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●売上高 ●営業利益 ●経常利益 ●四半期（当期）純利益

当第2四半期連結累計期間におけるわが国経済は、復興
需要等を背景に回復の兆しが見られたものの、長引く欧州債
務問題や不安定な中国情勢に加え、製造業を中心に輸出・
鉱工業生産が減少し、雇用・賃金情勢にもその影響が及ぶ
等、低調に推移いたしました。

このような状況の下、当社グループは、テレビ、新聞、雑誌等
の様 な々メディアで積極的に広告展開を行い、徐 に々注目度が
増している美容家電分野における知名度の向上を目指してま

株主の皆様には、平素より格別のご高配、ご支援を賜り厚くお礼申しあげます。
さて、ここに2013年4月期上期（2012年5月1日から2012年10月31日までの第2四

半期累計期間）のYA-MAN REPORTをお届けし、当第2四半期連結累計期間の経
営成績などについてご報告いたします。

いりましたが、上市より3年が経過した脱毛器「no ! no ! HAIR」
について需要が一巡したことにより当初計画を下回る販売と
なったこと等から、前年同四半期実績を下回る売上高となり
ました。

この結果、当第2四半期連結累計期間における売上高は
9,364百万円（前年同四半期比12.0%減）、営業利益は492
百万円（前年同四半期比57.7%減）、経常利益は465百万円

（前年同四半期比60.8%減）、四半期純利益は282百万円（前
年同四半期比57.9%減）となりました。

当上期の事業環境と業績について

連結財務ハイライト Financial Highlights

代表取締役社長　山㟢 貴三代

トップメッセージ
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中間配当につきましては、当初予想通り1株当たり18円とさ
せていただきました。また期末配当につきましても、1株当たり
18円を予定しており、前期と同額とする方針です。これからも
事業展開や内部留保を加味しつつ、株主の皆様への利益還
元を意識した配当政策に努めてまいります。
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■上期　■年間合計●1株当たり配当金

通期連結業績予想については、2012年6月14日に公表
した内容から変更はありません。しかしながら、平成24年11
月21日に公表したとおり、主力製商品の販売動向を見極め
た上で、修正が必要と判断した場合には速やかに公表いた
します。

2011年より導入した株主優待制度について、その内容をリ
ニューアルし、2012年７月の定時株主総会後に、株主優待品
の発送を行っております。

また2012年7月の株主
総会終了後に、当社の商
品の展示即売会を開催
させて頂き、ご好評頂きま
した。お買い上げ頂きまし
た皆様、ありがとうござい
ました。

株主の皆様におかれましては、引続きご支援、ご高配を賜り
ますようお願い申しあげます。

通期の見通しについて 株主様への利益還元について

株主優待

株主優待品（1,000株以上）
「オンリーミネラル」

T o p  M e s s a g e

●2013年4月期連結業績予想 （単位：百万円）

上期実績 通期予想 前期比

売 上 高 9,364 22,540 10.0％増

営 業 利 益 492 2,128 17.5％増

経 常 利 益 465 2,075 16.4％増

当 期 純 利 益 282 1,167 12.7％増

※ 当社では2011年3月1日
付で普通株式1株につき
2株の割合をもって株式分
割を行っております。1株
当たり配当金につきまして
は当該株式分割が2011
年4月期の期首に行われ
たと仮定した場合の数値を
記載しております。
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痩身器具「アセチノ」シリーズについて、
機能性の高さを積極的にアピールし、主に
地上波通販会社・カタログ通販会社向け
の販売が非常に好調に推移いたしました
が、脱毛器「no ! no ! HAIR」シリーズに
ついて、上市から3年が経過し、需要が
一巡したことから売上が減少し、売上高
は3,188百万円（前年同四半期比13.0%
減）、セグメント利益は1,247百万円（前年
同四半期比8.8%減）となりました。

痩身器具「アセチノ」シリーズについて、
大手家電量販店や大手雑貨・バラエティ
ショップでの展開が非常に好調に推移し
た他、化粧品「オンリーミネラル」シリーズも
安定して推移いたしましたが、脱毛器

「no ! no ! HAIR」シリーズについて、上市
から3年が経過し、需要が一巡したこと
から売上が減少し、売上高は2,444百万
円（前年同四半期比34.1%減）、セグメン
ト利益は1,062百万円（前年同四半期比
39.6%減）となりました。

痩身アイテム「加圧エクサ」シリーズにつ
いて価格設定の見直しを行い、インフォマー
シャルを中心に機能性の高さを積極的にア
ピールして売上が大きく伸長した他、新商
品の機能性アンダーウェア「アーブラ」シリー
ズも売上の伸長に貢献し、また化粧品「オン
リーミネラル」シリーズもリピート購入にも下支
えされ堅調に推移したことから、売上高は
3,558百万円（前年同四半期比12.0%増）、
セグメント利益は81百万円（前年同四半期
は65百万円の損失）となりました。

通販部門 	 店販部門 直販部門

● 売上高  3,188百万円  
● セグメント利益  1,247百万円

● 売上高  2,444百万円  
● セグメント利益  1,062百万円

● 売上高  3,558百万円  
● セグメント利益  81百万円

主に雑誌やテレビを利用して
通信販売を行う事業者向け
卸売事業

主に家電量販店や
バラエティショップ向け
販売事業

インフォマーシャルや雑誌、
新聞、Web等の媒体利用による
個人向け直接販売事業

R e p o r t a b l e  S e g m e n t報告セグメント別概況

通販卸・店販卸は減収も、直販が売上牽引し、
３販路でバランスよく展開しています
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借入金の返済を進め、借入金
及び社債の合計が354百万
円減少

負債合計

no! no! HAIR需要一巡
売上高

新聞・雑誌・Webへの積極広
告展開でブランドイメージ
アップへ

販売費及び一般管理費

四半期純利益の計上及び売
上債権の回収

営業活動によるキャッシュ・フロー

有利子負債の返済
財務活動によるキャッシュ・フロー

科 目
当第2四半期
2012年10月31日現在

前 期
2012年4月30日現在

資産の部
流動資産 9,942 9,822
固定資産 976 1,011

有形固定資産 560 565
無形固定資産 302 330
投資その他の資産 113 114

資産合計 10,919 10,833
負債の部
流動負債 3,791 3,596
固定負債 426 713
負債合計 4,217 4,309
純資産の部
株主資本 6,702 6,525

資本金 1,813 1,813
資本剰余金 1,313 1,313
利益剰余金 3,575 3,398
自己株式 △0 △0

その他の包括利益累計額 △1 △1
その他有価証券評価差額金 △1 △1

純資産合計 6,701 6,524
負債純資産合計 10,919 10,833

科 目

当第2四半期
連結累計期間
自 2012年 5 月 1 日
至 2012年10月31日

前第2四半期
連結累計期間
自 2011年 5 月 1 日
至 2011年10月31日

売上高 9,364 10,639

売上原価 3,579 4,112

売上総利益 5,785 6,526

返品調整引当金戻入額 155 129

返品調整引当金繰入額 137 120

差引売上総利益 5,803 6,535

販売費及び一般管理費 5,311 5,373

営業利益 492 1,162

営業外収益 4 67

営業外費用 31 42

経常利益 465 1,187

特別損失 5 3

税金等調整前四半期純利益 460 1,183

法人税等 177 513

少数株主損益調整前四半期純利益 282 670

四半期純利益 282 670

その他有価証券評価差額金 △0 △2

繰延ヘッジ損益 ─ △1

四半期包括利益 282 665

四半期連結損益計算書及び
四半期連結包括利益計算書 （単位：百万円）

四半期連結貸借対照表 （単位：百万円）

科 目

当第2四半期
連結累計期間
自 2012年 5 月 1 日
至 2012年10月31日

前第2四半期
連結累計期間
自 2011年 5 月 1 日
至 2011年10月31日

営業活動によるキャッシュ・フロー 1,838 1,404
投資活動によるキャッシュ・フロー △52 △35
財務活動によるキャッシュ・フロー △470 △673
現金及び現金同等物に係る換算差額 △0 △0
現金及び現金同等物の増減額 1,314 694
現金及び現金同等物の期首残高 2,184 2,524
現金及び現金同等物の四半期末残高 3,499 3,218

四半期連結キャッシュ・フロー計算書 （単位：百万円）

F i n a n c i a l  S t a t e m e n t s連結財務諸表
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これ一本で
42℃温冷美容ができる！42℃温冷プレート

※1 IPX7… 水深1mのところで30分浸水した状態でも商品
の支障が表れない状態

裏：温プレート
（約42℃）

表：冷プレート
（約12℃）

 防水仕様（IPX7）※1

 顔にも使える！

温プレート、冷プレートの温度差は
30℃。蒸しタオルや氷での、セルフ
ケアでは面倒な温冷ケアを体感頂
けます。

左右逆回転の機能で体に常に
新鮮な刺激を加えられます。

「充電式」でどこでもいつでもケア可能に ！！

「防水機能」でお風呂での使用が可能に ！
※詳細は右記へ

ボディアタッチメントに
99.9％のゲルマニウムを配合 ！ 

充電式でコードレス防水仕様なので、いつでもどこで
も好きな時に揉みだしケアが可能 ！ お風呂で温まりな
がらのトリートメントはさらに効果的 ！

フェイス用アタッチメントつきだから、フェイスラインのコ
リほぐしや引き締めなどにも効果が期待できます ！

目の下のくぼみや小鼻の脇など、本当に
使用したい部分にぴったりフィットする円
形型。握りやすい形状で、長時間使用し
ても疲れません。持ち運びに便利な充電
式なので、どこでも気軽にケアできます。

お肌を冷却すると、一時的に引き締まります。それに反応して温めようという力により、お肌の働き
が活発になります。そのしくみを利用して、さまざまな肌悩みを解決するという美容理論が “42℃温
冷美容” です。新発想の温冷プレートがうるおいをぎゅっと閉じこめて肌の水分保持力を高めます。

追加
機能1
追加
機能2
追加
機能3
追加
機能4

従来品（アセチノセルビー）よりも
機能がアップ！

 オートオフ機能
  （12分で電源オフ）

 きわまでぴったりフィット！ 
 使いやすい

 温冷差最大約30℃の
 温冷ケアが実現！
 電源ＯＮでクイック起動

新製品・商品紹介	＆	トピックス

運動だけではなかなか解消しづらい、気になる二の腕やお腹。エステには通い続けられな
い…という方におすすめ ! 自宅でも手軽にエステサロンのハンドトリートメントのような、“もみ出し
ケア”が実現できるトリートメント美容機器です ! 1日の使用目安は1部位約5分、全身でも約30
分と手軽で、毎日のケアも手軽に続けることができます。毎分3万4千回以上の回転刺激で、
気になるでこぼこお肉を揉みほぐすように刺激します !

忙しかったり、エステに
通うのが難しいあなたへアセチノスマート
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日テレ・ベレーザとコーポレートパートナー契約を結びました

香港大手商社「ジャブセン」と
販売代理店契約を結びました

女子サッカーという健康的なイメージと、ポルトガル語で “美人” を意味す
る「ベレーザ」というチーム名は、「美容と健康」をテーマとしている当社の
経営方針及び事業展開のイメージに合致していると判断し、2012年10月
1日に同チームとコーポレートパートナー契約を結びました。

今後は同チームの応援に加え、当社製品とのコラボ企画などによる相乗
効果を図ってまいりたいと考えております。

当社はこの度、中国をはじめとする東南アジア圏への事業展開の足掛かりのため
に、家電販売に大きな影響力を持つ香港の大手総合商社「ジャブセン（Jebsen 
Consumer Products Co.,Ltd.）」と販売代理店契約を締結いたしました。

主な販売店は、大手家電量販店である「ブロードウェイ」「フォートレス」（2企業併
せて50店舗）を中心に、大手日系百貨店である「そごう（SOGO）」「ジャスコ」（各1店
舗）でも展開を予定しております。

主な販売製品は、日本でも好評の「アセチノスマート」や「フェイササイズUP」をはじ
めとした8製品であり、販売初年度の売上は2億円（出荷価額ベース）を目標としてお
ります。

ラジオNIKKEI「東証+YOU〜マーケットから日本を元気に」に
出演しました

2012年12月12日にラジオNIKKEIの株式実況中継番組内、「東証+YOU 〜マー
ケットから日本を元気に」に代表取締役社長山﨑貴三代が出演いたしました。美容
家電業界の動向や当社の強み、今後の展望など、15分ほどお話をさせて頂いてお
ります。

フェイササイズUP

香港での商品展示の様子

プラチナホワイトスリム
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本　　　店	 東京都江東区古石場1-4-4
本社営業所	 東京都江東区東陽2-4-2				TEL	03-5665-7330㈹
http://www.ya-man.com/ヤーマン株式会社

会社概要 （2012年10月31日現在）

商号 ヤーマン株式会社
設立 1978年（昭和53年）5月27日
資本金 1,813百万円
従業員 120名（単体）、123名（連結）
事業内容 美容健康関連機器及び化粧品の研究開発・製

造・販売、バラエティ雑貨等の仕入販売

株式の状況 （2012年10月31日現在） 株主メモ 

発行可能株式総数 19,555,552株
発行済株式総数 5,834,888株
株主数 6,261名
単元株式数 100株

事業年度 毎年5月1日から翌年4月30日まで
定時株主総会 毎年7月
基準日 定時株主総会　　  4月30日

期末配当金　　  　4月30日
中間配当金　　 　10月31日

公告方法 電子公告。ただし、事故その他やむを得な
い事由によって電子公告による公告をするこ
とができない場合は、日本経済新聞に掲載。

単元株式数 100株
株主名簿管理人 東京都千代田区丸の内一丁目４番1号

三井住友信託銀行株式会社
郵便物送付先 〒168-0063

東京都杉並区和泉二丁目8番4号
三井住友信託銀行株式会社  証券代行部

（電話照会先） 0120-782-031（フリーダイヤル）
取次事務は三井住友信託銀行株式会社の
本店及び全国各支店で行っております。

合計
5,834,888株（100.00%）

●外国法人等
323,000株（5.54%）

●自己名義株式
152株（0.00%）

●その他国内法人13,000株（0.22%）●証券会社102,837株（1.76%）

●金融機関 1,178,988株（20.21%）●個人・その他 4,216,911株（72.27%）

役員一覧 （2012年10月31日現在）

代表取締役会長 山㟢　行輝 常勤監査役 岩㟢　榮治
代表取締役社長 山㟢貴三代 監 査 役 榊原　純一 
取締役副社長 伊藤千保美 監 査 役 山田　勝利
取 締 役 山㟢　岩男 監 査 役 亀岡　義一 
取 締 役 髙橋　　満
取 締 役 宮㟢　昌也
取 締 役 戸田　正太

所有者別分布状況

大株主
株主名 持株数（株） 持株比率（%）
山㟢　行輝 888,960 15.24
株式会社日本政策投資銀行 888,888 15.23
山㟢　静子 595,440 10.20
山㟢　貴三代 506,660 8.68
山㟢　光英 245,360 4.20
Victoria Yamazaki 208,000 3.56
山㟢　知美 208,000 3.56
山㟢　岩男 147,360 2.53
日本マスタートラスト信託銀行株式会社（信託口） 119,700 2.05
松本　行雄 107,960 1.85

■ 住所変更、単元未満株式の買取等のお申出先について

■ 未払配当金の支払いについて

株主様の口座のある証券会社にお申出ください。

株主名簿管理人である三井住友信託銀行株式会社にお申出ください。
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