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(％表示は対前年同四半期増減率) 

  

 
  

 
    

   

 

 
  

 
(注) 配当予想の当四半期における修正の有無 ： 無 

  

(％表示は、対前期増減率) 

 
(注) 業績予想数値の当四半期における修正の有無 ： 無 
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1. 平成21年３月期第２四半期の業績（平成20年４月１日～平成20年９月30日）

 (1) 経営成績(累計)

売上高 営業利益 経常利益 四半期純利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

21年３月期第２四半期 1,828 ― 177 ― 183 ― 73 ―
20年３月期第２四半期 1,607 10.0 194 2.6 204 3.7 97 2.3

１株当たり 
四半期純利益

潜在株式調整後
１株当たり 
四半期純利益

円 銭 円 銭

21年３月期第２四半期 9 25 ― ―

20年３月期第２四半期 12 30 ― ―

 (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

21年３月期第２四半期 4,699 3,897 82.9 490 39

20年３月期 4,995 3,928 78.6 494 25

(参考) 自己資本 21年３月期第２四半期 3,897百万円 20年３月期 3,928百万円

2. 配当の状況

１株当たり配当金

(基準日) 第１四半期末 第２四半期末 第３四半期末 期末 年間

円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭

20年３月期 ― 0 00 ― 14 00 14 00

21年３月期 ― 0 00 ――― ――― ―――

21年３月期(予想) ――― ――― ― 15 00 15 00

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）

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

通  期 4,500 9.6 819 2.7 827 1.6 453 6.5 57 08
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  [(注) 詳細は、４ページ【定性的情報・財務諸表等】 4. その他をご覧ください。] 

(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） 

 
 ② 期末自己株式数 

 
 ③ 期中平均株式数（四半期累計期間） 

 
  

※ 業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 

(1) 上記に記載した予想数値は、現時点で入手可能な情報に基づき作成したものであり、実際の業績等は、今後様々な

要因により予想数値と異なる可能性があります。なお、上記予想に関する事項については４ページ【定性的情報・

財務諸表等】「３．業績予想に関する定性的情報」をご覧下さい。 

(2) 当事業年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」(企業会計基準第12号)及び「四半期財務諸表に関する会計基

準の適用指針」(企業会計基準適用指針第14号)を適用しております。また、「四半期財務諸表等規則」に従い四半

期財務諸表を作成しております。 

  
  

4. その他

(1) 簡便な会計処理及び四半期財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 ： 無

(2) 四半期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（四半期財務諸表作成のための

基本となる重要な事項等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 ： 無

21年３月期第２四半期 7,950,000株 20年３月期 7,950,000株

21年３月期第２四半期 2,106株 20年３月期 1,707株

21年３月期第２四半期 7,947,894株 20年３月期第２四半期 7,948,665株
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当第２四半期累計期間におけるわが国経済は、米国発のサブプライム問題を起点とした金融市場の混乱

を背景に、株価の急落及び円高の急進が一気に景気悪化へと導く懸念材料となり、世界的な金融不安に加

え、エネルギー・原材料価格の高騰等による設備投資や個人消費の鈍化もあり、先行きの展望にも不透明

感さを残す状況が続きました。 

このような状況のもと当社では、顧客美容室の経営体質の強化へ向け、自社開発による美容室専用の経

営分析システム「旬報店システム」（売上高、総客数、客単価び来店サイクルなどのあらゆる経営データ

を基に分析を行うシステム。）を基盤に、「レッツプラン」と称する「将来ビジョン・現状分析による課

題・生産性の向上」を基本施策に組み入れた事業計画を提案し、「売上至上型」から「利益重視型経営」

へ向けての支援活動に取り組んでまいりました。 

 また、当社課題の一つである首都圏市場におけるシェア拡大へ向けては、昨年の横浜営業所の開設に続

く新たな営業拠点といたしまして、今年の７月に千葉営業所（千葉市中央区）を開設しており、さらなる

未開拓市場の活性化に邁進していく所存でございます。 

 売上状況といたしましては、主幹である「コタ アイケア」シリーズを中心に、スキャルプケア製品

（医薬部外品）「コタ セラ」シリーズや昨年８月に発売した業務用及びホームケア用トリートメント

「コタ クオリア」シリーズなどのトイレタリー製品が堅調に推移したこと、さらに今年５月に発売した

カラー剤「グラフィカ」83色に対するお客様からの支持を得たこともあり、全体売上としては前年同期を

上回ることができました。 

費用面におきましては、トイレタリー製品をはじめ新製品カラー剤の拡販へ向けた販促費や見本費及び

出荷・配送業務に掛かる物流コストなどによる販売直接費の増加、また営業活動における体制強化に伴う

人件費及びその他関連費用の増加、さらには設備投資の拡大による減価償却費の増加などの影響により、

販売費及び一般管理費は前年同期比16.3％の増加となりました。一方製造原価では、生産増に加え、仕入

価格の高騰などの影響から原材料費が増加し、また、必要人員の拡大に伴う労務費の増加や危険物倉庫の

建設及び新製品関連の金型などによる減価償却費の増加の影響もあり、前年同期比32.8％の増加となりま

した。 

これらの結果、当第２四半期累計期間の業績としては、売上高1,828百万円、営業利益177百万円、経常

利益183百万円、四半期純利益73百万円となりました。 

  

(1) 資産、負債及び純資産の状況 

(総資産) 

当第２四半期末の総資産は、前事業年度末から296百万円減少し、4,699百万円となりました。 

 主な要因としては、流動資産における売掛金414百万円及び有価証券228百万円の減少、現預金123百万

円及びたな卸資産209百万円の増加などによるものであります。 

(負債) 

当第２四半期末の負債合計は、前事業年度末から265百万円減少し、801百万円となりました。 

 主な要因としては、流動負債における未払金203百万円及び未払法人税等153百万円の減少、売上割戻引

当金68百万円の増加などによるものであります。 

(純資産) 

当第２四半期末の純資産は、前事業年度末から30百万円減少し、3,897百万円となりました。 

 主な要因としては、当第２四半期累計期間における四半期純利益73百万円を計上しておりますが、前期

末の剰余金処分による配当金の支払いにより減少いたしました。これらの結果、自己資本比率は前事業年

度末に比べて4.3ポイント改善し、82.9％となりました。 

  

【定性的情報・財務諸表等】

1. 経営成績に関する定性的情報

2. 財政状態に関する定性的情報
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(2) キャッシュ・フローの状況 

当第２四半期末における現金及び現金同等物(以下「資金」という)は、前事業年度末より104百万円減

少し、1,092百万円となりました。 

 各活動別のキャッシュ・フローの状況は次のとおりであります。 

① 営業活動によるキャッシュ・フローは、80百万円となりました。 

 収入の主な要因は、税引前四半期純利益126百万円及び売上債権の減少414百万円であり、支出の主な

要因は、たな卸資産の増加209百万円及び法人税等の支払い248百万円などによるものであります。 

② 投資活動によるキャッシュ・フローは、△74百万円となりました。 

 これは、投資有価証券の償還による収入30百万円に対し、投資有価証券の取得による支出42百万円及

び有形固定資産の取得による支出53百万円などによるものであります。 

③ 財務活動によるキャッシュ・フローは、△110百万円となりました。 

 これは、配当金の支払いなどによる支出であります。 

  

金融不安による景気減速への不安や原材料価格の高騰による物価上昇リスクの存在、さらには社会保障

問題・税制改正問題など、将来の生活への不安が高まる中、個人消費の減退懸念もあり、経営環境は一段

と厳しさを増すものと思われます。 

 当業界におきましても、市場の成熟化や美容室軒数の動向・地域格差問題などを背景に市場はさらに厳

しい環境へと進み、美容室をはじめメーカー各社や販売代理店の経営業績にも大きな影響を及ぼすものと

考えられます。 

 このような環境のもと、当社の営業基本スタイルである提案営業（コンサルティングセールス）が、今

後においても大きな力を発揮するものと考えており、顧客からの信頼をさらに高め、当社の優位性をより

一層強化できるものと確信しております。 

 なお、平成21年３月期の通期業績予想におきましては、現時点では平成20年５月15日の決算発表の見通

しより変更はございません。 

 但し、業績予想を見直す必要が生じた場合には、速やかに開示する予定であります。 

  

(簡便な会計方針) 

 該当事項はありません。 

  

(四半期財務諸表の作成に特有の会計処理) 

 該当事項はありません。 

  

① 「四半期財務諸表に関する会計基準」の適用 

当事業年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第12号）及び「四半期財務諸表

に関する適用基準」（企業会計基準適用指針第14号）を適用しております。また、「四半期財務諸表等

規則」に従い四半期財務諸表を作成しております。 

  

② たな卸資産の評価基準及び評価方法の変更 

通常の販売目的で保有するたな卸資産については、従来、主として総平均法による原価法によってお

りましたが、当第１四半期会計期間より「棚卸資産の評価に関する会計基準」（企業会計基準第9号 平

成18年7月5日）が適用されたことに伴い、主として総平均法による原価法（貸借対照表価額については

収益性の低下に基づく簿価切下げの方法）により算定しております。 

 なお、これによる影響額はありません。 

  

3. 業績予想に関する定性的情報

4. その他

(1) 簡便な会計処理及び四半期財務諸表の作成に特有の会計処理の適用

(2) 四半期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
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5. 【四半期財務諸表】

(1)【四半期貸借対照表】 

（単位：千円） 

当第２四半期会計期間末 
(平成20年９月30日) 

前事業年度末に係る 
要約貸借対照表 
(平成20年３月31日) 

資産の部 

流動資産 

現金及び預金 349,051 225,544 

受取手形 27,157 26,824 

売掛金 415,685 830,184 

有価証券 743,618 972,092 

商品 31,545 11,135 

製品 451,735 266,722 

原材料 104,293 99,370 

仕掛品 4,138 4,209 

貯蔵品 18,850 19,206 

その他 115,476 80,354 

貸倒引当金 △360 △599 

流動資産合計 2,261,191 2,535,046 

固定資産 

有形固定資産 

建物（純額） 675,977 678,841 

土地 901,739 901,739 

その他（純額） 213,373 229,998 

有形固定資産合計 1,791,090 1,810,579 

無形固定資産 40,331 39,780 

投資その他の資産 

投資有価証券 273,727 305,732 

その他 332,842 304,261 

投資その他の資産合計 606,569 609,994 

固定資産合計 2,437,990 2,460,354 

資産合計 4,699,182 4,995,400 

コタ㈱(4923)平成21年3月期　第２四半期決算短信
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（単位：千円） 

当第２四半期会計期間末 
(平成20年９月30日) 

前事業年度末に係る 
要約貸借対照表 
(平成20年３月31日) 

負債の部 

流動負債 

買掛金 93,905 93,238 

未払法人税等 99,000 252,200 

賞与引当金 63,159 55,722 

役員賞与引当金 11,242 － 

売上割戻引当金 68,680 － 

その他 105,758 337,023 

流動負債合計 441,745 738,184 

固定負債 

役員退職慰労引当金 277,322 253,480 

長期預り保証金 82,532 75,292 

固定負債合計 359,854 328,772 

負債合計 801,599 1,066,956 

純資産の部 

株主資本 

資本金 387,800 387,800 

資本剰余金 330,800 330,800 

利益剰余金 3,197,080 3,234,801 

自己株式 △1,115 △833 

株主資本合計 3,914,564 3,952,567 

評価・換算差額等 

その他有価証券評価差額金 △16,981 △24,123 

評価・換算差額等合計 △16,981 △24,123 

純資産合計 3,897,582 3,928,443 

負債純資産合計 4,699,182 4,995,400 
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(2)【四半期損益計算書】

【第２四半期累計期間】 

（単位：千円） 

当第２四半期累計期間 
(自 平成20年４月１日 
至 平成20年９月30日) 

売上高 1,828,184 

売上原価 498,586 

売上総利益 1,329,598 

販売費及び一般管理費 1,152,032 

営業利益 177,565 

営業外収益 

受取利息 591 

有価証券利息 3,657 

受取配当金 1,679 

その他 6,065 

営業外収益合計 11,994 

営業外費用 

たな卸資産廃棄損 4,541 

賃貸費用 1,081 

その他 164 

営業外費用合計 5,787 

経常利益 183,772 

特別利益 

貸倒引当金戻入額 239 

特別利益合計 239 

特別損失 

固定資産除却損 433 

投資有価証券評価損 56,935 

特別損失合計 57,368 

税引前四半期純利益 126,643 

法人税、住民税及び事業税 95,335 

法人税等調整額 △42,246 

法人税等合計 53,088 

四半期純利益 73,554 
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(3)【四半期キャッシュ・フロー計算書】 

（単位：千円） 

当第２四半期累計期間 
(自 平成20年４月１日 
至 平成20年９月30日) 

営業活動によるキャッシュ・フロー 

税引前四半期純利益 126,643 

減価償却費 78,393 

貸倒引当金の増減額（△は減少） △239 

賞与引当金の増減額（△は減少） 7,437 

役員賞与引当金の増減額（△は減少） 11,242 

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 23,842 

その他の引当金の増減額（△は減少） 66,246 

受取利息及び受取配当金 △5,928 

売上債権の増減額（△は増加） 414,144 

たな卸資産の増減額（△は増加） △209,918 

仕入債務の増減額（△は減少） 666 

その他 △189,202 

小計 323,325 

利息及び配当金の受取額 5,928 

法人税等の支払額 △248,535 

営業活動によるキャッシュ・フロー 80,719 

投資活動によるキャッシュ・フロー 

投資有価証券の取得による支出 △42,972 

投資有価証券の償還による収入 30,000 

有形固定資産の取得による支出 △53,736 

その他 △8,040 

投資活動によるキャッシュ・フロー △74,749 

財務活動によるキャッシュ・フロー 

自己株式の取得による支出 △281 

配当金の支払額 △110,655 

財務活動によるキャッシュ・フロー △110,937 

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △104,967 

現金及び現金同等物の期首残高 1,197,637 

現金及び現金同等物の四半期末残高 1,092,669 
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当事業年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」(企業会計基準第12号)及び「四半期財務諸表に関

する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第14号)を適用しております。また、「四半期財務諸表

等規則」に従い、四半期財務諸表を作成しております。 

  

該当事項なし 

  

該当事項なし 

  

前年同四半期に係る財務諸表 

(1) 中間損益計算書 

 
  

(4) 継続企業の前提に関する注記

(5) 株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記

「参考資料」

科 目

前中間会計期間

（自 平成19年４月１日 

  至 平成19年９月30日)

金額（千円）

Ⅰ 売上高 1,607,464

Ⅱ 売上原価 422,601

  売上総利益 1,184,863

Ⅲ 販売費及び一般管理費 990,462

  営業利益 194,401

Ⅳ 営業外収益 17,112

Ⅴ 営業外費用 6,938

  経常利益 204,574

Ⅵ 特別利益 153

Ⅶ 特別損失 29,852

 税引前中間純利益 174,875

 法人税、住民税及び事業税 111,124

 法人税等調整額 △34,053

 中間純利益 97,803
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(2) 中間キャッシュ・フロー計算書 

 
  

前中間会計期間

(自 平成19年４月１日

至 平成19年９月30日)

区分 金額(千円)

Ⅰ 営業活動による 

  キャッシュ・フロー

 １ 税引前中間純利益 174,875

 ２ 減価償却費 62,584

 ３ 減損損失 16,263

 ４ 投資有価証券売却益 △607

 ５ 投資有価証券評価損 13,588

 ６ 貸倒引当金の減少額 △153

 ７ 賞与引当金の増加額 4,824

 ８ 役員賞与引当金の増加額 12,952

 ９ 役員退職慰労引当金の増加額 17,500

 10 販売奨励引当金の増加額 61,692

 11 受取利息及び受取配当金 △11,252

 12 売上債権の減少額 303,316

 13 たな卸資産の増加額 △112,294

 14 仕入債務の減少額 △16,972

 15 その他 △201,521

小計 324,794

 16 利息及び配当金の受取額 11,252

 17 法人税等の支払額 △225,924

   営業活動による 

   キャッシュ・フロー
110,122

Ⅱ 投資活動による

  キャッシュ・フロー

 １ 投資有価証券の取得による支出 △86,395

 ２ 投資有価証券の売却による収入 6,339

 ３ 投資有価証券の償還による収入 31,536

 ４ 有形固定資産の取得による支出 △168,988

 ５ その他 △8,195

   投資活動による 

   キャッシュ・フロー
△225,703

Ⅲ 財務活動による

  キャッシュ・フロー

 １ 配当金の支払額 △110,762

   財務活動による 

   キャッシュ・フロー
△110,762

Ⅳ 現金及び現金同等物の増減額 △226,343

Ⅴ 現金及び現金同等物の 

  期首残高
1,134,718

Ⅵ 現金及び現金同等物の 

  中間期末残高
908,374
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生産、受注及び販売の状況 

(単位：千円、％) 

 
(注) 上記金額は「生産本数×代理店納入価」により算出しており、消費税等は含まれておりません。 

  

(単位：千円、％) 

 
(注) 上記金額は実際仕入高であり、消費税等は含まれておりません。 

  

(単位：千円、％) 

 
(注) 上記金額は外注加工費であり、消費税等は含まれておりません。 

  

6. その他の情報

(1) 生産実績

製品区分

前年同四半期累計期間 当四半期累計期間

(自 平成19年４月１日
至 平成19年９月30日)

(自 平成20年４月１日 
至 平成20年９月30日)

金額 構成比 金額 構成比

トイレタリー 1,104,649 63.1 1,070,310 49.4

整髪料 387,549 22.1 410,059 19.0

カラー剤 104,830 6.0 478,880 22.1

育毛剤 51,177 2.9 68,970 3.2

パーマ剤 102,932 5.9 136,641 6.3

合 計 1,751,139 100.0 2,164,862 100.0

(2) 商品仕入実績

区 分

前年同四半期累計期間 当四半期累計期間

(自 平成19年４月１日
至 平成19年９月30日)

(自 平成20年４月１日 
至 平成20年９月30日)

金額 構成比 金額 構成比

商 品 58,714 100.0 94,238 100.0

合 計 58,714 100.0 94,238 100.0

(3) 外注実績

製品区分

前年同四半期累計期間 当四半期累計期間

(自 平成19年４月１日
至 平成19年９月30日)

(自 平成20年４月１日 
至 平成20年９月30日)

金額 構成比 金額 構成比

トイレタリー 7,061 12.9 2,846 2.0

整髪料 14,833 27.0 18,588 13.4

カラー剤 18,313 33.4 97,330 69.9

育毛剤 5,338 9.7 6,814 4.9

パーマ剤 9,301 17.0 13,630 9.8

合 計 54,847 100.0 139,210 100.0
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(単位：千円、％) 

 
(注) 上記金額には消費税等は含まれておりません。 

  

  

  

  

  

  

(4) 販売実績

製品区分

前年同四半期累計期間 当四半期累計期間

(自 平成19年４月１日
至 平成19年９月30日)

(自 平成20年４月１日 
至 平成20年９月30日)

金額 構成比 金額 構成比

トイレタリー 903,714 56.2 963,998 52.7

製 整髪料 347,212 21.6 322,844 17.7

カラー剤 141,010 8.8 304,204 16.6

品 育毛剤 52,722 3.3 70,903 3.9

パーマ剤 91,421 5.7 89,778 4.9

小 計 1,536,081 95.6 1,751,729 95.8

商 品 70,264 4.4 73,562 4.0

受取販売手数料 1,118 0.0 2,892 0.2

合 計 1,607,464 100.0 1,828,184 100.0
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