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（百万円未満切捨て） 
１．19 年７月期の連結業績（平成 19 年２月１日～平成 19 年７月 31 日） 
(1)連結経営成績                                （％表示は対前期増減率） 
 売 上 高     営業利益 経常利益 当期純利益 

 百万円    ％ 百万円    ％ 百万円    ％ 百万円    ％

19 年７月期 
19 年１月期 

9,077   (  －) 
18,837   (10.9) 

1,161   (  －)
2,853   (17.2)

1,147   (  －) 
2,863   (16.0) 

563   (  －)
1,459   (14.2)

 

 
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 

営業利益率 

  円 銭 円 銭 ％ ％ ％

19 年７月期 
19 年１月期 

2,051 06 
5,339 21 

2,032 19 
5,268 28 

6.6 
18.3 

9.5 
24.7 

12.8 
15.2 

(参考) 持分法投資損益 19 年７月期     －百万円  19 年１月期       －百万円 
(注) 平成 19 年７月期は６ヶ月決算のため、対前期増減率の記載は行っておりません。 
 
(2)連結財政状態 

 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７月期 
19 年１月期 

11,860 
12,365 

8,636 
8,538 

72.8 
69.0 

31,428 32 
31,098 07 

(参考) 自己資本 19 年７月期     8,636 百万円  19 年１月期     8,538 百万円 
 
(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          

 百万円 百万円 百万円 百万円

19 年７月期 
19 年１月期 

748 
2,836 

△392 
△768 

△780 
△461 

3,952 
4,358 

 
 
２．配当の状況 

 １株当たり配当金 

（基準日） 中間期末 期末 年間 

配当金総額
(年間) 

配当性向 
（連結） 

純資産 
配当率 

（連結） 
  円 銭  円 銭  円 銭 百万円 ％ ％

19 年１月期 
19 年７月期 

－ 
－ 

1,600 00
600 00

1,600 00
600 00

439 
164 

30.0 
29.3 

5.5 
1.9 

20 年７月期 
（予想） 

－ 2,100 00 2,100 00 30.4 

 
 
３．20 年７月期の連結業績予想（平成 19 年８月１日～平成 20 年７月 31 日） 

（％表示は、通期は対前期、中間期は対前年中間期増減率） 
 売上高 営業利益 経常利益 当期純利益 1株当たり 

当期純利益 
 百万円  ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円  ％ 円 銭

中 間 期 
通    期 

11,000  (－) 
21,700  (－) 

1,900  (－) 
3,400  (－) 

1,900  (－) 
3,400  (－) 

1,100  (－) 
1,900  (－) 

4,003 06 
6,914 37 
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４．その他 
(1) 期中における重要な子会社の異動（連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動）  無 
 
(2) 連結財務諸表作成に係る会計処理の原則・手続、表示方法等の変更（連結財務諸表作成のための基本と

なる重要な事項の変更に記載されるもの） 
① 会計基準等の改正に伴う変更  有 
② ①以外の変更   有 
 (注)詳細は、25 ページ「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更」をご覧ください。 

 
(3) 発行済株式数（普通株式） 

①期末発行済株式数（自己株式を含む） 19 年７月期 277,988 株 19 年１月期 277,768 株 
②期末自己株式数  19 年７月期  3,198 株 19 年１月期  3,198 株 
 (注) 1 株当たり当期純利益（連結）の算定の基礎となる株式数については、43 ページ「１株当たり情報」

をご覧ください。 
 
 
(参考)個別業績の概要 
 

１．19年７月期の個別業績(平成 19 年２月１日～平成 19 年７月 31 日) 
(1)個別経営成績                             （％表示は対前期増減率） 
 売 上 高    営業利益 経常利益 当期純利益 

 百万円    ％ 百万円    ％ 百万円    ％ 百万円   ％

19 年７月期 
19 年１月期 

8,746   ( －) 
18,080   (8.9) 

1,218   (  －)
3,063  (14.2)

1,207   (  －) 
3,071  (12.4) 

526 (   －)
1,447 (△6.2) 

 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        

 円 銭 円 銭

19 年７月期 
19年１月期 

1,917 07 
5,292 98 

1,899 43 
5,222 66

 
(2)個別財政状態 

 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７月期 
19年１月期 

12,078 
12,644 

8,967 
8,922 

74.2 
70.6 

32,632 22 
32,496 33 

(参考) 自己資本 19 年７月期    8,967 百万円  19 年１月期     8,922 百万円   
２．20 年７月期の個別業績予想（平成 19 年８月１日～平成 20 年７月 31 日） 

（％表示は、通期は対前期、中間期は対前年中間期増減率）  
 

売上高 営業利益 経常利益 当期純利益 
1 株当たり 
当期純利益 

 百万円  ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円  ％  円 銭
中 間 期 
通    期 

10,700 (－) 
21,100 (－) 

1,980 (－)
3,500 (－)

1,980 (－)
3,500 (－)

1,140 (－) 
1,940 (－) 

4,148 62 
7,059 94 

 
 
 

 

 

 

 

 

※ 業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 

上記業績予想は、現時点で入手可能な情報に基づき当社で判断したものであり、実際の業績は様々な

要因により予想数値と異なる場合があります。なお、上記の業績予想に関する事項につきましては、

４ページを参照して下さい。 

 



㈱ドクターシーラボ（4924）平成19年７月期決算短信 

１．経営成績 

(1)経営成績に関する分析 

当連結会計年度のわが国の経済は、原油価格の動向など景気に対する懸念材料があったものの、

企業収益の改善を背景とした設備投資の増加、円安傾向が鮮明になったことによる輸出増加など

により、好調が持続されました。しかし個人所得は横ばいとなっていくなど、家計部門への波及

が緩やかになっております。 

化粧品市場は長期にわたって横ばい傾向を示していますが、大きな成長カテゴリーはないもの

の、消費者ニーズの多様化に対応したスキンケア製品などの伸張により全般に安定した成長が窺

えます。 

このような環境の中、当社グループは中期経営計画の３年目として、新製品の投入、既存製品

のリニューアルなどの諸施策を積極的に講じて事業の拡大を図るとともに、収益性の向上を図る

べく経営資源の効率的配分にも努力しました。 

国内では、シーラボブランドで３Ｄディープボトリウムプレミアムリフトを発売すると同時に、

ファンデーションシリーズのリニューアルを行い、認知度を高めるために販売促進キャンペーン

を実施しました。また、若年層向け化粧品ラボラボについてもスーパー毛穴クレンジング他３種

類の新製品を発売し、売上高向上のための販売促進施策を講じました。 

販売チャネル別にみると、通信販売では会員新規登録者の増加は順調に推移し、またＥコマー

スによる売上高も増加しており改善の兆しが見えてきたものの、前半の不調を補えず売上高は計

画に対し、未達となりました。卸売販売では、新製品やテレビコマーシャルの効果に加えて、卸

売チャネル限定セットの効果により売上高が伸張いたしました。対面型店舗販売では既存店が順

調な売上高を維持する中で、ジェノマーブランドの専門コーナー１号店を出店いたしました。ま

た対面販売の強みを生かしたカウンセリングの強化施策も相まって売上高は堅調に推移いたしま

した。 

以上のような販売の状況下、ブランドの認知度向上と販売チャネルの拡大に対応するため、シ

ステム関連の設備投資を積極的に実施するとともに、個人情報に関する社内教育の徹底、社内

ルールの整備、セキュリティ強化等の企業インフラの向上にも積極的に取り組みました。 

海外では、グループに占める比重は未だ小さいものの、将来を見据えて着実に展開を進めてお

ります。設立１年目から黒字となった台湾では、新規店舗を拡大して積極的に浸透を図っており、

業績は順調に伸張しています。韓国においては、引続き認知度の浸透を図るため積極的なプロ

モーションを行ってきましたが、売上高は伸び悩んでおります。米国・ハワイ・香港においては

これまでの状況を踏まえて、当連結会計年度において一層の運営の効率化に努めた結果、業績が

改善しつつあります。 

以上の結果、売上高は9,077百万円、経常利益は1,147百万円、当期純利益は563百万円となりま

した。 

なお、当社は平成19年４月24日開催の第８回定時株主総会において、事業年度を１月31日から

７月31日とする定款の一部変更を行いました。これに伴い、第９期は平成19年２月１日から平成

19年７月31日までの６ヶ月決算となっております。このため、当連結会計年度の業績につきまし

ては前連結会計年度との比較を行っておりません。 

 

＜化粧品事業＞ 

当連結会計年度における化粧品事業は、国内では、シーラボブランドにおいてスキンケアのア

クアコラーゲンゲルシリーズを中心に、積極的に新製品を投入して新たな顧客層の掘り起こしと

売上拡大を図りました。またメイク製品のコンパクトファンデーションなどの既存製品のリ

ニューアル効果も売上高の増加要因となりました。ジェノマーブランドでは５月に初の試みとな

る専門カウンターを百貨店内に設置するなど、ジェノマーの拡販策を積極的に行い、対面型店舗

販売の売上高伸張に寄与しました。その他コンビニエンスストアとバラエティショップにおける

ラボラボブランドの展開も着実に浸透し、当連結会計年度の売上高として成果を挙げております。 

海外では、対面型店舗販売を中心に、顧客囲い込み活動に注力するとともに、認知度の向上と

ブランド浸透を図る施策を展開いたしました。特に当社主力製品のアクアコラーゲンゲルスー
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パーモイスチャーは、国内に比べまだまだ認知度が低く、向上の余地が大きいことから、アクア

コラーゲンゲルスーパーモイスチャー中心のプロモーション策を着実に実施しました。この結果、

販売効率を高める戦略推進と相俟って、台湾を筆頭として既存商品の売上高が順調に推移して、

売上高を増加することができました。 

以上により、当連結会計年度における化粧品事業の売上高は、8,829百万円となりました。 

 

＜健康食品事業＞ 

当連結会計年度における健康食品事業は、前連結会計年度と同様に健康食品市場の激しい競争

状況下で厳しい販売状況を余儀なくされました。健康食品事業の柱として青汁を育成するため、

諸々のプロモーション策に加え７月にリニューアルを行いました。この成果が具体的な売上高に

反映するのは次期連結会計年度以降となります。 

以上により、当連結会計年度における健康食品事業の売上高は120百万円となりました。 

 

＜機器類その他事業＞ 

当連結会計年度における機器類その他は、超音波美容機器のアクアソニアとイオン導入器のイ

オニカルＥＸを軸として通信販売の会報誌を中心にプロモーションを行いましたが、売上高を増

加させる結果には至りませんでした。 

以上により、当連結会計年度における機器類その他の売上高は127百万円となりました。 

 

＜投資事業＞ 

当連結会計年度における投資事業は、現状では売上高を計上する結果を出すには至っておりま

せん。 

 

次期の見通しにつきましては、国内の化粧品市場の大幅な伸びは期待できず、多くの競合他社

に加え、他業種からの参入も活発化しており、厳しい競争環境が続くものと予想されます。こう

した環境の中、国内においては、ブランドの強化により、多様化するお客様のニーズに対応する

と同時に、競合他社との差別化を図り、売上高の伸張を図ってまいります。 

シーラボブランドは、主力ブランドとして、アクアコラーゲンゲルスーパーモイスチャーを軸

として、第２、第３の柱となる製品を発売、育成してまいります。そのため、３Ｄボトリウム、

スーパーフォトホワイトＣといった特徴のある既存製品の拡販に力を入れると同時に、新発売と

なるアクアインダームディーエヌエッセンスのプロモーションを積極的に展開してまいります。 

ラボラボブランドは、認知度向上ステージから、実利を取るステージへと移行すべく、生活浸

透型のメディカルコスメとして、メディカルコスメならではの安心感、信頼感を醸成るようマー

ケティングを展開してまいります。 

ジェノマーブランドは、高機能・高付加価値への顧客ニーズを取り込むよう、対面型店舗にお

いてカウンセリングを強化し、拡販をしてまいります。 

Dr.brandtは、日本の化粧品市場においてメディカルコスメが更なる市場浸透を果たすための戦

略ブランドとして、対面型店舗で展開をしてまいります。 

また、海外においては、これまで進めてまいりました効率化及びリストラクチャリングが、ほ

ぼ完了いたしますので、今後は収益性を原則とした着実な伸張を目指してまいります。 

以上によりまして、連結売上高21,700百万円、連結経常利益3,400百万円、連結当期純利益

1,900百万円となる見込です。 
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(2)財政状態に関する分析 

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、税金等調整前当期

純利益が、1,095百万円計上されたことに加え、売掛債権の回収により195百万円資金が増加した

一方、法人税等の支払い、店舗出店及びシステム投資、並びに長期借入金の返済などにより資金

が減少いたしました。以上により資金は前連結会計年度末より406百万円減少し、3,952百万円と

なりました。 

当連結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748百万円となりました。これは主に、税金等調整前当期純利益

が、1,095百万円計上されたことに加え、売掛債権の回収、仕入債務の減少によりそれぞれ195百

万円、116百万円資金が増加した一方、法人税等の支払により806百万円資金が減少したことによ

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392百万円となりました。これは主に、次期基幹システム構築に

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207百万円、新規店舗出店などに伴う固定

資産の支出43百万円、定期預金への預入による支出138百万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) 

財務活動により使用した資金は780百万円となりました。これは主に配当の支払い433百万円及

び長期借入金の返済362百万円によるものであります。 

 

当社グループのキャッシュ・フロー指標は次のとおりであります。 

 平成18年１月期 平成19年１月期 平成19年７月期 

自己資本比率（％） 68.9％ 69.0％ 72.8％ 

時価ベースの自己資本比率（％） 465.8％ 377.5％ 396.2％ 

債務償還年数（年） 3.9年 0.5年 1.5年 

インタレスト・カバレッジ・レシオ（倍） 79.4倍 172.3倍 90.1倍 

(注) 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 

  ※いずれの指標も連結ベースの財務数値により計算しております。 

  ※株式時価総額は自己株式を除く発行済株式数をベースに計算しております。 

  ※キャッシュ・フローは、営業キャッシュ・フローを利用しております。 

  ※有利子負債は連結貸借対照表に計上されている負債のうち、利子を支払っている全ての負債を対象としております。 

 

(3)利益配分に関する基本方針及び当期・次期の配当 

当社は、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。同時に株主の皆さまに対する利益還元について

も経営上の重要政策の１つとして認識しておりますことから、配当性向30％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事を基本方針といたします。 

当連結会計年度の配当につきましては、上記方針に基づき１株当たり600円の配当を予定してお

ります。 
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(4)事業等のリスク 

以下において、当社グループの事業展開その他に関してリスク要因となる可能性があると考え

られる主な事項を記載しております。 

なお、当社グループは、これらのリスク発生の可能性を認識したうえで、発生の回避及び発生

した場合の対応に努める方針でありますが、投資判断は、以下の特別記載事項及び本書中の本項

以外の記載事項を、慎重に検討したうえで、行われる必要があると考えられます。 

なお、将来に関する事項の記載は、本書提出日現在において当社グループが判断したものであ

ります。 

 

(製商品の企画開発について) 

当社グループの取扱う製商品は、人が本来備えている「自然治癒力」に着目したスキンケア化粧品をルー

ツとしておりますが、平成11年2月の法人化以降、当社グループはメイキャップ化粧品、健康食品、美容機

器へと取扱品目を拡大してまいりました。現在、製品の企画開発は、研究・開発部を中心に行われており、

マーケティング部及び研究・開発部は市場マーケティング等を基に、製品の企画、仕様書等の作成、決定を

行い、また商品に関しては、製造業者等から持込まれる提案商品の企画検討及び改良検討を行っております。 

現在、当社グループの取扱う製商品は化粧品から健康食品、美容機器と多岐にわたっております。これら

製商品の企画から開発、製商品化への期間につきましては、短いものは数ヶ月間でありますが、長いもので

は数年に渡ります。従いまして、新製商品の企画開発期間が当初の計画より長引くような場合には、当社グ

ループの業績に影響を及ぼす可能性があります。 

わが国の化粧品市場はすでに飽和状態となっておりますものの、健康や自然成分に対する意識の高まりに

伴い、敏感肌用化粧品及び肌にやさしい化粧品に対する需要は拡大しております。当社グループは設立以来、

メディカルコスメ（注1）を標榜し、一般のお客様はもちろんのこと、敏感肌のお客様及び肌にやさしい化

粧品を望まれるお客様に対して当社グループ製商品の良さを訴求し、業績を拡大してまいりましたが、新規

参入業者が今後も増え続けることが予想されます。従いまして、類似商品の登場等により当社グループ製商

品の競争力が相対的に低下するような場合、当社グループの業績に影響を及ぼす可能性があります。 

（注1）メディカルコスメとは 

メディカルコスメとは、当社グループの登録商標ですが、雑誌等のマスコミで紹介される際には「国内お

よび海外の皮膚科医・皮膚科学に携わる専門医自身、もしくはその協力者により開発された製品」と定義さ

れ、同義として「ドクターズコスメ」と紹介される場合もあります。大半は敏感肌に悩むユーザーを対象に

開発されていることから、訴求内容としては、肌にやさしい低刺激性を謳っており、一般的には敏感肌向け

化粧品及び肌にやさしい化粧品ということができます。一方、当社グループは、もう一歩踏み込んだ形で定

義付けを行っており、医療現場で治療と治療の間等にも使用されているコスメということを意識しておりま

す。 

 

(製品の製造委託について) 

当社グループは、平成16年12月に自社分工場という形で群馬県館林市に工場を確保致しましたが、既存製

品の製造については、外部への製造委託を継続しております。また、一部製品については製造委託先から更

に再委託先に製造が委託されており、その場合には、当社グループ、製造委託先、製造再委託先との三社間

契約を締結しております。 

さらに、当社グループは、製商品の品質維持向上のために、製造委託先及び製造再委託先に対しましては、

化粧品に関するＧＭＰ(Good Manufacturing Practice)（注2）に準じた製造管理、品質管理を徹底させるた

め、当社グループ研究・開発部が取引先評価表及びＧＭＰチェックリストを基に訪問調査を実施し、品質の

維持に努めております。 

当社グループはこのように製造委託先、製造再委託先の管理には万全を期すと同時に、自社分工場の確保、

平成17年４月１日以降の製造販売業取得により、リスクの低減を図っておりますが、万が一、製品の製造委

託先もしくは製造再委託先との急な契約の解消や天災等による生産設備への被害など不測の事態が生じた際

には、当社グループ製品の円滑な供給に支障を来たすことが考えられ、その場合には当社グループの業績に

影響を及ぼす可能性があります。 
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（注2）ＧＭＰとは 

製造管理及び品質管理規則を「Good Manufacturing Practice」、略して「ＧＭＰ」といいます。安心し

て使用することのできる品質のよい医薬品、医薬部外品、医療用具、化粧品などを供給するために、製造時

の管理、遵守事項を定めたものです。 

昭和49年に厚生省薬務局長通知として医薬品に関するＧＭＰが作成され、昭和55年に厚生省令として交付

されました。当時は遵守事項としての自主管理項目でしたが、平成6年、省令が改正され、「製造所のＧＭ

Ｐ体制が整っていること」が「製造業の許可を取得するための必要要件」になりました。なお、医薬部外品

の一部に関して、平成11年3月12日付厚生省告示第33号により、医薬品と同じようにＧＭＰが許可の要件に

なりました。また、現在、化粧品に関しては、製造管理、輸入管理、品質管理は許可要件ではありません。 

 

(法的規制について) 

当社グループにおいては、以下の法的規制の遵守を徹底しておりますが、万が一これらに抵触することが

あった場合には行政処分の対象になることがあり、その場合、当社グループの経営成績に影響を及ぼす可能

性があります。 

 

①薬事法 

本法は、医薬品、医薬部外品、化粧品及び医療機器の品質、有効性及び安全性の確保のために必要な規制

を行うとともに、医療上、特にその必要性が高い医薬品及び医療機器の開発促進のために必要な措置を講ず

ることにより、保健衛生の向上を図ることを目的とするものであります。 

当社グループ製商品は、本法により医薬部外品については承認を受けており、化粧品については全成分表

示等が義務付けられております。 

 

②保健機能食品制度 

平成13年4月1日に「食品衛生法」及び「栄養改善法」に基づき、保健機能食品制度が創設されました。本

制度は消費者が安心して食生活の状況に応じた食品の選択ができるよう、適切な情報提供をするために創設

されたものであります。 

いわゆる健康食品のうち、国が安全性や有効性等を考慮して設定した規格基準等を満たした食品は保健機

能食品と称されます。保健機能食品以外の食品については、保険機能食品と紛らわしい名称、栄養成分の機

能及び特定の保健の目的が期待できる旨の表示が禁止されました。また、平成17年２月１日に施行された健

康食品に係る制度の見直しにより、より食薬区分が厳密に分けられるようになりました。 

当社グループは健康食品の販売を行っており、本法による規制を受けるものであります。 

 

③特定商取引に関する法律 

本法は、特定取引（訪問販売、通信販売及び電話勧誘販売に係る取引、連鎖販売取引、特定継続的役務提

供に係る取引並びに業務提供誘引販売取引をいう）の公正化を図ることで、消費者の保護を目的とするもの

であり、クーリング・オフ等の遵守規制を受けております。 

当社グループは製商品を販売するにあたり、通信販売を主要な販売経路としており、本法による規制を受

けるものであります。 
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④不当景品類及び不当表示防止法 

本法は、不当な景品付き販売や不当表示を規制の対象としております。景品類とはお客様を誘引する手段

として直接的・間接的を問わず、事業者が自己の商品、役務の取引に付随して相手方に供給する物品、金銭、

その他の経済上の利益であって、公正取引委員会が指定するものであります。 

当社グループは営業戦略の一環として、お客様に対し無料サンプルの配布、ポイント制によるプレゼント

の贈呈を行っており、本法による規制を受けるものであります。 

また、当社グループの販売促進活動の一環として「広告」による宣伝は反響の大きい有効な手段でありま

す。広告は消費者に対し、当社及び当社グループの製商品の情報を提供するとともに当社グループの製商品

をお使いいただく契機となることから、広告が伝える情報の内容は正確かつ消費者にとって理解しやすいも

のでなければなりません。 

そのため、当社グループの広告は不実の内容や誇大な表現を排除し、不当景品類及び不当表示防止法第４

条に違反しないよう十分に留意しており、当社グループマーケティング部におきまして、定期的に東京都福

祉保健局健康案全室薬事監視課に、当社グループの広告宣伝媒体について相談を行い、不備の有無について

十分な指導を仰いでおります。 

 

(海外における事業展開について) 

当社グループは、事業拡大戦略の一環として、平成15年11月に米国ハワイ州に「Dr.Ci:Labo Hawaii 

Inc.」を、平成15年11月に香港に「Dr.Ci:Labo Company Limited」を、平成16年5月に台湾に「喜莱博股份

有限公司（台湾施麗寳股份有限公司より社名変更をしています）」を、平成17年1月に米国ニューヨーク州

に「Ci：Labo USA,Inc.」を、平成17年４月に韓国に「DR.CI：LABO KOREA」を設立して海外における事業展

開を行っております。進出にあたっては、現地の市場動向や関連法令の有無・内容等に関する調査を行い、

慎重な判断を行っておりますが、今後、予期しない法規制の変更、政情不安、労働問題、インフラ障害、テ

ロ等による社会的混乱等のリスクが存在します。また、急速に出店が拡大した場合若しくは当初の計画通り

に事業展開が進まなかった場合等には当社連結業績に影響を与える可能性があります。 

 

(商標権について) 

製商品に使用する商標につきましては、事前の先願登録調査で類似のものが存在しないことを確認して商

標出願しておりますが、この出願商標の審査を待たずに先行して「使用」を開始するのが実情であり、また、

他社による商標の出願から公開までには約半年程かかるため、企画が進んでいる 中に商標権侵害といった

事態が生じる可能性があります。 

 

(顧客情報管理について) 

現在、当社グループの主力の販売形態は通信販売であるため、多数の個人情報を保有しております。これ

ら当社グループが知り得た会員情報等については、コールセンター、店舗、ホームページサービス利用のお

客様等の個人情報を格納するサーバに厳格にアクセス制限をかけた上で、社内ネットワークとも物理的に隔

離することにより、社員といえども関係者以外はアクセスできないようにしております。 

さらに、個人情報保護法の施行に対応して社員教育の徹底他、万全の体制を敷いております。しかしなが

ら、何らかの原因によりこれらの情報が流出した場合には、当社グループに対する損害賠償請求の提起、信

用失墜等が生じることにより、事業に影響が及ぶ可能性があります。 
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２．企業集団の状況 

 当社グループの事業を事業系統図によって示すと次のようになります。 
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３．経営方針 

(1)会社の経営の基本方針 

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)目標とする経営指標 

当社グループは、当面、利益率の向上を課題としてグループ運営を行ってまいります。そのた

め、売上高経常利益率を15％以上確保することを目標としております。 

 

(3)中長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として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 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。 

 

(4)会社の対処すべき課題 

当社グループは、次期連結会計年度より、新たな中期経営計画を基に事業を推進してまいりま

す。新たな中期経営計画では、事業を今一度成長軌道に乗せることを目標としており、そのため

には、「お客様の視点に立った製品、サービス提供の更なる徹底」、「メディカルプロダクト・

サービス市場創出への挑戦」が重要施策と認識しております。 

当社グループでは、これらの目標及び重要施策を実現・達成させるために、以下の項目が重要

課題と認識しております。 

 

① 社員教育の徹底 

当社グループでは、グループの業容拡大に対応するため、人材の補強を常に図っておりますが、

質の高い組織にしていくためには社員教育の徹底が 重要課題と認識しております。お客様の視

点での製品開発、サービス提供の強化は、社員教育の徹底・充実が基盤となると認識し、教育グ

ループが中心となり、全部署と連携し、社員教育の徹底を図ってまいりたいと考えております。 

 

② ブランドの充実 

当社グループでは、主力のドクターシーラボブランド、ラボラボブランド、ジェノマーブラン

ドの他、日本市場における独占販売権を取得したdr.brandtをブランド展開しております。これら

ブランドのポートフォリオを強化・充実させることにより、多様化するお客様のニーズに対応す

る商材を提供できると同時に、成長マーケットへの展開も速やかに対応することができますので、

当社グループの成長の柱となるとともに、メディカルプロダクト・サービス市場創出にも寄与す

るものと認識しております。そのため、製品開発の強化、製品ラインの充実を図ってまいります。 
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③ 海外事業の質的充実 

海外事業においては、ハワイ子会社と北米子会社の合併等、効率性を上げるための施策を講じ

てまいりました。こうしたリストラクチャリング施策が凡そ完了したため、来期からは効率を原

則とした拡大を図ってまいります。こうした海外事業の拡大は、当社グループの成長に欠かせな

い課題と認識しております。そのため地域特性に応じた販路政策、製品展開を強化し、海外事業

全体での売上高の向上と黒字化を目指してまいります。また、新規地域への進出についても順次

検討し、実行していく計画であります。 

なおDR.CI:LABO KOREAはリストラクチャリングの一環として、平成19年８月23日開催の取締役

会において、解散することを決議いたしました。 

 

④ 内部統制の強化 

当社グループは、内部統制の強化がステークホルダーからの信頼を得るための重要な施策と認

識しております。そのためコンプライアンス運営委員会の運営、金融商品取引法対応へのプロ

ジェクトチームの発足と活動など、内部統制の強化を鋭意推進しております。今後は、活動範囲

を順次広げていき、社会から信頼される企業グループであり続けられるよう、活動の充実を図っ

てまいります。 

 

(5)その他、会社の経営上重要な事項 

該当事項はありません。 
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４．連結財務諸表 

(1)連結貸借対照表 

  
前連結会計年度 

（平成19年１月31日） 
当連結会計年度 

（平成19年７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  4,358,647  4,090,048

２．売掛金  2,417,419  2,224,553

３．たな卸資産  1,547,840  1,560,104

４．関係会社短期貸付金  60,000  60,000

５．前払費用  75,962  70,495

６．繰延税金資産  284,794  234,372

７．その他  18,017  31,323

貸倒引当金  △26,799  △30,288

流動資産合計  8,735,882 70.6  8,240,608 69.5

Ⅱ 固定資産   

(1）有形固定資産   

１．建物  498,185 179,769 

減価償却累計額  107,499 390,686 82,089 97,679

２．構築物  5,712 － 

  減価償却累計額  2,339 3,373 － －

３．車輌運搬具  5,328 5,328 

減価償却累計額  4,810 517 4,893 434

４．工具器具備品  704,875 711,592 

減価償却累計額  359,833 345,042 405,308 306,283

   ５. 土地  1,315,697  －

６．建設仮勘定  1,689  －

有形固定資産合計  2,057,006 16.6  404,397 3.4

(2）無形固定資産   

１．ソフトウェア  663,663  590,717

２．ソフトウェア仮勘定  162,712  334,654

３．商標権  22,259  22,895

４．その他  332  311

無形固定資産合計  848,967 6.9  948,578 8.0

 

－  － 12



㈱ドクターシーラボ（4924）平成19年７月期決算短信 

－  － 13

  
前連結会計年度 

（平成19年１月31日） 
当連結会計年度 

（平成19年７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  354,959  254,557

２．関係会社株式  5,000  5,000

３．長期前払費用  85,112  75,532

４．敷金差入保証金  242,178  245,353

５．繰延税金資産  33,518  80,451

６．投資用不動産  － 1,653,289 

減価償却累計額  － △51,569 1,601,720

７．その他  3,274  4,365

投資その他の資産合計  724,042 5.9  2,266,980 19.1

固定資産合計  3,630,016 29.4  3,619,956 30.5

資産合計  12,365,898 100.0  11,860,565 100.0

   

（負債の部）   

Ⅰ 流動負債   

１．買掛金  307,841  430,839

２．一年内返済予定長期借
入金 

 724,000  974,000

３．未払金  821,114  841,499

４．未払法人税等  826,801  500,279

５．未払消費税等  109,192  22,600

６．前受金  34,477  18,600

７．預り金  22,672  33,165

８．賞与引当金  23,817  30,114

９．ポイントサービス引当
金 

 131,293  144,558

10．繰延税金負債  48  50

11．その他  31,096  40,896

流動負債合計  3,032,356 24.5  3,036,604 25.6
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前連結会計年度 

（平成19年１月31日） 
当連結会計年度 

（平成19年７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  776,000  164,000

２．繰延税金負債  －  5,461

３．退職給付引当金  9,882  13,963

４．その他  9,062  4,345

固定負債合計  794,944 6.5  187,770 1.6

負債合計  3,827,301 31.0  3,224,375 27.2

        

（純資産の部）   

Ⅰ 株主資本   

１．資本金  1,138,361 9.2  1,145,840 9.7

２．資本剰余金  1,615,961 13.1  1,623,440 13.7

３．利益剰余金  6,444,979 52.1  6,569,023 55.4

４．自己株式  △648,554 △5.3  △648,554 △5.5

株主資本合計  8,550,748 69.1  8,689,750 73.3

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  △82,404 △0.7

２．為替換算調整勘定  11,282 0.1  28,844 0.2

評価・換算差額等合計  △12,151 △0.1  △53,560 △0.5

純資産合計  8,538,597 69.0  8,636,190 72.8

負債純資産合計  12,365,898 100.0  11,860,565 100.0
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(2)連結損益計算書 

  
前連結会計年度 

（自 平成18年２月１日 
至 平成19年１月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成19年２月１日 
至 平成19年７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  18,837,248 100.0  9,077,864 100.0

Ⅱ 売上原価  3,613,113 19.2  1,743,926 19.2

売上総利益  15,224,135 80.8  7,333,938 80.8

Ⅲ 販売費及び一般管理費 ※1,2 12,370,961 65.7  6,172,164 68.0

営業利益  2,853,173 15.1  1,161,773 12.8

Ⅳ 営業外収益   

１．受取利息  2,316 5,486 

２．受取配当金  914 472 

３．為替差益  18,883 － 

４．受取百貨店作業協力金  5,394 3,219 

５．商品破損受取賠償金  605 220 

６．その他  11,575 39,690 0.2 1,955 11,355 0.1

Ⅴ 営業外費用   

１．支払利息  16,462 8,314 

２．為替差損  － 2,992 

３．支払手数料  7,120 2,000 

４．投資事業組合損失  3,422 1,302 

５．減価償却費  － 7,538 

６．その他  2,687 29,692 0.1 3,434 25,582 0.3

経常利益  2,863,171 15.2  1,147,546 12.6

Ⅵ 特別損失   

１．固定資産除却損 ※３ 28,921 33,850 

２．たな卸資産評価損 ※４ － 18,036 

３．その他  － 28,921 0.2 355 52,241 0.6

税金等調整前当期純利
益 

 2,834,249 15.0  1,095,304 12.0

法人税、住民税及び事
業税 

 1,423,819 482,870 

法人税等調整額  △49,373 1,374,445 7.3 49,078 531,948 5.8

当期純利益  1,459,804 7.7  563,356 6.2
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(3)連結株主資本等変動計算書 

   前連結会計年度（自 平成18年２月１日 至 平成19年１月31日） 

株主資本 
 

資本金 資本剰余金 利益剰余金 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 5,367,456 △648,554 7,441,158

連結会計年度中の変動額  

新株の発行 16,033 16,033  32,067

剰余金の配当(注) △382,281  △382,281

当期純利益 1,459,804  1,459,804

株主資本以外の項目の連結会計
年度中の変動額（純額） 

 

連結会計年度中の変動額合計 
（千円） 

16,033 16,033 1,077,522 － 1,109,589

平成19年１月31日 残高(千円) 1,138,361 1,615,961 6,444,979 △648,554 8,550,748

      
 

評価・換算差額等 

 
その他有価証
券評価差額金 

為替換算 
調整勘定 

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 10,041 △10,119 7,431,038

連結会計年度中の変動額  

新株の発行  32,067

剰余金の配当(注)  △382,281

当期純利益  1,459,804

株主資本以外の項目の連結会計
年度中の変動額（純額） 

△3,272 1,241 △2,031 △2,031

連結会計年度中の変動額合計 
（千円） 

△3,272 1,241 △2,031 1,107,558

平成19年１月31日 残高(千円) △23,433 11,282 △12,151 8,538,597
  

（注） 平成18年４月26日開催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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   当連結会計年度（自 平成19年２月１日 至 平成19年７月31日） 

株主資本 
 

資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計 

平成19年１月31日 残高(千円) 1,138,361 1,615,961 6,444,979 △648,554 8,550,748

連結会計年度中の変動額  

新株の発行 7,479 7,479  14,958

剰余金の配当(注) △439,312  △439,312

当期純利益 563,356  563,356

株主資本以外の項目の連結会計
年度中の変動額（純額） 

 

連結会計年度中の変動額合計 
（千円） 

7,479 7,479 124,044 － 139,002

平成19年７月31日 残高(千円) 1,145,840 1,623,440 6,569,023 △648,554 8,689,750
      
 

評価・換算差額等 

 
その他有価証
券評価差額金 

為替換算 
調整勘定 

評価・換算
差額等合計

純資産合計

平成19年１月31日 残高(千円) △23,433 11,282 △12,151 8,538,597

連結会計年度中の変動額  

新株の発行  14,958

剰余金の配当(注)  △439,312

当期純利益  563,356

株主資本以外の項目の連結会計
年度中の変動額（純額） 

△58,970 17,561 △41,409 △41,409

連結会計年度中の変動額合計 
（千円） 

△58,970 17,561 △41,409 97,593

平成19年７月31日 残高(千円) △82,404 28,844 △53,560 8,636,190

  
（注） 平成19年４月24日開催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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(4)連結キャッシュ・フロー計算書 

  
前連結会計年度 

（自 平成18年２月１日 
至 平成19年１月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成19年２月１日 
至 平成19年７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 

 2,834,249 1,095,304 

減価償却費  432,389 197,593 

長期前払費用償却額  23,766 15,174 

貸倒引当金の増加額  5,219 3,452 

賞与引当金の増加額  6,978 6,296 

ポイントサービス引当
金の増加額 

 32,133 13,265 

退職給付引当金の増加
額 

 8,778 4,042 

受取利息及び受取配当
金 

 △3,231 △5,959 

支払利息  16,462 8,314 

固定資産除却損  28,921 33,850 

売上債権の増加額  315,547 195,984 

たな卸資産の増減額  49,585 △8,505 

仕入債務の増減額  △102,048 116,523 

未払金の増減額  143,860 △31,788 

未払消費税等の増減額  106,562 △86,874 

未収消費税等の増加額  15,219 281 

その他  14,231 2,019 

小計  3,928,625 1,558,976 

利息及び配当金の受取
額 

 3,231 3,965 

利息の支払額  △17,951 △7,825 

法人税等の支払額  △1,077,603 △806,170 

営業活動によるキャッ
シュ・フロー 

 2,836,302 748,945 
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前連結会計年度 

（自 平成18年２月１日 
至 平成19年１月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成19年２月１日 
至 平成19年７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 

 △227,730 △43,257 

無形固定資産の取得に
よる支出 

 △299,600 △207,603 

投資有価証券の取得に
よる支出 

 △100,000 － 

関係会社株式取得によ
る支出 

 △5,000 － 

敷金保証金の差入によ
る支出 

 △31,798 △12,151 

敷金保証金の回収によ
る収入 

 12,819 8,976 

関係会社への貸付によ
る支出 

 △60,000 － 

定期預金の預入による
支出 

 － △138,033 

その他投資による支出  △56,923 － 

投資活動によるキャッ
シュ・フロー 

 △768,233 △392,068 

Ⅲ 財務活動によるキャッ
シュ・フロー 

   

短期借入金の純増減額  △1,115,904 － 

長期借入れによる収入  1,000,000 － 

長期借入金の返済によ
る支出 

 － △362,000 

株式の発行による収入  32,067 14,958 

配当金の支払額  △378,052 △433,925 

財務活動によるキャッ
シュ・フロー 

 △461,890 △780,967 

Ⅳ 現金及び現金同等物に係
る換算差額 

 19,086 17,459 

Ⅴ 現金及び現金同等物の増
減額 

 1,625,265 △406,632 

Ⅵ 現金及び現金同等物の期
首残高 

 2,733,382 4,358,647 

Ⅶ 現金及び現金同等物の期
末残高 

 4,358,647 3,952,015 

    

連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項 
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項目 
前連結会計年度 

（自 平成18年２月１日 
至 平成19年１月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成19年２月１日 
至 平成19年７月31日） 

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

 主要な連結子会社の名称 

Dr.Ci:Labo Hawaii Inc. 

Dr.Ci:Labo Company Limited 

喜莱博股有限公司 

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

主要な連結子会社の名称 

Dr.Ci:Labo Hawaii Inc. 

Dr.Ci:Labo Company Limited 

喜莱博股有限公司 

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

 なお、Dr.Ci:Labo Hawaii Inc.

は連結子会社Ci：Labo USA,Inc.

を存続会社とし平成19年７月１に

合併しております。 

 （2）非連結子会社 （2）非連結子会社 

 主要な非連結子会社 

株式会社ヴァルテックス 

（連結の範囲から除いた理由） 

非連結子会社は、小規模であり、

その総資産、売上高、当期純利益

及び利益剰余金（持分に見合う

額）等は、連結財務諸表に重要な

影響を及ぼしていないためであり

ます。 

主要な非連結子会社 

同左 

（連結の範囲から除いた理由） 

同左 

２．持分法の適用に関する事

項 

（1）持分法を適用した非連結子会社又

は関連会社の状況 

該当事項はありません。 

（1）持分法を適用した非連結子会社又

は関連会社の状況 

同左 

 （2）持分法を適用しない非連結子会社

又は関連会社の状況 

（2）持分法を適用しない非連結子会社

又は関連会社の状況 

 株式会社ヴァルテックス 

（持分法を適用しない理由） 

持分法非適用会社は、その当期純

損益及び利益剰余金等に及ぼす影

響が軽微であり、かつ全体として

も重要性がないためであります。 

同左 

（持分法を適用しない理由） 

同左 
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項目 
前連結会計年度 

（自 平成18年２月１日 
至 平成19年１月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成19年２月１日 
至 平成19年７月31日） 

３．連結子会社の事業年度等

に関する事項 

連結子会社のうち、Dr.Ci:Labo 

Company Limited、Dr.Ci:Labo Hawaii 

Inc.、喜莱博股份有限公司、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。 

連結子会社のうち、Dr.Ci:Labo 

Company Limited、喜莱博股份有限公

司、DR.CI：LABO KOREA、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、

Dr.Ci:Labo Hawaii Inc.、Ci：Labo 

USA,Inc.の決算日は6月30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) 

同左 

 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 

 該当事項はありません。 同左 

 ③ たな卸資産 ③ たな卸資産 

 商品、製品、材料、貯蔵品のうち生

産販促物 

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 同左 

 貯蔵品(生産販促物を除く) 貯蔵品(生産販促物を除く) 

 終仕入原価法 同左 
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項目 
前連結会計年度 

（自 平成18年２月１日 
至 平成19年１月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成19年２月１日 
至 平成19年７月31日） 

① 有形固定資産 ① 有形固定資産 (2)重要な減価償却資産の

減価償却の方法 定率法 

但し平成10年４月以降に取得した建

物（建物附属設備を除く）は、定額

法を採用しております。 

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 

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 ２年～15年 

（会計方針の変更） 

平成19年4月1日以降取得した有形固

定資産の減価償却方法については、

平成19年度税制改正により導入され

た新たな定額法及び定率法に変更し

ております。なお、この変更による

営業利益、経常利益及び税金等調整

前当期純利益に与える影響額は軽微

であります。 

 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 

 ③ 長期前払費用 ③ 長期前払費用 

 定額法 同左 

  ④ 投資用不動産 

 ＿＿＿＿＿ 定率法 

但し平成10年４月以降に取得した建

物（建物附属設備を除く）は、定額

法を採用しております。 

  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 

株式交付費 株式交付費 (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 

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、

賞与支給見込額のうち当連結会計年

度に負担すべき額を計上しておりま

す。 

同左 
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項目 
前連結会計年度 

（自 平成18年２月１日 
至 平成19年１月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成19年２月１日 
至 平成19年７月31日） 

 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、為替差額は純資産の部における

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 

（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 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 
  

同左 

 （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 
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項目 
前連結会計年度 

（自 平成18年２月１日 
至 平成19年１月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成19年２月１日 
至 平成19年７月31日） 

 （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 

（1）消費税等の会計処理 （1）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 

  （2）連結納税制度の適用 

 ＿＿＿＿＿ 当連結会計年度から連結納税制度を適

用しております。 

５．連結決算期の変更に関す

る事項 

＿＿＿＿＿ 当社では平成19年４月24日開催の第８

回定時株主総会で定款の一部変更が決

議され、決算期を変更いたしました。

したがって、決算期の変更の経過期間

となる平成19年７月期は、平成19年２

月１日から平成19年７月31日までの

６ヶ月決算であります。 

また、これに伴い連結子会社である㈱

エムディサイエンス及び㈱シーインベ

ストメントも同様の決算期の変更を

行っております。 

６．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 

７．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 

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 

 

－  － 24



㈱ドクターシーラボ（4924）平成19年７月期決算短信 

連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更 

前連結会計年度 
（自 平成18年２月１日 
至 平成19年１月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成19年２月１日 
至 平成19年７月31日） 

（固定資産の減損に係る会計基準） 

 当連結会計年度より、「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） 

 当連結会計年度より、「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8,538,597千

円であります。 

なお、連結財務諸表等規則の改正により、当連結会計

年度における連結貸借対照表の純資産の部については、

改正後の連結財務諸表等規則により作成しております。

＿＿＿＿＿ 

 

追加情報 

前連結会計年度 
（自 平成18年２月１日 
至 平成19年１月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成19年２月１日 
至 平成19年７月31日） 

＿＿＿＿＿ （自社利用不動産等の保有目的の変更） 

 当連結会計年度において、従来は有形固定資産の「建

物」「構築物」「工具器具備品」「土地」に含めていた

不動産の一部について利用目的を変更したため、

1,601,720千円を投資その他の資産の「投資用不動産」

へ振り替えております。これに伴い、従来は販売費及び

一般管理費に計上していた当該資産にかかる減価償却費

7,538千円は当連結会計年度より営業外費用の「減価償

却費」として計上しております。 
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注記事項 

（連結貸借対照表関係） 

前連結会計年度 
（平成19年１月31日） 

当連結会計年度 
（平成19年７月31日） 

１.偶発債務 １.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 96,840 借入債務 
  

  
保証先 金額（千円） 内容 

㈱シーエスラボ 84,120 借入債務 
  

 

（連結損益計算書関係） 

前連結会計年度 
（自 平成18年２月１日 
至 平成19年１月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成19年２月１日 
至 平成19年７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 3,485,362千円

販売促進費 1,525,944千円

給与手当 1,487,350千円

賞与引当金繰入額 23,817千円

退職給付費用 11,399千円

ポイントサービス引当金繰入額 118,106千円

貸倒引当金繰入額 5,744千円
  

 
広告宣伝費 1,603,520千円

販売促進費 821,898千円

給与手当 803,388千円

賞与引当金繰入額 30,114千円

退職給付費用 9,047千円

ポイントサービス引当金繰入額 64,153千円

貸倒引当金繰入額 3,511千円
  

※２．一般管理費に含まれる研究開発費は、94,924千円

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、48,361千円

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 18,416千円

工具器具備品 5,893千円

ソフトウェア 4,610千円

合計 28,921千円
  

 
建物 868千円

工具器具備品 20,602千円

ソフトウェア 12,379千円

合計 33,850千円
  

 ※４．たな卸資産評価損 

＿＿＿＿＿ DR.CI:LABO KOREAの解散の意思決定に従い、たな

卸資産の評価の見直しを実施した結果、発生した

損失であります。 
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（連結株主資本等変動計算書関係） 

前連結会計年度（自 平成18年２月１日 至 平成19年１月31日） 

１．発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項 

 
前連結会計年度末
株式数（株） 

当連結会計年度増
加株式数（株） 

当連結会計年度減
少株式数（株） 

当連結会計年度末
株式数（株） 

発行済株式     

普通株式 276,256 1,512 － 277,768 

合計 276,256 1,512 － 277,768 

自己株式     

普通株式 3,198 － － 3,198 

合計 3,198 － － 3,198 

（注）普通株式の発行済株式数の増加220株は、新株予約権の行使による増加であります。 

 

２．配当に関する事項 

(1）配当金支払額 

決議 株式の種類 
配当金の総額 
（千円） 

１株当たり配当
額（円） 

基準日 効力発生日 

平成18年４月26日 
定時株主総会 

普通株式 382,281 1,400 平成18年1月31日 平成18年4月27日

 

(2）基準日が当期に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌期となるもの 

決議 株式の種類 
配当金の総額
（千円） 

配当の原資
１株当たり配
当額（円） 

基準日 効力発生日 

平成19年４月24日 
定時株主総会 

普通株式 439,312 利益剰余金 1,600 平成19年１月31日 平成19年４月25日
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当連結会計年度（自 平成19年２月１日 至 平成19年７月31日） 

１．発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項 

 
前連結会計年度末
株式数（株） 

当連結会計年度増
加株式数（株） 

当連結会計年度減
少株式数（株） 

当連結会計年度末
株式数（株） 

発行済株式     

普通株式 277,768 220 － 277,988 

合計 277,768 220 － 277,988 

自己株式     

普通株式 3,198 － － 3,198 

合計 3,198 － － 3,198 

（注）普通株式の発行済株式数の増加220株は、新株予約権の行使による増加であります。 

 

２．配当に関する事項 

(1）配当金支払額 

決議 株式の種類 
配当金の総額 
（千円） 

１株当たり配当
額（円） 

基準日 効力発生日 

平成19年４月24日 
定時株主総会 

普通株式 439,312 1,600 平成19年１月31日 平成19年４月25日

 

(2）基準日が当期に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌期となるもの 

決議 株式の種類 
配当金の総額
（千円） 

配当の原資
１株当たり配
当額（円） 

基準日 効力発生日 

平成19年10月24日 
定時株主総会 

普通株式 164,874 利益剰余金 600 平成19年７月31日 平成19年10月25日

 

（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18年２月１日 
至 平成19年１月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成19年２月１日 
至 平成19年７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19年１月31日現在） （平成19年７月31日現在）
 
現金及び預金勘定 4,358,647千円

現金及び現金同等物 4,358,647千円
  

 
現金及び預金勘定 4,090,048千円

預入期間が３ヶ月を越える定期預金 △138,033千円

現金及び現金同等物 3,952,015千円
  

 

－  － 28



㈱ドクターシーラボ（4924）平成19年７月期決算短信 

（リース取引関係） 

前連結会計年度 
（自 平成18年２月１日 
至 平成19年１月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成19年２月１日 
至 平成19年７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 147,969 62,856 85,113

ソフトウェア 65,896 23,011 42,884

合計 213,865 85,867 127,998

  

 

 
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 167,176 78,888 88,288

ソフトウェア 64,800 27,646 37,154

合計 231,977 106,535 125,442

  
(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 48,643千円

１年超 81,370千円

合計 130,014千円
  

 
１年内 55,998千円

１年超 71,965千円

合計 127,964千円
  

(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 54,726千円

減価償却費相当額 54,635千円

支払利息相当額 4,166千円
  

 
支払リース料 28,992千円

減価償却費相当額 31,128千円

支払利息相当額 1,780千円
  

(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 136,475千円

１年超 61,245千円

合計 197,720千円
  

 
１年内 106,138千円

１年超 47,228千円

合計 153,366千円
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（有価証券関係） 

前連結会計年度（平成19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 177,880 138,500 39,380 

（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 177,880 138,500 39,380 

合計 177,880 138,500 39,380 

 

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   

 非上場国内株式 120,000  

 投資事業組合出資 96,459  
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当連結会計年度（平成19年７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 297,880 159,400 138,480 

（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 297,880 159,400 138,480 

合計 297,880 159,400 138,480 

 

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   

 投資事業組合出資 95,157  
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（デリバティブ取引関係） 

１．取引の状況に関する事項 

前連結会計年度 
（自 平成18年２月１日 
至 平成19年１月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成19年２月１日 
 至 平成19年７月31日） 

(1)取引の内容 (1)取引の内容 

 利用しているデリバティブ取引は、為替予約取引で

あります。 

同左 

(2）取引に対する取組方針 (2）取引に対する取組方針 

 デリバティブ取引は、将来の為替の変動によるリス

ク回避を目的としており、投機的な取引は行わない方

針であります。 

同左 

(3）取引の利用目的 (3）取引の利用目的 

 外貨建営業取引に係る為替予約取引を行っておりま

す。 

同左 

① ヘッジ会計の方法  

 繰延ヘッジ処理を採用しております。  

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 

 

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。 

 

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。 

 

(4）取引に係るリスクの内容 (4）取引に係るリスクの内容 

 為替予約取引は為替相場の変動によるリスクを有し

ております。 

同左 

(5）取引にかかるリスク管理体制 (5）取引にかかるリスク管理体制 

 当社は、取引に当たっては、社内規則に従い、取引

を行い、取引の実行及び管理は管理部が行っており、

実行状況を定期的に担当取締役に報告しております。

同左 

 

２．取引の時価等に関する事項 

前連結会計年度末（平成19年1月31日現在） 

該当事項はありません。 

 

当連結会計年度末（平成19年7月31日現在） 

該当事項はありません。 
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（退職給付関係） 

前連結会計年度 
（平成19年１月31日） 

当連結会計年度 
（平成19年７月31日） 

１．採用している退職給付制度の概要 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、一部の連結子会社は、退職金

制度は設けておりません。 

同左 

２．退職給付債務及びその内訳 ２．退職給付債務及びその内訳 

 
退職給付債務 9,882千円

退職給付引当金 9,882千円

  

 
退職給付債務 13,963千円

退職給付引当金 13,963千円

  
３．退職給付費用の内訳 ３．退職給付費用の内訳 

  
勤務費用 11,399千円

退職給付費用 11,399千円

  

  
勤務費用 9,047千円

退職給付費用 9,047千円

  
（注） 上記勤務費用の中には、確定拠出型の退職給制

度に拠出した金額1,595千円が含まれておりま

す。 

（注） 上記勤務費用の中には、確定拠出型の退職給制

度に拠出した金額2,291千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 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。 

同左 
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（ストック・オプション等関係） 

前連結会計年度（自 平成18年２月１日 至 平成19年１月31日） 

（提出会社） 

１．ストック・オプションの内容、規模及びその変動状況 

(1)ストック・オプションの内容 

 
平成13年 

ストック・オプション 
平成14年 

ストック・オプション 
平成15年 

ストック・オプション 

付与対象者の区分及び数 
当社取締役２名、当社従業
員５名 

当社取締役５名、当社監査
役１名、当社従業員89名、
当社顧問３名 

当社従業員87名 

ストック・オプション数
（注１） 

普通株式4,000株（注２） 普通株式7,048株（注３） 普通株式3,280株（注３） 

付与日 平成13年１月25日 平成14年７月31日 平成16年１月22日 

権利確定条件 

被付与者は、新株引受権の
行使時においても、当社又
は当社の関係会社の取締
役、監査役又は使用人であ
ることを要します。ただ
し、当該取締役又は監査役
が任期満了により退任した
場合及び使用人が定年によ
り退職した場合は行使でき
るものとします。その他の
条件については、本総会決
議に基づき、当社と新株引
受権の付与を受けた者との
間で締結する「新株引受権
付与契約」で定めるところ
によります。 
 
 
 

被付与者は、新株予約権の
行使時においても、当社も
しくは当社の関係会社の取
締役、監査役、使用人また
は顧問であることを要しま
す。ただし、当該取締役又
は監査役が任期満了により
退任した場合、使用人が定
年により退職した場合また
はその他当社取締役会が行
使を認めた場合は行使でき
るものとします。その他の
条件については、本総会お
よび新株予約権発行の取締
役会決議に基づき、当社と
新株予約権の割当てを受け
た者との間で締結する「新
株予約権割当契約」で定め
るところによります。 

被付与者は、新株予約権の
行使時においても、当社も
しくは当社の関係会社の役
員、従業員または顧問であ
ることを要します。ただ
し、任期満了による退任に
より役員の地位を喪失した
場合またはその他当社取締
役会が特別にその後の本新
株予約権の保有及び行使を
認めた場合は行使できるも
のとします。その他の条件
については、本総会および
新株予約権発行の取締役会
決議に基づき、当社と新株
予約権の割当てを受けた者
との間で締結する「新株予
約権割当契約」で定めると
ころによります。 

対象勤務期間 定めておりません。 定めておりません。 定めておりません。 

権利行使期間 
自 平成13年３月１日 
至 平成22年12月15日 

自 平成16年８月１日 
至 平成22年７月31日 

自 平成19年１月16日 
至 平成23年４月28日 
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平成17年 

ストック・オプション 
平成18年 

ストック・オプション 

付与対象者の区分及び数 
当社取締役１名、当社従業
員83名、当社子会社取締役
１名、当社顧問４名 

当社従業員１名 

ストック・オプション数
（注１） 

普通株式 959株 普通株式 50株 

付与日 平成17年８月９日 平成18年４月４日 

権利確定条件 

被付与者は、新株予約権の
行使時においても、当社も
しくは当社の関係会社の役
員、従業員または顧問であ
ることを要します。ただ
し、任期満了による退任に
より役員の地位を喪失した
場合またはその他当社取締
役会が特別にその後の本新
株予約権の保有及び行使を
認めた場合は行使できるも
のとします。その他の条件
については、本総会および
新株予約権発行の取締役会
決議に基づき、当社と新株
予約権の割当てを受けた者
との間で締結する「新株予
約権割当契約」で定めると
ころによります。 

被付与者は、新株予約権の
行使時においても、当社も
しくは当社の関係会社の役
員、従業員または顧問であ
ることを要します。ただ
し、任期満了による退任に
より役員の地位を喪失した
場合またはその他当社取締
役会が特別にその後の本新
株予約権の保有及び行使を
認めた場合は行使できるも
のとします。その他の条件
については、本総会および
新株予約権発行の取締役会
決議に基づき、当社と新株
予約権の割当てを受けた者
との間で締結する「新株予
約権割当契約」で定めると
ころによります。 

対象勤務期間 定めておりません。 定めておりません。 

権利行使期間 
自 平成20年８月９日 
至 平成25年４月26日 

自 平成21年４月４日 
至 平成25年４月26日 

（注）１．ストック・オプションの数については、株式数に換算して記載しております。 

２．平成14年５月20日付の１株を20株にする株式分割および平成16年９月21日付の１株を４株にする株式分

割により新株引受権の目的となる株式の数が調整されております。 

３．平成16年９月21日付の１株を４株にする株式分割により新株予約権の目的となる株式の数が調整されて

おります。 
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(2）ストック・オプションの規模及びその変動状況 

 当連結会計年度において存在したストック・オプションを対象とし、ストック・オプションの数につ

いては、株式数に換算して記載しております。 

① ストック・オプションの数 

  
平成13年 

ストック・オプション
平成14年 

ストック・オプション 
平成15年 

ストック・オプション

権利確定前 （株）    

前連結会計年度末  － － 1,172 

付与  － － － 

失効  － － 212 

権利確定  － － 960 

未確定残  － － － 

権利確定後 （株）    

前連結会計年度末  800 2,984 － 

権利確定  － － 960 

権利行使  － 1,372 140 

失効  － 48 － 

未行使残  800 1,564 820 

    

  
平成17年 

ストック・オプション
平成18年 

ストック・オプション 

権利確定前 （株）   

前連結会計年度末  927 － 

付与  － 50 

失効  274 － 

権利確定  － － 

未確定残  653 50 

権利確定後 （株）   

前連結会計年度末  － － 

権利確定  － － 

権利行使  － － 

失効  － － 

未行使残  － － 

 

② 単価情報 

  
平成13年 

ストック・オプション
平成14年 

ストック・オプション 
平成15年 

ストック・オプション

権利行使価格 （円） 1,000 13,500 96,750 

行使時平均株価 （円） － 179,266 185,500 

公正な評価単価（付与日） （円） － － － 

 

  
平成17年 

ストック・オプション
平成18年 

ストック・オプション 

権利行使価格 （円） 180,443 178,548 

行使時平均株価 （円） － － 

公正な評価単価（付与日） （円） － － 
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当連結会計年度（自 平成19年２月１日 至 平成19年７月31日） 

（提出会社） 

１．ストック・オプションの内容、規模及びその変動状況 

(1)ストック・オプションの内容 

 
平成13年 

ストック・オプション 
平成14年 

ストック・オプション 
平成15年 

ストック・オプション 

付与対象者の区分及び数 
当社取締役２名、当社従業
員５名 

当社取締役５名、当社監査
役１名、当社従業員89名、
当社顧問３名 

当社従業員87名 

ストック・オプション数
（注１） 

普通株式4,000株（注２） 普通株式7,048株（注３） 普通株式3,280株（注３） 

付与日 平成13年１月25日 平成14年７月31日 平成16年１月22日 

権利確定条件 

被付与者は、新株引受権の
行使時においても、当社又
は当社の関係会社の取締
役、監査役又は使用人であ
ることを要します。ただ
し、当該取締役又は監査役
が任期満了により退任した
場合及び使用人が定年によ
り退職した場合は行使でき
るものとします。その他の
条件については、本総会決
議に基づき、当社と新株引
受権の付与を受けた者との
間で締結する「新株引受権
付与契約」で定めるところ
によります。 
 
 
 

被付与者は、新株予約権の
行使時においても、当社も
しくは当社の関係会社の取
締役、監査役、使用人また
は顧問であることを要しま
す。ただし、当該取締役又
は監査役が任期満了により
退任した場合、使用人が定
年により退職した場合また
はその他当社取締役会が行
使を認めた場合は行使でき
るものとします。その他の
条件については、本総会お
よび新株予約権発行の取締
役会決議に基づき、当社と
新株予約権の割当てを受け
た者との間で締結する「新
株予約権割当契約」で定め
るところによります。 

被付与者は、新株予約権の
行使時においても、当社も
しくは当社の関係会社の役
員、従業員または顧問であ
ることを要します。ただ
し、任期満了による退任に
より役員の地位を喪失した
場合またはその他当社取締
役会が特別にその後の本新
株予約権の保有及び行使を
認めた場合は行使できるも
のとします。その他の条件
については、本総会および
新株予約権発行の取締役会
決議に基づき、当社と新株
予約権の割当てを受けた者
との間で締結する「新株予
約権割当契約」で定めると
ころによります。 

対象勤務期間 定めておりません。 定めておりません。 定めておりません。 

権利行使期間 
自 平成13年３月１日 
至 平成22年12月15日 

自 平成16年８月１日 
至 平成22年７月31日 

自 平成19年１月16日 
至 平成23年４月28日 
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平成17年 

ストック・オプション 
平成18年 

ストック・オプション 

付与対象者の区分及び数 
当社取締役１名、当社従業
員83名、当社子会社取締役
１名、当社顧問４名 

当社従業員１名 

ストック・オプション数
（注１） 

普通株式 959株 普通株式 50株 

付与日 平成17年８月９日 平成18年４月４日 

権利確定条件 

被付与者は、新株予約権の
行使時においても、当社も
しくは当社の関係会社の役
員、従業員または顧問であ
ることを要します。ただ
し、任期満了による退任に
より役員の地位を喪失した
場合またはその他当社取締
役会が特別にその後の本新
株予約権の保有及び行使を
認めた場合は行使できるも
のとします。その他の条件
については、本総会および
新株予約権発行の取締役会
決議に基づき、当社と新株
予約権の割当てを受けた者
との間で締結する「新株予
約権割当契約」で定めると
ころによります。 

被付与者は、新株予約権の
行使時においても、当社も
しくは当社の関係会社の役
員、従業員または顧問であ
ることを要します。ただ
し、任期満了による退任に
より役員の地位を喪失した
場合またはその他当社取締
役会が特別にその後の本新
株予約権の保有及び行使を
認めた場合は行使できるも
のとします。その他の条件
については、本総会および
新株予約権発行の取締役会
決議に基づき、当社と新株
予約権の割当てを受けた者
との間で締結する「新株予
約権割当契約」で定めると
ころによります。 

対象勤務期間 定めておりません。 定めておりません。 

権利行使期間 
自 平成20年８月９日 
至 平成25年４月26日 

自 平成21年４月４日 
至 平成25年４月26日 

（注）１．ストック・オプションの数については、株式数に換算して記載しております。 

２．平成14年５月20日付の１株を20株にする株式分割および平成16年９月21日付の１株を４株にする株式分割

により新株引受権の目的となる株式の数が調整されております。 

３．平成16年９月21日付の１株を４株にする株式分割により新株予約権の目的となる株式の数が調整されてお

ります。 
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(2）ストック・オプションの規模及びその変動状況 

 当連結会計年度において存在したストック・オプションを対象とし、ストック・オプションの数につい

ては、株式数に換算して記載しております。 

① ストック・オプションの数 

  
平成13年 

ストック・オプション
平成14年 

ストック・オプション 
平成15年 

ストック・オプション

権利確定前 （株）    

前連結会計年度末  － － － 

付与  － － － 

失効  － － － 

権利確定  － － － 

未確定残  － － － 

権利確定後 （株）    

前連結会計年度末  800 1,564 820 

権利確定  － － － 

権利行使  － 76 144 

失効  － － － 

未行使残  800 1,488 676 

    

  
平成17年 

ストック・オプション
平成18年 

ストック・オプション 

権利確定前 （株）   

前連結会計年度末  653 50 

付与  － － 

失効  133 － 

権利確定  － － 

未確定残  520 50 

権利確定後 （株）   

前連結会計年度末  － － 

権利確定  － － 

権利行使  － － 

失効  － － 

未行使残  － － 

 

② 単価情報 

  
平成13年 

ストック・オプション
平成14年 

ストック・オプション 
平成15年 

ストック・オプション

権利行使価格 （円） 1,000 13,500 96,750 

行使時平均株価 （円） － 179,266 185,500 

公正な評価単価（付与日） （円） － － － 

 

  
平成17年 

ストック・オプション
平成18年 

ストック・オプション 

権利行使価格 （円） 180,443 178,548 

行使時平均株価 （円） － － 

公正な評価単価（付与日） （円） － － 
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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19年１月31日） 
当連結会計年度 

（平成19年７月31日） 

１．流動の部   

繰延税金資産   

貸倒引当金損金算入限度超過額（千円） 10,417 11,825 

ポイントサービス引当金繰入額（千円） 51,913 57,019 

賞与引当金繰入額（千円） 9,644 11,393 

たな卸資産評価損（千円） 78,899 84,862 

未払事業税（千円） 56,582 36,624 

連結会社間内部利益消去（千円） 29,030 26,555 

未払金否認（千円） 43,961 2,901 

その他（千円） 7,324 11,554 

繰延税金資産小計 287,774 242,736 

評価性引当額（千円） △2,979 △8,364 

繰延税金資産合計 284,794 234,372 

繰延税金負債   
その他（千円） 48 50 

繰延税金負債合計（千円） 48 50 

繰延税金資産の純額（千円） 284,746 234,321 

２．固定の部   

繰延税金資産   

減価償却超過額（千円） 20,174 19,166 

退職給付引当金損金算入限度超過額 
（千円） 

3,662 5,202 

その他有価証券評価差額（千円） 15,946 56,076 

子会社繰越欠損金 202,619 254,001 

その他（千円） 8 5 

繰延税金資産小計 242,411 334,452 

評価性引当額（千円） △202,917 △254,001 

繰延税金資産合計（千円） 39,494 80,451 

繰延税金負債   

子会社留保利益（千円） 5,976 5,461 

繰延税金負債合計（千円） 5,976 5,461 

繰延税金資産の純額（千円） 33,518 74,989 

  

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19年１月31日） 
当連結会計年度 

（平成19年７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（％） 0.1 0.1 

住民税均等割額（％） 0.3 0.4 

留保金課税（％） 3.2 1.8 

子会社の欠損金にかかる評価性引当額（％） 3.4 3.9 

海外子会社との税率差異（％） 0.5 1.7 

その他（％） 0.5 0.2 

税効果会計適用後の法人税等の負担率（％） 48.5 48.6 

 

－  － 40



㈱ドクターシーラボ（4924）平成19年７月期決算短信 

（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18年２月１日 至 平成19年１月31日） 

 当連結グループは、化粧品事業、健康食品事業、機器類その他事業、投資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19年２月１日 至 平成19年７月31日） 

 当連結グループは、化粧品事業、健康食品事業、機器類その他事業、投資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。 

 

【所在地別セグメント情報】 

前連結会計年度（自 平成18年２月１日 至 平成19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。 

 

当連結会計年度（自 平成19年２月１日 至 平成19年７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18年２月１日 至 平成19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19年２月１日 至 平成19年７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18年２月１日 至 平成19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 
28.77％

－ －

化粧品等の販
売 
（注）１ 
（注）２ 

10,600 売掛金 630

役員 

山田勝重 － － 
当社監査
役 

－ － － 弁護士報酬 381 － －

㈱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 

64,180 売掛金 5,870
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 
シーズ・
メディカ
ル 

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 

21,432 売掛金 1,290

 （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19年２月１日 至 平成19年７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 
28.75％

間接 
28.57％

（注）1 

－ －

化粧品等の販
売 
（注）2 
（注）3 

5,098 売掛金 842

役員 

山田勝重 － － 
当社監査
役 

－ － － 弁護士報酬 2,415 － －

㈱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）3 

9,511 売掛金 1,428
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 
シーズ・
メディカ
ル 

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）3 

25,046 売掛金 2,838

 （注）１．当社取締役城野親德が100％出資の㈲城貴が所有する割合であります。 

２．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。 

３．取引条件及び取引条件の決定方針等 

価格その他の取引条件は市場実勢を勘案して当社が掛率を提示し、交渉の上で決定しております。 

取引金額には消費税等を含めておりません。期末残高には消費税等を含めております。 
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（１株当たり情報） 

前連結会計年度 
（自 平成18年２月１日 
至 平成19年１月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成19年２月１日 
至 平成19年７月31日） 

  
１株当たり純資産額 31,098.07円

１株当たり当期純利益金額 5,339.21円

潜在株式調整後１株当たり当期純利益
金額 

5,268.28円

  

  
１株当たり純資産額 31,428.32円

１株当たり当期純利益金額 2,051.06円

潜在株式調整後１株当たり当期純利益
金額 

2,032.19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18年２月１日 
至 平成19年１月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成19年２月１日 
至 平成19年７月31日） 

１株当たり当期純利益金額   

当期純利益（千円） 1,459,804 563,356 

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） 1,459,804 563,356 

期中平均株式数（株） 273,412 274,665 

   

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） 3,681 2,551 

（うち新株予約権） (3,681) (2,551) 

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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４．個別財務諸表 

(1)貸借対照表 

  
前事業年度 

（平成19年１月31日） 
当事業年度 

（平成19年７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  3,681,631  3,477,034

２．売掛金 ※１ 2,387,010  2,236,457

３．製品  808,550  755,636

４．商品  69,635  75,815

５．貯蔵品  617,048  663,998

６．前払費用  64,271  63,215

７．繰延税金資産  255,906  276,412

８．関係会社短期貸付金  73,433  128,540

９．その他 ※１ 31,430  33,471

貸倒引当金  △26,079  △47,968

流動資産合計  7,962,838 63.0  7,662,614 63.4
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前事業年度 

（平成19年１月31日） 

当事業年度 

（平成19年７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  463,472 145,051 

減価償却累計額  89,575 373,897 60,533 84,518

２．構築物  5,712 － 

減価償却累計額  2,339 3,373 － －

３．車両運搬具  5,328 5,328 

減価償却累計額  4,810 517 4,893 434

４．工具器具備品  650,637 678,363 

減価償却累計額  346,402 304,235 390,601 287,762

５．土地  1,315,697  －

   ６. 建設仮勘定  1,689  －

有形固定資産合計  1,999,410 15.8  372,715 3.1

(2)無形固定資産   

１．ソフトウェア  644,246  585,599

２．ソフトウェア仮勘定  162,712  334,654

３．商標権  22,259  22,895

４．その他  332  311

無形固定資産合計  829,550 6.6  943,461 7.8

(3）投資その他の資産   

１．投資有価証券  138,500  103,000

２．関係会社株式  1,319,107  1,168,256

３．その他の関係会社有価証券  275,078  208,812

４．関係会社長期貸付金  75,353  8,285

５．長期前払費用  68,964  62,893

６．敷金差入保証金  203,026  210,617

７．投資用不動産  － 1,653,289 

減価償却累計額  － △51,569 1,601,720

８．繰延税金資産  39,485  79,586

９．その他  3,274  4,365

10．投資損失引当金  △269,978  △347,557

投資その他の資産合計  1,852,810 14.6  3,099,981 25.7

固定資産合計  4,681,770 37.0  4,416,157 36.6

資産合計  12,644,610 100.0  12,078,772 100.0
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前事業年度 

（平成19年１月31日） 
当事業年度 

（平成19年７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  277,158  392,673

２．一年以内返済予定の長
期借入金 

 724,000  974,000

３．未払金  795,676  814,736

４．未払費用  15,817  11,349

５．未払法人税等  799,695  488,164

６．未払消費税等  107,009  19,582

７．前受金  34,477  18,581

８．預り金  21,837  32,048

９．賞与引当金  23,817  30,114

10．ポイントサービス引当
金 

 128,198  140,808

11．その他  7,050  12,859

流動負債合計  2,934,739 23.2  2,934,918 24.3

Ⅱ 固定負債   

１．長期借入金  776,000  164,000

２．退職給付引当金  9,043  12,846

３．その他  2,310  －

固定負債合計  787,353 6.2  176,846 1.5

負債合計  3,722,093 29.4  3,111,764 25.8
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前事業年度 

（平成19年１月31日） 
当事業年度 

（平成19年７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  1,145,840 9.5

２．資本剰余金   

(1）資本準備金  1,615,961 1,623,440 

資本剰余金合計  1,615,961 12.8  1,623,440 13.4

３．利益剰余金   

(1）利益準備金  535 535 

(2）その他利益剰余金   

別途積立金  3,800,000 4,700,000 

繰越利益剰余金  3,039,646 2,226,888 

利益剰余金合計  6,840,181 54.1  6,927,423 57.4

４．自己株式  △648,554 △5.1  △648,554 △5.4

株主資本合計  8,945,950 70.8  9,048,150 74.9

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  △81,142 △0.7

評価・換算差額等合計  △23,433 △0.2  △81,142 △0.7

純資産合計  8,922,516 70.6  8,967,007 74.2

負債純資産合計  12,644,610 100.0  12,078,772 100.0
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(2)損益計算書 

  
前事業年度 

（自 平成18年２月１日 
至 平成19年１月31日） 

当事業年度 
（自 平成19年２月１日 
至 平成19年７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  17,522,391 8,578,539 

２．商品売上高  558,206 18,080,598 100.0 168,149 8,746,689 100.0

Ⅱ 売上原価   

１．期首製品棚卸高  920,094 808,550 

２．当期製品製造原価 ※１ 3,450,948 1,890,434 

３．他勘定振替高 ※２ 268,802 262,028 

４．期末製品棚卸高  808,550 755,636 

差引計  3,293,690 1,681,320 

５．期首商品棚卸高  67,751 69,635 

６．当期商品仕入高  313,975 118,674 

７．他勘定振替高 ※２ 26,749 21,598 

８．期末商品棚卸高  69,635 75,815 

差引計  285,342 3,579,032 19.8 90,894 1,772,214 20.3

売上総利益  14,501,566 80.2  6,974,474 79.7
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前事業年度 

（自 平成18年２月１日 
至 平成19年１月31日） 

当事業年度 
（自 平成19年２月１日 
至 平成19年７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  91,900 43,240 

２．給与手当  1,298,068 700,939 

３．賞与  95,530 47,213 

４．法定福利費  207,752 105,105 

５．賞与引当金繰入額  23,817 30,114 

６．退職給付費用  8,342 5,802 

７．人材派遣費  518,890 266,531 

８．広告宣伝費  3,348,737 1,569,878 

９．販売促進費  1,435,723 783,273 

10．消耗品費  140,728 59,323 

11．地代家賃  298,663 168,048 

12．リース料  147,321 73,717 

13．減価償却費  401,961 173,698 

14．貸倒引当金繰入額  4,646 21,924 

15．ポイントサービス引当
金繰入額 

 118,106 64,153 

16．通信費  685,809 319,394 

17．荷造運搬費  802,867 347,347 

18．支払報酬  60,021 40,228 

19．支払手数料  914,439 545,637 

20．研究開発費 ※３ 93,363 48,064 

21．その他  741,055 11,437,748 63.3 342,554 5,756,189 65.8

営業利益  3,063,818 16.9  1,218,285 13.9
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前事業年度 

（自 平成18年２月１日 
至 平成19年１月31日） 

当事業年度 
（自 平成19年２月１日 
至 平成19年７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 ※４ 3,540 3,775 

２．受取配当金  894 472 

３．為替差益  10,037 － 

４．受取百貨店作業協力金  5,394 3,219 

５．受取賃借料  1,078 － 

６．商品破損受取賠償金  605 220 

７．業務委託収入 ※４ 4,571 2,285 

８．雑収入  6,276 32,398 0.2 740 10,714 0.1

Ⅴ 営業外費用   

１．支払利息  13,976 7,487 

２．株式交付費  － 167 

３．支払手数料  7,120 2,000 

４．減価償却費  － 7,538 

５．為替差損  － 2,914 

６．投資事業組合持分損失  3,422 1,258 

７．その他  631 25,151 0.1 34 21,400 0.2

経常利益  3,071,064 17.0  1,207,599 13.8

Ⅵ 特別損失   

１．固定資産除却損 ※５ 7,193 2,014 

２．投資損失引当金繰入額  269,978 110,693 

３．関係会社株式評価損  － 277,171 1.5 117,735 230,444 2.6

税引前当期純利益  2,793,892 15.5  977,155 11.2

法人税、住民税及び事
業税 

 1,394,435 471,937 

法人税等調整額  △47,705 1,346,730 7.5 △21,336 450,601 5.2

当期純利益  1,447,162 8.0  526,553 6.0
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製造原価明細書 

  
前事業年度 

（自 平成18年２月１日 
至 平成19年１月31日） 

当事業年度 
（自 平成19年２月１日 
至 平成19年７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  846,374 24.2 602,739 31.0

Ⅱ 当期製品仕入高  2,650,667 75.8 1,339,263 68.9

Ⅲ その他費用  注３ － 1,795 0.1

当期総製造費用  3,497,042 100.0 1,943,797 100.0

他勘定振替高 注４ 46,094 53,363 

当期製品製造原価  3,450,948 1,890,434 

 （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. その他費用とは､製造に要した有形固定資産の減価償却費であります。 

４．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)株主資本等変動計算書 

   前事業年度（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（千円） 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（千円） △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26日開催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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   当事業年度（自 平成19年２月１日 至 平成19年７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 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

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  900,000 △900,000  

新株の発行 7,479 7,479 7,479  14,958

剰余金の配当(注)  △439,312 △439,312 △439,312

当期純利益  526,553 526,553 526,553

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（千円） 7,479 7,479 7,479 900,000 △812,758 87,241 102,199

平成19年７月31日 残高（千円） 1,145,840 1,623,440 1,623,440 535 4,700,000 2,226,888 6,927,423 △648,554 9,048,150

  

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

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 14,958  

剰余金の配当(注) △439,312  

当期純利益 526,553  

株主資本以外の項目の事業年度
中の変動額（純額） 

△57,708 △57,708 △57,708  

事業年度中の変動額合計（千円） △57,708 △57,708 44,490  

平成19年７月31日 残高（千円） △81,142 △81,142 8,967,007  

（注） 平成19年４月24日開催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18年２月１日 
至 平成19年１月31日） 

当事業年度 
（自 平成19年２月１日 
至 平成19年７月31日） 

(1）子会社株式及び関連会社株式 (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  同左 

 (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) 

 同左 

  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 

該当事項はありません。  同左 

   

(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 

(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  定率法 

  なお、主な耐用年数は以下のとおりであ

ります。 

 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 3年～18年 

工具器具備品 2年～15年 
  

  （会計方針の変更） 

平成19年4月1日以降取得した有形固定

資産の減価償却方法については、平成

19年度税制改正により導入された新た

な定額法及び定率法に変更しておりま

す。なお、この変更による営業利益、

経常利益及び税引前当期純利益に与え

る影響額は軽微であります。 
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項目 
前事業年度 

（自 平成18年２月１日 
至 平成19年１月31日） 

当事業年度 
（自 平成19年２月１日 
至 平成19年７月31日） 

 (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 

 (4）投資用不動産 (4）投資用不動産 

 ＿＿＿＿＿  定率法 

 但し平成10年４月以降に取得した建

物（建物附属設備を除く）は、定額法

を採用しております。 

   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 

株式交付費 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。  同左 

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 
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項目 
前事業年度 

（自 平成18年２月１日 
至 平成19年１月31日） 

当事業年度 
（自 平成19年２月１日 
至 平成19年７月31日） 

 (5）投資損失引当金 (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。 

 同左 

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 ヘッジ

為替予 外貨建

手段  対象

約  債権
  

 同左 

 (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 (1）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 

 ____________ (2）連結納税制度の適用 

   当事業年度から連結納税制度を適用

しております。 

11．決算期の変更に関

する事項 

____________ 当社では平成19年４月24日開催の第８

回定時株主総会で定款の一部変更が決

議され、決算期を変更いたしました。

したがって、決算期の変更の経過期間

となる平成19年７月期は、平成19年２

月１日から平成19年７月31日までの

６ヶ月決算であります。 
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会計処理方法の変更 

前事業年度 
（自 平成18年２月１日 
至 平成19年１月31日） 

当事業年度 
（自 平成19年２月１日 
至 平成19年７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。なお、財務諸表等規則の改正により、当

事業年度における貸借対照表の純資産の部については、

改正後の財務諸表等規則により作成しております。 

____________ 

 

表示方法の変更 

前事業年度 
（自 平成18年２月１日 
至 平成19年１月31日） 

当事業年度 
（自 平成19年２月１日 
至 平成19年７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。 

____________ 
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追加情報 

前事業年度 
（自 平成18年２月１日 
至 平成19年１月31日） 

当事業年度 
（自 平成19年２月１日 
至 平成19年７月31日） 

____________ （自社利用不動産等の保有目的の変更） 

 当連結会計年度において、従来は有形固定資産の「建

物」「構築物」「工具器具備品」「土地」に含めていた

不動産の一部について利用目的を変更したため、

1,601,720千円を投資その他の資産の「投資用不動産」

へ振り替えております。これに伴い、従来は販売費及び

一般管理費に計上していた当該資産にかかる減価償却費

7,538千円は当連結会計年度より営業外費用の「減価償

却費」として計上しております。 

 

注記事項 

（貸借対照表関係） 

前事業年度 
（平成19年１月31日） 

当事業年度 
（平成19年７月31日） 

※１．関係会社項目 ※１．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 79,445千円

 その他 20,949千円
  

 
流動資産  

 売掛金 103,963千円

 その他 15,117千円
  

 ２. 偶発債務  ２. 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 96,840 借入債務 
  

 
保証先 金額（千円） 内容 

㈱シーエスラボ 84,120 借入債務 
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（損益計算書関係） 

前事業年度 
（自 平成18年２月１日 
至 平成19年１月31日） 

当事業年度 
（自 平成19年２月１日 
至 平成19年７月31日） 

※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。 

※１．同左 

※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 93,363千円
  

 
一般管理費に含まれる研究開発費 48,064千円

  
※４．       ____________         ※４．関係会社との取引に係るものが次のとおり含まれ

ております。 

 
 

関係会社よりの受取利息 2,343千円

関係会社よりの業務委託収入 2,285千円
  

※５．固定資産除却損 ※５．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 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
  

 
建物 292千円

工具器具備品 1,722千円

合計 2,014千円
  

 

（株主資本等変動計算書関係） 

前事業年度（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 
前事業年度末
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

 

当事業年度（自 平成19年２月１日 至 平成19年７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 
前事業年度末
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18年２月１日 
至 平成19年１月31日） 

当事業年度 
（自 平成19年２月１日 
至 平成19年７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 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

  

 

 
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 162,457 76,666 85,791

ソフトウェア 61,388 25,187 36,201

合計 223,846 101,853 121,993

  
(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 46,023千円

１年超 79,159千円

合計 125,182千円
  

 
１年内 53,328千円

１年超 70,945千円

合計 124,273千円
  

(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 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
  

 
支払リース料 28,730千円

減価償却費相当額 27,520千円

支払利息相当額 1,439千円
  

(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 38,234千円

１年超 30,135千円

合計 68,370千円
  

 
１年内 34,214千円

１年超 22,800千円

合計 57,014千円
  

 

（有価証券関係） 

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

年７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19年１月31日） 
当事業年度 

（平成19年７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） 10,560 19,424 

ポイントサービス引当金繰入額（千円） 51,913 57,019 

賞与引当金繰入額（千円） 9,644 11,393 

たな卸資産評価損（千円） 78,899 84,862 

未払事業税（千円） 56,582 36,534 

未払事業所税（千円） 3,304 1,874 

子会社株式評価損（千円） － 61,085 

未払金否認（千円） 45,001 2,901 

その他（千円） － 1,315 

 繰延税金資産小計 255,906 276,412 

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） 

3,662 5,202 

減価償却超過額（千円） 19,876 19,166 

投資損失引当金繰入額（千円） 109,326 140,741 

その他有価証券評価差額（千円） 15,946 55,217 

合計 148,811 220,328 

評価性引当額（千円） △109,326 △140,741 

繰延税金資産小計 39,485 79,586 

繰延税金資産合計（千円） 295,392 355,999 
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－  － 62

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19年１月31日） 
当事業年度 

（平成19年７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（％） 0.1 0.2 

住民税均等割額（％） 0.3 0.4 

留保金課税（％） 3.2 1.2 

評価性引当額の増減（％） 3.9 3.2 

その他（％） 0.2 0.6 

税効果会計適用後の法人税等の負担率（％） 48.2 46.1 

 

（１株当たり情報） 

前事業年度 
（自 平成18年２月１日 
至 平成19年１月31日） 

当事業年度 
（自 平成19年２月１日 
至 平成19年７月31日） 

  
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

  

  
１株当たり純資産額 32,632.22円

１株当たり当期純利益金額 1,917.07円

潜在株式調整後１株当たり当期純利益
金額 

1,899.43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18年２月１日 
至 平成19年１月31日） 

当事業年度 
（自 平成19年２月１日 
至 平成19年７月31日） 

１株当たり当期純利益金額   

当期純利益（千円） 1,447,162 526,553 

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） 1,447,162 526,553 

期中平均株式数（株） 273,412 274,665 

   

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） 3,681 2,551 

（うち新株予約権） (3,681) (2,551) 

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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