
 

平成 19 年１月期    個別財務諸表の概要     平成 19年３月 14日 
上 場 会 社 名        株式会社ドクターシーラボ                   上場取引所    東 
コ ー ド 番 号         4924                                        本社所在都道府県 東京都 
（ＵＲＬ  http://www.ci-labo.com） 
代  表  者 役職名 代表取締役 社長 氏名 石原 智美 
問合せ先責任者 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 19 年３月 14 日          配当支払開始予定日 平成 19 年４月 25 日  
定時株主総会開催日 平成 19 年４月 24 日       単元株制度採用の有無  無 
 
１． 19 年１月期の業績(平成 18 年２月１日～平成 19 年１月 31 日) 
(1)経営成績 

 売 上 高     営業利益 経常利益 

 百万円   ％ 百万円   ％ 百万円   ％
19 年１月期 
18 年１月期 

18,080  ( 8.9) 
        16,598    (26.7) 

3,063   (14.2) 
         2,682  (△17.6) 

3,071    (12.4) 
         2,733  (△16.0) 

 
 

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

自 己 資 本

当期純利益率

総 資 産 

経常利益率 
売 上 高

経常利益率

 百万円   ％ 円 銭 円 銭 ％ ％ ％

19 年１月期 
18 年１月期 

1,447  (△6.2) 
   1,542  (△11.6) 

5,292 98 
 5,660 28

5,222 66 
5,563 65

17.3 
   21.3

25.9 
27.2 

17.0 
16.5

(注) ①期中平均株式数   19 年１月期 273,412 株  18 年１月期 272,949 株 
    ②会計処理の方法の変更 無 
     ③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 
 
(2)財政状態 
 総 資 産      純 資 産 自己資本比率 １株当たり純資産

 百万円 百万円 ％ 円  銭

19 年１月期 
18 年１月期 

12,644 
             11,028 

8,922 
              7,828 

        70.6 
        71.0 

32,496 33 
   28,670  98 

(注)  ①期末発行済株式 19 年 1 月期 274,570 株 18 年 1 月期 273,058 株 
 ②期末自己株式数 19 年１月期  3,198 株 18 年１月期  3,198 株 
 
２．19 年７月期の業績予想(平成 19 年２月１日～平成 19 年７月 31 日) 
 売 上 高     経常利益 当期純利益 

 百万円 百万円 百万円

通 期 8,700 850 420

(参考)１株当たり予想当期純利益(通期)  1,529 円 66 銭 
※決算期の変更につきましては、平成 19 年４月 24 日開催予定の定時株主総会での承認を条件としており
ます。 
 
（参考）平成 19 年２月１日～平成 20 年１月 31 日の 12 ヶ月の業績見通し 
 売 上 高     経常利益 当期純利益 

 百万円 百万円 百万円 

平成 19年 2月 1日～平成 20年 1月 31日 19,500 3,150 1,620 

(参考)１株当たり予想当期純利益(通期)  5,900 円 13 銭 
  
３．配当状況 
・現金配当 1株当たり配当金（円） 

 期末 年間 
配当金総額

（百万円）

配当性向 

（％） 
純資産 

配当率(％)

18 年１月期 1,400.00 1,400.00 382 24.8 4.9

19 年１月期 1,600.00 1,600.00 439 30.2 4.9

19年７月期（予想） 460.00 460.00 
 

 

 

 
 

※ 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。 
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６．個別財務諸表等 
①【貸借対照表】 

  
前事業年度 

（平成18年１月31日） 
当事業年度 

（平成19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  2,079,837  3,681,631

２．売掛金 ※４ 2,806,475  2,387,010

３．製品  920,094  808,550

４．商品  67,751  69,635

５．貯蔵品  543,998  617,048

６．前払費用  56,704  64,271

７．繰延税金資産  228,885  255,906

８．関係会社短期貸付金  18,880  73,433

９．その他  50,223  31,430

貸倒引当金  △21,778  △26,079

流動資産合計  6,751,072 61.2  7,962,838 63.0
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前事業年度 

（平成18年１月31日） 
当事業年度 

（平成19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 固定資産   

(1)有形固定資産   

１．建物  428,124 463,472 

減価償却累計額  40,987 387,137 89,575 373,897

２．構築物  5,712 5,712 

減価償却累計額  － 5,712 2,339 3,373

３．車両運搬具  5,328 5,328 

減価償却累計額  4,568 759 4,810 517

４．工具器具備品  503,658 650,637 

減価償却累計額  240,994 262,663 346,402 304,235

５．土地  1,315,697  1,315,697

     ６. 建設仮勘定  -  1,689

有形固定資産合計  1,971,971 17.9  1,999,410 15.8

(2)無形固定資産   

１．ソフトウェア  715,170  644,246

２．ソフトウェア仮勘定  65,008  162,712

３．商標権  21,908  22,259

４．その他  373  332

無形固定資産合計  802,461 7.3  829,550 6.6

(3）投資その他の資産   

１．投資有価証券  144,000  138,500

２．関係会社株式  797,358  1,319,107

３．その他の関係会社有価証券  285,648  275,078

４．関係会社長期貸付金  25,536  75,353

５．長期前払費用  43,976  68,964

６．敷金差入保証金  187,762  203,026

７．繰延税金資産  16,574  39,485

８．その他  2,182  3,274

９．投資損失引当金   △269,978

投資その他の資産合計  1,503,040 13.6  1,852,810 14.6

固定資産合計  4,277,473 38.8  4,681,770 37.0

資産合計  11,028,546 100.0  12,644,610 100.0
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前事業年度 

（平成18年１月31日） 
当事業年度 

（平成19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
（％）

（負債の部）   

Ⅰ 流動負債   

１．買掛金  402,960  277,158

２．短期借入金  1,000,000  －

３．一年以内返済予定の長
期借入金 

 －  724,000

４．未払金  659,702  795,676

５．未払費用  1,817  15,817

６．未払法人税等  485,470  799,695

７．未払消費税等  －  107,009

８．前受金  －  34,477

９．預り金  21,669  21,837

10．賞与引当金  16,839  23,817

11．ポイントサービス引当金  99,159  128,198

12．その他  10,982  7,050

流動負債合計  2,698,600 24.5  2,934,739 23.2

Ⅱ 固定負債   

１．長期借入金  500,000  776,000

２．退職給付引当金  1,104  9,043

３．その他  －  2,310

固定負債合計  501,104 4.5  787,353 6.2

負債合計  3,199,704 29.0  3,722,093 29.4
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前事業年度 

（平成18年１月31日） 
当事業年度 

（平成19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
（％）

（資本の部）   

Ⅰ 資本金 ※１ 1,122,328 10.2  － －

Ⅱ 資本剰余金   

資本準備金  1,599,928 － 

資本剰余金合計  1,599,928 14.5  － －

Ⅲ 利益剰余金   

１．利益準備金  535 － 

２．任意積立金   

(1）特別償却準備金  94 － 

(2）別途積立金  3,000,000 － 

３．当期未処分利益  2,774,671 － 

利益剰余金合計  5,775,300 52.3  － －

Ⅳ その他有価証券評価差 
額金 

 △20,160 △0.1  － －

Ⅴ 自己株式 ※２ △648,554 △5.9  － －

資本合計  7,828,841 71.0  － －

負債資本合計  11,028,546 100.0  － －
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前事業年度 

（平成18年１月31日） 
当事業年度 

（平成19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
（％）

（純資産の部）   

Ⅰ 株主資本   

１．資本金  － －  1,138,361 9.0

２．資本剰余金   

(1）資本準備金  － 1,615,961 

資本剰余金合計  － －  1,615,961 12.8

３．利益剰余金   

(1）利益準備金  － 535 

(2）その他利益剰余金   

別途積立金  － 3,800,000 

繰越利益剰余金  － 3,039,646 

利益剰余金合計  － －  6,840,181 54.1

４．自己株式  － －  △648,554 △5.1

株主資本合計  － －  8,945,950 70.8

Ⅱ 評価・換算差額等   

１．その他有価証券評価差
額金 

 － －  △23,433 △0.2

評価・換算差額等合計  － －  △23,433 △0.2

純資産合計  － －  8,922,516 70.6

負債純資産合計  － －  12,644,610 100.0
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②【損益計算書】 

  
前事業年度 

（自 平成17年２月１日 
至 平成18年１月31日） 

当事業年度 
（自 平成18年２月１日 
至 平成19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   

１．製品売上高  15,864,220 17,522,391 

２．商品売上高  734,261 16,598,481 100.0 558,206 18,080,598 100.0

Ⅱ 売上原価   

１．期首製品棚卸高  632,541 920,094 

２．当期製品製造原価 ※１ 3,201,476 3,450,948 

３．他勘定振替高 ※２ 145,291 268,802 

４．期末製品棚卸高  920,094 808,550 

差引計  2,768,632 3,293,690 

５．期首商品棚卸高  105,974 67,751 

６．当期商品仕入高  343,128 313,975 

７．他勘定振替高 ※２ 16,875 26,749 

８．期末商品棚卸高  67,751 69,635 

差引計  364,476 3,133,108 18.9 285,342 3,579,032 19.8

売上総利益  13,465,372 81.1  14,501,566 80.2
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前事業年度 

（自 平成17年２月１日 
至 平成18年１月31日） 

当事業年度 
（自 平成18年２月１日 
至 平成19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
（％）

Ⅲ 販売費及び一般管理費   

１．役員報酬  88,090 91,900 

２．給与手当  1,101,893 1,298,068 

３．賞与  75,303 95,530 

４．法定福利費  171,575 207,752 

５．賞与引当金繰入額  16,839 23,817 

６．退職給付費用  670 8,342 

７．人材派遣費  503,474 518,890 

８．広告宣伝費  3,615,920 3,348,737 

９．販売促進費  1,151,516 1,435,723 

10．消耗品費  129,681 140,728 

11．地代家賃  296,246 298,663 

12．リース料  128,699 147,321 

13．減価償却費  266,227 401,961 

14．貸倒引当金繰入額  4,632 4,646 

15．ポイントサービス引当
金繰入額 

 48,896 118,106 

16．通信費  665,374 685,809 

17．荷造運搬費  792,504 802,867 

18．支払報酬  161,532 60,021 

19．支払手数料  760,340 914,439 

20．研究開発費 ※３ 80,893 93,363 

21．その他  722,961 10,783,277 65.0 741,055 11,437,748 63.3

営業利益  2,682,094 16.1  3,063,818 16.9
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前事業年度 

（自 平成17年２月１日 
至 平成18年１月31日） 

当事業年度 
（自 平成18年２月１日 
至 平成19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
（％）

Ⅳ 営業外収益   

１．受取利息  3,245 3,540 

２．受取配当金  1,800 894 

３．為替差益  30,318 10,037 

４．受取百貨店作業協力金  5,001 5,394 

５．受取賃借料  8,484 1,078 

６．商品破損受取賠償金  1,802 605 

７．業務委託収入  － 4,571 

８．雑収入  8,163 58,815 0.4 6,276 32,398 0.2

Ⅴ 営業外費用   

１．支払利息  4,452 13,976 

２．新株発行費  318 － 

３．部材廃棄負担金  1,600 － 

４．支払手数料  895 7,120 

５．投資事業組合持分損失  － 3,422 

６．その他  388 7,654 0.0 631 25,151 0.1

経常利益  2,733,255 16.5  3,071,064 17.0

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 ※４ 57,635 7,193 

２．投資損失引当金繰入額  － 57,635 0.4 269,978 277,171 1.5

税引前当期純利益  2,757,619 16.6  2,793,892 15.5

法人税、住民税及び事
業税 

 1,229,131 1,394,435 

法人税等調整額  △13,819 1,215,312 7.3 △47,705 1,346,730 7.5

当期純利益  1,542,307 9.3  1,447,162 8.0

前期繰越利益  1,232,363  －

当期未処分利益  2,774,671  －
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製造原価明細書 

  
前事業年度 

（自 平成17年２月１日 
至 平成18年１月31日） 

当事業年度 
（自 平成18年２月１日 
至 平成19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 
（％） 

Ⅰ 材料費  652,000 20.1 846,374 24.2

Ⅱ 当期製品仕入高  2,588,635 79.9 2,650,667 75.8

当期総製造費用  3,240,635 100.0 3,497,042 100.0

他勘定振替高 注３ 39,160 46,094 

当期製品製造原価  3,201,476 3,450,948 

 （注）１．原価計算の方法は、製品別実際原価計算であります。 

２．当社は、主として新製品の企画、開発等を行っており、当社の企画に基づく製品の生産については、外

部へ委託（製品仕入）しております。また、一部の材料については、当社において調達し、製造委託会

社へ支給しております。 

３．他勘定振替高は、材料を販売促進費その他に振り替えた額であります。 
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③【利益処分計算書及び株主資本等変動計算書】 

利益処分計算書 

  
前事業年度 

（株主総会承認日 
平成18年４月26日） 

区分 
注記 
番号 

金額（千円） 

Ⅰ 当期未処分利益   2,774,671 

Ⅱ 任意積立金取崩高    

１．特別償却準備金取崩額  94 94 

合計   2,774,765 

Ⅲ 利益処分額    

１．配当金  382,281  

２．任意積立金    

別途積立金  800,000 1,182,281 

Ⅳ 次期繰越利益   1,592,484 
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株主資本等変動計算書 

当事業年度（自 平成18年２月１日 至 平成19年１月31日） 

株主資本 

資本剰余金 利益剰余金 

その他利益剰余金 
 

資本金 
資本準備
金 

資本剰余
金合計 

利益準備
金 特別償却

準備金 
別途 
積立金 

繰越利益
剰余金 

利益剰余
金合計 

自己株式
株主資本
合計 

平成18年１月31日 残高（千円） 1,122,328 1,599,928 1,599,928 535 94 3,000,000 2,774,671 5,775,300 △648,554 7,849,002

事業年度中の変動額    

特 別 償 却 準 備 金 の 取 崩 し  △94 94  

別 途 積 立 金 の 積 立 て  800,000 △800,000  

新 株 の 発 行 16,033 16,033 16,033   32,067

剰 余 金 の 配 当 ( 注 )  △382,281 △382,281 △382,281

当 期 純 利 益  1,447,162 1,447,162 1,447,162

株主資本以外の項目の事業年度
中の変動額（純額） 

   

事 業 年 度 中 の 変 動 額 合 計 16,033 16,033 16,033 △94 800,000 264,975 1,064,881 1,096,948

平成19年１月31日 残高（千円） 1,138,361 1,615,961 1,615,961 535 － 3,800,000 3,039,646 6,840,181 △648,554 8,945,950

    
 

評価・換算差額等 

 
その他有価証券
評価差額金 

評価・換算差
額等合計 

純資産合計 

平成18年１月31日 残高（千円） △20,160 △20,160 7,828,841

事業年度中の変動額  

特 別 償 却 準 備 金 の 取 崩 し  

別 途 積 立 金 の 積 立 て  

新 株 の 発 行  32,067

剰 余 金 の 配 当 ( 注 )  △382,281

当 期 純 利 益  1,447,162

株主資本以外の項目の事業年度
中の変動額（純額） 

△3,272 △3,272 △3,272

事 業 年 度 中 の 変 動 額 合 計 △3,272 △3,272 1,093,675

平成19年１月31日 残高（千円） △23,433 △23,433 8,922,516

  
（注） 平成18年４月の定時株主総会における利益処分項目であります。 
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重要な会計方針 

項目 
前事業年度 

（自 平成17年２月１日 
至 平成18年１月31日） 

当事業年度 
（自 平成18年２月１日 
至 平成19年１月31日） 

(1）子会社株式 (1）子会社株式及び関連会社株式 １．有価証券の評価基

準及び評価方法 移動平均法による原価法 移動平均法による原価法 

 (2）その他の関係会社有価証券 (2）その他の関係会社有価証券 

 投資事業組合等への出資持分（証券取引

法第２条第２項により有価証券とみなさ

れるもの）については、組合契約に規定

される決算報告日に応じて入手可能な

近の決算書を基礎とし、持分相当額を純

額で取り込む方法によっております。 

同左 

 (3)その他有価証券 (3)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) 

決算日の市場価格等に基づく時価法

(評価差額は全部純資産直入法によ

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．デリバティブの評

価基準及び評価方

法 

時価法 － 

(1)商品、製品、材料、貯蔵品のうち生産販促

物 

(1)商品、製品、材料、貯蔵品のうち生

産販促物 

３．たな卸資産の評価

基準及び評価方法 

総平均法による原価法 同左 

 (2)貯蔵品（生産販促物を除く） (2)貯蔵品（生産販促物を除く） 

 終仕入原価法 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、 終仕入原価法を採用しておりま

したが、当事業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。 

 

 

 53



項目 
前事業年度 

（自 平成17年２月１日 
至 平成18年１月31日） 

当事業年度 
（自 平成18年２月１日 
至 平成19年１月31日） 

(1）有形固定資産 (1）有形固定資産 ４．固定資産の減価償

却の方法 定率法 同左 

  なお、主な耐用年数は以下のとおりであ

ります。 

 

  
建物 2年～45年

工具器具備品 2年～15年
  

 
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 同左 

  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。 

 

 (3）長期前払費用 (3）長期前払費用 

 定額法 同左 

新株発行費 株式交付費 ５．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。  支出時に全額費用処理しておりま

す。 

６．外貨建の資産及び

負債の本邦通貨へ

の換算基準 

 外貨建金銭債権債務は、期末日の直物為替

相場により円貨に換算し、換算差額は損益と

して処理しております。 

同左 

７．引当金の計上基準 (1)貸倒引当金 (1)貸倒引当金 

  期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

支給見込額の当期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、当事

業年度末における退職給付債務に基づ

き、当事業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

事業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事

業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 

 (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、期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）投資損失引当金 

  子会社への投資に対する損失に備え

るため、その財務内容等を検討して

計上しております。 

 54



項目 
前事業年度 

（自 平成17年２月１日 
至 平成18年１月31日） 

当事業年度 
（自 平成18年２月１日 
至 平成19年１月31日） 

８．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 

９．ヘッジ会計の方法 (1）ヘッジ会計の方法 (1）ヘッジ会計の方法 

 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。 

同左 

 (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  外貨建債権
  

 
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 

 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。 

同左 

消費税等の会計処理 消費税等の会計処理 10．その他財務諸表作

成のための基本と

なる重要な事項 

 税抜方式によっております。 同左 

 

 

会計方針の変更 

前事業年度 
（自 平成17年２月１日 
至 平成18年１月31日） 

当事業年度 
（自 平成18年２月１日 
至 平成19年１月31日） 

____________ 

 

（固定資産の減損に係る会計基準） 

 当事業年度より、｢固定資産の減損に係る会計基準｣

（｢固定資産の減損に係る会計基準の設定に関する意見

書｣（企業会計審議会 平成14年８月９日））及び｢固定

資産の減損に係る会計基準の適用指針｣（企業会計基準

適用指針第６号 平成15年10月31日）を適用しておりま

す。これによる損益に与える影響はありません。 

____________ 

 

（貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準） 

 当事業年度より、｢貸借対照表の純資産の部の表示に

関する会計基準｣（企業会計基準第５号 平成17年12月

９日）及び｢貸借対照表の純資産の部の表示に関する会

計基準等の適用指針｣（企業会計基準適用指針第８号 

平成17年12月９日）を適用しております。 

 従来の資本の部の合計に相当する金額は8,922,516千

円であります。 
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表示方法の変更 

前事業年度 
（自 平成17年２月１日 
至 平成18年１月31日） 

当事業年度 
（自 平成18年２月１日 
至 平成19年１月31日） 

____________ 

 

（損益計算書） 

 前期まで営業外収益の｢雑収入｣に含めて表示しており

ました｢業務委託収入｣は、営業外収益の総額の100分の

10を超えたため区分掲記しました。 

 なお、前期における｢業務委託収入｣の金額は3,047千

円であります。 

 前期まで区分掲記しておりました｢新株発行費｣(当期

336千円)は営業外費用の総額の100分の10以下となった

ため、営業外費用の｢その他｣に含めて表示することにし

ました。 

 

追加情報 

前事業年度 
（自 平成17年２月１日 
至 平成18年１月31日） 

当事業年度 
（自 平成18年２月１日 
至 平成19年１月31日） 

当事業年度より「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

及び税引前当期純利益はそれぞれ同額減少しておりま

す。 

____________ 

 

 

注記事項 

（貸借対照表関係） 

前事業年度 
（平成18年１月31日） 

当事業年度 
（平成19年１月31日） 

※１．授権株式数及び発行済株式総数 ※１．授権株式数及び発行済株式総数 
 

授権株式数 普通株式 982,400株

発行済株式総数 普通株式 276,256株
  

 
授権株式数 普通株式 982,400株

発行済株式総数 普通株式 277,768株
  

※２．当社の保有する自己株式の数 ※２．当社の保有する自己株式の数 

普通株式    3,198株 普通株式     3,198株

 ３. 偶発債務  ３. 偶発債務 

   次の会社について、金融機関からの借入に対し債

務保証を行っております。 

   次の会社について、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 
  

 
保証先 金額（千円） 内容 

㈱シーエスラボ 96,840 借入債務 
  

※４．関係会社項目 ※４．関係会社項目 

関係会社に対する資産及び負債には区分掲記され

たもののほか次のものがあります。 

関係会社に対する資産及び負債には区分掲記され

たもののほか次のものがあります。 
 

流動資産  

 売掛金 174,004千円
  

 
流動資産  

 売掛金 79,445千円

その他 20,949千円
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（損益計算書関係） 

前事業年度 
（自 平成17年２月１日 
至 平成18年１月31日） 

当事業年度 
（自 平成18年２月１日 
至 平成19年１月31日） 

※１．同左 ※１．当社は主として製品の企画、開発を行っており、

製品の生産については外注生産（製品仕入）に

よっております。 

※２．他勘定振替高は、自社製品商品を販売促進費その

他に振り替えた額であります。 

※２．同左 

※３．研究開発費の総額 ※３．研究開発費の総額 
 

一般管理費に含まれる研究開発費 80,893千円
  

 
一般管理費に含まれる研究開発費 93,363千円

  
※４．固定資産除却損 ※４．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 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
  

 
建物 901千円

工具器具備品 1,681千円

ソフトウェア 4,610千円

合計 7,193千円
  

 

（株主資本等変動計算書関係） 

当事業年度（自 平成18年２月１日 至 平成19年１月31日） 

自己株式の種類及び株式数に関する事項 

株 式 の 種 類 前 事 業 度 末 の 株 式 数 当 事 業 年 度 増 加 株 式 数 当 事 業 年 度 減 少 株 式 数 当 事 業 年 度 末 の 株 式 数

普 通 株 式 3,198株 －株 －株 3,198株
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（リース取引関係） 

前事業年度 
（自 平成17年２月１日 
至 平成18年１月31日） 

当事業年度 
（自 平成18年２月１日 
至 平成19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 
 

 
取得価額相
当額 
（千円）

減価償却累
計額相当額 
（千円） 

期末残高相
当額 
（千円）

工具器具備品 150,502 66,207 84,295

ソフトウェア 53,912 18,822 35,089

合計 204,414 85,029 119,384

  

 

 
取得価額相
当額 
（千円）

減価償却累
計額相当額 
（千円） 

期末残高相
当額 
（千円）

工具器具備品 143､409 61,523 81,885

ソフトウェア 62,598 21,318 41,280

合計 206,008 82,842 123,166

  
(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 45,948千円

１年超 75,249千円

合計 121,197千円
  

 
１年内 46,023千円

１年超 79,159千円

合計 125,182千円
  

(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 50,579千円

減価償却費相当額 48,015千円

支払利息相当額 2,439千円
  

 
支払リース料 54,473千円

減価償却費相当額 52,199千円

支払利息相当額 2,499千円
  

(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 30,944千円

１年超 25,416千円

合計 56,360千円
  

 
１年内 38,234千円

１年超 30,135千円

合計 68,370千円
  

 

（有価証券関係） 

前事業年度（自平成17年２月１日 至平成18年１月31日）及び当事業年度（自平成18年２月１日 至平成19

年１月31日）における子会社株式で時価のあるものはありません。 
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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 

 
前事業年度 

（平成18年１月31日） 
当事業年度 

（平成19年１月31日） 

繰延税金資産（流動）   

貸倒引当金損金算入限度超過額（千円） 8,818 10,560 

ポイントサービス引当金繰入額（千円） 40,153 51,913 

賞与引当金繰入額（千円） 6,819 9,644 

たな卸資産評価損（千円） 142,077 78,899 

未払事業税（千円） 27,983 56,582 

未払事業所税（千円） 3,031 3,304 

未払金否認（千円） － 45,001 

 繰延税金資産小計 228,885 255,906 

繰延税金資産（固定）   

退職給付引当金損金算入限度超過額 
（千円） 

447 3,662 

減価償却超過額（千円） 2,407 19,876 

投資損失引当金繰入額（千円） － 109,326 

その他有価証券評価差額（千円） 13,719 15,946 

合計 16,573 148,811 

評価性引当額（千円） － △109,326 

繰延税金資産小計 16,573 39,485 

繰延税金資産合計（千円） 245,459 295,392 

繰延税金資産の純額（千円） 245,459 295,392 

 

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 

 
前事業年度 

（平成18年１月31日） 
当事業年度 

（平成19年１月31日） 

法定実効税率（％） 40.5 40.5 

（調整）   

交際費等永久に損金に算入されない項目（％） 0.2 0.1 

住民税均等割額（％） 0.3 0.3 

留保金課税（％） 2.8 3.2 

評価性引当額の増減（％） － 3.9 

その他（％） 0.3 0.2 

税効果会計適用後の法人税等の負担率（％） 44.1 48.2 
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（１株当たり情報） 

前事業年度 
（自 平成17年２月１日 
至 平成18年１月31日） 

当事業年度 
（自 平成18年２月１日 
至 平成19年１月31日） 

  
１株当たり純資産額 28,670.98円

１株当たり当期純利益金額 5,660.28円

潜在株式調整後１株当たり当期純利益
金額 

5,563.65円

  

  
１株当たり純資産額 32,496.33円

１株当たり当期純利益金額 5,292.98円

潜在株式調整後１株当たり当期純利益
金額 

5,222.66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。 

 
前事業年度 

（自 平成17年２月１日 
至 平成18年１月31日） 

当事業年度 
（自 平成18年２月１日 
至 平成19年１月31日） 

１株当たり当期純利益金額   

当期純利益（千円） 1,542,307 1,447,162 

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） 1,542,307 1,447,162 

期中平均株式数（株） 272,479 273,412 

   

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） 4,733 3,681 

（うち新株予約権） (4,733) (3,681) 

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。 
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