484,620 3,484,620

利益剰余金   

当期首残高 37,944,986 39,372,029

当期変動額   

剰余金の配当 △1,487,622 △1,497,711

当期純利益 2,787,693 4,580,870

連結子会社の会計期間変更に伴う増減額 126,971 －

当期変動額合計 1,427,043 3,083,159

当期末残高 39,372,029 42,455,189

自己株式   

当期首残高 △17 △50

当期変動額   

自己株式の取得 △3,325,210 △87

自己株式の消却 3,325,177 －

当期変動額合計 △32 △87

当期末残高 △50 △138

株主資本合計   

当期首残高 52,073,767 50,175,599

当期変動額   

剰余金の配当 △1,487,622 △1,497,711

当期純利益 2,787,693 4,580,870

自己株式の取得 △3,325,210 △87

自己株式の消却 － －

連結子会社の会計期間変更に伴う増減額 126,971 －

当期変動額合計 △1,898,167 3,083,071

当期末残高 50,175,599 53,258,671

㈱ノエビアホールディングス（4928）　平成25年９月期　決算短信

10



(単位：千円)

前連結会計年度 
(自 平成23年10月１日 
 至 平成24年９月30日) 

当連結会計年度 
(自 平成24年10月１日 
 至 平成25年９月30日) 

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金   

当期首残高 18,362 39,651

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 21,289 204,535

当期変動額合計 21,289 204,535

当期末残高 39,651 244,187

為替換算調整勘定   

当期首残高 △520,373 △570,493

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △50,119 289,481

当期変動額合計 △50,119 289,481

当期末残高 △570,493 △281,011

その他の包括利益累計額合計   

当期首残高 △502,010 △530,841

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △28,830 494,016

当期変動額合計 △28,830 494,016

当期末残高 △530,841 △36,824

少数株主持分   

当期首残高 23,468 44,902

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 21,434 11,253

当期変動額合計 21,434 11,253

当期末残高 44,902 56,155

純資産合計   

当期首残高 51,595,224 49,689,660

当期変動額   

剰余金の配当 △1,487,622 △1,497,711

当期純利益 2,787,693 4,580,870

自己株式の取得 △3,325,210 △87

自己株式の消却 － －

連結子会社の会計期間変更に伴う増減額 126,971 －

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △7,396 505,270

当期変動額合計 △1,905,564 3,588,341

当期末残高 49,689,660 53,278,002
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（４）連結キャッシュ・フロー計算書 

(単位：千円)

前連結会計年度 
(自 平成23年10月１日 
 至 平成24年９月30日) 

当連結会計年度 
(自 平成24年10月１日 
 至 平成25年９月30日) 

営業活動によるキャッシュ・フロー   

税金等調整前当期純利益 5,526,695 7,507,995

減価償却費 1,702,321 1,107,223

減損損失 86,187 －

のれん償却額 777 7,547

貸倒引当金の増減額（△は減少） △25,784 △62,718

賞与引当金の増減額（△は減少） △23,612 125,919

返品調整引当金の増減額（△は減少） △351,488 △148,394

退職給付引当金の増減額（△は減少） △446,200 △43,581

受取利息及び受取配当金 △21,226 △18,597

為替差損益（△は益） △15,284 △21,640

投資有価証券売却損益（△は益） △2,563 －

固定資産除売却損益（△は益） △100,114 39,988

売上債権の増減額（△は増加） △565,961 923,872

たな卸資産の増減額（△は増加） 539,274 813,198

仕入債務の増減額（△は減少） 430,169 △906,117

預り保証金の増減額（△は減少） △1,055,687 △781,446

その他 △21,261 △807,582

小計 5,656,239 7,735,667

利息及び配当金の受取額 23,467 19,327

法人税等の支払額又は還付額（△は支払） △1,451,551 △1,976,109

営業活動によるキャッシュ・フロー 4,228,155 5,778,884

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 △2,031,921 △2,031,637

定期預金の払戻による収入 2,556,561 4,000,000

投資有価証券の取得による支出 △1,800 △2,110

投資有価証券の売却による収入 52,248 －

子会社株式の取得による支出 － △16,814

有形固定資産の取得による支出 △301,208 △505,983

有形固定資産の売却による収入 326,727 11,719

無形固定資産の取得による支出 △15,098 △61,944

投資活動によるキャッシュ・フロー 585,508 1,393,228

財務活動によるキャッシュ・フロー   

自己株式の取得による支出 △3,325,210 △87

配当金の支払額 △1,488,057 △1,498,589

財務活動によるキャッシュ・フロー △4,813,267 △1,498,676

現金及び現金同等物に係る換算差額 27,024 136,223

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 27,420 5,809,660

現金及び現金同等物の期首残高 36,148,890 36,253,228

連結子会社の会計期間変更による現金及び現金同等
物の増減額（△は減少）

76,916 －

現金及び現金同等物の期末残高 ※1  36,253,228 ※1  42,062,888
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(5) 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） 

該当事項はありません。 

 
 

（連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項） 

近の有価証券報告書（平成24年12月12日提出）における記載から重要な変更がないため、開示

を省略しております。 

 
 

（連結貸借対照表関係） 

※１ 有形固定資産の減価償却累計額は次のとおりであります。 

前連結会計年度 
(平成24年９月30日) 

当連結会計年度 
(平成25年９月30日) 

24,679,006千円 24,019,091千円 

 

※２ 期末日満期手形の会計処理については、手形交換日をもって決済処理しております。 

なお、前連結会計年度末日が金融機関の休日であったため、次の期末日満期手形が、期末残

高に含まれております。 
 

 前連結会計年度 
（平成24年９月30日） 

当連結会計年度 
（平成25年９月30日） 

受取手形 226,098千円 －千円 

 
 

（連結損益計算書関係） 

※１ 一般管理費及び当期製造費用に含まれる研究開発費は次のとおりであります。 

前連結会計年度 
(自 平成23年10月１日 
 至 平成24年９月30日) 

当連結会計年度 
(自 平成24年10月１日 
 至 平成25年９月30日) 

1,095,512千円 974,159千円 

 

※２ 固定資産売却益は、次のとおりであります。 

 前連結会計年度 
(自 平成23年10月１日 
 至 平成24年９月30日) 

当連結会計年度 
(自 平成24年10月１日 
 至 平成25年９月30日) 

建物及び構築物 564千円 999千円 
機械装置及び運搬具 117,240千円 8,531千円 
土地 40,974千円 －千円 
その他 1,995千円 45千円 
合計 160,775千円 9,577千円 
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※３ 固定資産除売却損は、次のとおりであります。 

固定資産除却損 

 前連結会計年度 
(自 平成23年10月１日 
 至 平成24年９月30日) 

当連結会計年度 
(自 平成24年10月１日 
 至 平成25年９月30日) 

建物及び構築物 43,393千円 41,091千円 
機械装置及び運搬具 3,537千円 4,280千円 
その他 12,584千円 4,194千円 
合計 59,515千円 49,566千円 

 
固定資産売却損 

 前連結会計年度 
(自 平成23年10月１日 
 至 平成24年９月30日) 

当連結会計年度 
(自 平成24年10月１日 
 至 平成25年９月30日) 

建物及び構築物 30千円 －千円 
機械装置及び運搬具 555千円 －千円 
土地 528千円 －千円 
その他 30千円 －千円 
合計 1,144千円 －千円 

 
 

（連結包括利益計算書関係） 

※１ その他の包括利益に係る組替調整額及び税効果額 

 前連結会計年度 

(自 平成23年10月１日 

 至 平成24年９月30日) 

当連結会計年度 

(自 平成24年10月１日 

 至 平成25年９月30日) 

その他有価証券評価差額金   
 当期発生額 35,241千円 315,007千円 
 組替調整額 △2,563千円 －千円 
 税効果調整前 32,677千円 315,007千円 
 税効果額 △10,495千円 △110,472千円 
 その他有価証券評価差額金 22,181千円 204,535千円 

為替換算調整勘定   
 当期発生額 25,073千円 302,369千円 

その他の包括利益合計 47,255千円 506,904千円 
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（連結株主資本等変動計算書関係） 

前連結会計年度（自 平成23年10月１日 至 平成24年９月30日） 

１ 発行済株式に関する事項 

株式の種類 当連結会計年度期首 増加 減少 当連結会計年度末 

普通株式(株) 41,322,860 － 3,880,020 37,442,840

（変動事由の概要） 

減少数の内訳は、次のとおりであります。 

平成23年11月16日の取締役会決議に基づく自己株式の消却による減少  3,880,020株 
 

２ 自己株式に関する事項 

株式の種類 当連結会計年度期首 増加 減少 当連結会計年度末 

普通株式(株) 20 3,880,058 3,880,020 58

（変動事由の概要） 

増加数と減少数の内訳は、次のとおりであります。 

平成23年11月16日の取締役会決議に基づく自己株式の取得による増加  3,880,000株 

平成23年11月16日の取締役会決議に基づく自己株式の消却による減少  3,880,020株 

単元未満株式の買取りによる増加  58株 
 

３ 配当に関する事項 

(1)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 

平成23年11月11日 
取締役会 

普通株式 1,487,622 36 平成23年９月30日 平成23年12月12日

(2)基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度となるもの 

決議 株式の種類 配当の原資
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 

平成24年11月16日 
取締役会 

普通株式 利益剰余金 1,497,711 40 平成24年９月30日 平成24年12月13日

(注)１株当たり配当額40円には、東京証券取引所市場第一部指定記念配当４円を含んでおります。 
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当連結会計年度（自 平成24年10月１日 至 平成25年９月30日） 

１ 発行済株式に関する事項 

株式の種類 当連結会計年度期首 増加 減少 当連結会計年度末 

普通株式(株) 37,442,840 － － 37,442,840

 

２ 自己株式に関する事項 

株式の種類 当連結会計年度期首 増加 減少 当連結会計年度末 

普通株式(株) 58 55 － 113

（変動事由の概要） 

増加数の内訳は、次のとおりであります。 

単元未満株式の買取りによる増加  55株 
 
３ 配当に関する事項 

(1)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 

平成24年11月16日 
取締役会 

普通株式 1,497,711 40 平成24年９月30日 平成24年12月13日

(2)基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度となるもの 

決議 株式の種類 配当の原資
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 

平成25年11月12日 
取締役会 

普通株式 利益剰余金 1,872,136 50 平成25年９月30日 平成25年12月12日

 
 

（連結キャッシュ・フロー計算書関係） 

※１ 現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係は、

次のとおりであります。 

 前連結会計年度 
(自 平成23年10月１日 
 至 平成24年９月30日) 

当連結会計年度 
(自 平成24年10月１日 
 至 平成25年９月30日) 

現金及び預金勘定 38,253,228千円 42,096,084千円 
預入期間が３か月を超える定期預金 △2,000,000千円 △33,196千円 
現金及び現金同等物 36,253,228千円 42,062,888千円 
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（セグメント情報等） 

（セグメント情報） 

①報告セグメントの概要 

当社グループの報告セグメントは、当社の構成単位のうち分離された財務情報が入手可能であ

り、取締役会が経営資源の配分の決定及び業績を評価するために、定期的に検討を行う対象とな

っております。 

当社グループは、主として化粧品及び医薬品・食品の製造販売事業と航空関連事業等のその他

の事業を営んでおります。 

当社グループは、複数の製品の製造販売を行っており、取り扱い製品により包括的な戦略を立

案し、事業活動を行っております。 

したがって、当社グループは、取り扱い製品を基礎とした製品別のセグメントである「化粧品

事業」「医薬・食品事業」から構成されております。 

「化粧品事業」は、化粧品の製造販売を行っております。 

「医薬・食品事業」は、医薬品・食品・栄養補助食品の製造販売を行っております。 

「その他の事業」は、航空関連事業等を行っております。 

 

②報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産、負債その他の項目の金額の算定方法 

報告されている事業セグメントの会計処理の方法は、 近の有価証券報告書（平成24年12月12

日提出）により開示を行った「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項」における記載

と概ね同一であります。 

報告セグメントの利益は、営業利益をベースとした数値であります。 

なお、セグメント間の内部収益及び振替高は市場実勢価格に基づいております。 
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③報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産、負債その他の項目の金額に関する情報 

前連結会計年度（自  平成23年10月１日  至  平成24年９月30日） 

（単位：千円） 

 
化粧品 

事業 

医薬・食品 

事業 

その他の 

事業 
合計 

調整額 

(注１) 

連結財務諸表

計上額 

(注２) 

売上高   

外部顧客への売上高 32,223,403 13,595,361 1,401,524 47,220,289 － 47,220,289

セグメント間の内部売上高

又は振替高 
－ － 155,543 155,543 △155,543 －

計 32,223,403 13,595,361 1,557,068 47,375,832 △155,543 47,220,289

セグメント利益 5,591,217 1,245,934 70,779 6,907,930 △1,757,928 5,150,001

セグメント資産 57,886,034 19,792,286 1,829,055 79,507,375 4,193,710 83,701,086

その他の項目   

減価償却費 1,200,786 489,111 23,630 1,713,528 △11,206 1,702,321

有形固定資産及び 

無形固定資産の増加額 
111,368 144,780 685 256,835 △22,600 234,235

(注) １  調整額は、以下の通りであります。 

(1) セグメント利益の調整額△1,757,928千円には、セグメント間取引消去199,991千円及び各報告セグ

メントに配分していない全社費用△1,957,919千円が含まれております。全社費用は、報告セグメ

ントに帰属しない当社の管理部門に係る費用であります。 

(2) セグメント資産の調整額は、各報告セグメントに配分していない全社資産であります。全社資産

は、主に報告セグメントに帰属しない当社の金融資産（現金及び預金、投資有価証券等）及び管理

部門に係る資産であります。 

(3) 減価償却費の調整額は、全社資産及びセグメント間消去に係る減価償却費であります。 

(4) 有形固定資産及び無形固定資産の増加額の調整額は、セグメント間消去によるものであります。 

２  セグメント利益は、連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。 
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当連結会計年度（自  平成24年10月１日  至  平成25年９月30日） 

（単位：千円） 

 
化粧品 

事業 

医薬・食品 

事業 

その他の 

事業 
合計 

調整額 

(注１) 

連結財務諸表

計上額 

(注２) 

売上高   

外部顧客への売上高 31,278,738 13,549,242 1,688,596 46,516,576 － 46,516,576

セグメント間の内部売上高

又は振替高 
－ － 157,110 157,110 △157,110 －

計 31,278,738 13,549,242 1,845,707 46,673,687 △157,110 46,516,576

セグメント利益 7,775,350 1,295,498 3,881 9,074,729 △1,822,439 7,252,290

セグメント資産 60,142,887 19,281,563 2,547,795 81,972,246 4,898,756 86,871,003

その他の項目   

減価償却費 741,113 361,035 10,591 1,112,740 △5,516 1,107,223

有形固定資産及び 

無形固定資産の増加額 
505,957 192,418 3,000 701,376 － 701,376

(注) １  調整額は、以下の通りであります。 

(1) セグメント利益の調整額△1,822,439千円には、セグメント間取引消去235,192千円及び各報告セグ

メントに配分していない全社費用△2,057,631千円が含まれております。全社費用は、報告セグメ

ントに帰属しない当社の管理部門に係る費用であります。 

(2) セグメント資産の調整額は、各報告セグメントに配分していない全社資産であります。全社資産

は、主に報告セグメントに帰属しない当社の金融資産（現金及び預金、投資有価証券等）及び管理

部門に係る資産であります。 

(3) 減価償却費の調整額は、全社資産及びセグメント間消去に係る減価償却費であります。 

２  セグメント利益は、連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。 

 

（報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報） 

前連結会計年度（自  平成23年10月１日  至  平成24年９月30日） 

（単位：千円） 

 化粧品 
事業 

医薬・食品 
事業 

その他の 
事業 

全社・消去 合計 

減損損失 73,114 13,072 － － 86,187 

 

当連結会計年度（自  平成24年10月１日  至  平成25年９月30日） 

該当事項はありません。 

 

（報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報） 

重要性が乏しいため記載を省略しております。 

 

（報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報） 

該当事項はありません。 
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（１株当たり情報） 

 前連結会計年度 
(自 平成23年10月１日 
 至 平成24年９月30日) 

当連結会計年度 
(自 平成24年10月１日 
 至 平成25年９月30日) 

１株当たり純資産額 1,325.88円 1,421.42円 
１株当たり当期純利益金額 73.37円 122.34円 

 
(注) １ 潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在していないため、記載してお

りません。 

２ 算定上の基礎 

(1) １株当たり純資産額 

 
前連結会計年度 

(平成24年９月30日) 
当連結会計年度 

(平成25年９月30日) 

連結貸借対照表の純資産の部の合計額（千円） 49,689,660 53,278,002 

普通株式に係る純資産額（千円） 49,644,758 53,221,846 

差額の主な内訳（千円） 
 少数株主持分 

 
44,902 

 
56,155 

普通株式の発行済株式数（株） 37,442,840 37,442,840 

普通株式の自己株式数（株） 58 113 

１株当たり純資産額の算定に用いられた普通株
式の数（株） 

37,442,782 37,442,727 

 

(2) １株当たり当期純利益金額 

 
前連結会計年度 

(自 平成23年10月１日
 至 平成24年９月30日) 

当連結会計年度 
(自 平成24年10月１日
 至 平成25年９月30日)

当期純利益（千円） 2,787,693 4,580,870 

普通株主に帰属しない金額（千円） － － 

普通株式に係る当期純利益（千円） 2,787,693 4,580,870 

普通株式の期中平均株式数（株） 37,994,056 37,442,757 

 
 

（重要な後発事象） 

該当事項はありません。 

 
 

（開示の省略） 

リース取引、税効果会計、金融商品、有価証券、退職給付、デリバティブ取引等に関する注記事

項については、決算短信における開示の必要性が大きくないと考えられるため開示を省略しており

ます。 
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