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１．平成20年３月期の業績（平成19年４月１日～平成20年３月31日）

(1）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 ％

20年３月期 40,349 18.0 5,171 30.1 4,581 32.8 2,776 36.3

19年３月期 34,206 12.3 3,976 16.3 3,449 13.6 2,037 11.6

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 ％ ％ ％

20年３月期 198 54 198 13 23.6 21.8 12.8

19年３月期 146 06 145 41 20.6 19.0 11.6

（参考）持分法投資損益 20年３月期 －百万円 19年３月期 －百万円

(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

20年３月期 22,612 12,844 56.8 917 58

19年３月期 19,337 10,704 55.4 765 96

（参考）自己資本 20年３月期 12,844百万円 19年３月期 10,704百万円

(3）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

20年３月期 3,499 △10,073 △482 2,987

19年３月期 2,261 △154 △380 10,059

２．配当の状況

1株当たり配当金 配当金総額
(年間)

配当性向
純資産
配当率（基準日） 中間期末 期末 年間

円 銭 円 銭 円 銭 百万円 ％ ％

19年３月期 15 00 15 00 30 00 419 20.5 4.2

20年３月期 20 00 30 00 50 00 699 25.2 5.9

21年３月期（予想） 15 00 15 00 30 00 － 28.9 －

 （注）平成20年２月29日開催の取締役会決議により、平成20年３月31日現在の株主に対し平成20年４月１日付けを

　　　 もって、普通株式１株につき２株の割合で株式分割いたしました。なお、平成21年３月期（予想）の１株当

　　　 たり配当金は、当該株式分割後の発行済株式により算出しております。

３．平成21年３月期の業績予想（平成20年４月１日～平成21年３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 19,462 7.0 2,273 7.0 1,973 7.0 1,170 0.1 41 79

通　期 42,731 5.9 5,533 7.0 4,902 7.0 2,907 4.7 103 84
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４．その他

(1）重要な会計方針の変更

①　会計基準等の改正に伴う変更　有

②　①以外の変更　　　　　　　　無

（注）詳細は、22ページから24ページ「重要な会計方針」をご覧ください。

(2）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） 20年３月期 14,680,000株 19年３月期 14,680,000株

②　期末自己株式数 20年３月期 682,164株 19年３月期 704,164株

（注）１株当たり当期純利益の算定の基礎となる株式数については、40ページ「１株当たり情報」をご覧ください。

※　業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項

（将来に関する記述等についてのご注意）

　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、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場合があります。なお、上記予想に関する事項は、添付資料の５ページをご参照下さい。
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１．経営成績
Ⅰ　経営成績

１．当事業年度の概況

前事業年度 当事業年度 増減額 増減率（％）

売上高（百万円） 34,206 40,349 6,143 18.0

営業利益（百万円） 3,976 5,171 1,195 30.1

経常利益（百万円） 3,449 4,581 1,132 32.8

当期純利益（百万円） 2,037 2,776 739 36.3

１株当たり当期純利益 146円06銭    198円54銭 　52円48銭 35.9

(1）経営成績に関する分析

　当事業年度におけるわが国経済は、企業業績の改善を背景に、景気は緩やかながらも回復基調で推移いたしました

が、原油価格高騰等の原材料価格の上昇や、サブプライムローン問題に端を発する金融市場の世界的な混乱等、景気

は一転して不透明な状況になりました。

　当ペットケア業界におきましては、社会の少子・高齢化が進行していく中、ペットに対する関心は益々増大し、ペッ

トケア市場への期待は非常に大きなものとなってきておりますが、原油や穀物等の原材料価格の上昇は大きなコスト

アップの要因となりました。

　当社といたしましては、こうした環境の下、継続して消費者ニーズを捉えた製品の開発・市場創造に努め、国内の

ペット飼育の４大潮流「室内飼育化」「小型犬化」「高齢化」「肥満化」を踏まえた製品ライン拡充と販売促進を図っ

てまいりました。

　ペットフード部門では、犬用フードにおいて、半生タイプの『ゲインズパックン』シリーズに低脂肪でありながら

おいしい「鶏ささみ」を使用した『ゲインズパックン　鶏ささみ』の発売、猫用フードにおいて、ウェットタイプの

製品として従来の缶タイプに加えパウチタイプの『銀のスプーンパウチ』の発売等、4大潮流の進展によりニーズが高

まりつつある差別化されたカテゴリー製品を中心に強化・販売促進を進めました。

　ペットトイレタリー部門では、犬排泄処理用シートにおいて、当社従来品のシートの3倍のスピードでオシッコを吸

収する極めて高い吸収力・速乾力をもった製品である『ドライペットシート　ＺＥＲＯ－ワン』の発売等、増え続け

るペットの室内飼育に対応した製品の強化・販売促進を図りました。

　以上の結果、当期の売上高は40,349百万円（前期比18.0％増）、経常利益は4,581百万円（前期比32.8％増）、当期

純利益は2,776百万円（前期比36.3％増）の増収増益となりました。

　当期の期末配当金につきましては、１株当たり30円とさせていただく予定です。

(2）事業部門別の売上高

　当社の事業部門別の売上高の状況は下表のとおりであります。

前事業年度 当事業年度 増減額 増減率（％）

ペットフード（百万円） 21,522 25,987 4,465 20.7

ペットトイレタリー（百万円） 12,683 14,361 1,678 13.2

合計（百万円） 34,206 40,349 6,143 18.0
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　事業部門別営業の概況は以下のとおりであります。

①　ペットフード部門

　ペットフード部門の売上高は前期比20.7％増の25,987百万円となりました。

　当部門におきましては、日本のペット飼育の４大潮流であります「室内飼育化」「小型犬化」「高齢化」「肥満

化」を踏まえた製品ライン拡充と販売促進を図ってまいりました。

　犬用フードにおきましては、「室内飼育化」「小型犬化」の進行のもと、ニーズの高まりつつあるグルメフード

『銀のさら』につきまして、テレビコマーシャルを放映することでより多くのお客さまへの認知度を高めるととも

に、増え続ける高齢犬に対応し従来からの『銀のさら　7歳以上用』に加え、『銀のさら　10歳からの長寿犬用』を

発売することによって、より幅広いニーズに対応いたしました。

　また半生タイプの製品である『ゲインズパックン』シリーズに、低脂肪でありながら、おいしい「鶏ささみ」を

使用した『ゲインズパックン　鶏ささみ』を発売、テレビコマーシャルを放映し、より多くのお客様の支持を広げ

ることができました。

　副食製品といたしましては、アミノ酸合成によるうまみ補強技術にておいしさを最大限引き出した『銀のさら　

きょうのごほうび』を発売し、ペットの室内飼育の増加に伴い、ニーズが増加している副食製品の強化を図りまし

た。

　猫用フードにおきましては、平成18年9月発売後、ご愛用者を増やし続けているウェットタイプのグルメフード

『銀のスプーン　缶』のテレビコマーシャルを放映し、より多くのお客様への認知度を高めました。また新たに『銀

のスプーン　パウチ』を発売、テレビコマーシャルを放映し、より多くのお客様の満足を得ることができました。

　平成20年3月には、室内飼育の増加、去勢・避妊率の増加による肥満犬・猫の増加により、高まりつつある肥満対

策ニーズへ対応した製品として犬用『銀のさら　おいしいカロリーコントロール』、猫用『銀のスプーン　おいし

いカロリーコントロール』を発売いたしました。これらの製品は、従来の肥満用製品がおいしくなさそう、食べな

かったという理由から、肥満を気にしながらも、肥満用フードを使用しない、あるいは使用をやめてしまったユー

ザーが非常に多いという点に注目し、おいしさと低カロリーの両立を実現した製品です。

　また、猫用ウェットフードにおいて、消費者使用意向の高い“スープ”タイプとして、『銀のスプーン　おいし

いスープ』を発売いたしました。

②　ペットトイレタリー部門

　ペットトイレタリー部門の売上高は前期比13.2％増の14,361百万円となりました。

　当部門におきましては、室内飼育の増加により、ニーズの高まっている室内排泄対応製品の強化を推進いたしま

した。

　犬用トイレタリー製品におきましては、排泄処理用シート『ドライペットシート　ＺＥＲＯ－ワン』を発売いた

しました。当製品は、当社従来品のシートの3倍のスピードでオシッコを吸収する高い吸収力・早乾力を持った製品

です。また同製品におきましても、テレビコマーシャルを放映し、お客様の認知度を高め、多くの犬のオーナーの

満足を得ることができました。

　猫用トイレタリー製品におきましては、従来からの猫砂に替わり大きくニーズを増やしつつあるシステムトイレ

『1週間消臭・抗菌デオトイレ』において、取替え製品として、飛び散りにくく、かつ消臭・抗菌機能が非常に高い

『1週間消臭・抗菌デオトイレ　飛び散らない消臭・抗菌サンド』、複数飼育するオーナーのための『1週間消臭・

抗菌デオトイレ　複数の猫用消臭シート』を発売し、排泄処理の手間をさらに軽減するものとして、猫のオーナー

からさらなる支持を獲得することができました。

　平成20年3月には、犬の排泄処理用シート『デオシート』において、従来のワイドサイズより一回り大きいサイズ

となる『デオシート　ワイドプラス』を発売いたしました。中型犬・大型犬においても室内飼育が増加しつつあり、

こうした犬のオーナーからの要請に応えるジャストサイズのシートです。このワイドプラスの投入により、『デオ

シート』は、レギュラーサイズ、セミワイド、ワイド、ワイドプラス、スーパーワイドの5サイズの展開となり、よ

り犬のオーナーのニーズに適切に応えることのできるラインナップとなりました。
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２．次期の見通し

次期予想 当期実績 増減額 増減率（％）

売上高（百万円） 42,731 40,349 2,381 5.9

経常利益（百万円） 4,902 4,581 320 7.0

当期純利益（百万円） 2,907 2,776 130 4.7

１株当たり当期純利益 103円84銭 　 99円27銭 　4円57銭 4.6

 （注）１株当たり当期純利益は、平成20年４月１日に実施した１対２の株式分割後の株式数で遡及調整しております。

　当社を取巻く事業環境をみますと、国内経済は、原材料価格の高止まり、株価の低迷など、景気の先行きは楽観視

できない状況で推移すると思われます。

　当ペットケア業界におきましては、社会現象としての少子・高齢化および晩婚化傾向が、人々にやすらぎと潤いを

求めることを促し、ペットをコミュニケーションの相手としてのより親密な存在へと変化させていくことで、ペット

飼育を求める世帯は増加していくことが考えられます。また団塊の世代のリタイアがこの傾向をさらに加速させると

思われます。

　こうした状況のもと当社は、継続して消費者ニーズを捉えた製品の開発・市場開発に努め、引き続き「室内飼育化」

「小型犬化」「高齢化」「肥満化」といった国内ペット飼育の潮流に対応した製品ラインナップ拡充と販売促進を図っ

てまいります。

　また、原油や穀物等の価格上昇は原材料仕入価格に影響を与えております。

　次期の売上高は42,731百万円（前期比5.9％増）、経常利益は4,902百万円（前期比7.0％増）、当期純利益は2,907

百万円（前期比4.7％増）を予想しております。この結果、１株当たり当期純利益は103円84銭（前期比4.6％増）とな

ります。

Ⅱ　財政状態

１．当事業年度の概況

前事業年度 当事業年度 増減額

総資産（百万円） 19,337 22,612 3,275

純資産（百万円） 10,704 12,844 2,139

自己資本比率（％） 55.4 56.8 1.4

前事業年度 当事業年度 増減額

営業活動によるキャッシュ・フロー（百万円） 2,261 3,499 1,237

投資活動によるキャッシュ・フロー（百万円） △154 △10,073 △9,919

財務活動によるキャッシュ・フロー（百万円） △380 △482 △102

現金及び現金同等物の期末残高（百万円） 10,059 2,987 △7,072

(1）当事業年度末の概況

　前事業年度末と比較し、総資産は3,275百万円増加いたしました。主に、現金及び預金が1,727百万円増加、販売

の増加により売上債権が484百万円増加、有形固定資産が421百万円増加、投資その他資産が472百万円増加したこと

等により総資産は、22,612百万円となりました。また、純資産は、主に当期純利益による2,776百万円の増加等によ

り、12,844百万円となりました。
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(2）キャッシュ・フローの状況

　　　　当事業年度末における現金及び現金同等物の期末残高は前事業年度に比べて7,072百万円減少し、2,987百万円と

　　　なりました。

　営業活動によるキャッシュ・フローは、3,499百万円の獲得となりました。税引前当期純利益4,622百万円、減価

償却費350百万円、法人税等の支払1,442百万円となっております。

　投資活動によるキャッシュ・フローは、10,073百万円の使用となりました。主に生産設備への投資773百万円、

　定期預金への預入による支出8,800百万円となっております。

　財務活動によるキャッシュ・フローは、482百万円の使用となりました。主に配当金の支払489百万円となってお

　ります。

(3）次期のキャッシュ・フローの見通し

　営業活動によるキャッシュ・フローは、主に収益の拡大による税引前当期純利益の増加を予定いたしております。

　投資活動によるキャッシュ・フローは、伊丹・三重両工場の設備投資等を予定しております。

　財務活動によるキャッシュ・フローは、配当金の支払等を予定しております。

 　　　 以上の結果、次期の現金及び現金同等物の期末残高は、当期末より増加することを予定しており、引き続き健全

      な財務体質への強化を図ってまいります。

 

  Ⅲ　利益配分に関する基本方針 

　　利益配分に関する基本方針及び当期・次期の配当

　　　当社は、株主の皆様に利益を還元することを最も重要な経営方針のひとつと考え、そのためにキャッシュ・フロ

　　ーの創出による企業価値の増大に努めております。

      当期の期末配当金につきましては、1株当たり普通配当30円を予定しております。これにより配当性向は、25.2%

　　となります。

　　　尚、当社は、平成20年3月31日現在の株主に対し、平成20年4月1日付けをもって、普通株式1株につき2株の割合

　　で株式分割いたしました。次期の1株当たり配当金(予想)は、当該株式分割後の発行済株式により算出し、1株当た

　　り中間15円、期末15円の年間30円を予定しております。これにより次期の配当性向は、28.9%となります。 　　 

Ⅳ　事業等のリスク

１．特定の仕入先への依存について

①　特定の原材料仕入先への依存

　当社の原材料仕入は、当社工場での製造に用いる原材料と、当社工場でパッケージのみを行なうキブル（注）の

２種類があります。

　当期における当社の原材料仕入高の内、キブルの仕入高は、原材料仕入高の約２割に相当いたします。このキブ

ルの仕入れは、海外（米国）仕入先であります２社に依存しております。

　当社は、当該２社との間で製造委託契約を締結しており、この契約は一方の当事者からの申し出がない限り１年

ごとに自動更新され、また当社は当該２社と良好な関係を構築しております。しかし、当社が当該２社との契約を

更新出来ない場合等に、当社は必要な時期に他の適切な供給先を確保できない可能性があり、このキブルを使用す

る製品の生産が中断する可能性があります。

　（注）　キブルとは、粒を意味し、ペットが食するドライフードそのもののことであります。この状態で仕入れる場合

は、当社工場の包装工程においてパック詰めを行い、最終製品として出荷いたします。

②　特定の製品仕入先への依存

　当期における当社の製品仕入高の内、約４割を特定の１社から仕入れております。

　当社は、同社との間で製造委託契約を締結しており、また当社は同社と良好な関係を構築しております。しかし、

当社が同社との契約を更新出来ない場合等に、当社は必要な時期に他の適切な供給先を確保できない可能性があり、

製品の調達が中断する可能性があります。

２．原材料及び製品の調達について

①　為替変動による影響

　当期における当社の製品および原材料仕入れの約２割（日本の商社経由での仕入れを含みます。）が外貨建て仕

入れ品であり、その決済は主に米ドル建であります。そのため、当社には為替相場の変動によるリスクがあり、リ

スクヘッジのために先物為替予約を行なっております。しかしながら、為替変動によるリスクを完全にヘッジする

ことは不可能であり、日本円と米ドル間の為替相場の状況によっては、当社の業績に影響を与える可能性がありま

す。
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②　市況による影響

　当社のペットフード製品やペットトイレタリー製品に使用する原材料には、経済状況や天候等による需給バラン

スにより市場価格が変動し、当社の業績に影響を与えるものがあります。ペットフード製品における小麦粉、とう

もろこし、脱脂大豆、ペットトイレタリー製品におけるパルプ等がそれにあたります。

　当社はこれらの原材料の価格変動に対し、需給動向、価格情報などの適時適確な収集と適切な購買政策の実施等

によってその影響を最小限にとどめるよう努めておりますが、需給関係の変動等により市況が大幅に変動した場合

は当社の業績に影響を与える可能性があります。

③　安全面における影響

　当社はペットフード製品およびペットトイレタリー製品の製造販売を行なっておりますが、特にペットフード製

品につきましては、人間の食品と同様に安全性に関する事項が昨今の重要な関心事となっております。当社におき

ましては、狂牛病・鳥インフルエンザの発生時には、当社が使用する原材料及び原材料の調達先を見直しました。

また製造委託をしているペットフード製品に関しましても調達先の見直し、安全を保証するための対策を講じてお

ります。今後も原材料や製品につきましてその安全性および安定的な調達の確保に向けてこれまで以上に慎重に取

り組んでいく方針でありますが、安全性が疑われる問題が生じ、安定的な確保に支障が生じる状況になった場合は、

当社の業績に影響を与える可能性があります。

３．特定の販売先への依存について

　当社の売上金額に占める割合が10％を超える販売先は２社存在し、その合計割合はおよそ50％であります。当該販

売先の事業方針・事業内容・組織等に変更があった場合や、販売力等が弱化・喪失した場合には、当社の事業および

経営成績に影響を与える可能性があります。

４．ストック・オプションについて

　当社は、業績向上に対する貢献意欲や士気を一層高めることを目的として、旧商法第280条ノ20および第280条ノ21

の規定に基づき、役員および従業員に対し特に有利な条件で新株予約権を発行することに関し、平成14年６月24日開

催の定時株主総会にて特別決議を得、平成14年10月１日に新株予約権を発行いたしました。当期末における新株予約

権の残高は８個（発行する株式の数16,000株）であり、この新株予約権が行使された場合には、１株当たり株式価値

が希薄化することになります。

５．情報漏洩について

　当社は、お客さまなど取引先の同意や機密保持契約に基づいて入手した個人情報を含む多くの情報を保有しており

ます。当社は情報セキュリティポリシーを制定し、情報セキュリティ環境を実現する上で必要な行動指針、ルールを

規定し、役員および従業員への徹底に努めておりますが、万一、何らかの情報漏洩が発生した場合には、情報管理に

関する法的責任を問われ、当社の信頼性を失うことになり、経営成績に影響を与える可能性があります。
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２．企業集団の状況
　当社は、親会社ユニ・チャーム株式会社を中心とするユニ・チャームグループに属しており、ユニ・チャームグルー

プは、パーソナルケア事業部門、ペットケア事業部門およびその他部門において、事業活動を行っております。

　当社は、ユニ・チャームグループが行う事業のうち、ペットケア事業（ペットフード製品およびペットトイレタリー

製品の製造販売）を行っております。

ペットケア事業

(1）ぺットフード部門・・・・「愛犬元気」「ねこ元気」「ゲインズ」など、犬と猫用の「健康を支えるペット

フード製品」の開発・製造・販売を行っております。

(2）ペットトイレタリー部門・・・・「デオシート」「ペット用紙オムツ」「１週間消臭・抗菌デオトイレ」な

ど、犬と猫用の「清潔な住環境を整えるペットトイレタリー製品」の開発・製造・販売を行っております。排

泄ケアにつきましては、ユニ・チャームグループの技術を活かした製品開発で、市場の拡大をリードしており

ます。

　親会社ユニ・チャーム株式会社の子会社であります国光製紙株式会社、ユニ・チャームプロダクツ株式会社、

コスモテック株式会社、United Charm Co.,Ltd.およびUni-Charm(Thailand)Co.,Ltdから製品および原材料の仕

入れを行っております。

［事業系統図］

　以上に述べた事項を事業系統図によって示すと次のとおりであります。

  

 

 

 
 

一般仕入先 
 

 

 

 

 

 

（ペットフード） 

（ペットトイレタリー） 

親会社の子会社 
 

国光製紙㈱ 

ユニ・チャームプロダクツ㈱ 

コスモテック㈱ 

 

 

 

（ペットトイレタリー） 

 

製品 

原材料 

親会社の子会社 
 

United Charm Co., Ltd. 

(嬌聯股有限公司) 

Uni-Charm(Thailand))Co.,Ltd 

 

 

 

（ペットトイレタリー） 

一般仕入先 
 

 

 

 

 

 

（ペットフード） 

（ペットトイレタリー） 

親会社 ユニ・チャーム㈱ 

出資 出資 出資 

 

製品 

原材料 

 

製品 

原材料 

製品 

当  社 

国 内 得 意 先 

 

製品 

（国内仕入先） 
 

（海外仕入先） 
 

※ユニ・チャームプロダクツ㈱へは当社からの製品売上があります
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　親会社の主たる事業内容と出資比率は次のとおりであります。

親会社

会社名 住所 主な事業内容
出資比率の割合
（％）

ユニ・チャーム(株) 愛媛県四国中央市

パーソナルケア関連事業

（ベビーケア、フェミニンケア、ヘルスケア、化粧

パフ、ハウスホールド等）

38.7

　なお、当社は子会社および関連会社を有しておりません。
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３．経営方針
　(1)経営の基本方針

　当社は、「健康と清潔で、ペットの暮らし快適に」を企業理念に、私たち人間のかけがえのないパートナーである

ペット（犬と猫）が、元気で長生きでき、清潔な環境で暮らしていけるために、「健康を支えるペットフード製品」

「清潔な住環境を整えるペットトイレタリー製品」の２部門に集中し、犬と猫の新しい満足の提案を続けてまいりま

す。

　(2)目標とする経営指標

　当社は、継続的な「売上高」「利益」の成長と「ＲＯＥ」の向上により、ペットケア市場での熾烈な競争に勝ち抜

くことができる資本効率の高い経営体質の構築を目指しております。

　(3)中長期的な会社の経営戦略

　当社は、ペットケア市場のリーディングカンパニーを自負し、「付加価値市場の創造」「市場規模の拡大」「拡大

市場でのNo.１奪取」を基本戦略として、ペットケア業界の「業界総資産の拡大」を図ってまいります。

　徹底的な市場調査・分析を行い、顧客ニーズに合った付加価値の高い製品を開発・上市し、テレビコマーシャルを

中心とする積極的な認知・拡販活動を実施してまいります。

　

(4)会社の対処すべき課題

　ペットの位置付けが、社会の少子・高齢化のもと、「パートナー」としての存在になるにつれて、ペットケア製品

に要求される品質基準は、極めて高いものになってきており、当社は、製品の品質管理につきましても、非常に重要

な課題と捉えております。

　当社工場は、ISO9001の認証を取得し工程管理および最終製品の品質管理を徹底しております。また、社長を議長と

する「週次品質保証会議」を開催し、全社にて品質水準の向上に向けて取組んでおります。

　また工場内外の環境対策に積極的に取組むべくISO14001の認証も取得しております。当社は、高品質で安定した製

品を提供すると共に、環境にも対応した企業経営を行ってまいります。

　

　昨今の原油価格・穀物等原材料価格の高騰は、当社の事業に大きな影響を与えております。こうした中、当社では

生産・購買担当部門をはじめとし、全社をあげて、コストダウン・業務の見直し等効率的な企業活動を追求し、当社

の株主の皆様・お客様・お取引様といったステイクホルダーの皆様にご満足いただける企業経営に取り組んでおりま

す。
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４．財務諸表
(1）貸借対照表

  
前事業年度

（平成19年３月31日）
当事業年度

（平成20年３月31日）
対前年比

区分
注記
番号

金額（百万円）
構成比
（％）

金額（百万円）
構成比
（％）

増減
(百万円)

（資産の部）         

Ⅰ　流動資産         

１．現金及び預金   10,059   11,787   

２．受取手形   99   119   

３．売掛金   3,735   4,200   

４．製品   1,350   1,209   

５．半製品   8   6   

６．原材料   400   420   

７．貯蔵品   5   6   

８．前払費用   15   16   

９．繰延税金資産   469   730   

10．為替予約   8   －   

11．その他   16   55   

貸倒引当金   △29   △34   

流動資産合計   16,140 83.5  18,517 81.9 2,377

Ⅱ　固定資産         

(1）有形固定資産         

１．建物  1,026   1,047    

減価償却累計額  522 503  568 479   

２．構築物  83   92    

減価償却累計額  62 20  66 26   

３．機械及び装置  1,884   2,481    

減価償却累計額  1,254 630  1,467 1,013   

４．工具器具及び備品  136   206    

減価償却累計額  92 44  100 105   

５．土地   1,233   1,233   

６．建設仮勘定   12   7   

有形固定資産合計   2,444 12.6  2,865 12.7 421
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前事業年度

（平成19年３月31日）
当事業年度

（平成20年３月31日）
対前年比

区分
注記
番号

金額（百万円）
構成比
（％）

金額（百万円）
構成比
（％）

増減
(百万円)

(2）無形固定資産         

１．ソフトウェア   7   10   

２．その他   1   3   

無形固定資産合計   8 0.1  13 0.0 5

(3）投資その他の資産         

１．投資有価証券   76   546   

２．前払年金費用   215   291   

３．破産更生債権等   6   5   

４．長期前払費用   68   58   

５．繰延税金資産   222   168   

６．差入保証金   153   150   

７．積立保険金   6   －   

貸倒引当金   △6   △5   

投資その他の資産合計   743 3.8  1,215 5.4 472

固定資産合計   3,197 16.5  4,095 18.1 898

資産合計   19,337 100.0  22,612 100.0 3,275
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前事業年度

（平成19年３月31日）
当事業年度

（平成20年３月31日）
対前年比

区分
注記
番号

金額（百万円）
構成比
（％）

金額（百万円）
構成比
（％）

増減
(百万円)

（負債の部）         

Ⅰ　流動負債         

１．買掛金   4,702   4,701   

２．未払金   1,938   2,480   

３．未払費用   60   35   

４．未払法人税等   776   1,286   

５．前受金   0   0   

６．預り金   10   14   

７．賞与引当金   218   222   

８．役員賞与引当金   46   －   

９．為替予約   －   230   

流動負債合計   7,752 40.1  8,971 39.7 1,219

Ⅱ　固定負債         

１．退職給付引当金   569   556   

２．役員退職慰労引当金   117   －   

３．受入保証金   192   189   

４．その他   －   50   

固定負債合計   879 4.5  796 3.5 △82

負債合計   8,632 44.6  9,768 43.2 1,136
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前事業年度

（平成19年３月31日）
当事業年度

（平成20年３月31日）
対前年比

区分
注記
番号

金額（百万円）
構成比
（％）

金額（百万円）
構成比
（％）

増減
(百万円)

（純資産の部）         

Ⅰ　株主資本         

１．資本金   2,371 12.3  2,371 10.5 －

２．資本剰余金         

  資本準備金  2,558   2,558    

資本剰余金合計   2,558 13.2  2,558 11.3 －

３．利益剰余金         

(1）利益準備金  62   62    

(2）その他利益剰余金         

別途積立金  3,800   5,000    

繰越利益剰余金  2,096   3,183    

利益剰余金合計   5,958 30.8  8,245 36.5 2,287

４．自己株式   △211 △1.1  △204 △0.9 6

株主資本合計   10,676 55.2  12,970 57.4 2,293

Ⅱ　評価・換算差額等         

１．その他有価証券評価差
額金

  23 0.1  10 0.0 △12

２．繰延ヘッジ損益   5 0.1  △136 △0.6 △142

評価・換算差額等合計   28 0.2  △125 △0.6 △154

純資産合計   10,704 55.4  12,844 56.8 2,139

負債純資産合計   19,337 100.0  22,612 100.0 3,275
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(2）損益計算書

 
 

前事業年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

当事業年度
（自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日）

対前年比

区分
注記
番号

金額（百万円）
百分比
（％）

金額（百万円）
百分比
（％）

増減
(百万円)

Ⅰ　売上高   34,206 100.0  40,349 100.0 6,143

Ⅱ　売上原価         

１．製品期首たな卸高  1,226   1,350    

２．当期製品製造原価  8,767   9,886    

３．当期製品仕入高  10,457   11,990    

合計  20,451   23,227    

４．製品期末たな卸高  1,350 19,100 55.8 1,209 22,017 54.6 2,917

Ⅲ　売上総利益   15,106 44.2  18,331 45.4 3,225

Ⅳ　販売費及び一般管理費 ※1,2  11,129 32.6  13,160 32.6 2,030

営業利益   3,976 11.6  5,171 12.8 1,195

Ⅴ　営業外収益         

１．受取利息  9   36    

２．有価証券利息  －   6    

３．受取配当金  1   2    

４．受取賃貸料  11   11    

５．受取保険金  7   2    

６．その他  2 32 0.1 7 66 0.2 34

         

Ⅵ　営業外費用         

１．支払利息  5   5    

２．売上割引  553   640    

３．為替差損  －   8    

４．その他  1 560 1.6 2 656 1.6 96

経常利益   3,449 10.1  4,581 11.4 1,132
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前事業年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

当事業年度
（自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日）

対前年比

区分
注記
番号

金額（百万円）
百分比
（％）

金額（百万円）
百分比
（％）

増減
(百万円)

Ⅶ　特別利益         

１．役員賞与引当金
取崩益

 －   46    

２．過年度工事補償金
修正益

 9   －    

３．投資有価証券売却益  33 43 0.1 － 46 0.1 2

Ⅷ　特別損失         

１．固定資産除却損 ※３ 9 9 0.0 5 5 0.0 △4

税引前当期純利益   3,482 10.2  4,622 11.5 1,139

法人税、住民税及び事
業税

 1,446   1,946    

法人税等調整額  △1 1,445 4.2 △100 1,846 4.6 400

当期純利益   2,037 6.0  2,776 6.9 739
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製造原価明細書

  
前事業年度

（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

当事業年度
（自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日）

対前年比

区分
注記
番号

金額（百万円）
構成比
（％）

金額（百万円）
構成比
（％）

増減
(百万円)

Ⅰ　材料費  7,220 81.9 8,077 81.0 857

Ⅱ　労務費  416 4.7 405 4.1 △11

Ⅲ　経費 ※１ 1,181 13.4 1,486 14.9 305

当期総製造費用  8,818 100.0 9,970 100.0 1,151

他勘定振替高 ※２ 51  83   

当期製品製造原価  8,767  9,886   

原価計算の方法

　原価計算の方法は、実際原価に基づく総合原価計算を採用しております。

　（注）※１．主な内訳は次のとおりであります。

項目 第29期 第30期

外注工賃（百万円） 513 595

減価償却費（百万円） 190 315

※２．他勘定振替高の内訳は次のとおりであります。

項目 第29期 第30期

販売経費振替高（百万円） 51 37

有償支給による振替高（百万円） － 45
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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４月１日　至　平成19年３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
合計資本準備

金
資本剰余
金合計

利益準備
金

その他利益剰余金
利益剰余
金合計別途積立

金
繰越利益
剰余金

平成18年３月31日　残高
（百万円）

2,371 2,558 2,558 62 2,300 2,262 4,624 △488 9,065

事業年度中の変動額

利益処分による利益配当      △207 △207  △207

利益処分による役員賞与      △46 △46  △46

利益処分による別途積立金の
積立

    1,500 △1,500 －  －

剰余金の配当      △209 △209  △209

当期純利益      2,037 2,037  2,037

自己株式の処分      △0 △0 36 36

自己株式の消却      △240 △240 240 －

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
（百万円）

－ － － － 1,500 △166 1,333 276 1,610

平成19年３月31日　残高
（百万円）

2,371 2,558 2,558 62 3,800 2,096 5,958 △211 10,676

評価・換算差額等

純資産合計
その他有価証券評
価差額金

繰延ヘッジ損益
評価・換算差額等
合計

平成18年３月31日　残高
（百万円）

56  56 9,122

事業年度中の変動額

利益処分による利益配当   － △207

利益処分による役員賞与   － △46

利益処分による別途積立金の
積立

  － －

剰余金の配当   － △209

当期純利益   － 2,037

自己株式の処分   － 36

自己株式の消却   － －

株主資本以外の項目の事業年
度中の変動額（純額）

△33 5 △27 △27

事業年度中の変動額合計
（百万円）

△33 5 △27 1,582

平成19年３月31日　残高
（百万円）

23 5 28 10,704
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当事業年度（自　平成19年４月１日　至　平成20年３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
合計資本準備

金
資本剰余
金合計

利益準備
金

その他利益剰余金
利益剰余
金合計別途積立

金
繰越利益
剰余金

平成19年３月31日　残高
（百万円）

2,371 2,558 2,558 62 3,800 2,096 5,958 △211 10,676

事業年度中の変動額

利益処分による別途積立金の
積立

    1,200 △1,200 －   

剰余金の配当      △489 △489  △489

当期純利益      2,776 2,776  2,776

自己株式の処分      △0 △0 6 6

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
（百万円）

－ － － － 1,200 1,087 2,287 6 2,293

平成20年３月31日　残高
（百万円）

2,371 2,558 2,558 62 5,000 3,183 8,245 △204 12,970

評価・換算差額等

純資産合計
その他有価証券評
価差額金

繰延ヘッジ損益
評価・換算差額等
合計

平成19年３月31日　残高
（百万円）

23 5 28 10,704

事業年度中の変動額

利益処分による別途積立金の
積立

    

剰余金の配当    △489

当期純利益    2,776

自己株式の処分    6

株主資本以外の項目の事業年
度中の変動額（純額）

△12 △142 △154 △154

事業年度中の変動額合計
（百万円）

△12 △142 △154 2,139

平成20年３月31日　残高
（百万円）

10 △136 △125 12,844
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(4）キャッシュ・フロー計算書

 
 

前事業年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

当事業年度
（自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日）

対前年比

区分
注記
番号

金額（百万円） 金額（百万円）
増減

(百万円)

Ⅰ　営業活動によるキャッ
シュ・フロー

    

税引前当期純利益  3,482 4,622  

減価償却費  229 350  

役員賞与引当金の増減
額

 46 △46  

退職給付引当金の増減
額

 8 △13  

前払年金費用の増加額  △72 △75  

役員退職慰労引当金の
増減額

 15 △117  

受取利息及び受取配当
金

 △11 △38  

支払利息  5 5  

為替差損  － 16  

有形固定資産除却損  9 5  

 投資有価証券売却益  △33 －  

売上債権の増加額  △468 △484  

たな卸資産の増減額  △233 121  

仕入債務の増減額  1,140 △0  

未払金の増減額  △106 540  

役員賞与の支払額  △46 －  

その他  51 21  

小計  4,017 4,905 887

利息及び配当金の受取
額

 10 37  

利息の支払額  △0 △1  

法人税等の支払額  △1,766 △1,442  

営業活動によるキャッ
シュ・フロー

 2,261 3,499 1,237

－ 20 －



 
 

前事業年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

当事業年度
（自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日）

対前年比

区分
注記
番号

金額（百万円） 金額（百万円）
増減

(百万円)

Ⅱ　投資活動によるキャッ
シュ・フロー

    

定期預金の預入による
支出

 － △8,800  

有形固定資産の取得に
よる支出

 △292 △773  

無形固定資産の取得に
よる支出

 △5 △9  

投資有価証券の取得に
よる支出

 － △490  

投資有価証券の売却に
よる収入 

 143 －  

投資活動によるキャッ
シュ・フロー

 △154 △10,073 △9,919

Ⅲ　財務活動によるキャッ
シュ・フロー

    

自己株式処分による収
入 

 36 6  

配当金の支払額  △417 △489  

財務活動によるキャッ
シュ・フロー

 △380 △482 △102

Ⅳ　現金及び現金同等物に係
る換算差額

 － △16 △16

Ⅴ　現金及び現金同等物の増
減額

 1,726 △7,072 △8,799

Ⅵ　現金及び現金同等物の期
首残高

 8,333 10,059 1,726

Ⅶ　現金及び現金同等物の期
末残高

※１ 10,059 2,987 △7,072
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重要な会計方針

項目
前事業年度

（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

当事業年度
（自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日）

１．有価証券の評価基準及び

評価方法

(1）満期保有目的の債券

　償却原価法（定額法）を採用しており

ます。

(1）満期保有目的の債券

同左

 (2）その他有価証券

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）を採用しております。

(2）その他有価証券

時価のあるもの

同左

 時価のないもの

　移動平均法による原価法を採用して

おります。

時価のないもの

同左

２．デリバティブ等の評価基

準及び評価方法

デリバティブ

時価法

デリバティブ

同左

３．たな卸資産の評価基準及

び評価方法

(1）製品、半製品、原材料

　総平均法による原価法を採用しており

ます。

(1）製品、半製品、原材料

同左

 (2）貯蔵品

　最終仕入原価法を採用しております。

(2）貯蔵品

同左

４．固定資産の減価償却の方

法

(1）有形固定資産

　定率法（但し、平成10年４月１日以降

取得した建物（附属設備を除く）につい

ては定額法）を採用しております。

　なお、主な耐用年数は次のとおりであ

ります。

(1）有形固定資産

同左

 建物 10年～50年

機械及び装置 ２年～17年

 

   

  

（会計方針の変更）

法人税法の改正に伴い、当事業年度よ

り、平成19年４月１日以降に取得した

有形固定資産について、改正後の法人

税法に基づく減価償却の方法に変更し

ております。

　この変更による損益に与える影響

額は、営業利益、経常利益及び税引

前当期純利益は39百万円減少しており

ます。 

 (2）無形固定資産

　定額法を採用しております。

　なお、ソフトウエア（自社利用分）に

ついては、社内における利用可能期間

（５年）に基づいております。

(2）無形固定資産

同左
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項目
前事業年度

（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

当事業年度
（自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日）

５．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。

　なお、為替予約等の振当処理の対象と

なっている外貨建金銭債権債務については、

当該為替予約等の円貨額に換算しておりま

す。

同左

６．引当金の計上基準 (1）貸倒引当金

　債権の貸倒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る見積

額を、貸倒懸念債権等特定債権について

は個別に回収可能性を検討し、回収不能

見込額を計上しております。

(1）貸倒引当金

同左

 (2）賞与引当金

　従業員に対する賞与の支給に充てるた

め、次回支給予定額のうち当事業年

度に対応する金額を計上しておりま

す。

(2）賞与引当金

同左

 (3) 役員賞与引当金

    役員に対して支給する賞与の支出に

　充てるため、支給見込額の当事業年度

　負担額を計上しております。

(3) 役員賞与引当金

   ───────

  

 

（追加情報）

役員報酬制度改訂により、今後役員

賞与を報酬へ組み込むこととなり、前

期に引当てておりました役員賞与

については支給されないこととなった

ため、当該引当金を全額取崩して

おります。 

 

 (4）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及び

　年金資産の見込額に基づき、当事業年

　度末において発生していると認められ

　る額を計上しております。 

 　　過去勤務債務は、その発生時の従業

   員の平均残存勤務期間以内の一定の年

   数（５年）による定額法により按分し

   た額を費用処理しております。

     数理計算上の差異は、その発生時の

   従業員の平均残存勤務期間以内の一定

   の年数（10年）による定額法により按

   分した額を、それぞれ発生の翌事業年

   度より費用処理しております。

(4）退職給付引当金

　同左
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項目
前事業年度

（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

当事業年度
（自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日）

 (5）役員退職慰労引当金

　役員の退職慰労金の支給に備えるため

役員退職慰労金規程に基づく期末要支給

額を計上しております。

(5）役員退職慰労引当金

───────

  

 

 （追加情報）

　役員退職慰労金制度を平成19年６月

28日開催の定時株主総会終結のときを

もって廃止したため、制度廃止日まで

の在任期間に対応する役員退職慰労引

当金の打ち切り支給の未払額50百万円

を固定負債のその他に計上しておりま

す。

 

７．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
前事業年度

（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

当事業年度
（自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日）

８．ヘッジ会計の方法 (1）ヘッジ会計の方法

　繰延ヘッジ処理によっております。な

お、為替予約等が付されている外貨建金

銭債権債務等については、振当処理を行

なっております。

(1）ヘッジ会計の方法

同左

 (2）ヘッジ手段とヘッジ対象

ヘッジ手段…為替予約

ヘッジ対象…外貨建予定取引

(2）ヘッジ手段とヘッジ対象

同左

 (3）ヘッジ方針

　当社の内部規程である「デリバティブ

取引リスク管理方針」に基づき、為替変

動リスクをヘッジしております。

　なお、主要なリスクである輸入取引に

よる外貨建金銭債務の為替変動リスクに

関しては、原則として債務金額の80％程

度をヘッジする方針であります。

(3）ヘッジ方針

同左

 (4）ヘッジ有効性評価の方法

　ヘッジ手段の想定元本とヘッジ対象に

関する重要な条件が同一であり、かつ、

ヘッジ開始時及びその後も継続して、相

場変動又はキャッシュ・フロー変動を完

全に相殺するものと想定することができ

るため、ヘッジ有効性の判定は省略して

おります。

(4）ヘッジ有効性評価の方法

同左

９．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

僅少なリスクしか負わない取得日から３ヶ

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

10．その他財務諸表作成のた

めの基本となる重要な事

項

　消費税等の会計処理

　消費税等の会計処理は、税抜方式に

よっております。

　 　消費税等の会計処理

同左
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会計処理方法の変更

前事業年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

当事業年度
（自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日）

 （役員賞与に関する会計基準）

　当事業年度より「役員賞与に関する会計基準」（企業

会計基準第４号　平成17年11月29日）を適用しておりま

す。その結果、従来の方法によった場合に比べ、営業利

益、経常利益及び税引前当期純利益は46百万円減少して

おります。

 

 ─────── 

 （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。

　これまでの資本の部の合計に相当する金額は、10,699

百万円であります。

　なお、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、財務諸表等規則の改正に伴い、改正後の財務諸

表等規則により作成しております。

 ───────
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注記事項

（貸借対照表関係）

前事業年度
（平成19年３月31日）

当事業年度
（平成20年３月31日）

　　　　　　　　────────── 　　　　　　　　──────────

（損益計算書関係）

前事業年度
（自　平成18年４月１日

至　平成19年３月31日）

当事業年度
（自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日）

※１　販売費及び一般管理費の主な内訳 ※１　販売費及び一般管理費の主な内訳

販売運賃諸掛      1,572百万円

荷役保管料    969百万円

販売促進費      4,626百万円

広告宣伝費      827百万円

従業員給与・賞与 829百万円

賞与引当金繰入額    133百万円

役員賞与引当金繰入額 46百万円

退職給付費用   77百万円

減価償却費   13百万円

諸手数料    302百万円

販売運賃諸掛      1,806百万円

荷役保管料 930百万円

販売促進費   6,124百万円

広告宣伝費 975百万円

従業員給与・賞与    891百万円

賞与引当金繰入額       154百万円

退職給付費用     82百万円

減価償却費     17百万円

諸手数料       305百万円

販売費及び一般管理費のうち販売費割合 78.3％ 販売費及び一般管理費のうち販売費割合 77.9％

※２　一般管理費に含まれる研究開発費    399百万円 ※２　一般管理費に含まれる研究開発費    407百万円

※３　固定資産除却損の内訳は次のとおりであります。 ※３　固定資産除却損の内訳は次のとおりであります。

建物  3百万円

構築物  0百万円

機械及び装置  0百万円

工具器具及び備品 5百万円

計   9百万円

機械及び装置   2百万円

工具器具及び備品  2百万円

計    5百万円
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（株主資本等変動計算書関係）

前事業年度（自平成18年４月１日　至平成19年３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

前事業年度末株式数
（千株）

当事業年度増加株式
数（千株）

当事業年度減少株式
数（千株）

当事業年度末株式数
（千株）

発行済株式

普通株式 15,480 － 800 14,680

合計 15,480 － 800 14,680

自己株式

普通株式 1,626 － 922 704

合計 1,626 － 922 704

 （注）１.　普通株式の発行済株式総数の減少800千株は、自己株式の消却によるものであります。

       ２． 普通株式の自己株式の株式数の減少922千株は、自己株式の消却およびストックオプションの行

　　　　　  使に対する売却であります。

 

２．新株予約権及び自己新株予約権に関する事項

　　　　　　該当事項はありません。  

 

３．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
（百万円）

１株当たり配当
額（円）

基準日 効力発生日

平成18年６月29日

定時株主総会
普通株式 207 15 平成18年３月31日 平成18年６月29日

平成18年10月26日

取締役会
普通株式 209 15 平成18年９月30日 平成18年12月８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
（百万円）

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５月23日

取締役会
普通株式 209  利益剰余金 15 平成19年３月31日 平成19年６月13日
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当事業年度（自平成19年４月１日　至平成20年３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

前事業年度末株式数
（千株）

当事業年度増加株式
数（千株）

当事業年度減少株式
数（千株）

当事業年度末株式数
（千株）

発行済株式

普通株式 14,680 － － 14,680

合計 14,680 － － 14,680

自己株式

普通株式 704 － 22 682

合計 704 － 22 682

 （注） 普通株式の自己株式の株式数の減少22千株は、ストックオプションの行使に対する売却であります。

 

２．新株予約権及び自己新株予約権に関する事項

　　　　　　該当事項はありません。  

 

３．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
（百万円）

１株当たり配当
額（円）

基準日 効力発生日

平成19年５月23日

取締役会
普通株式 209 15 平成19年３月31日 平成19年６月13日

平成19年10月26日

取締役会
普通株式 279 20 平成19年９月30日 平成19年12月10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

 　　　　　　 次のとおり、決議を予定しております。

（決議）
株式の種類

配当金の総額
（百万円）

配当の原資
１株当たり配
当額（円）

基準日 効力発生日

平成20年５月20日

取締役会
普通株式 419  利益剰余金 30 平成20年３月31日 平成20年６月12日
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（キャッシュ・フロー計算書関係）

前事業年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

当事業年度
（自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日）

※１．現金及び現金同等物の期末残高と貸借対照表に掲記

されている科目の金額との関係

※１．現金及び現金同等物の期末残高と貸借対照表に掲記

されている科目の金額との関係

（平成19年３月31日現在） （平成20年３月31日現在）

現金及び預金勘定 10,059百万円　　

（＝現金及び現金同等物）  

現金及び預金勘定 11,787百万円

預入期間が３ケ月を超える

定期預金

△8,800百万円

現金及び現金同等物 2,987百万円

  

  

（リース取引関係）

前事業年度
（自　平成18年４月１日

至　平成19年３月31日）

当事業年度
（自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日）

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

 

該当事項はありません。 

　　　　　　　　　　　同左
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（有価証券関係）

１．その他有価証券で時価のあるもの

 種類

前事業年度
（平成19年３月31日）

当事業年度
（平成20年３月31日）

取得原価
（百万円）

貸借対照
表計上額
（百万円）

差額
（百万円）

取得原価
（百万円）

貸借対照
表計上額
（百万円）

差額
（百万円）

貸借対照表計上額が取

得原価を超えるもの
株式 37 76 38 37 59 22

貸借対照表計上額が取

得原価を超えないもの

債券

　　　円建外債
－ － － 490 486 △4

合計 37 76 38 528 546 18

２．前事業年度及び当事業年度中に売却したその他有価証券

前事業年度
（自平成18年４月１日　至平成19年３月31日）

当事業年度
（自平成19年４月１日　至平成20年３月31日）

売却額（百万円）
売却益の合計額
（百万円）

売却損の合計額
（百万円）

売却額（百万円）
売却益の合計額
（百万円）

売却損の合計額
（百万円）

133 33 － － － －

 

３．時価のない主な有価証券の内容

 

前事業年度
（平成19年３月31日）

当事業年度
（平成20年３月31日）

貸借対照表計上額（百万円） 貸借対照表計上額（百万円）

その他有価証券   

非上場株式 0 0

４．その他有価証券のうち満期があるもの及び満期保有目的の債券の今後の償還予定額

種類

前事業年度
（平成19年３月31日）

当事業年度
（平成20年３月31日）

１年以内
（百万円）

１年超
５年以内
（百万円）

５年超
10年以内
（百万円）

10年超
（百万円）

１年以内
（百万円）

１年超
５年以内
（百万円）

５年超
10年以内
（百万円）

10年超
（百万円）

債券         

国債・地方債等 － － － － － 486 － －

小計 － － － － － 486 － －
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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

前事業年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

当事業年度
（自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日）

(1）取引の内容

利用しているデリバティブ取引は、通貨関連で為替予

約取引等であります。

(1）取引の内容

同左

(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、投機的な取引は行なわない方

針であります。

(2）取引に対する取組方針

同左

(3）取引の利用目的

デリバティブ取引は、通貨関連で外貨建金銭債権債務

の為替変動リスクを回避し、安定的な利益の確保を図

る目的で利用しております。なお、当社が利用してい

るデリバティブ取引には、投機目的のものはありませ

ん。

(3）取引の利用目的

同左

①　ヘッジ会計の方法

繰延ヘッジ処理によっております。

①　ヘッジ会計の方法

同左

②　ヘッジ手段とヘッジ対象

ヘッジ手段……為替予約

ヘッジ対象……外貨建予定取引

②　ヘッジ手段とヘッジ対象

 同左

 

 

③　ヘッジ方針

当グループの内部規程である「デリバティブ取引リス

ク管理方針」に基づき、為替変動リスクをヘッジして

おります。なお、主要なリスクである輸入取引による

外貨建金銭債務の為替変動リスクに関しては、原則と

して債務金額の80％程度をヘッジする方針であります。

③　ヘッジ方針

同左

④　ヘッジ有効性評価の方法

ヘッジ手段の想定元本とヘッジ対象に関する重要な条

件が同一であり、かつヘッジ開始時及びその後も継続

して、相場変動又はキャッシュ・フロー変動を完全に

相殺するものと想定することができるため、ヘッジ有

効性の判定は省略しております。

④　ヘッジ有効性評価の方法

同左

(4）取引に係るリスクの内容

為替予約取引等は為替相場の変動によるリスクを有し

ております。

なお、取引相手先は高格付けを有する金融機関に限定

しているため信用リスクはほとんどないと認識してお

ります。

(4）取引に係るリスクの内容

同左

 

 

(5）取引に係るリスク管理体制

デリバティブ取引の執行・管理については、取引権限

及び取引限度額等を定めた社内ルールに従い、資金担

当部門が決済担当者の承認を得て行なっております。

(5）取引に係るリスク管理体制

同左 
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前事業年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

当事業年度
（自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日）

(6）取引の時価等に関する事項についての補足説明

取引の時価等に関する事項についての契約額等は、あ

くまでもデリバティブ取引における名目的な契約額、

または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリ

バティブ取引のリスクの大きさを示すものではありま

せん。

(6）取引の時価等に関する事項についての補足説明

同左

２．取引の時価等に関する事項

通貨関連

 　　　　　　 前事業年度（平成19年３月31日）及び当事業年度（平成20年３月31日）

　　　　　　期末残高がないため、該当事項はありません。
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（退職給付関係）

１．採用している退職給付制度の概要

　当社は、確定給付型の制度として、企業年金基金制度（ユニ・チャーム企業年金基金に加入）及び退職一

時金制度を設けております。また、従業員の退職等に際して支払時に退職給付費用として処理する割増退職

金等を支払う場合があります。

２．退職給付債務及びその内訳

 
前事業年度

（平成19年３月31日）
当事業年度

（平成20年３月31日）

(1) 退職給付債務 　     △2,025百万円 　  △2,107百万円

(2) 年金資産      1,715百万円           1,591百万円

(3) 未積立退職給付債務 　   △310百万円 　   　   △516百万円

(4) 未認識数理計算上の差異    △70百万円    　  236百万円

(5) 未認識過去勤務債務   27百万円     15百万円

(6) 貸借対照表計上額純額 　   △353百万円 　   　   △264百万円

(7) 前払年金費用    215百万円       291百万円

(8)  退職給付引当金 　   △569百万円 　   　   △556百万円

３．退職給付費用の内訳

 
前事業年度

（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

当事業年度
（自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日）

(1) 勤務費用   90百万円     90百万円

(2) 利息費用   38百万円     40百万円

(3) その他の退職給付費用に関する事項   

 数理計算上の差異の費用処理額   9百万円    16百万円

 過去勤務債務の費用処理額   11百万円     11百万円

 期待運用収益 　  △37百万円 　  　  △51百万円

(4) 退職給付費用    112百万円       108百万円

４．退職給付債務等の計算の基礎に関する事項

 
前事業年度

（平成19年３月31日）
当事業年度

（平成20年３月31日）

(1）割引率 　　2.0％ 　　　 2.0％

(2）期待運用収益率 　3.0％ 　　 3.0％

(3）退職給付見込額の期間配分方法 期間定額基準 期間定額基準 

(4）数理計算上の差異の処理年数 　10年 　　10年

(5）過去勤務債務の処理年数 　5年 　 5年
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（ストック・オプション等関係）

前事業年度（自平成18年４月１日　至平成19年３月31日）

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14年
ストック・オプション

付与対象者の区分及び数 当社の取締役3名、従業員169名

株式の種類別のストック・オプショ

ンの数（注）
普通株式　718,000株

付与日 平成14年10月１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、当社の子会社もしくは当社の関連会社

の役員(監査役を含む。)、執行役員または従

業員であることを要す。ただし、任期満了に

より退任した場合、当社もしくは当社の関係

会社の就業規則に定める会社都合により退職

した場合、その他当社の取締役会が特別にそ

の後の新株予約権の保有および行使を認めた

場合はこの限りでない。

対象勤務期間
 平成14年10月１日から

平成16年６月30日まで

権利行使期間
 平成16年７月１日から

平成20年６月30日まで

 （注）株式数に換算して記載しております。

 

(2）ストック・オプションの規模及びその変動状況

　当事業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14年
ストック・オプション

権利確定前　　　　　　（株）  

前事業年度末 －

付与 －

失効 －

権利確定 －

未確定残 －

権利確定後　　　　　　（株）  

前事業年度末 160,000

権利確定 －

権利行使 122,000

失効 －

未行使残 38,000
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②　単価情報

平成14年
ストック・オプション

権利行使価格　　　　　　（円） 300

行使時平均株価　　　　　（円） 4,565

公正な評価単価（付与日）（円） －

－ 36 －



当事業年度（自平成19年４月１日　至平成20年３月31日）

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14年
ストック・オプション

付与対象者の区分及び数 当社の取締役3名、従業員169名

株式の種類別のストック・オプショ

ンの数（注）
普通株式　718,000株

付与日 平成14年10月１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、当社の子会社もしくは当社の関連会社

の役員(監査役を含む。)、執行役員または従

業員であることを要す。ただし、任期満了に

より退任した場合、当社もしくは当社の関係

会社の就業規則に定める会社都合により退職

した場合、その他当社の取締役会が特別にそ

の後の新株予約権の保有および行使を認めた

場合はこの限りでない。

対象勤務期間
 平成14年10月１日から

平成16年６月30日まで

権利行使期間
 平成16年７月１日から

平成20年６月30日まで

 （注）株式数に換算して記載しております。

 

(2）ストック・オプションの規模及びその変動状況

　当事業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14年
ストック・オプション

権利確定前　　　　　　（株）  

前事業年度末 －

付与 －

失効 －

権利確定 －

未確定残 －

権利確定後　　　　　　（株）  

前事業年度末 38,000

権利確定 －

権利行使 22,000

失効 －

未行使残 16,000
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②　単価情報

平成14年
ストック・オプション

権利行使価格　　　　　　（円） 300

行使時平均株価　　　　　（円） 5,261

公正な評価単価（付与日）（円） －
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（税効果会計関係）

前事業年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

当事業年度
（自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日）

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

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

（繰延税金資産） （繰延税金資産）

賞与引当金   88百万円

未払事業税   61百万円

販促未払金自己否認    249百万円

リベート未払金自己否認    52百万円

退職給付引当金    144百万円

役員退職慰労引当金   47百万円

その他   50百万円

繰延税金資産小計    695百万円

評価性引当額 　 －百万円

繰延税金資産合計    695百万円

繰延税金負債合計  △3百万円

繰延税金資産差引    691百万円

賞与引当金 90百万円

未払事業税 99百万円

販促未払金自己否認   346百万円

リベート未払金自己否認 66百万円

退職給付引当金  226百万円

繰延ヘッジ損益 93百万円

その他 93百万円

繰延税金資産小計  1,017百万円

評価性引当額 　 －百万円

繰延税金資産合計  1,017百万円

（繰延税金負債）  

前払年金費用 △118百万円

繰延税金負債合計  △118百万円

繰延税金資産差引    898百万円

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

なった主要な項目別の内訳

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

なった主要な項目別の内訳

法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担

率との間の差異が法定実効税率の100分の5以下であ

るため注記を省略しております。

同左

（持分法損益等）

前事業年度
（自　平成18年４月１日

至　平成19年３月31日）

当事業年度
（自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日）

関連会社株式がないため、該当事項はありません。 同左

（関連当事者との取引）

前事業年度（自平成18年４月１日　至平成19年３月31日）

　　該当事項はありません。

当事業年度（自平成19年４月１日　至平成20年３月31日）

 　 該当事項はありません。
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（１株当たり情報）

前事業年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

当事業年度
（自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日）

１株当たり純資産額       765.96円

１株当たり当期純利益金額      146.06円

潜在株式調整後１株当たり当期純利益金

額
      145.41円

１株当たり純資産額       917.58円

１株当たり当期純利益金額     198.54円

潜在株式調整後１株当たり当期純利益金

額
     198.13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４月１日
至　平成19年３月31日）

当事業年度
（自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日）

１株当たり当期純利益金額   

当期純利益（百万円） 2,037 2,776

普通株主に帰属しない金額（百万円） － －

（うち利益処分による役員賞与金） － －

普通株式に係る当期純利益（百万円） 2,037 2,776

期中平均株式数（千株） 13,949 13,984

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（百万円） － －

　普通株式増加数（千株） 62 28

　（うち、新株予約権（千株）） 　　（62） （28） 

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

 ──────  ──────
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（重要な後発事象）

前事業年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

当事業年度
（自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日）

　──────── 　　平成20年２月29日開催の当社取締役会の決議に基づ

　き、次のように株式分割による新株式を発行しており

　ます。

　１．平成20年４月１日付けをもって普通株式１株につ

　　き２株に分割しております。

　（1）分割により増加する株式数

　　　 普通株式　　　14,680,000株

　（2）分割方法

　　　 平成20年３月31日最終の株主名簿に記載された株

　　 主の所有株式数を、１株につき２株の割合をもって

　　 分割しております。

　

　　　当該株式分割が前期首に行なわれたと仮定した場

　　合の前期における１株当りの情報及び当期首に行わ

　　れたと仮定した場合の当期における１株当たり情報

　　は、それぞれ以下のとおりとなります。

 

第29期 第30期 

 １株当たり純資産額
 　　　　　　　382.98円
 １株当たり当期純利益
　　　　　　　  73.03円
 潜在株式調整後
 １株当たり当期純利益
　　　　　　    72.71円

 １株当たり純資産額
　　　　　　　458.79円
 １株当たり当期純利益
　　　　　　　 99.27円
 潜在株式調整後
 １株当たり当期純利益
　　　　　　　 99.06円
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５．その他
(1）役員の異動

①　代表取締役の異動

  該当事項はありません。

②　その他の役員の異動

・新任監査役候補

    （常　勤）監査役　針木茂（現　内部監査室長）

・退任予定監査役

 　　(常　勤）監査役　湊田義人

 

③　就任予定日

　平成20年６月27日

 

(2）生産、受注及び販売の状況

 　　①生産実績

 　当事業年度の生産実績を事業の種類別に示すと、次のとおりであります。

 区分

当事業年度
（自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日）

 

 

前年同期比 （％）

 

 ペットフード部門（百万円） 5,847 109.6

 ペットトイレタリー部門（百万円） 4,122 118.4

 合計（百万円） 9,970 113.1

 （注）１．金額は製造原価によっております。

　　　　２．上記の金額には、消費税等は含まれておりません。

 

 ②受注状況

 当社は見込み生産を行っているため、該当事項はありません。

 

 　　　③仕入実績

 　当事業年度の仕入実績を事業の種類別に示すと、次のとおりであります。

 区分

当事業年度
（自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日）

 

 

前年同期比 （％）

 

 ペットフード部門（百万円） 7,906 112.0

 ペットトイレタリー部門（百万円） 4,164 122.6

 合計（百万円） 12,071 115.4

  （注） 上記の金額には、消費税等は含まれておりません

 

 　④販売実績

 当事業年度の販売実績を事業の種類別に示すと、次のとおりであります。

 区分

当事業年度
（自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日）

 

 

前年同期比 （％）

 

 ペットフード部門（百万円） 25,987 120.7

 ペットトイレタリー部門（百万円） 14,361 113.2

 合計（百万円） 40,349 118.0

  （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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