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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、企業
収益の回復や雇用環境の改善により緩やかな回復基調で
推移したものの、アジア新興国の景気の下振れの影響が懸
念されるなど、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、当社グループは、コスト削減のための
様々な取り組みを通して足元の体質強化に努めながら、海外
展開やブランドイメージの向上にも積極的に取り組んでまいり
ました。

大手家電量販店向け卸売事業において大型の新規導入
を獲得したことや、インバウンド需要が好調だったこと、直販
部門における広告宣伝費の費用対効果の向上などにより、
当第２四半期連結累計期間における売上高は8,363,940千
円（前年同四半期比31.3％増）、経常利益は585,102千円

（前年同四半期比1,786.6％増）、親会社株主に帰属する四
半期純利益は344,885千円（前年同四半期比1,850.0％増）
となりました。

株主の皆様には、平素より格別のご高配、ご支援を賜り厚く御礼申しあげます。
さて、ここに2016年4月期上期（2015年5月1日から2015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

当社子会社のYA-MAN U.S.A Ltd.が、アメリカ本土にてミネラルエアー
ファンデーションの販売を開始いたしました。

トップメッセージ
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中間配当につきましては、当初予想どおり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、通期で１株当たり36円を維持する方
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。

今後も引き続き、コスト削減、ブランドイメージの向上、海外展
開などの課題に取り組んでいくとともに、社内体制の整備にも
注力していく予定です。

通期連結業績予想については、2015年６月12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

●2016年4月期通期の見通し（単位：百万円） 前期比

売 上 高 15,008 12.3％増

営 業 利 益 809 24.9％増

経 常 利 益 789 53.3％増

親 会 社 株 主 に
帰属する当期純利益 501 60.8％増

36
（予想）

1818

36

1818

2016年4月期

36

2014年4月期

1818

2015年4月期

■上期　■年間合計

2015年７月24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、定時株主総会終了後に当社商品の展示販売会を開
催し、今年もご好評をいただきました。お買い上げいただいた
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、今後も引き続きご支援を賜り
ますようお願い申し上げます。

株主優待

●1株当たり配当金（円）

▼

 株主優待品
 （100株以上500株未満）
 10,000円相当の自社商品

▼ 株主優待品（500株以上）
 30,000円相当の自社商品

Top Message
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25.3%店販
部門 42.8%42.8%直販

部門29.3%通販
部門

通販部門 店販部門 直販部門

● 売上高  2,452百万円  
● セグメント利益  795百万円

● 売上高  2,113百万円  
● セグメント利益  652百万円

● 売上高  3,578百万円  
● セグメント利益  905百万円

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

All Aboutで活躍する専門家7名が、
今年最も輝いた家電を部門ごとに表彰
する「All About 家電アワード2015」
において、当社製品の「スカルプドライ
ヤー」と「ピュア水素水スチーマー」が
受賞しました。

All	About	家電アワード2015	
ドライヤー部門・美容家電部門で
当社製品が受賞しました。

スカルプドライヤーピュア水素水スチーマー

報告セグメント別概況 Reportable Segment
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科 目
前 期

2015年4月30日現在
当第2四半期
2015年10月31日現在

資産の部
流動資産 9,425 10,648
固定資産 870 880

有形固定資産 500 526
無形固定資産 212 190
投資その他の資産 157 163

資産合計 10,295 11,528
負債の部
流動負債 2,854 3,211
固定負債 703 1,341
負債合計 3,557 4,553
純資産の部
株主資本 6,730 6,970

資本金 1,813 1,813
資本剰余金 1,313 1,313
利益剰余金 3,603 3,842
自己株式 △0 △0

その他の包括利益累計額 7 4
その他有価証券評価差額金 7 5
為替換算調整勘定 ─ △0

純資産合計 6,738 6,974
負債純資産合計 10,295 11,528

科 目

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

当第2四半期
連結累計期間
自 2015年 5 月 1 日
至 2015年10月31日

売上高 6,372 8,363

売上原価 2,864 3,437

売上総利益 3,507 4,926

返品調整引当金戻入額 126 128

返品調整引当金繰入額 95 96

差引売上総利益 3,538 4,958

販売費及び一般管理費 3,450 4,340

営業利益 87 618

営業外収益 5 6

営業外費用 62 39

経常利益 31 585

特別損失 0 5

税金等調整前四半期純利益 30 579

法人税等 12 234

四半期純利益 17 344

親会社株主に帰属する四半期純利益 17 344

その他有価証券評価差額金 1 △2

為替換算調整勘定 ─ △0

四半期包括利益 18 341

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 2014年 5 月 1 日
至 2014年10月31日

当第2四半期
連結累計期間
自 2015年 5 月 1 日
至 2015年10月31日

営業活動によるキャッシュ・フロー 710 1,410
投資活動によるキャッシュ・フロー △55 △78
財務活動によるキャッシュ・フロー △346 680
現金及び現金同等物に係る換算差額 2 0
現金及び現金同等物の増減額 310 2,014
現金及び現金同等物の期首残高 2,859 3,145
現金及び現金同等物の四半期末残高 3,169 5,159

四半期連結キャッシュ・フロー計算書 （単位：百万円）

連結財務諸表 Financial Statements
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H/Cボーテ ピュア水素水スチーマー

ドリンクモード & 専用飲用ボトルつきの特別セット
内側からも即効水素水チャージ

給水タンクに搭載した電極が、水を電気分
解して水素を発生。水道水を入れ、電源ON
してボタンを押すだけのかんたん操作で効
率的に水素水を生成します。極性のオート
切り替え機能により電極の劣化を抑制し、
長期間衛生的に使用できます。
●12mL/分の大容量スチーム 
＊……年齢に応じたケア。

※当社調べ。

水素水を生成するドリンクモードを搭載。飲用 
ボトルつきで飲用水素水の生成もできます。
スリムなフォルムのボトルは220mLで、持ち歩
きも可能。お食事中や入浴の前後、就寝前など
お好きなタイミングでお飲みいただけます。

「ピュア水素水」で、内側からのアプローチを実
現します。

1台で内からも外からもケア! 
できたての水素水によるアプローチを実現
美容にさまざまな効果が期待できる水素水をその場で生成 !
できたての水素水を「飲む」&「浴びる」のダブルケアが
1台で叶うハイブリッド美容家電

ハリと透明感あふれるエイジングケア*を実現

H/C Beauté
シリーズ誕生

「ピュア水素水スチーマー」と化粧水の併用で、

肌
水
分
量（
相
対
値
） 使用前 使用後

100% 140%

約40%うるおいアップ！

水素水スチームをたっぷり浴びる
お顔も髪もトータルエイジングケア＊

温冷の両機能、または温冷いずれかの機能を活用した
エイジングケア＊美容器の新しいシリーズ『H/C	Beauté』が誕生しました。
＊……年齢に応じたケア。

New!

できたての水素水を飲む・浴びる
うるおうだけでは物足りない
大人の女性のためのスチーマー

FACE HAIRfor

浴びて
うるおい・ハリ

アップ

Point1 Point2

飲んで
内側からも

ケア

新製品トピックス
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H/Cボーテ フェイスV FACEfor

Point1

近年、温めることで増加するHSP (ヒートショックプロテイン) が、 
紫外線による肌のハリの低下を抑制するなどの研究結果が発表され、 
エイジングサインの気になる肌への有用性が注目されています。
このH/C Beautéシリーズは、水素水を生成するエイジングケア*の 
スチーマー「ピュア水素水スチーマー」と、持ち上げメソッドと中周波
EMSによる深層筋刺激で理想的なV肌へ導く「フェイスV」により 
スタートしました。 うるおい ハリVフェイス透明感キメ

温め
やわらげる

HOT
冷やして

引き締める

COOL
&

リフトケアに適した形状の広いEMS
電極プレートを採用。

「肌を持ち上げたまま、EMSで引き
締める」の独自メソッドを、ノーテク
ニックで誰でもかんたんに再現でき
ます。深層表情筋まで刺激する中周
波EMSで、引き締まった印象のV
フェイスに。

持ち上げメソッド + 中周波EMS
Wアプローチのリフトケア

約42℃の温プレートと約
12℃の冷プレートを1台に
搭載。裏返すだけでかんた
んに温冷ケアができます。
紫外線ダメージの気になる
肌へハリを与え、透明感に
満ちたハリ肌へと導きます。
＊……室温約25度のとき。

1台で±30℃の温冷ケア＊。
ハリと透明感に満ちた肌に

透明感あふれる
理想的なVフェイスへ
温冷ケア×中周波EMSで
持ち上げて引き締めるリフトケア美顔器

「肌を持ち上げたまま、EMSで表情筋を刺激する」
独自メソッドと温冷ケアを手軽に実現 !
さらにイオン導出入でのスキンケア、 
表情筋にアプローチする中周波EMSで、 
ハリ肌と理想のVフェイスへ導く美顔器

電気信号で、筋肉を動かす
筋肉は、脳から送られている電気信号から指示をうけて働き
ます。EMS (Electrical Muscle Stimulation) では直接
その電気信号を筋肉に伝え、意思とは関係なく筋肉を動かす
ことができるので、運動が苦
手な方にも人気の機能です。
さらに中周波EMSは、筋肉の
深くまでアプローチすることが
でき、普段なかなか動かさない
さまざまな表情筋に対して、刺
激を与えることができます。

中周波EMS

〈イメージ〉

中周波EMSとは?

Point2

表面 裏面

温 冷
プレート
42℃

プレート
12℃

＊……年齢に応じたケア。
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会社概要 （2015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 141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 （2015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 9,592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
287,912株（4.93%）

●自己名義株式
152株（0.00%）

●その他国内法人 17,600株（0.30%）●証券会社 137,158株（2.35%）

●金融機関 936,788株（16.06%）●個人・その他 4,455,278株（76.36%）

役員一覧 （2015年10月31日現在）

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
山㟢　貴三代 620,460 10.63
山㟢　静子 595,440 10.20
株式会社日本政策投資銀行 583,588 10.00
日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社（信託口） 248,800 4.26
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 2.52
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。

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㈹

ヤーマン株式会社

代表取締役社長 山㟢貴三代 常勤監査役＊2 岩㟢　榮治
取締役副社長 伊藤千保美 監 査 役＊2 山田　勝利
取 締 役 山㟢　岩男 監 査 役＊2 亀岡　義一 
取 締 役 宮㟢　昌也
取 締 役 戸田　正太 ＊1　社外取締役

＊2　社外監査役
取 締 役＊1 繁野　径子

http://www.ya-man.com/

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