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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、政府
主導の経済政策の効果により緩やかな回復基調で推移した
ものの、消費税増税前の駆け込み需要の反動や急激な円安
などにより、先行きは不透明な状況になっております。

このような状況の下、当社グループでは、足元の体質強化を
第一に、原価低減や効率重視の費用支出、香港に続く海外
販路の開拓などの取り組みを続けてまいりました。

大手家電量販店向け卸売事業において直接取引への切
り替えが順調に進み、店舗数も拡大して安定的な売上を確保
できる体制が構築されてきたこと、個人顧客向け直販事業に
おいて費用対効果を重視した広告宣伝費の投下を徹底した
ことなどの企業努力が奏功した反面、このところの急激な円安
による輸入コストの増加を吸収するには至らず、当第２四半期
連結累計期間における売上高は6,372,491千円（前年同四半
期比13.7％減）、経常利益は31,014千円（前年同四半期は
221,254千円の損失）、四半期純利益は17,686千円（前年同
四半期は140,841千円の損失）となりました。

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2015年4月期上期（2014年5月1日から2014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。

当上期の事業環境と業績について

代表取締役社長　山㟢 貴三代

トップメッセージ

2014年11月8日、香港大手百貨店
「SOGO尖沙咀 （Tsim Sha Tsui／チムサーチョイ） 店」に
当社専用ブースがオープンしました。
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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。

今後も利益を重視した販売施策を継続するとともに、市場の
ニーズに合った新製品・新商品の開発やヤーマンブランドの浸
透にも力を入れてまいります。

また、まだ規模は小さいものの順調に売上を伸ばしている海
外向け販売につきましても、引き続き注力してまいります。

通期連結業績予想については、2014年6月13日に公表し
た内容から変更はありません。今後の販売動向や利益の状況
を見極めたうえで、修正が必要であると判断した場合には速や
かに公表いたします。

通期の見通しについて

株主様への利益還元について

●2015年4月期通期の見通し（単位：百万円） 前期比

売 上 高 14,501 0.9％増

営 業 利 益 659 76.8％増

経 常 利 益 647 73.1％増

当 期 純 利 益 414 88.4％増

36
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■上期　■年間合計

2014年7月25日の定時株主総会後に株主優待品の発送
を行いました。

また、前年に引き続き定時株主総会終了後に当社商品の
展⽰販売会を開催し、ご好評いただきました。お買い上げいた
だきました皆様、ありがとうございました。

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

株主優待

株主優待品
（100株以上500株未満）
10,000円相当の自社商品
化粧品「オンリーミネラルセット」

株主優待品
（500株以上）
30,000円相当の自社商品
化粧品「オンリーミネラルセット」

Top Message

●1株当たり配当金（円）
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24.0%店販
部門 27.9%27.9%直販

部門44.6%通販
部門

通販部門 店販部門 直販部門

● 売上高  2,842百万円  
● セグメント利益  974百万円

● 売上高  1,528百万円  
● セグメント利益  372百万円

● 売上高  1,778百万円  
● セグメント利益  11百万円

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

売上高構成比

報告セグメント別概況 Reportable Segment

ゆとりをもたらす時短家電や、かしこく節電する省エネ家電
を家電のプロが厳選する「スマート家電グランプリ」において、
「スマート家電グランプリ2015」健康・理美容家電部門から、
『RFボーテ キャビスパ』、『プラチナホワイト RF』、『レイボー
テ フォーメン』が金賞を受賞しました。

スマート家電グランプリ2015
健康・理美容家電部門で
当社製品が金賞を
受賞しました。

RFボーテ キャビスパ

プラチナホワイト RF

レイボーテ フォーメン
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連結財務諸表 Financial Statements

科 目
前 期

2014年4月30日現在
当第2四半期
2014年10月31日現在

資産の部
流動資産 9,377 8,981
固定資産 943 919

有形固定資産 531 532
無形固定資産 262 244
投資その他の資産 149 142

資産合計 10,321 9,901
負債の部
流動負債 2,637 2,497
固定負債 1,052 858
負債合計 3,689 3,355
純資産の部
株主資本 6,628 6,541

資本金 1,813 1,813
資本剰余金 1,313 1,313
利益剰余金 3,501 3,413
自己株式 △0 △0

その他の包括利益累計額 2 3
その他有価証券評価差額金 2 3

純資産合計 6,631 6,545
負債純資産合計 10,321 9,901

科 目

前第2四半期
連結累計期間
自 2013年 5 月 1 日
至 2013年10月31日

当第2四半期
連結累計期間
自 2014年 5 月 1 日
至 2014年10月31日

売上高 7,380 6,372

売上原価 2,937 2,864

売上総利益 4,442 3,507

返品調整引当金戻入額 183 126

返品調整引当金繰入額 106 95

差引売上総利益 4,519 3,538

販売費及び一般管理費 4,764 3,450

営業利益又は営業損失（△） △245 87

営業外収益 42 5

営業外費用 18 62

経常利益又は経常損失（△） △221 31

特別損失 1 0

税金等調整前四半期純利益又は
税金等調整前四半期純損失（△） △223 30

法人税等 △82 12

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（△） △140 17

四半期純利益又は
四半期純損失（△） △140 17

その他有価証券評価差額金 0 1

繰延ヘッジ損益 △24 ─
四半期包括利益 △164 18

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

前第2四半期
連結累計期間
自 2013年 5 月 1 日
至 2013年10月31日

当第2四半期
連結累計期間
自 2014年 5 月 1 日
至 2014年10月31日

営業活動によるキャッシュ・フロー △231 710
投資活動によるキャッシュ・フロー △43 △55
財務活動によるキャッシュ・フロー 965 △346
現金及び現金同等物に係る換算差額 0 2
現金及び現金同等物の増減額 691 310
現金及び現金同等物の期首残高 1,675 2,859
現金及び現金同等物の四半期末残高 2,366 3,169

四半期連結キャッシュ・フロー計算書 （単位：百万円）
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RF Beauté キャビスパは、RF（ラジオ波）でお肌をあたため、キャビテーション、EMSでトリートメント
を行う家庭用美容器です。ご自身のお肌の状況や目的に合わせて各モードを組み合わせ、トリートメ
ントを行うことができます。

ヤーマン独自の新技術＆形状が1MHzのラジオ波による温熱効果を
「より深く、より広く、より早く、より長く」お肌を温めます。

1台3役！本格ボディケア美容器

新製品トピックス

「深・熱・体」
RF×CAVI×EMSでボディにメリハリ!
いま、大注目のラジオ波搭載ボディケア美容器

ボディケア キャビスパ

キャビスパの特長

RF（ラジオ波）

１MHｚのラジオ波による温熱効果で、ト
リートメントに適したボディコンディショ
ンへ

EMS（イーエムエス）

電気の刺激で筋肉を効果的にエクササ
イズ、ボディを引き締め

CAVI（キャビテーション）

業務用キャビテーション美容器でも採用
されている330kHｚの超音波。振動さ
せてお肌をトリートメント

いつの間にか定着したゆるゆるのお肉やお肌表面の
凹凸。運動だけでは解消できないこれらのお悩みに対
し、エステサロンで人気のキャビテーションをご家庭で
再現することをめざした本格ボディケア美容器。独自技
術の"サークルRFテクノロジー "を採用した電極ヘッド
により、お肌を深部（角質層）まで素早く温めます。

独自技術“サークル RF テクノロジー”による
深層温熱

特許出願中の「特殊円状フラット電極」
を採用し、業務用と同じ1MHzのラジ
オ波でお肌を温める、ヤーマン独自の新
技術です。これにより、「より深く、より広
く、より早く、より長く」お肌を温めること
ができます。
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充電スタンドと合わせたクールなデザインも楽しめます。

カンタン!	手のひらサイズのコンパクトデザイン

キャビテーションとラジオ波、EMSが同時にできるのはすごいですね。通常エステサロンでキャビテーションの
施術をする場合、あたためてからキャビテーションをしてもみほぐすのですが、キャビスパは１台で同時に３つ
のことをしてくれるので嬉しいです。
家庭用の美容機器で、EMSとキャビテーションとラジオ波がついているもので、お風呂でも使えるというもの
は他では見たことないです。身体をあたためながらすることで効果が高まるので、お風呂でできることはすご
いです。
簡単に使えるので、仕事や家事でなかなか時間が取れない人にもオススメですね。毎日使えるのも、家庭用の
利点ですよね。効果が実感しやすいので、私は大事な撮影の前の日に使っています。

モデル・加圧トレーニングインストラクター　原 志保さん

キャビスパについて　[モデル/ご愛用者様としてのコメント]

手のひらサイズの
やわらかいデザイン

実際に使うときの手の動きを考え、手のひらサイズ
のまるいフォルムにデザインしました。

シンプルなボタン操作
各モードボタンのいずれかを長押しすれば電源の
ON/OFFが、短押しすればモードのON/OFFが行
えます。

安全機能のオートオフ
電源をオンにしてから10分経過すると自動的に電
源がオフになります。また、本体についている温度
センサーが高温であると判断すると、自動で電源が
オフになります。
※防水性能を表すIPX7（JIS規
格）に相当します。入浴中や
シャワーを浴びながら使用い
ただけます。

お好みに合わせた
レベル調整

お好みやその日の体調に合わせて、
RFの出力レベル（3段階）、EMSのレベ
ル（6段階）を選択できます。心地よい
と感じるレベルを選んでください。
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会社概要 （2014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 132名
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 （2014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 9,469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
245,701株（4.21%）

●自己名義株式
152株（0.00%）

●その他国内法人 14,000株（0.24%）●証券会社 86,629株（1.48%）

●金融機関 994,088株（17.04%）●個人・その他 4,494,318株（77.03%）

役員一覧 （2014年10月31日現在）

代表取締役社長 山㟢貴三代 常勤監査役 岩㟢　榮治
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 15.23
株式会社日本政策投資銀行 775,088 13.28
山㟢　貴三代 620,460 10.63
山㟢　静子 595,440 10.20
山㟢　光英 245,360 4.20
Victoria Yamazaki 208,000 3.56
山㟢　知美 208,000 3.56
日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社（信託口） 176,700 3.02
山㟢　岩男 147,360 2.52
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
株主様の口座のある証券会社にお申出ください。

■ 未払配当金の支払いについて
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。

会社概要・株式状況 Corporate Data / Stock Information

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
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