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平成 18 年 1 月期   決算短信（連結） 平成18年３月16日 

会 社 名 株式会社ドクターシーラボ                上場取引所    東証第一部 

コード番号  ４９２４                        本社所在都道府県 東京都 

（ＵＲＬ http://www.ci-labo.com ） 

問い合わせ先 責任者役職名 常務取締役 

        氏    名 佐 藤 忠 昭      ＴＥＬ（03）6419－2500 

決算取締役会開催日  平成１８年３月１６日 

米国会計基準採用の有無    無 
 
１．18年１月期の連結業績（平成17年２月１日～平成18年１月31日） 

(1) 連結経営成績 

 売上高 営業利益 経常利益 

 
18年１月期 
17年１月期 

百万円   ％
16,978（11.8） 
15,187（－） 

百万円   ％
2,434（△21.5） 
3,101（－） 

百万円   ％
2,467（△20.4） 
3,101（－） 

 

 当期純利益 
１株当たり
当期純利益

潜在株式調整後１株
当たり当期純利益

株主資本 
当期純利益率

総資本 
経常利益率 

売上高 
経常利益率

 
18年１月期 
17年１月期 

百万円  ％ 
1,278（△20.3） 
1,604（－） 

円 銭
4,690 57 
5,877 46 

円   銭
4,610   49 
5,736   34 

％
18.3
24.6

％ 
25.1 
34.7 

％
14.5
20.4

(注)①持分法投資損益 18年１月期 －百万円  17年１月期－百万円 

②期中平均株式数(連結) 18年１月期 272,479株 17年１月期 272,949株 

③会計処理の方法の変更   有 

④売上高、営業利益、経常利益、当期純利益におけるパーセント表示は、対前期増減率 

⑤平成16年9月21日付で株式1株につき4株の株式分割を行っており、平成17年1月期の期中平均株式数及び1株当

たり当期純利益並びに潜在株式調整後1株当たり当期純利益は、当該株式分割が期首に行われたものとして算

出しております。 
 
(2) 連結財政状態 

 総資産 株主資本 株主資本比率 １株当たり株主資本
 
18年１月期 
17年１月期 

百万円 
     10,785 
        8,916 

百万円
  7,431 
    6,511 

％ 
   68.8 
      73.0 

円   銭
27,214   25 
23,965      10 

(注)①期末発行済株式数(連結) 18年１月期 273,058株  17年１月期 271,714株  

②期末自己株式数（連結） 18年１月期   3,198株  17年１月期   3,198株  
 
(3) 連結キャッシュ･フローの状況 

 
営業活動による 
キャッシュ・フロー 

投資活動による
キャッシュ・フロー

財務活動による 
キャッシュ・フロー 

現金及び現金同等物
期 末 残 高

 
18年１月期 
17年１月期 

百万円 
404 
1,976 

百万円
△2,566 
△728 

百万円 
1,227 
△724 

百万円
2,733 
3,640 

 
(4) 連結範囲及び持分法の適用に関する事項 

連結子会社数 ８社   持分法適用非連結子会社数 －社   持分法適用関連会社数 －社 
 
(5) 連結範囲及び持分法の適用の異動状況 

連結 (新規) ５社   (除外) －社    持分法 (新規) －社   (除外) －社 
 
２．19年１月期の連結業績予想（平成18年２月１日～平成19年１月31日） 

 売上高 経常利益 当期純利益 
 

中 間 期 
通  期 

百万円
    9,090 
   20,000 

百万円
       830 
      2,680 

百万円
345 

   1,340 

（参考）１株当たり予想当期純利益（通期）4,907円38銭 

 

※ 上記の予想は、本資料の発表日現在において入手可能な情報に基づき作成したものであります。 

  実際の業績は、今後、様々な要因によって予想数値と異なる結果となる可能性があります。 



１．企業集団の状況 
 
 当社グループ（当社及び当社の関係会社）は、当社（株式会社ドクターシーラボ）、子会社８社により構成さ
れており、当社の製品開発部が中心となり製商品化した、人の肌が持つ自然治癒力に着目した化粧品や、健康食

品、美容機器等を販売する事業を主たる業務としております。 
 当社グループの構成は次のとおりであります。 

会社名 主な事業内容 当社出資比率 当社との関係 
株式会社ドクターシーラボ

（当社） 
化粧品事業 
健康食品事業 
その他事業 

化粧品の企画・開発・販売 
健康食品の企画・開発・販売 
機器類の販売 

－ － 

Dr.Ci:Labo Hawaii Inc. 化粧品事業 
健康食品事業 
その他事業 

化粧品の販売 
健康食品の販売 
機器類の販売 

100％ 連結子会社 

Dr.Ci:LaboCompanyLimited 化粧品事業 
健康食品事業 
その他事業 

化粧品の販売 
健康食品の販売 
機器類の販売 

100％ 連結子会社 

台湾施麗寳股份有限公司 化粧品事業 
健康食品事業 
その他事業 

化粧品の販売 
健康食品の販売 
機器類の販売 

100％ 連結子会社 

DR.CI：LABO KOREA 化粧品事業 
健康食品事業 
その他事業 

化粧品の販売 
健康食品の販売 
機器類の販売 

100％ 連結子会社 

CI：LABO USA, INC. 化粧品事業 
健康食品事業 
その他事業 

化粧品の販売 
健康食品の販売 
機器類の販売 

100％ 連結子会社 

株式会社エムディサイエンス 化粧品事業 
健康食品事業 
その他事業 

化粧品の輸出入・ネット販売 
健康食品の輸出入・ネット販

売 
機器類の輸出入・ネット販売 

100％ 連結子会社 

株式会社シーインベストメン

ト 
投資事業 業務提携等のコンサルティ

ング業 
100％ 連結子会社 

シーインベストメント バイ

オ・メディカルファンド投資

事業組合 

投資事業 国内外の優良バイオ、メディ

カル企業への投資 
96.7％ 連結子会社 
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当企業集団の事業系統図は次のとおりであります。 
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台
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台湾施麗寶股份有限公
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 品 

ハ
ワ
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一
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Dr.Ci:LaboHawaii 
Inc.（子会社） 

米
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一
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（子会社） 

・ﾉｳﾊｳ等 
韓
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一
般
顧
客 

DR.CI:LABO KOREA
（子会社） 

国
内 

一
般
顧
客 100％出資 

株式会社エムディサイ

エンス（子会社） 

発
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仕
入 

投
資
事
業 

ﾍﾞｽﾄﾒﾝﾄ（子会

ﾒﾃﾞｨｶﾙﾌｧﾝﾄﾞ投

連結対象） 

国内・国外化粧品会社

等 
出資 
事業提携等 
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２．経営方針 

1. 経営の基本方針 
当社グループは、「肌トラブルに悩む全ての人々を救う」という経営理念と「シンプル(Simple)×リ

ザルト(Result)×サイエンス(Science)」という商品コンセプトの元に、お客様を第一に、誠実に、正
しく、真摯に、製商品をお届けすることで、事業拡大と社会貢献できる企業でありたいと考えており

ます。 
本当のスキンケアとは何かを、専門家の立場から研究し、本来人間が持つ自然治癒力に注目し、肌

が本当に求めるものだけを必要なだけ与えることで肌本来がもっている力を高めていくことにより製

商品のコンセプトを実現しております。また、常にお客様の立場に立ち、お客様の抱えている問題を

自らの問題として捉えてゆくという方針から、製商品の改良、開発に傾注しております。お客様の立

場に立ち、お客様の声を経営にフィードバックさせることが、当社グループの成長の源であると考え

ております。 
 

2. 利益配分に関する基本方針 
当社グループは、将来の事業拡大を見据えた企業体質の強化と、事業基盤の拡大に備えた内部留保

の充実が現時点における重要事項と考えております。同時に株主の皆様に対する利益還元についても、

経営上の重要政策の一つとして認識しておりますことから、中期的には配当性向 20％前後を目指して
利益還元していきたいと考えております。今後、財政状態及び業績動向に応じた利益配分政策を実施

することにより、株主の皆様の期待に応えることを基本方針と致します。 
 

３. 投資単位の引き下げに関する考え方及び方針等 
当社グループは、株式市場における適正な価格形成に不可欠な個人投資家の拡大並びに株式流通の

活性化を図るにあたり、投資単位の引き下げが重要な課題であると認識しております。 
今後の投資単位や株式市場の動向、業績等を勘案し、その費用、効果等を検討した上で対処するよ

うに考えておりますが、現段階におきましては具体的な施策及びその時期等は未定であります。 
 
４. 目標とする経営指標 
当社グループは、平成 18 年 1 月期を開始年度とする中期経営計画を策定しており、最終年度であ

る平成 20年 1月期において、グループ全体での連結売上高 350億円、経常利益 70億円の目標を立て
ておりましたが、国内の売上伸張率や現況の海外事業の事業進捗、並びに新規事業の立ち上げ状況等

を勘案し、230億円、経常利益 34億円へ目標を修正いたします。 
 
５. 中期的な会社の経営戦略 
当社グループは中期戦略として、「美と健康」市場におけるメディカルプロダクトのダイレクトマー

ケティング企業への業容拡大を掲げて参ります。化粧品市場において、メディカルコスメ市場をより

明確に認知させ拡大させてゆくと共に、メディカルを差別化ポイントとした顧客視点からのシナジー

効果が見込まれる周辺事業の育成を強化することで、メディカルプロダクトの事業ポートフォリオの

確立を図って参ります。また、収益性の高い通販チャネルを軸にリアル店舗との最適連携を図るマル

チチャネル戦略により、メディカルプロダクトのダイレクトマーケターという独自性の高いビジネス

モデルを追求し、収益の拡大を図って参ります。 
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６. 会社の対処すべき課題 
(1)  メディカルプロダクトの事業ポートフォリオ確立 

メディカルコスメとしての基本コンセプトを軸として、化粧品事業の成長基調を維持すると

ともに、メディカル分野の周辺事業への展開も積極的に行うため、研究開発を強化すると同時

に事業提携や M&A などの手法を取り入れることにより、グループ全体における第２、第３の収

益の柱を育成し、強化する施策を進めてまいります。 

 

(2) 各販路のダイレクトマーケティングを進めることによる販路の拡大 

技術革新が著しく、将来的にも収益性が期待できる通信販売チャネルの更なる強化を中心に、

製品露出・顧客カウンセリング・顧客情報収集を狙ったリアル店舗展開を推進することであら

ゆる販路を最適連携させたダイレクトマーケティングモデルを構築し、顧客満足の向上と収益

の拡大を図ってまいります。 

 

(3) インフラの強化効率化 

業務機能の強化、IT インフラの強化、社内ルール、社内教育制度、といった事業の成長に欠

かせない社内インフラを強化・効率化することにより、事業の展開や販路の拡大といった課題

に速やかに対応できる強い組織の形成を目指してまいります。特に、当社グループのメディカ

ルコスメという基本コンセプトを徹底するために、カウンセリング販売を充実させることが重

要であり、そのために教育制度の充実が重要課題と認識しております。その認識に立ちまして

当社グループの販売員、コールセンターのオペレーターといった販売現場の教育に力を入れて

いくと同時に、中長期的には、当社グループの製品を取り扱うバラエティショップ、化粧品専

門店といった販売店にも教育制度を広げていく計画であります。 

 

 

７. コーポレートガバナンスに関する基本的な考え方およびその施策の実施状況 
（1）コーポレートガバナンスに関する基本的な考え方 

上場企業である当社グループは、社会の公器的存在として多くの利害関係者を有する経済主体

であると考えており、コーポレートガバナンスをこれらの利害関係者の利害調整をしながら適正

な企業経営を行うために日々の業務執行を監視し、牽制する機能として考えております。そのた

め経営上の組織体制や仕組みを整備し、取締役会の充実、内部監査の強化等必要な施策を実施し

ていくことを重要な課題のひとつと考えております。また、経営の透明性の向上を図るために、

株主・投資家の皆様に対しましてはＩＲ活動を積極的に進めることとしており、開かれた参加し

やすい株主総会の運営を目指し、株主の皆様との情報交換に努めてまいる方針であります。 
 

（2）コーポレートガバナンスに関する施策の実施状況 
① 会社の経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレートガバナンス

体制の状況 
当社のコーポレートガバナンス体制は以下のとおりです。 
 

監査役会 
監査役 3名 

（社外監査役 2名）

取締役会 
取締役 4名 

 

 
会計監査人 

選任 選任 選任 

法定監査 連携 

報告 
内部監査部 

連 携 
顧問弁護士 

コンプライア

ンス委員会 

選任・監督

代表取締役社長 

株主総会 
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コーポレートガバナンスに関連した各組織または個人の現状、構成、運用状況及び機能につい

ては、取締役会を原則毎月 1 回開催し、経営の意思決定機関として全取締役及び監査役により
実施しており、月次ベースでの現在の業務進捗状況の報告と今後の取り組み方針について報告

を行っております。監査役会は、常勤監査役 1名、非常勤監査役 2名の計 3名で構成しており
原則毎月１回開催しておりますが、必要に応じて、随時開催しております。 
その他の会議体として、取締役・執行役員・監査役で構成する経営会議を設置して、毎週１

回開催し、社長からの諮問事項、取締役会に報告された月次報告に基づき具体的対応策等につ

いて討議を行っております。 
また、内部監査部は、組織間の内部牽制が機能しているか適時監査を行うと同時に業務に関

する改善事項をまとめ、提出された改善指摘事項回答書に記載された内容について、約 1 ヵ月
後に事後チェックを行い、社長とのミーティングの場で報告を行っております。改善されてい

ない場合は、継続的に改善を確認しております。同時に、コンプライアンス委員会を設置し、

個人情報の保護や法令遵守が適切に行われる業務ルールや業務フローとなっているか、またそ

のルールやフローに則り実務がなされているかを適時チェックし、内部監査部と連携すること

で、チェック機能向上を図っております。 
その他、弁護士、会計監査人により適宜、助言及び指導等を受けております。 

 
② 会社と会社の社外取締役及び社外監査役の人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関

係の概要 
社外取締役は選任しておりません。社外監査役 2 名に関して、当社グループと利害関係はあ
りません。 

 
③ 会計監査の状況 

当社は、商法に基づく会計監査人及び証券取引法に基づく会計監査に監査法人トーマツを起

用しておりますが、同監査法人及び当社監査に従事する同監査法人の業務執行社員と当社の間

には、特別の利害関係はありません。当期において監査業務を執行した公認会計士の氏名及び

監査業務に係る補助者の構成については、以下のとおりであります。 
・監査業務を執行した公認会計士の氏名及び継続監査年数 
  指定社員 業務執行社員 小川陽一郎（継続監査年数２年） 
  指定社員 業務執行社員 北方宏樹 （継続監査年数５年） 
・監査業務に係る補助者の構成 
  公認会計士、会計士補、その他 

 
④ 会社のコーポレートガバナンスの充実に向けた取り組みの最近 1年間における実施状況 

・当社は、取締役会の意思決定事項を迅速に執行する体制を整えることを目的とし、執行役

員制度を充実させるため、執行役員を 4名選任いたしました。 
・社内ルールの整備、業務フローの整備を図り、その執行が適切に行われているかチェック

する機能としてコンプライアンス委員会を設置し、適宜、業務チェックを行い、法令遵守

精神が社内に浸透するべく活動を行っております。 
・個人情報保護を徹底するため、社内研修を定期的に行い、個人情報保護に対する社内意識

の向上を図ってまいりました。 
 
（３）役員報酬及び監査報酬の内容 

   ・役員報酬の内容 

取締役の年間報酬総額 78,865 千円 

    監査役の年間報酬総額 15,000 千円 

    

・監査報酬の内容 

 監査契約に基づく監査証明に係る報酬の金額 17,850 千円 
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３．経営成績及び財政状態 
１．当期の概況 
当連結会計年度のわが国経済は、設備投資拡大や企業収益の好転並びに雇用情勢の改善などに支え

られ、景気は緩やかな回復基調で推移するとともに、個人消費も持ち直しの兆しが見えてまいりまし

た。ただし、原油価格の高止まりや中東の情勢不安などから来る国内外の経済への影響や所得税定率

減税の見直し論などにより今後の消費動向には不透明感が残る状況でした。 
 こうした環境の中、当社グループは中期経営計画の初年度として、事業ポートフォリオ確立、販路

の拡大、インフラの強化・効率化に取り組んでまいりました。 
 国内では、これらの方針を元に、主力製品であるアクアコラーゲンゲルを進化させたアクアコラー

ゲンゲルスーパーモイスチャーの発売や若年層向けブランド「ラボラボ」の毛穴ケアシリーズの投入

などにより製品ラインの拡充を図りました。また、対面型店舗においては、従来の百貨店のみならず、

大型ショッピングセンターへの出店を行い、販路の拡大を図りました。こうしたブランドの強化、販

路の拡大に対応すべく、システム等の設備投資を行うとともに個人情報保護に対応すべく社内ルール

の整備、セキュリティの強化といったインフラの整備にも積極的に取り組みました。 
海外においては、台湾がメディカルコスメ需要の高まりから順調に業績を伸ばした一方で、香港、

ハワイにおいては、人件費やテナント料といった固定費が重荷になり、業績は不調となりました。ま

た、北米、韓国において事業を開始致しましたが、認可承認の遅れなどにより、本格的な営業開始が

遅れたことなどから、初年度の初期投資部分が、売上高に対して大きくなり、利益を確保するには至

りませんでした。 
以上の結果、売上高は 16,978 百万円、経常利益は 2,467 百万円、当期純利益は 1,278 百万円とな
りました。 

    
＜化粧品事業＞ 
 当連結会計年度における化粧品は、国内においては、９月にアクアコラーゲンゲルの保湿力を一

層高めたアクアコラーゲンゲルスーパーモイスチャー、若年層向けブランド、ラボラボの毛穴ケア

シリーズといった大型製品を発売し、商品ラインの拡充とブランドの強化を図りました。こうした

大型製品の発売に合わせ、第 3四半期は積極的な広告宣伝、販促活動を行ったことにより第３四半
期の利益率は一時的に減少したものの、その効果が第４四半期に現れ、第４四半期に発売の新製品

の売上と相まって、収益を大きく伸ばすことが出来ました。 
ただし、第１四半期の新製品発売延期による不調や第２四半期におけるボディケア製品の不調な

どから、年間を通しては、業績を大きく伸張させるには至りませんでした。 
 また、海外においては、メディカルコスメ需要の高まりから台湾における売上が大きく伸張致し

ました。一方で、香港、ハワイにおいては市場規模等の問題などから、不調となりました。北米で

は、在米の日本人やアジア系の顧客層へ、主に通信販売を中心に販売を開始いたしました。韓国で

は、ラボラボをWEB通販中心に販売を開始しております。 
 以上により、当連結会計年度において化粧品の売上高は、15,933百万円となりました。 
 
＜健康食品事業＞ 
 当連結会計年度における健康食品は、コエンザイムＱ10、青汁といったサプリメント市場におい
て、需要の高い素材を取扱い、売上の伸張を図りました。こうした施策により、健康食品の売上高

は 502 百万円、前年比 166.8％と大きく伸張し、全体に占める割合は小さいものの、来期に向けた
基盤を作ることが出来ました。 

 
＜機器その他＞ 
 当連結会計年度における機器その他は、新商品のクリアスムーサー、ゲルマスパ機器、ゲルマス

トーンを発売いたしました。しかしながら、化粧品を補完するというセグメントのため積極的な展

開は、行っておらず、機器類その他の売上高は、542百万円となりました。 
 
＜投資事業＞ 
当連結会計年度において、新たに投資事業を開始いたしました。しかしながら、投資事業に関し

ましては、投資案件は１件のみで、本格的な事業は進行しておりません。 
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２．財政状態 
当連結会計年度における現金及び現金同等物（以下、「資金」という）は、税引前当期純利益が、

2,492 百万円と前年を下回ったことに加え、有形固定資産、無形固定資産に関する設備投資、法人税

等の支払の増加と資金需要が大きくなり、短期及び長期の借入金による資金調達を行ったものの、資

金は前年同期より 906 百万円減少し、2,733 百万円となりました。 

当会計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は、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) 
営業活動により取得した資金は404百万円となりました。これは主に、売上債権の増加331百万円、

たな卸資産の増加 314 百万円、法人税等の支払 1,746 百万円等によるマイナスに対して、税引前当期

純利益 2,492 百万円を計上したことにより、上記マイナスを補ったものであります。 

 

(投資活動によるキャッシュ・フロー) 

投資活動により使用した資金は 2,566 百万円となりました。これは主に、厚木研究施設の購入等に

よる有形固定資産取得にかかる支出 1,848 百万円、CRM システムなどの販売強化に伴うシステム投資

などの無形固定資産取得にかかる支出 549 百万円、並びに業容拡大に向けた他企業への投資等による

支出 120 百万円等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) 

財務活動により取得した資金は 1,227 百万円となりました。短期借入金の純増加額 1,087 百万円及

び長期借入金による収入 500 百万円により資金調達を行った一方、配当に対して、378 百万円支出を

行ったことによるものであります。 
 
なお、キャッシュ・フロー指標の推移は以下のとおりです。 

 平成 16 年 1 月期 平成 17 年 1 月期 平成 18 年 1 月期 

自 己 資 本 比 率 79.0％ 73.0％ 68.9％

時価ベースの自己資本比率 363.4％ 653.6％ 471.3％

債 務 償 還 年 数 － － 3.9 年 
ｲ ﾝ ﾀ ﾚ ｽ ﾄ ･ ｶ ﾊ ﾞ ﾚ ｯ ｼ ﾞ ･ ﾚ ｼ ｵ － － 79.3 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 
債務償還年数：有利子負債／営業キャッシュ・フロー 
インタレスト・カバレッジ・レシオ：営業キャッシュ・フロー／利払い 
※ 各指標に関して、平成 1６年１月期は連結財務諸表を作成しておりませんでしたので、個別財
務諸表の数値を使用しております。 

※ 株式時価総額は、期末株価終値×期末発行済株式数により算出しております。 
平成 16年 1月期及び平成 17年 1月期においては、債務償還年数及びインタレスト・カバレッ
ジ・レシオは、有利子負債及び利払いの実績がありませんので、記載しておりません。 
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３．次期の見通し 
今後の見通しにつきましては、国内景気の回復基調を背景に、個人消費の持ち直しの兆しが見えて

いるものの、所得税定率減税の見直し議論などにより今後の消費動向には不透明感が残る状況と予想

されます。 

このような状況の中、国内における化粧品事業は、第７期に発売をしたアクアコラーゲンゲルスー

パーモイスチャーに続き、アクアコラーゲンゲルスーパーセンシティブの発売を予定しており、商品

力の向上と販売の強化を図ってまいります。また、若年層向けブランド、ラボラボは、コンビニエン

スストアへの展開を予定するとともに、高級ラインジェノマーでは、製品リニューアルを計画してお

り、百貨店、化粧品専門店での拡販を見込んでおります。 

健康食品事業では、昨年発売した「ドクターシーラボ青汁」を中心に、健康食品を入り口とした独

自新規顧客獲得に注力し、事業の本格的な拡大を図ってまいります。 

機器類その他では、化粧品事業を補完するセグメントとして、着実に化粧品事業との相乗効果を上

げてまいります。 

販路に関しましては、通信販売においては、カウンセリング販売体制を再構築し、お客様との繋が

りを一層強め、ロイヤル顧客の比率を高めて行くことにより、長期的な収益基盤を確固たるものとす

るべく施策を講じてまいります。対面型店舗においては、引き続き百貨店への出店と平行し、大型シ

ョッピングセンターへの出店を行ってまいります。卸売り販路においては、ラボラボの新販路として

コンビニエンスストアへ展開を行い、認知度の向上と売上高の拡大を図ります。また、新たな販路と

して、化粧品専門店への展開を開始いたします。従来の卸し経由による小売販路と差別化し、カウン

セリングを重視した小売販路として、主にシーラボブランド、ジェノマーブランドを取り扱うことと

し、両ブランドの優良顧客獲得・育成を図ってまいります。 

海外展開につきましては、主に化粧品事業において、現状進出地域の収益性の向上を目指してまい

ります。採算性の高い販路を選択し、資源を集中させることにより、早期に収益の改善を図る計画で

あります。黒字化を実現している台湾においては、直営店に加えて、通信販売を開始し、更なる事業

の拡大を図ります。韓国においては、WEB 通販、TV ショッピングを積極的に展開し、その相乗効果と

してバラエティショップなどへの展開を計画しております。米国においては、主に日系高級スーパー

を中心に卸売り展開を行ってまいります。また、香港、ハワイにおいては、市場規模などの問題から

急激な事業の拡大は見込めないため、更なる選択と集中を行い、効率性の向上を目指してまいります。 

このような見通しのもと、平成19年1月期につきましては、売上高20,000百万円（前年同期比17.8％

増加）、経常利益 2,680 百万円（前年同期比 8.6％増加）、当期純利益 1,340 百万円（前年同期比 4.9％

増加）を見込んでおります。 
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４．連結財務諸表等 
①【連結貸借対照表】 

  
前連結会計年度 

（平成17年１月31日） 
当連結会計年度 

（平成18年１月31日） 

区分 
注記
番号 

金額（千円） 
構成比
（％）

金額（千円） 
構成比
（％）

（資産の部）   

Ⅰ 流動資産   

１．現金及び預金  3,640,085  2,733,382

２．売掛金  2,394,597  2,731,006

３．たな卸資産  1,270,862  1,594,752

４．前渡金  44,518  －

５．前払費用  68,241  58,929

６．繰延税金資産  230,308  248,904

７．その他  22,791  34,507

貸倒引当金  △17,415  △21,554

流動資産合計  7,653,990 85.8  7,379,927 68.4

Ⅱ 固定資産   

(1)有形固定資産   

１．建物  143,883 497,964 

減価償却累計額  51,060 92,822 64,123 433,840

２. 構築物  － 5,712 

減価償却累計額  － － － 5,712

３．車輌運搬具  5,328 5,328 

減価償却累計額  4,212 1,115 4,568 759

４．工具器具備品  389,924 532,690 

減価償却累計額  153,816 236,108 246,531 286,159

   ５. 土地  －  1,315,697

有形固定資産合計  330,046 3.7  2,042,170 18.9

(2)無形固定資産   

１．ソフトウェア  497,737  716,451

２．ソフトウェア仮勘定  12,500  66,488

３．商標権  12,713  21,908

４．その他  145  373

無形固定資産合計  523,096 5.9  805,222 7.5

 

－  － 
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前連結会計年度 

（平成17年１月31日） 
当連結会計年度 

（平成18年１月31日） 

区分 
注記
番号 

金額（千円） 
構成比
（％）

金額（千円） 
構成比
（％）

(3）投資その他の資産   

１．投資有価証券  167,852  264,000

２．長期前払費用  27,586  51,713

３．敷金差入保証金  207,348  222,544

４．繰延税金資産  5,686  17,814

５．その他  1,091  2,182

投資その他の資産合計  409,565 4.6  558,255 5.2

固定資産合計  1,262,708 14.2  3,405,647 31.5

資産合計  8,916,699 100.0  10,785,575 100.0

   

（負債の部）   

Ⅰ 流動負債   

１．買掛金  300,094  406,167

２．短期借入金  －  1,094,758

３．未払金  839,729  684,230

４．未払費用  5,741  －

５．未払法人税等  976,000  486,152

６．未払消費税等  125,559  －

７．前受金  1,043  8,195

８．預り金  19,575  34,652

９．賞与引当金  17,807  16,839

10．ポイントサービス引当
金 

 111,208  99,159

11．その他  6,851  17,692

流動負債合計  2,403,611 27.0  2,847,848 26.4

 

－  － 
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前連結会計年度 

（平成17年１月31日） 
当連結会計年度 

（平成18年１月31日） 

区分 
注記
番号 

金額（千円） 
構成比
（％）

金額（千円） 
構成比
（％）

Ⅱ 固定負債   

１．長期借入金  －  500,000

２．退職給付引当金  433  1,104

３．繰延税金負債  －  49

４．その他  1,000  5,534

固定負債合計  1,433 0.0  506,688 4.7

負債合計  2,405,045 27.0  3.354.536 31.1

   

（資本の部）   

Ⅰ 資本金 ※１ 1,113,256 12.4  1,122,328 10.4

Ⅱ 資本剰余金  1,590,856 17.8  1,599,928 14.8

Ⅲ 利益剰余金  4,469,773 50.1  5,367,456 49.7

Ⅳ その他有価証券評価差額
金 

 △5,967 △0.0  △20,160 △0.1

Ⅴ 為替換算調整勘定  △7,710 △0.0  10,041 0.0

Ⅵ 自己株式 ※２ △648,554 △7.3  △648,554 △6.0

資本合計  6,511,654 73.0  7,431,038 68.8

負債資本合計  8,916,699 100.0  10,785,575 100.0

   

 

－  － 
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②【連結損益計算書】 

  
前連結会計年度 

（自 平成16年２月１日 
至 平成17年１月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成17年２月１日 
至 平成18年１月31日） 

区分 
注記
番号 

金額（千円） 
百分比
（％）

金額（千円） 
百分比
（％）

Ⅰ 売上高  15,187,760 100.0  16,978,759 100.0

Ⅱ 売上原価  2,808,914 18.5  3,121,371 18.4

売上総利益  12,378,845 81.5  13,857,388 81.6

Ⅲ 販売費及び一般管理費 ※1,2 9,277,780 61.1  11,422,636 67.3

営業利益  3,101,065 20.4  2,434,751 14.3

Ⅳ 営業外収益   

１．受取利息  519 412 

２．保険返戻金  4,019 － 

３．商品破損受取賠償金  1,619 － 

４．受取百貨店作業協力金  4,371 － 

５．受取配当金  － 1,800 

６．為替差益  － 30,433 

７．その他  1,859 12,387 0.1 8.881 41,527 0.2

Ⅴ 営業外費用   

１．新株発行費  3,103 318 

２．為替差損  6,405 － 

３．支払利息  － 5,099 

４．その他  2,051 11,561 0.1 2,892 8,311 0.0

経常利益  3,101,891 20.4  2,467,967 14.5

Ⅵ 特別利益   

 １．店舗立退料受取額  － － － 82,000 82,000 0.5

Ⅶ 特別損失   

１．固定資産除却損 ※３ 21,673 57,635 

２．その他  439 22,112 0.1 － 57,635 0.3

   

 

－  － 
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前連結会計年度 

（自 平成16年２月１日 
至 平成17年１月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成17年２月１日 
至 平成18年１月31日） 

区分 
注記
番号 

金額（千円） 
百分比
（％）

金額（千円） 
百分比
（％）

税金等調整前当期純利
益 

 3,079,778 20.3  2,492,331 14.7

法人税、住民税及び事
業税 

 1,546,844 1,236,815 

法人税等調整額  △71,313 1,475,531 9.7 △22,565 1,214,249 7.2

当期純利益  1,604,247 10.6  1,278,082 7.5

   

 

－  － 
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③【連結剰余金計算書】 

  
前連結会計年度 

（自 平成16年２月１日 
至 平成17年１月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成17年２月１日 
至 平成18年１月31日） 

区分 
注記
番号 

金額（千円） 金額（千円） 

（資本剰余金の部）      

Ⅰ 資本剰余金期首残高   1,576,600  1,590,856 

Ⅱ 資本剰余金増加高      

  増資による新株の発行  14,256 14,256 9,072 9,072 

Ⅱ 資本剰余金期末残高   1,590,856  1,599,928 

      

（利益剰余金の部）      

Ⅰ 利益剰余金期首残高   2,967,826  4,469,773 

Ⅱ 利益剰余金増加高      

当期純利益  1,604,247 1,604,247 1,278,082 1,278,082 

Ⅲ 利益剰余金減少高      

配当金  102,300 102,300 380,399 380,399 

Ⅳ 利益剰余金期末残高   4,469,773  5,367,456 

      

 

－  － 
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④【連結キャッシュ・フロー計算書】 

  
前連結会計年度 

（自 平成16年２月１日 
至 平成17年１月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成17年２月１日 
至 平成18年１月31日） 

区分 
注記
番号 

金額（千円） 金額（千円） 

Ⅰ 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 

 3,079,778 2,492,331 

減価償却費  185,278 290,552 

長期前払費用償却額  7,480 11,929 

貸倒引当金の増加額  2,441 4,129 

賞与引当金の増減額  9,745 △967 

ポイントサービス引当
金の減少額 

 △2,607 △12,048 

退職給付引当金の増加
額 

 433 670 

受取利息及び受取配当
金 

 △519 △2,212 

支払利息  － 5,099 

固定資産除却損  21,673 57,635 

新株発行費  3,103 318 

その他特別損失  439 － 

売上債権の増加額  △503,840 △331,746 

たな卸資産の増加額  △32,772 △314,205 

仕入債務の増加額  96,269 100,141 

前渡金の増減額  △44,518 44,518 

未払金の増減額  274,788 △108,235 

未払消費税等の増減額  86,139 △124,668 

未収消費税等の増加額  － △15,219 

その他  19,676 56,899 

小計  3,202,989 2,154,903 

利息及び配当金の受取
額 

 519 2,212 

利息の支払額  － △5,568 

法人税等の支払額  △1,227,260 △1,746,931 

営業活動によるキャッ
シュ・フロー 

 1,976,248 404,616 

 

－  － 
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前連結会計年度 

（自 平成16年２月１日 
至 平成17年１月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成17年２月１日 
至 平成18年１月31日） 

区分 
注記
番号 

金額（千円） 金額（千円） 

Ⅱ 投資活動によるキャッ
シュ・フロー 

   

有形固定資産の取得に
よる支出 

 △191,600 △1,848,352 

無形固定資産の取得に
よる支出 

 △301,931 △549,495 

投資有価証券の取得に
よる支出 

 △177,880 △120,000 

敷金保証金の差入によ
る支出 

 △26,652 △63,440 

敷金保証金の回収によ
る収入 

 4,050 51,550 

少数株主からの子会社
株式取得による支出 

 △8,676 － 

その他投資による支出  △25,590 △36,460 

投資活動によるキャッ
シュ・フロー 

 △728,282 △2,566,199 

Ⅲ 財務活動によるキャッ
シュ・フロー 

   

短期借入金の純増加額  － 1,087,642 

長期借入金の借入によ
る収入 

 － 500,000 

株式の発行による収入  25,408 18,144 

自己株式の取得による
支出 

 △648,554 － 

配当金の支払額  △101,535 △378,366 

財務活動によるキャッ
シュ・フロー 

 △724,681 1,227,419 

Ⅳ 現金及び現金同等物に係
る換算差額 

 △1,468 27,460 

Ⅴ 現金及び現金同等物の増
加額 

 521,815 △906,703 

Ⅵ 現金及び現金同等物の期
首残高 

 3,118,269 3,640,085 

Ⅶ 現金及び現金同等物の期
末残高 

 3,640,085 2,733,382 

    

 

－  － 
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連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項 

項目 
前連結会計年度 

（自 平成16年２月１日 
至 平成17年１月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成17年２月１日 
至 平成18年１月31日） 

１．連結の範囲に関する事項 （1）連結子会社の数 ３社 （1）連結子会社の数 ８社 

    主要な連結子会社名 

 Dr.Ci:Labo Company Limited 

Dr.Ci:Labo Hawaii Inc. 

台湾施麗寳股份有限公司 

主要な連結子会社の名称は、「第

１ 企業の概況 ４．関係会社の

状況」に記載しているため、省略

しております。 

DR.CI：LABO KOREA、CI：LABO 

USA, INC.、株式会社エムディサ

イエンス、株式会社シーインベス

トメント、シーインベストメント 

バイオ・メディカルファンド投資

事業組合は当期に新規設立したこ

とにより、当連結会計年度より連

結の範囲に含めることといたしま

す。 

 （2）非連結子会社  （2）非連結子会社  

 該当事項はありません。 該当事項はありません。 

２．持分法の適用に関する事

項 

該当事項はありません。 該当事項はありません。 

３．連結子会社の事業年度等

に関する事項 

すべての連結子会社の決算日は12月

31日であります。 

連結財務諸表の作成にあたっては、

決算日現在の財務諸表を使用しており

ます。ただし、連結決算日までの期間

に発生した重要な取引については、連

結上必要な調整を行っております。 

連結子会社のうち、Dr.Ci:Labo 

Company Limited、Dr.Ci:Labo Hawaii 

Inc.、台湾施麗寳股份有限公司、

DR.CI：LABO KOREA、CI：LABO USA, 

INC.、シーインベストメント バイオ・

メディカルファンド投資事業組合の決算

日は12月31日であります。 

連結財務諸表の作成にあたっては、

決算日現在の財務諸表を使用しており

ます。ただし、連結決算日までの期間

に発生した重要な取引については、連

結上必要な調整を行っております。 

４．会計処理基準に関する事

項 

  

① 有価証券 ① 有価証券 (1）重要な資産の評価基準

及び評価方法 その他有価証券 その他有価証券 

 時価のあるもの 時価のあるもの 

 － 決算日の市場価格等に基づく時価法

(評価差額は全部資本直入法により

処理し、売却原価は移動平均法によ

り算定) 

 時価のないもの 時価のないもの 

 移動平均法による原価法 同左 

 ② デリバティブ ② デリバティブ 

 時価法 同左 

－  － 
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項目 
前連結会計年度 

（自 平成16年２月１日 
至 平成17年１月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成17年２月１日 
至 平成18年１月31日） 

 ③ たな卸資産 ③ たな卸資産 

 商品、製品 

総平均法による原価法 

商品、製品、材料、貯蔵品のうち生

産販促物 

      総平均法による原価法 

貯蔵品 貯蔵品(生産販促物を除く)  

最終仕入原価法 最終仕入原価法 

  当社は、従来、材料及び貯蔵品のう

ち生産販促物の評価基準及び評価方

法については、最終仕入原価法を採

用しておりましたが、当連結会計年

度より総平均法による原価法に変更

しました。この変更は、当期に生産

販促物の受払記録の整備体制が完了

し、より正確な在庫管理を行うこと

により、期間損益の適正化を図るた

めに行ったものであります。なお、

この変更による損益への影響は軽微

であります。 

(2)重要な減価償却資産の

減価償却の方法 

① 有形固定資産 ① 有形固定資産 

 定率法 

なお、主な耐用年数は、以下の通り

であります。 

建物     ３年～18年 

工具器具備品 ３年～15年 

同左 

なお、主な耐用年数は、以下の通り

であります。 

建物     ２年～45年 

工具器具備品 ２年～15年 

 ② 無形固定資産 ② 無形固定資産 

 定額法 

なお、ソフトウェア（自社利用分）

については、社内における利用可能

期間（５年）に基づく定額法によっ

ております。 

同左 

新株発行費 新株発行費 (3) 重要な繰延資産の処理

方法 支出時に全額費用処理しております。 同左 

 

－  － 
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項目 
前連結会計年度 

（自 平成16年２月１日 
至 平成17年１月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成17年２月１日 
至 平成18年１月31日） 

① 貸倒引当金 ① 貸倒引当金 (4) 重要な引当金の計上基

準 連結会計年度末債権の貸倒れによる

損失に備えるため、一般債権につい

ては、貸倒実績率により、貸倒懸念

債権等特定の債権については、個別

に回収可能性を勘案し、回収不能見

込額を計上しております。 

同左 

 ② 賞与引当金 ② 賞与引当金 

   従業員の賞与の支給に備えるため、

賞与支給見込額の当連結会計期間負

担額を計上しております。 

  同左 

 ③ 退職給付引当金 ③ 退職給付引当金 

   従業員の退職給付に備えるため、当

連結会計年度末における退職給付債

務に基づき、当連結会計年度末に発

生していると認められる額を計上し

ております。なお、当連結会計年度

末における退職給付債務の算定にあ

たっては、自己都合退職による当連

結会計年度末要支給額を退職給付債

務とする方法によって計上しており

ます。 

  同左 

  また、一部の在外子会社において

は、確定拠出型の退職給付制度を有

しております。 

 ④ ポイントサービス引当金 ④ ポイントサービス引当金 

   顧客の購入ポイントに応じた景品支

給に備えるため、当連結会計年度末

のポイント残高に応じた要積立額を

計上しております。 

  同左 

(5）重要な外貨建の資産又

は負債の本邦通貨への

換算の基準 

外貨建金銭債権債務は、連結決算日の直

物為替相場により円貨に換算し、為替差

額は損益として処理しております。なお

在外子会社等の資産及び負債は、決算日

の直物為替相場により円貨に換算し、収

益及び費用は期中平均相場により円貨に

換算し、為替差額は資本の部における為

替換算調整勘定に含めて計上しておりま

す。 

同左 

(6)重要なリース取引の処

理方法 

リース物件の所有権が借主に移転すると

認められるもの以外のファイナンス・

リース取引については、通常の賃貸借取

引に係る方法に準じた会計処理によって

おります。 

同左 

 

－  － 
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項目 
前連結会計年度 

（自 平成16年２月１日 
至 平成17年１月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成17年２月１日 
至 平成18年１月31日） 

（1）ヘッジ会計の方法 （1）ヘッジ会計の方法 (7)重要なヘッジ会計の方

法 繰延ヘッジ処理を採用しております。 為替予約が付されている外貨建金銭債権

については、振当処理を採用しておりま

す。 

 （2）ヘッジ手段とヘッジ対象 （2）ヘッジ手段とヘッジ対象 

 
 
ヘッジ手段  ヘッジ対象 

為替予約   外貨建売掛金
  

 
ヘッジ手段 ヘッジ対象 

為替予約  外貨建債権 
  

 （3）ヘッジ方針 （3）ヘッジ方針 

 将来の為替変動によるリスク回避を目的

に行っており、投機的な取引は行わない

方針であります。 

同左 

 （4）ヘッジの有効性評価の方法 （4）ヘッジの有効性評価の方法 

 ヘッジ手段とヘッジ対象に関する重

要な条件が同一であり、ヘッジ開始

時及びその後も継続して為替及び金

利の変動による影響を相殺又は一定

の範囲に限定する効果が見込まれる

ため、ヘッジの有効性の判定は省略

しております。 

為替予約の締結時にいずれも対象となる

外貨建金銭債権と同一通貨による同一金

額で同一期日の為替予約をそれぞれ振当

てているため、その後の為替相場の変動

による相関関係は完全に確保されてお

り、その判定をもって有効性の判定に代

えております。 

消費税等の会計処理 消費税等の会計処理 (8)その他連結財務諸表作成

のための重要な事項 消費税等の会計処理は税抜方式によって

おります。 

同左 

５．連結子会社の資産及び負

債の評価に関する事項 

連結子会社の資産及び負債の評価につい

ては、全面時価評価法を採用しておりま

す。 

同左 

６．連結調整勘定の償却に関

する事項 

該当事項はありません。 

 

同左 

７．利益処分項目等の取扱い

に関する事項 

連結剰余金計算書は、連結会社の利益処

分について、連結会計年度中に確定した

利益処分に基づいて作成しております。

同左 

８．連結キャッシュ・フロー

計算書における資金の範

囲 

手許現金、随時引き出し可能な預金及び

容易に換金可能であり、かつ、価値の変

動について僅少なリスクしか負わない取

得日から３か月以内に償還期限の到来す

る短期投資からなっております。 

同左 

 

追加情報 

前連結会計年度 
（自 平成16年２月１日 
至 平成17年１月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成17年２月１日 
至 平成18年１月31日） 

_____________ 当連結会計年度より「法人事業税における外形標準課税部分の損益

計算書上の表示についての実務上の取扱い」（企業会計基準委員会 

実務対応報告第12号）に従い、法人事業税の付加価値割及び資本割

については、販売費及び一般管理費に計上しております。これによ

り、販売費及び一般管理費は27,269千円増加し、営業利益、経常利

益及び税金等調整前当期純利益はそれぞれ同額減少しております。

－  － 

 

21



 

注記事項 

（連結貸借対照表関係） 

前連結会計年度 
（平成17年１月31日） 

当連結会計年度 
（平成18年１月31日） 

※１.当社の発行済株式総数   普通株式 274,912株 ※１.当社の発行済株式総数   普通株式 276,256株

※２.当社の保有する自己株式の数 普通株式 3,198株 ※２.当社の保有する自己株式の数 普通株式 3,198株

 ３.偶発債務 

   該当事項はありません。 

 ３.偶発債務 

   次の関係会社等について、金融機関からの借入に

対し債務保証を行っております。 

保証先 金額（千円） 内容 

㈱シーエスラボ 122,280 借入債務 
 

 

（連結損益計算書関係） 

前連結会計年度 
（自 平成16年２月１日 
至 平成17年１月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成17年２月１日 
至 平成18年１月31日） 

※１. 販売費及び一般管理費の主な内訳は次の通りであ

ります。 

※１. 販売費及び一般管理費の主な内訳は次の通りで

あります。 
 

広告宣伝費 3,240,042千円

給与手当 1,030,408千円

賞与引当金繰入額 17,807千円

退職給付費用 433千円

ポイントサービス引当金繰入額 29,915千円

貸倒引当金繰入額 2,441千円
  

 
広告宣伝費 3,717,374千円

給与手当 1,204,533千円

賞与引当金繰入額 16,839千円

退職給付費用 1,362千円

ポイントサービス引当金繰入額 48,896千円

貸倒引当金繰入額 4,615千円
    

※２．一般管理費に含まれる研究開発費は、84,193千円

であります。なお、当期総製造費用に含まれる研

究開発費はありません。 

※２．一般管理費に含まれる研究開発費は、81,293千

円であります。なお、当期総製造費用に含まれ

る研究開発費はありません。 

※３．固定資産除却損 ※３．固定資産除却損 

固定資産除却損の内訳は以下のとおりでありま

す。 

固定資産除却損の内訳は以下のとおりでありま

す。 
 

建物 15,731千円

工具器具備品 3,942千円

ソフトウェア 2,000千円

合計 21,673千円
  

 
建物 3,353千円

工具器具備品 11,152千円

ソフトウェア 43,130千円

合計 57,635千円
  

 

（連結キャッシュ・フロー計算書関係） 

前連結会計年度 
（自 平成16年２月１日 
至 平成17年１月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成17年２月１日 
至 平成18年１月31日） 

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 

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 

（平成17年１月31日現在） （平成18年１月31日現在）
 
現金及び預金勘定 3,640,085千円

現金及び現金同等物 3,640,085千円
  

 
現金及び預金勘定 2,733,382千円

現金及び現金同等物 2,733,382千円
  

 

 

－  － 
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（リース取引関係） 

前連結会計年度 
（自 平成16年２月１日 
至 平成17年１月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成17年２月１日 
至 平成18年１月31日） 

１．リース物件の所有権が借主に移転すると認められる

もの以外のファイナンス・リース取引 

１．リース物件の所有権が借主に移転すると認められる

もの以外のファイナンス・リース取引 

(1）リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当

額及び期末残高相当額 

(1）リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当

額及び期末残高相当額 
 

 
取
当
（

計
（ （

得価額相
額 

減

千円）

価償却累
額相当額 

期
当

千円） 

末残高相
額 
千円）

工 1 6 6具器具備品 34,330 7,018 7,312

ソ 1 1 4フトウェア 5,017 0,998 ,019

合 1 7 7計 49,347 8,016 1,331

  

 

 
取
当
（

計
（ （

得価額相
額 

減

千円）

価償却累
額相当額 

期
当

千円） 

末残高相
額 
千円）

工 1 6 8具器具備品 55,544 6,800 8,744

ソ 5 1 3フトウェア 7,180 9,549 7,631

合 2 8 1計 12,725 6,349 26,375

  
(2）未経過リース料期末残高相当額 (2）未経過リース料期末残高相当額 
 

１年内 33,301千円

１年超 39,849千円

合計 73,150千円
  

 
１年内 49,055千円

１年超 80,408千円

合計 129,463千円
  

(3）支払リース料、減価償却費相当額及び支払利息相当

額 

(3）支払リース料、減価償却費相当額及び支払利息相当

額 
 

支払リース料 49,436千円

減価償却費相当額 46,708千円

支払利息相当額 2,613千円
  

 
支払リース料 52,119千円

減価償却費相当額 49,255千円

支払利息相当額 2,896千円
  

(4)減価償却費相当額の算定方法 (4)減価償却費相当額の算定方法 

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額

法によっております。 

同左 

(5)利息相当額の算定方法 (5)利息相当額の算定方法 

リース料総額とリース物件の取得価額相当額との差額

を利息相当額とし、各期への配分方法については、利

息法によっております。 

同左 

２．オペレーティング・リース取引 ２．オペレーティング・リース取引 

未経過リース料 未経過リース料 
 

１年内 85,469千円

１年超 33,967千円

合計 119,436千円
  

 
１年内 118,463千円

１年超 61,056千円

合計 179,520千円
  

 

 

－  － 
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（有価証券関係） 

前連結会計年度（平成17年１月31日） 

１．その他有価証券で時価のあるもの 

該当事項はありません。 

２．時価評価されていない主な有価証券の内容 

  連結貸借対照表計上額（千円）  

 その他有価証券   

 非上場外国株式 167,852  

 

当連結会計年度（平成18年１月31日） 

１．その他有価証券で時価のあるもの 

  取得原価（千円）
連結貸借対照表 
計上額（千円） 

差額（千円） 

（1）株式 － － － 

（2）債券    

    国債・地方債等 － － － 

    社債 － － － 

    その他 － － － 

（3）その他 － － － 

連結貸借対照表計上額が
取得原価を超えるもの 

小計 － － － 

（1）株式 177,880 144,000 33,880 

（2）債券    

    国債・地方債等 － － － 

    社債 － － － 

    その他 － － － 

（3）その他 － － － 

連結貸借対照表計上額が
取得原価を超えないもの 

小計 177,880 144,000 33,880 

合計 177,880 144,000 33,880 

 

２．時価評価されていない主な有価証券 

  連結貸借対照表計上額（千円）  

 その他有価証券   

 非上場国内株式 120,000  

 

 

－  － 
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（デリバティブ取引関係） 

前連結会計年度末（平成17年1月31日現在） 

当社のデリバティブ取引に関しては、全てヘッジ会計を適用しているため該当事項はありません。 

 

当連結会計年度末（平成18年1月31日現在） 

当社のデリバティブ取引に関しては、全てヘッジ会計を適用しているため該当事項はありません。 

 

（退職給付関係） 

前連結会計年度 
（平成17年１月31日） 

当連結会計年度 
（平成18年１月31日） 

１．採用している退職給付制度の概要 

  当社は、退職金規定に基づき、退職金一時金制度を

設けております。また、連結子会社は、退職金制度は

設けておりません。 

１．採用している退職給付制度の概要 

  当社は、退職金規定に基づき、退職金一時金制度を

設けております。また、一部の在外子会社において

は、確定拠出型の退職給付制度を有しております。 

２．退職給付債務及びその内訳 

退職給付債務 433千円

退職給付引当金 433千円

  

２．退職給付債務及びその内訳 

退職給付債務 1,104千円

退職給付引当金 1,104千円

  
３．退職給付費用の内訳 

勤務費用 433千円

退職給付費用 433千円

  

３．退職給付費用の内訳 

勤務費用 1,362千円

退職給付費用 1,362千円

  
 （注） 上記勤務費用の中には、確定拠出型の退職給付

制度に拠出した金額692千円が含まれております。

４．退職給付債務等の計算の基礎に関する事項 

 当社は、期末従業員数が300人を超えております

が、原則法に基づく数理計算の結果に一定の高い水準

の信頼性が得られないと判断したため、退職給付債務

の計算は、簡便法の適用により、退職金規定に基づく

期末要支給額の100％を計上しております。 

４．退職給付債務等の計算の基礎に関する事項 

 同左 

 

－  － 
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（税効果会計関係） 

１．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳 

 
前連結会計年度 

（平成17年１月31日） 
当連結会計年度 

（平成18年１月31日） 

１．流動の部   

繰延税金資産   

減価償却超過額（千円） 10,136 － 

貸倒引当金損金算入限度超過額（千円） 7,052 8,667 

ポイントサービス引当金繰入額（千円） 45,033 40,153 

賞与引当金繰入額（千円） 7,211 6,819 

たな卸資産評価損（千円） 68,517 140,548 

未払事業税（千円） 79,884 27,983 

連結会社間内部利益消去（千円） 12,584 21,395 

その他（千円） 2,193 3,336 

繰延税金資産小計 232,612 248,904 

評価性引当額（千円） △2,303 － 

繰延税金資産合計 230,308 248,904 

２．固定の部   

繰延税金資産   

減価償却超過額（千円） － 3,632 

退職給付引当金損金算入限度超過額（千
円） 

175 447 

その他有価証券評価差額（千円） 4,060 13,719 

子会社繰越欠損金 21,431 108,484 

その他（千円） 3,107 15 

繰延税金資産小計 28,775 126,299 

評価性引当額（千円） △23,023 △108,484 

繰延税金資産合計（千円） 5,752 17,814 

繰延税金負債   

特別償却準備金（千円） 66 49 

繰延税金負債合計（千円） 66 49 

繰延税金資産の純額（千円） 5,686 17,764 

  

２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因

となった主な項目別の内訳 

 
前連結会計年度 

（平成17年１月31日） 
当連結会計年度 

（平成18年１月31日） 

法定実効税率（％） 42.1% 40.5% 

（調整）   

交際費等永久に損金に算入されない項目（％） 0.1 0.3 

住民税均等割額（％） 0.3 0.3 

留保金課税（％） 3.6 3.1 

子会社の欠損金にかかる評価性引当額（％） 0.7 3.3 

海外子会社との税率差異（％） 0.6 2.1 

その他（％） 0.5 △0.9 

税効果会計適用後の法人税等の負担率（％） 47.9 48.7 

 

－  － 
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（セグメント情報） 

【事業の種類別セグメント情報】 

前連結会計年度（自 平成16年２月１日 至 平成17年１月31日） 

 当連結グループは、化粧品事業、健康食品事業を行っておりますが、化粧品事業の売上高及び営業利益

及び資産の金額は、全セグメントの売上高の合計及び営業利益及び全セグメントの資産の金額の合計額に

占める割合がいずれも90％超であるため、事業の種類別セグメント情報の記載を省略しております。 

 

当連結会計年度（自 平成17年２月１日 至 平成18年１月31日） 

 当連結グループは、化粧品事業、健康食品事業、投資事業その他を行っておりますが、化粧品事業の売

上高及び営業利益及び資産の金額は、全セグメントの売上高の合計及び営業利益及び全セグメントの資産

の金額の合計額に占める割合がいずれも90％超であるため、事業の種類別セグメント情報の記載を省略し

ております。 

 

【所在地別セグメント情報】 

前連結会計年度（自 平成16年２月１日 至 平成17年１月31日） 

 当連結グループにおける所在地セグメントは、「国内」「アジア地域」「ハワイ地域」に区分しており

ますが、本邦売上高の全セグメントの売上高の合計に占める割合が90％超であるため、所在地別セグメン

ト情報の記載を省略しております。 

 

当連結会計年度（自 平成17年２月１日 至 平成18年１月31日） 

 当連結グループにおける所在地セグメントは、「国内」「アジア地域」「ハワイ地域」「北米地域」に

区分しておりますが、本邦売上高の全セグメントの売上高の合計に占める割合が90％超であるため、所在

地別セグメント情報の記載を省略しております。 

 

【海外売上高】 

前連結会計年度（自 平成16年２月１日 至 平成17年１月31日） 

 海外売上高は、連結売上高の10％未満のため、海外売上高の記載を省略しております。 

 

当連結会計年度（自 平成17年２月１日 至 平成18年１月31日） 

 海外売上高は、連結売上高の10％未満のため、海外売上高の記載を省略しております。 

 

－  － 
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【関連当事者との取引】 

前連結会計年度（自 平成16年２月１日 至 平成17年１月31日） 

(1）役員及び個人主要株主等 

関係内容 

属性 
会社等の
名称 

住所 
資本金 
（千円） 

事業の内
容又は職
業 

議決権等
の所有
（被所
有）割合

役員の
兼任等

事業上
の関係

取引の内容
取引金額
（千円） 

科目 
期末残高
（千円）

城野親德 ― ― 
当社取締
役 

被所有 
直接 
30.08％

― ―

化粧品等の販
売 
（注）１ 
（注）２ 

9,684 売掛金 1,789

役員 

山田勝重 千代田区 ― 
当社監査
役 

― ― ― 弁護士報酬 1,597 ― ―

㈱シー
ズ・ラボ 

東京都 
渋谷区 

10,000 
美容指導
等 

当社取締
役城野親
德及びそ
の近親者
が100％
を直接所
有 

―
当社化
粧品の
販売 

化粧品等の販
売 
（注）２ 

37,245 売掛金 6,355
役員及びそ
の近親者が
議決権の過
半数を所有
している会
社等 

医療法人
社団貴翠
会 

東京都 
中央区 

10,000 
診療所経
営 

当社取締
役城野親
德が
100％を
直接所有

―
当社化
粧品の
販売 

化粧品等の販
売 
（注）２ 

30,255 売掛金 8,236

 （注）１．城野親德との取引は、同氏が開業しているシロノクリニックとの取引であります。 

２．取引条件及び取引条件の決定方針等 

取引条件は、他の取引先と同一条件であります。 

 

当連結会計年度（自 平成17年２月１日 至 平成18年１月31日） 

(1）役員及び個人主要株主等 

関係内容 

属性 
会社等の
名称 

住所 
資本金 
（千円） 

事業の内
容又は職
業 

議決権等
の所有
（被所
有）割合

役員の
兼任等

事業上
の関係

取引の内容
取引金額
（千円） 

科目 
期末残高
（千円）

城野親德 ― ― 
当社取締
役 

被所有 
直接 
30.08％

― ―

化粧品等の販
売 
（注）１ 
（注）２ 

12,092 売掛金 117

役員 

山田勝重 千代田区 ― 
当社監査
役 

― ― ― 弁護士報酬 2,075 ― ―

㈱シー
ズ・ラボ 

東京都 
渋谷区 

10,000 
美容指導
等 

当社取締
役城野親
德及びそ
の近親者
が100％
を直接所
有 

―
当社化
粧品の
販売 

化粧品等の販
売 
（注）２ 

35,974 売掛金 2,886役員及びそ
の近親者が
議決権の過
半数を所有
している会
社等 医療法人

社団 
ｼｰｽﾞ・ﾒ
ﾃﾞｨｶﾙ 
（注）３ 

東京都 
中央区 

10,000 
診療所経
営 

当社取締
役城野親
德が
100％を
直接所有

―
当社化
粧品の
販売 

化粧品等の販
売 
（注）２ 

25,706 売掛金 1,738

 （注）１．城野親德との取引は、同氏が開業しているシロノクリニックとの取引であります。 

２．取引条件及び取引条件の決定方針等 

取引条件は、他の取引先と同一条件であります。 

３．医療法人社団貴翠会は、平成17年３月８日をもって医療法人社団シーズ・メディカルへ名称変更いたし

ました。 

 

 

 

－  － 
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（１株当たり情報） 

前連結会計年度 
（自 平成16年２月１日 
至 平成17年１月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成17年２月１日 
至 平成18年１月31日） 

  
１株当たり純資産額 23,965.10円

１株当たり当期純利益 5,877.46円

潜在株式調整後１株当たり当期純利益
金額 

5,736.34円

  

  
１株当たり純資産額 27,214.25円

１株当たり当期純利益 4,690.57円

潜在株式調整後１株当たり当期純利益
金額 

4,610.49円

  
  

 （注） １株当たり当期純利益金額及び潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとお

りであります。 

 
前連結会計年度 

（自 平成16年２月１日 
至 平成17年１月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成17年２月１日 
至 平成18年１月31日） 

１株当たり当期純利益金額   

当期純利益（千円） 1,604,247 1,278,082 

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） 1,604,247 1,278,082 

期中平均株式数（株） 272,949 272,479 

   

潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額   

当期純利益調整額（千円） － － 

普通株式増加数（株） 6,715 4,733 

（うち新株予約権） (6,715) (4,733) 

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整

後１株当たり当期純利益の算定に含めな

かった潜在株式の概要 

－ － 

 

 

 

（重要な後発事象） 

該当事項はありません。 

 

⑤【連結附属明細表】 

【社債明細表】 

 該当事項はありません。 

 

【借入金等明細表】 

区分 
前期末残高

（千円） 

当期末残高

（千円） 

平均利率 

（％） 
返済期限 

短期借入金 － 1,094,758 0.37％ 平成18年４月 

１年以内に返済予定の長期借入金 － － － － 

長期借入金（１年以内に返済予定のものを除く。） － 500,000 0.57％ 平成19年12月 

その他有利子負債 － － － － 

計 － 1,594,758 － － 

（注）１．平均利率については、期末借入金残高に対する加重平均利率を記載しております。 

２．長期借入金（１年以内に返済予定のものを除く。）の連結決算日後５年間の返済予定額は以下のとおり

であります。 

 １年超２年以内（百万円） 

長期借入金        500 

 

－  － 
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(2）【その他】 

該当事項はありません。 

 

－  － 

 

 

30



５．生産、仕入及び販売の状況 
(1）生産実績 

 生産実績を示すと、次のとおりであります。 

事業部門 
当連結会計年度 

（自 平成17年２月１日 
至 平成18年１月31日） 

前年同期比（％） 

化粧品事業（千円） 3,045,824 133.5 

健康食品事業（千円） 155,652 83.1 

合計（千円） 3,201,476 129.7 

 （注）１．金額は仕入価格によっております。 

２．上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

 

(2）商品仕入実績 

 商品仕入実績を示すと、次のとおりであります。 

事業部門 
当連結会計年度 

（自 平成17年２月１日 
至 平成18年１月31日） 

前年同期比（％） 

化粧品事業（千円） 32,620 89.5 

健康食品事業（千円） 62,251 3,257.5 

機器その他（千円） 248,257 66.4 

合計（千円） 343,128 83.2 

 （注）１．金額は仕入価格によっております。 

２．上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

 

(3）販売実績 

① 事業別販売実績 

事業部門 
当連結会計年度 

（自 平成17年２月１日 
至 平成18年１月31日） 

前年同期比（％） 

化粧品事業（千円） 15,933,642 111.0 

健康食品事業（千円） 502,948 166.8 

機器その他（千円） 524,169 99.8 

合計（千円） 16,978,759 111.8 

 （注） 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

 

－  － 
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② 経路別販売実績 

販売経路別 
当連結会計年度 

（自 平成17年２月１日 
至 平成18年１月31日） 

前年同期比（％） 

通信販売（千円） 9,226,244 107.2 

卸売販売（千円） 3,919,216 113.8 

対面型店舗販売（千円） 3,833,299 122.3 

合計（千円） 16,978,759 111.8 

 （注）１．上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

２．当連結会計年度の主な相手先別の販売実績及び当該販売実績の総販売実績に対する割合は、次のとおり

であります。 

前連結会計年度 
（自 平成16年2月 1日 
至 平成17年1月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成17年2月 1日 
至 平成18年1月31日） 相手先 

金額（千円） 割合（％） 金額（千円） 割合（％） 

㈱井田両国堂 2,767,965 18.2 ％ 2,783,854 16.4% 

 

 

－  － 
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