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1.  平成21年3月期第3四半期の業績（平成20年4月1日～平成20年12月31日） 

 

(2) 財政状態 

  

(1) 経営成績（累計） （％表示は対前年同四半期増減率）

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3四半期 3,359 ― 674 ― 683 ― 317 ―
20年3月期第3四半期 2,976 11.8 631 6.5 645 6.6 351 2.1

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3四半期 39.97 ―
20年3月期第3四半期 44.17 ―

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3四半期 5,117 4,152 80.2 522.45
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3四半期  4,152百万円 20年3月期  3,928百万円

2.  配当の状況 

（注）配当予想の当四半期における修正の有無  無   

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） 
（％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  有   

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 4,540 10.6 860 7.8 865 6.2 430 1.0 54.10

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  有  

[(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。]  

(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） 

[(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 会計基準等の改正に伴う変更 有
② ①以外の変更 無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 21年3月期第3四半期 7,950,000株 20年3月期 7,950,000株
② 期末自己株式数 21年3月期第3四半期 2,106株 20年3月期 1,707株
③ 期中平均株式数（四半期累計期間） 21年3月期第3四半期 7,947,894株 20年3月期第3四半期 7,948,665株

※ 業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
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。  



当第３四半期累計期間におけるわが国経済は、世界的な金融市場の混乱を背景に株価の急落及び為替の

急激な変動が一段と景気悪化を促す懸念材料となり、国内外需要の減速など実体経済の急激な冷え込みに

よる企業収益の大幅な減少、設備投資の抑制など悪化基調を強めており、また深刻化する雇用情勢におい

て高まる不安が個人消費を下振れさせる要因となるなど、景気は急速に後退局面を迎えております。 

このような状況のもと、美容業界におきましては、市場の成熟化や美容室軒数の動向など取り巻く環境

は依然として厳しく、消費低迷が懸念される今後においては、美容室をはじめメーカー及び販売代理店各

社の経営環境は一段と二極化が明確となる局面を迎えております。 

 当社におきましては、市場獲得競争が激化する環境での業容拡大に向け、顧客美容室の経営体質の強化

を営業基本方針に、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、客単価及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）を基盤とし、「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経営

計画を提案し「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、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、前期の横浜営業所に続く新たな営

業拠点といたしまして、７月に千葉営業所（千葉市中央区）を開設し、また新規代理店（東京都内）との

契約も締結しており、さらなる未開拓市場の活性化に取り組んでおります。 

 売上高の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、「コタ セラ」シリーズ、

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前年同期

比10.3％増と堅調に推移したこと、さらに今期５月に新製品として発売したカラー剤「グラフィカ」がお

客様からの高い支持を得ることができたことにより、ヘアスタイルの動向から依然として市場低迷してい

るパーマ剤の減少をカバーし、売上高全体としては前年同期を12.8％上回ることができました。 

費用面におきましては、新製品カラー剤の拡販へ向けた販促費及び出荷・配送業務にかかる物流コスト

など販売直接費の増加、また営業活動の体制強化（営業人員数の増加含む）に伴う人件費及びその他関連

費用の増加、さらには前期からの設備投資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14.1％の増加となりました。一方製造原価では、生産稼働率の上昇に加え、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29.3％の増加となりました。 

これらの結果、当第３四半期累計期間の業績としては、売上高3,359百万円、営業利益674百万円、経常

利益683百万円、四半期純利益317百万円となりました。 

  

(1) 資産、負債及び純資産の状況 

(総資産) 

当第３四半期会計期間末の総資産は、前事業年度末から182百万円増加し、5,177百万円となりました。

 主な要因といたしましては、現金及び預金292百万円、たな卸資産137百万円及び繰延税金資産73百万円

の増加に対し、有価証券207百万円及び投資有価証券77百万円の減少などによるものであります。 

(負債) 

当第３四半期会計期間末の負債合計は、前事業年度末から41百万円減少し、1,025百万円となりまし

た。 

 主な要因といたしましては、売上割戻引当金148百万円の増加に対し、未払金（その他流動負債）199百

万円の減少などによるものであります。 

(純資産) 

当第３四半期会計期間末の純資産は、前事業年度末から223百万円増加し、4,152百万円となりました。

 主な要因といたしましては、当第３四半期累計期間における四半期純利益317百万円の計上及び前期末

の剰余金処分による配当金の支払いなどによるものであります。これらの結果、自己資本比率は前事業年

度末に比べて1.6ポイント上昇し、80.2％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



(2) キャッシュ・フローの状況 

当第３四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84百万円増加

し、1,282百万円となりました。 

 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、288百万円となりました。 

 収入の主な要因としては、税引前四半期純利益554百万円及び減価償却費120百万円などであり、支出

の主な要因としては、たな卸資産の増加137百万円及び法人税等の支払い339百万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、△92百万円となりました。 

 これは、投資有価証券の売却及び償還による収入38百万円に対し、投資有価証券の取得による支出59

百万円及び有形固定資産の取得による支出63百万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、△111百万円となりました。 

 これは主に、配当金の支払いによる支出であります。 

  

世界的な金融市場の混乱を背景とした実体経済の多大な影響による景気悪化への不安が高まる中、株価

の暴落及び為替の急激な変動がさらに加速させる懸念材料となり、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、平成20年５月15日の決算発表の見通しより下記

数値に修正しております。修正の理由につきましては、売上高は堅調に推移しており、牽引しているトイ

レタリー・カラー剤について今後も大きな落込みはないと判断しており、当初より僅かですが上回る見込

みであります。そのことから限界利益が増加し、営業利益及び経常利益も当初を上回る見込みですが、当

第３四半期における特別損失（投資有価証券評価損128百万円）の発生により、当期純利益については当

初を下回り、ほぼ前期並みである430百万円を見込んでおります。 

  
                         （単位：百万円、％） 

 

  

(簡便な会計方針) 

① たな卸資産の評価方法 

当第３四半期会計期間末のたな卸高の算出に関しては、実地たな卸を省略し、当第２四半期会計期間

末の実地たな卸高を基礎として合理的な方法により算定する方法によっております。 

 また、たな卸資産の簿価切下げに関しては、収益性の低下が明らかなものについてのみ正味売却価額

を見積り、簿価切下げを行う方法によっております。 

3. 業績予想に関する定性的情報

当初見込額 修正後見込額 前期比

売上高 4,500 4,540 110.6

営業利益 819 860 107.8

経常利益 827 865 106.2

当期純利益 453 430 101.0

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 法人税等の計上基準 

法人税等の納付税額の算定に関しては、加味する加減算項目や税額控除項目を重要なものに限定する

方法によっております。 

(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。 

（追加情報） 

有形固定資産の耐用年数の変更 

法人税法の改正（所得税法の一部を改正する法律 平成20年４月30日 法律第23号）に伴い、法定耐用

年数及び資産区分が見直しされました。これにより、当社の機械装置については従来耐用年数を９年と

しておりましたが、第１四半期会計期間より８年に変更しております。 

(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



5.【四半期財務諸表】 
(1)【四半期貸借対照表】 

（単位：千円）

当第３四半期会計期間末 
(平成20年12月31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 517,834 225,544

受取手形 32,630 26,824

売掛金 795,672 830,184

有価証券 764,393 972,092

商品 30,047 11,135

製品 381,112 266,722

原材料 98,229 99,370

仕掛品 9,740 4,209

貯蔵品 19,052 19,206

その他 132,995 80,354

貸倒引当金 △748 △599

流動資産合計 2,780,960 2,535,046

固定資産   

有形固定資産   

建物（純額） 666,549 678,841

土地 901,739 901,739

その他（純額） 200,478 229,998

有形固定資産合計 1,768,767 1,810,579

無形固定資産 35,811 39,780

投資その他の資産   

投資有価証券 228,713 305,732

その他 363,453 304,261

投資その他の資産合計 592,166 609,994

固定資産合計 2,396,745 2,460,354

資産合計 5,177,705 4,995,400
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（単位：千円）

当第３四半期会計期間末 
(平成20年12月31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 65,566 93,238

未払法人税等 235,000 252,200

賞与引当金 － 55,722

役員賞与引当金 16,861 －

売上割戻引当金 148,359 －

その他 186,808 337,023

流動負債合計 652,594 738,184

固定負債   

役員退職慰労引当金 289,241 253,480

長期預り保証金 83,532 75,292

固定負債合計 372,773 328,772

負債合計 1,025,368 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 3,441,182 3,234,801

自己株式 △1,115 △833

株主資本合計 4,158,667 3,952,567

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △6,329 △24,123

評価・換算差額等合計 △6,329 △24,123

純資産合計 4,152,337 3,928,443

負債純資産合計 5,177,705 4,995,400
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(2)【四半期損益計算書】 
【第３四半期累計期間】 

（単位：千円）

当第３四半期累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年12月31日) 

売上高 3,359,109

売上原価 894,489

売上総利益 2,464,620

販売費及び一般管理費 1,789,906

営業利益 674,713

営業外収益  

受取利息 940

有価証券利息 5,062

受取配当金 2,419

その他 8,482

営業外収益合計 16,905

営業外費用  

たな卸資産廃棄損 6,156

賃貸費用 1,464

その他 501

営業外費用合計 8,121

経常利益 683,497

特別利益  

特別利益合計 －

特別損失  

固定資産除却損 578

投資有価証券評価損 128,455

特別損失合計 129,034

税引前四半期純利益 554,462

法人税、住民税及び事業税 322,557

法人税等調整額 △85,751

法人税等合計 236,805

四半期純利益 317,657
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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３四半期累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年12月31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 554,462

減価償却費 120,075

貸倒引当金の増減額（△は減少） 149

賞与引当金の増減額（△は減少） △55,722

役員賞与引当金の増減額（△は減少） 16,861

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 35,761

その他の引当金の増減額（△は減少） 141,490

受取利息及び受取配当金 △8,422

売上債権の増減額（△は増加） 28,659

たな卸資産の増減額（△は増加） △137,537

仕入債務の増減額（△は減少） △27,672

その他 △48,537

小計 619,568

利息及び配当金の受取額 8,422

法人税等の支払額 △339,757

営業活動によるキャッシュ・フロー 288,233

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 △59,173

投資有価証券の売却による収入 8,300

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 △63,722

その他 △7,975

投資活動によるキャッシュ・フロー △92,571

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 △110,789

財務活動によるキャッシュ・フロー △111,071

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 84,591

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 1,282,228

コタ㈱（4923）平成21年３月期第３四半期決算短信

－9－



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) 四半期損益計算書 

 
  

(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

前年同四半期累計期間

（自 平成19年４月１日 

  至 平成19年12月31日)

金額（千円）

Ⅰ 売上高 2,976,713

Ⅱ 売上原価 775,866

  売上総利益 2,200,847

Ⅲ 販売費及び一般管理費 1,569,138

  営業利益 631,708

Ⅳ 営業外収益 23,864

Ⅴ 営業外費用 9,706

  経常利益 645,866

Ⅵ 特別利益 96

Ⅶ 特別損失 30,027

 税引前四半期純利益 615,935

 法人税、住民税及び事業税 306,795

 法人税等調整額 △41,933

 四半期純利益 351,073



(2) 四半期キャッシュ・フロー計算書 

 
  

前年同四半期累計期間

(自 平成19年４月１日

至 平成19年12月31日)

区分 金額(千円)

Ⅰ 営業活動によるキャッシュ・フロー

 １ 税引前四半期純利益 615,935

 ２ 減価償却費 101,058

 ３ 減損損失 16,263

 ４ 投資有価証券売却益 △1,631

 ５ 投資有価証券評価損 13,588

 ６ 固定資産除却損 174

 ７ 貸倒引当金の減少額 △84

 ８ 賞与引当金の減少額 △49,648

 ９ 役員賞与引当金の増加額 19,426

 10 役員退職慰労引当金の増加額 26,200

 11 販売奨励引当金の増加額 124,213

 12 受取利息及び受取配当金 △14,994

 13 売上債権の減少額 67,924

 14 たな卸資産の増加額 △38,321

 15 仕入債務の減少額 △29,086

 16 その他 △123,882

小計 727,135

 17 利息及び配当金の受取額 14,979

 18 法人税等の支払額 △336,595

   営業活動によるキャッシュ・フロー 405,519

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 △218,361

 ２ 投資有価証券の売却による収入 109,591

 ３ 投資有価証券の償還による収入 61,609

 ４ 有形固定資産の取得による支出 △268,466

 ５ その他 8,594

   投資活動によるキャッシュ・フロー △307,031

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減少額 △12,275

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四半期末残高 1,122,443



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12月31日)

(自 平成20年４月１日 
至 平成20年12月31日)

金額 構成比 金額 構成比

トイレタリー 1,764,907 64.4 1,718,137 52.7

整髪料 596,695 21.8 551,197 16.9

カラー剤 180,148 6.6 701,391 21.5

育毛剤 73,497 2.7 112,818 3.5

パーマ剤 123,584 4.5 176,852 5.4

合 計 2,738,833 100.0 3,260,398 100.0

(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12月31日)

(自 平成20年４月１日 
至 平成20年12月31日)

金額 構成比 金額 構成比

商 品 94,553 100.0 121,248 100.0

合 計 94,553 100.0 121,248 100.0

(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12月31日)

(自 平成20年４月１日 
至 平成20年12月31日)

金額 構成比 金額 構成比

トイレタリー 8,834 10.3 4,810 2.3

整髪料 24,133 28.0 28,117 13.7

カラー剤 32,757 38.1 142,727 69.4

育毛剤 6,543 7.6 10,649 5.2

パーマ剤 13,771 16.0 19,365 9.4

合 計 86,040 100.0 205,672 100.0



(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12月31日)

(自 平成20年４月１日 
至 平成20年12月31日)

金額 構成比 金額 構成比

トイレタリー 1,736,475 58.3 1,915,818 57.0

製 整髪料 635,532 21.4 633,867 18.9

カラー剤 232,043 7.8 414,768 12.3

品 育毛剤 107,606 3.6 134,285 4.0

パーマ剤 151,295 5.1 144,270 4.3

小 計 2,862,953 96.2 3,243,010 96.5

商 品 111,697 3.7 107,158 3.2

受取販売手数料 2,061 0.1 8,940 0.3

合 計 2,976,713 100.0 3,359,109 100.0
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