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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を背景に、弱含みながらも緩
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
下振れリスクや英国のEU離脱問題などの懸念事項も多く、
先行き不透明な状況が続いております。

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。

各販路で販売が好調であったことに加え、原価低減の取
り組みが奏功したこと、為替の円高傾向が持続したこと、中
国向けの売上が想定より前倒しで計上されたことなどにより、
当第２四半期連結累計期間における売上高は10,731百万円

（前年同四半期比28.3％増）、経常利益は2,319百万円（前
年同四半期比296.5％増）、親会社株主に帰属する四半期
純利益は1,500百万円（前年同四半期比335.0％増）と前年
同四半期を大幅に上回る結果となりました。

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2017年4月期上期（2016年5月1日から2016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

新製品の洗顔美顔器「サークルピーリングプロ」を中国上陸1周年記念イ
ベントで発表いたしました。

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。期末配当につきましても、1株当たり18
円、通期で1株当たり36円を予定しておりますが、通期の利益
水準を鑑み、検討してまいる所存です。

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。

第３四半期以降につきましては、引き続きコスト削減、社内体
制の整備、新製品の研究開発などの取り組みに注力していく
ほか、ブランド認知のための広告投資にも経営資源を配分し
ていく予定です。

なお、平成28年11月14日に公表した業績予想に修正はあ
りません。

通期の見通しについて

株主様への利益還元について

●2017年4月期通期の見通し（単位：百万円） 前期比

売 上 高 19,253 18.0％増

営 業 利 益 2,836 175.8％増

経 常 利 益 2,832 182.6％増

親 会 社 株 主 に
帰属する当期純利益 1,818 207.4％増

36
（予想）
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■上期　■年間合計

2016年７月28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（500株以上）
	 30,000円相当の自社商品

▼

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

Top Message
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29.1%店販
部門 31.9%31.9%直販

部門25.8%通販
部門

通販部門 店販部門 直販部門

● 売上高  2,774百万円  
● セグメント利益  1,230百万円

● 売上高  3,126百万円  
● セグメント利益  1,401百万円

● 売上高  3,429百万円  
● セグメント利益  808百万円

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

世間において女性のキャリア促進が
課題にあがる中、当社では女性管理
職比率47％、女性役員比率は50％

（社外取締役含む）と高水準を維持
しております。
今後は女性のキャリア促進だけではな
く、多様性の受容・人材教育・ワー
クライフバランスに対する意識向上を
めざし、企業の持続的成長に努めて
まいります。

ヤーマンではダイバーシティ活動を推進しています。	

33%33%

33%33%

50%50%

2014年
4月期

2015年
4月期

2016年
4月期

2名 4名

2名 4名

3名 3名

■女性役員　■男性役員

48%48%

50%50%

47%47%

2014年
4月期

2015年
4月期

2016年
4月期

14名 15名

13名 13名

14名 16名

■女性管理職　■男性管理職

直近3期の女性役員比率（4/30時点） 直近3期の女性管理職比率（4/30時点）

役員 管理職

報告セグメント別概況 Reportable Segment
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科 目
前 期

2016年4月30日現在
当第2四半期
2016年10月31日現在

資産の部
流動資産 10,528 12,311
固定資産 845 772
有形固定資産 532 424
無形固定資産 157 183
投資その他の資産 154 164
資産合計 11,373 13,084
負債の部
流動負債 3,457 4,016
固定負債 1,098 855
負債合計 4,556 4,872
純資産の部
株主資本 6,819 8,216
資本金 1,813 1,813
資本剰余金 1,313 1,313
利益剰余金 3,984 5,382
自己株式 △292 △292
その他の包括利益累計額 △1 △4
その他有価証券評価差額金 2 3
為替換算調整勘定 △4 △7
純資産合計 6,817 8,212
負債純資産合計 11,373 13,084

科 目

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

当第2四半期
連結累計期間
自 2016年 5 月 1 日
至 2016年10月31日

売上高 8,363 10,731

売上原価 3,437 3,608

売上総利益 4,926 7,123

返品調整引当金戻入額 128 115

返品調整引当金繰入額 96 96

差引売上総利益 4,958 7,141

販売費及び一般管理費 4,340 4,828

営業利益 618 2,313

営業外収益 6 23

営業外費用 39 17

経常利益 585 2,319

特別利益 ─ 31

特別損失 5 5

税金等調整前四半期純利益 579 2,346

法人税等 234 845

四半期純利益 344 1,500

親会社株主に帰属する四半期純利益 344 1,500

その他有価証券評価差額金 △2 0

為替換算調整勘定 △0 △3

四半期包括利益 341 1,497

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 2015年 5 月 1 日
至 2015年10月31日

当第2四半期
連結累計期間
自 2016年 5 月 1 日
至 2016年10月31日

営業活動によるキャッシュ・フロー 1,410 2,077
投資活動によるキャッシュ・フロー △78 12
財務活動によるキャッシュ・フロー 680 △352
現金及び現金同等物に係る換算差額 0 △26
現金及び現金同等物の増減額 2,014 1,712
現金及び現金同等物の期首残高 3,145 5,219
現金及び現金同等物の四半期末残高 5,159 6,931

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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2016年8月13日に銀座中央通りのランドマーク「キ
ラリトギンザ」の3Ｆに直営店を新規出店いたしま
した。直営店では、既存店舗で販売していない
製品も展開しているほか、ただ製品を展示・紹
介・販売するだけではなく、丁寧なカウンセリング
に基づき、効果的なトリートメント方法をオーダーメ
イドでご提案しております。

「ヤーマンプロフェッショナル」をはじめとする、
さまざまなヤーマン製品をラインナップ

ヤーマン美容機器の中で最もハイスペックな技術を搭載したエステティッ
クサロン専売シリーズ「ヤーマンプロフェッショナル」を中心に、直営店ならで
はの多彩なラインナップをご用意。丁寧なカウンセリングに基づき、「短期集中
で結果を出したい」、「手軽に続けられるケアがいい」など、お客さまからのご
要望や肌のコンディション、ライフスタイルに合わせた効果的なトリートメント方
法をオーダーメイドでご提案します。

美容家電コンシェルジュによる
カウンセリング・パーソナルレクチャー

肌のコンディションはもちろん、「結婚式までに短期集中で
結果を出したい」、「子育てに忙しくて自分の時間をなかな
か取れない」といったお客さまごとに異なるライフスタイルや
ご要望を、美容家電コンシェルジュがていねいなカウンセリン
グによって引き出し、最適な製品・使いかたを提案。さらに、
パーソナルレクチャーをお受けいただくことで、「正しい使い
かたが分からない」、「自己流になっていないか不安」という
お悩みを解消し、ご自宅でも常に効果的なお手入れの継続
を可能にします。

キラリトギンザに
直営店を新規出店

NEWS
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トルネード EMS リフト ホリデーキット

RF Beaute フォト PLUS ホリデーキット

デンマーク出身のフラワーアーティスト、
ニコライ・バーグマン氏により設立され
たフラワーデザインチーム『ニコライ	
バーグマン	フラワーズ&デザイン』との
コラボレーションにより誕生した2種類
の美容家電スペシャルホリデーキット

ブランドコラボによる
スペシャルキット 

ヤーマン銀座店、大丸東京店オンリーミネラルカウンター、ISETAN	HAUS、家電量販店、一
部のバラエティショップ、通販、ロッテ免税店東京銀座店、公式直販サイトにて数量限定で発
売しております。

オリジナルミラー、オンリーミネラルのスキンケアコスメティクスを
セットし、ギフトBOX仕様にて発売

今回のキットは、人気の美顔器、美顔器との相性を考慮して開発したオンリーミ
ネラルのスキンケアコスメティクス、そしてオリジナルフラワーデザインを用いた拡大
鏡付きコンパクトミラーがセットになっております。また、外装箱もミラーと同じフラ
ワーデザインを採用したギフトBOX仕様となっております。

RF Beaute フォト PLUS
年齢を重ねるにつれて、スキンケアだけではケアしきれないお肌
の悩み。1台に5つの機能を搭載し、ハリとうるおいが満ちた素
肌へと導くオールインワン美顔器です。RFの温め・クレンジング・
うるおい・EMSによる表情筋ケア・赤色フォトによる弾力ケア・
冷却までこなす、コンパクトな本格エステマシンです。

トルネード EMS リフト 
気になる部分に転がすだけで、エステティシャンの手技を再現。	
心地よいハンドエステのようなローラーの動きと組み合わせるの
は、目もとまでケアできるマイクロカレント。さらに、腹筋ベルトでお
なじみのEMSを搭載!	ローラーを止めて表情筋を刺激することに
より気になる頬や口もとのケアもおすすめです。

国内外で高い評価を得ている
「ニコライ バーグマン フラワーズ & デザイン」

ヨーロピアンスタイルのフラワーデザインに、北欧スタイルのセンスと細部にこだわ
る和の感性を調和させたユニークな創作スタイルで、国内外で高い評価を得てい
る「ニコライ バーグマン フラワーズ&デザイン」。女性の内に宿る、柔らかでみず
みずしい感性、円熟した知性美、 あでやかさ、優しさ。そんな多面性のある魅力
を、花材で表現しております。

新製品トピックス
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会社概要 （2016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 152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 （2016年10月31日現在）

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 6,388名
単元株式数 100株

合計
5,834,888株（100.00%）

●外国法人等
761,707株（13.06%）

●自己名義株式
132,069株（2.26%）

●その他国内法人 7,800株（0.13%）●証券会社 293,185株（5.03%）

●金融機関 783,788株（13.43%）●個人・その他 3,856,339株（66.09%）
所有者別分布状況

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

株主メモ 

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。

■ 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。

役員一覧 （2016年10月31日現在）

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
取 締 役＊1 石田　和男

大株主
株主名 持株数（株） 持株比率（%）
山㟢　行輝 888,960 15.58
山㟢　貴三代 620,460 10.87
山㟢　静子 595,440 10.44
日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社（信託口） 428,900 7.52
山㟢　光英 245,360 4.30
Victoria Yamazaki 208,000 3.64
山㟢　知美 208,000 3.64
山㟢　岩男 147,360 2.58
株式会社日本政策投資銀行 101,788 1.78
SMBC日興証券株式会社 75,500 1.32
（注）	1.		持株比率は、小数第3位以下を切り捨てて表示しております。
	 2.	持株比率は、自己株式を控除して計算しております。

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