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1.  21年3月期の連結業績（平成20年4月1日～平成21年3月31日） 

 

(2) 連結財政状態 

 

(3) 連結キャッシュ・フローの状況 

  

(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 ％

21年3月期 178,121 △1.2 12,303 △19.0 12,017 △19.1 4,742 △31.3
20年3月期 180,222 2.2 15,187 10.6 14,854 4.0 6,900 0.1

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 ％ ％ ％

21年3月期 81.55 ― 4.8 7.1 6.9
20年3月期 115.50 ― 7.0 8.6 8.4

（参考） 持分法投資損益 21年3月期  ―百万円 20年3月期  ―百万円

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 166,920 104,468 59.1 1,699.92
20年3月期 172,128 105,048 58.1 1,693.55

（参考） 自己資本   21年3月期  98,676百万円 20年3月期  100,000百万円

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

21年3月期 8,927 1,865 △5,183 39,066
20年3月期 14,817 △5,331 △6,800 34,093

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
（連結）

純資産配当
率（連結）（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 百万円 ％ ％

20年3月期 ― 20.00 ― 20.00 40.00 2,381 34.6 2.4
21年3月期 ― 20.00 ― 20.00 40.00 2,321 49.0 2.4
22年3月期 

（予想）
― 20.00 ― 20.00 40.00 39.4

3.  22年3月期の連結業績予想（平成21年4月1日～平成22年3月31日） 
（％表示は通期は対前期、第2四半期連結累計期間は対前年同四半期増減率）

 

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

第2四半期 
連結累計期間

88,700 0.3 4,700 2.1 4,800 △1.5 1,800 13.7 31.01

通期 180,000 1.1 12,500 1.6 12,600 4.8 5,900 24.4 101.64
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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） 

（注） 詳細は、16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」、及び17ページ「表示方法の変更」をご覧ください。 

(3) 発行済株式数（普通株式） 

（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、20ページ「１株当たり情報」をご覧ください。 

① 会計基準等の改正に伴う変更 有
② ①以外の変更 有

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 21年3月期 60,592,541株 20年3月期 60,592,541株
② 期末自己株式数 21年3月期  2,544,823株 20年3月期  1,544,258株

（参考）個別業績の概要 

1.  21年3月期の個別業績（平成20年4月1日～平成21年3月31日） 

 

(2) 個別財政状態 

  

(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 ％

21年3月期 87,895 △1.3 589 △80.5 2,617 △36.0 1,381 △53.4
20年3月期 89,093 1.5 3,029 △9.2 4,088 △28.4 2,963 △16.6

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
円 銭 円 銭

21年3月期 23.75 ―
20年3月期 49.60 ―

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 113,857 70,819 62.2 1,220.02
20年3月期 118,505 74,293 62.7 1,258.19

（参考） 自己資本 21年3月期  70,819百万円 20年3月期  74,293百万円

※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） 
 本資料に記載されている業績見通し等の将来に関する記述は、当社が発表日現在入手している情報及び合理的であると判断する一定の前提に基づい
ており、実際の業績等は経済情勢の変動等に伴うリスクや様々な不確定要因により大きく異なる可能性があります。業績予想の前提となる仮定等につい
ては、「１．経営成績 １．経営成績に関する分析」をご覧下さい。 
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１．経営成績

１．経営成績に関する分析 

(1）当期の経営成績 

① 概況 

当期における日本経済は、海外における金融危機を発端とする世界経済の減速に伴い、企業収益が大幅に減少

し、また、先行き不透明感の広がりにより個人消費にも影響が及ぶなど、景気は大幅に悪化しました。化粧品業

界におきましては、平成20年度の経済産業省化粧品出荷統計（暦年）によりますと、販売個数、販売金額ともに

減少しました。 

このような市場環境の中、当社グループは、独自のブランドマーケティングを進化させ、多様化する市場や生

活者ニーズに柔軟に対応するとともに、経営資源の 適配分を推進し、経営効率の向上と収益力の強化に取り組

んでまいりました。  

当期の業績につきましては、景況感の悪化に伴い個人消費が弱まったことや円高の影響もあり、売上高は

178,121百万円（前年同期比1.2％減）となりました。なお、海外売上高の為替の影響を除くと前年同期比0.2％

減となります。 

海外売上高は、中国などアジアが伸長したことにより19,103百万円（同4.0％増）となり、連結売上高に占め

る割合は10.7％となりました。 

利益につきましては、売上原価率の上昇や本社移転関連費用等の発生もあり、営業利益は12,303百万円（同

19.0％減）、経常利益は12,017百万円（同19.1％減）、当期純利益は4,742百万円（同31.3％減）となりまし

た。 

  

② セグメント別の状況 

(a）化粧品事業 

事業区分 

平成20年３月期 平成21年３月期
増減額 

（百万円） 
増減率
（％） 金額

（百万円） 
構成比
（％） 

金額
（百万円） 

構成比 
（％） 

化粧品  134,139  74.4  132,517  74.4  △1,622  △1.2

コスメタリー  43,559  24.2  43,821  24.6  262  0.6

その他  2,524  1.4  1,782  1.0  △741  △29.4

売上高計  180,222  100.0  178,121  100.0  △2,101  △1.2

区分 

平成20年３月期 平成21年３月期
増減額 

（百万円） 
増減率
（％） 金額

（百万円） 
売上比
（％） 

金額
（百万円） 

売上比 
（％） 

営業利益  15,187  8.4  12,303  6.9  △2,884  △19.0

経常利益  14,854  8.2  12,017  6.7  △2,837  △19.1

当期純利益  6,900  3.8  4,742  2.7  △2,157  △31.3

事業区分 平成20年３月期 平成21年３月期 増減額 
増減率
（％） 

外部顧客に対する売上高 百万円  134,139  132,517  △1,622  △1.2

セグメント間の売上高 百万円  17 －  －  －

売上高計 百万円  134,156  132,517  －  －

営業利益 百万円  16,198  14,572  △1,625  △10.0

営業利益率 ％  12.1  11.0  －  －

－ 3 －



化粧品事業は、国内では、化粧品専門店や百貨店で扱う高級ブランドの育成に努めたほか、「雪肌精シュー

プレム」の発売や、「インフィニティ」取扱店舗の拡大など、カウンセリング販売に力を注ぎました。しかし

ながら、これらの注力ブランドや「ジルスチュアート」などは好調に推移したものの、幅広いチャネルで展開

する主要ブランドではメイクアップ製品等の売上が減少し、全体として厳しい結果となりました。 

海外においては、台湾と香港に「ジルスチュアート」を導入するなど、ブランド展開の強化を図ったほか、

中国では専門店チャネルの拡大にむけての取り組みを開始し、業績を拡大しました。 

これらの結果、売上高は132,517百万円（前年同期比1.2％減）、営業利益は14,572百万円（同10.0％減）と

なりました。 

  

（当期の主な新製品）「コスメデコルテ ＡＱ」（ポイントメイク） 

「インフィニティ」（スキンケア） 

「雪肌精シュープレム」（スキンケア） 

(b）コスメタリー事業 

コスメタリー事業は、主力となるブランドのリニューアルや積極的な広告宣伝・販売促進活動の実施によ

り、ブランドの活性化を図りました。また、新たなスキンケアブランド「ネイチャー アンド コー」を導入

するなど、顧客の拡大にも努めました。 

これらの結果、取引店改革に伴う影響があったものの、売上高は43,821百万円（前年同期比0.6％増）、営

業利益は、営業費用の増加もあり136百万円（同90.2％減）となりました。 

  

（当期の主な新製品）「ハッピーバスデイ プレシャスローズ」（バス・ボディケア） 

「ネイチャー アンド コー」（スキンケア） 

「ソフティモ さらさらパウダーシート」 

(c）その他の事業 

その他の事業は、代理店販売を中心とする特需部門の売上高が増加しましたが、相手先ブランド製品に関す

る受注生産の受託高が減少しました。 

これらの結果、前期に子会社２社を売却したこともあり、売上高は1,782百万円（前年同期比29.4％減）、

営業利益は444百万円（同10.6％増）となりました。 

事業区分 平成20年３月期 平成21年３月期 増減額 
増減率
（％） 

外部顧客に対する売上高 百万円  43,559  43,821  262  0.6

セグメント間の売上高 百万円 －  0  －  －

売上高計 百万円  43,559  43,821  －  －

営業利益 百万円  1,383  136  △1,247  △90.2

営業利益率 ％  3.2  0.3  －  －

事業区分 平成20年３月期 平成21年３月期 増減額 
増減率
（％） 

外部顧客に対する売上高 百万円  2,524  1,782  △741  △29.4

セグメント間の売上高 百万円  2,356  2,412  －  －

売上高計 百万円  4,881  4,195  －  －

営業利益 百万円  401  444  42  10.6

営業利益率 ％  8.2  10.6  －  －
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(2）次期の見通し 

 当社グループは、先に掲げた中期経営方針（「３．経営方針」を参照）に基づき、４つの経営の柱を掲げ、経営

改革に取り組んでまいりました。「国内化粧品ビジネスの再構築」については、既存の重点ブランドの育成に加

え、新たなカウンセリングブランドを発売するなど、ブランドポートフォリオの 適化に努めました。また、取引

店の精鋭化への取り組みと併せサポートセンターを開設し、事業効率の向上を図りました。「海外ビジネスの強

化」については、グローバルブランドとしての育成を目指す中核ブランドの導入国拡大を図った他、新たな販路の

開拓にも着手しました。「新たな事業領域への取り組み」「企業力の強化」についても継続的に推進してまいりま

した。今後も引き続き、独自のブランドマーケティングを進化させ、多様化する市場や生活者ニーズに柔軟に対応

するとともに、経営資源の 適配分を推進し経営効率の向上と収益力の強化を図ってまいります。 

 次期の見通しに関しましては、景気は当面悪化を続ける可能性が高く、個人消費の低迷も懸念されております。

また、本年１～２月の経済産業省化粧品出荷統計（速報ベース）による販売金額も、前年同期に比べ減少して推移

しております。 

 当社グループは、このような環境下におきましても、得意とする高付加価値化粧品のブランド価値とカウンセリ

ング力を高め、取引店の精鋭化及び営業・販売体制の強化を進めると同時に、引き続き全社的な業務改革を推進

し、企業力の強化を図ってまいります。 

 これらの状況を踏まえ、業績につきましては、売上高180,000百万円（前年同期比1.1％増）、営業利益12,500百

万円（同1.6％増）、経常利益12,600百万円（同4.8％増）、当期純利益5,900百万円（同24.4％増）を予想してお

ります。事業の種類別セグメントの見通しは次表の通りです。また、設備投資4,600百万円、減価償却費5,700百万

円を見込んでおります。 

  

 なお、当社グループは、経営環境の変化に柔軟に対応し、より迅速な意思決定を行うため、毎年、直前事業年度

の業績等を踏まえて次年度以降３ヵ年の中期経営計画の見直し策定を行っております。しかしながら、現在の経済

環境下では、景気の変動が大きく事業環境の不確実性が高まっていることから、初年度の業績予想値のみを公表し

ております。    

  

※主要な為替レートにつきましては、92円／米ドル、2.8円／台湾ドル、13.4円／中国元を想定しています。 

事業区分 

平成21年３月期 平成22年３月期
増減額 

（百万円） 
増減率
（％） 金額

（百万円） 
構成比
（％） 

金額
（百万円） 

構成比 
（％） 

化粧品  132,517  74.4  133,100  74.0  582  0.4

コスメタリー  43,821  24.6  45,400  25.2  1,578  3.6

その他  1,782  1.0  1,500  0.8  △282  △15.9

売上高計  178,121  100.0  180,000  100.0  1,878  1.1

区分 

平成21年３月期 平成22年３月期
増減額 

（百万円） 
増減率
（％） 金額

（百万円） 
売上比
（％） 

金額
（百万円） 

売上比 
（％） 

営業利益  12,303  6.9  12,500  6.9  196  1.6

経常利益  12,017  6.7  12,600  7.0  582  4.8

当期純利益  4,742  2.7  5,900  3.3  1,157  24.4

－ 5 －



２．財政状態に関する分析 

(1）資産、負債及び純資産の状況 

 当期末の流動比率は270.9％、当座比率は194.5％であり、前期末に比べそれぞれ20.6ポイントの増加、13.4ポ

イントの増加となりました。主な理由は下記のとおりであります。 

 資産は、前期末に比べ5,207百万円の減少となりました。現金及び預金の増加2,680百万円、受取手形及び売掛

金の減少691百万円、有価証券の減少2,340百万円により当座資産は351百万円減少し、有形固定資産の増加464百

万円、無形固定資産の減少542百万円、投資その他の資産の減少5,388百万円等により固定資産が5,466百万円減

少いたしました。 

 負債は、前期末に比べ4,627百万円の減少となりました。未払法人税等の減少1,733百万円、未払金の減少624

百万円等により流動負債が2,945百万円減少いたしました。固定負債は、主として退職給付引当金の減少により

1,682百万円の減少となりました。 

 なお、有利子負債残高は4,593百万円、デット・エクイティ・レシオは0.05倍となりました。 

  

(2）キャッシュ・フローの状況に関する分析 

 当期末における連結ベースの現金及び現金同等物は、前期末より4,972百万円増加し39,066百万円（前年同期比

14.6％増）となりました。当期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・フローは、8,927百万円の収入（同39.7％減）となりました。主な要因は税金等調

整前当期純利益11,261百万円、非資金費用である減価償却費5,593百万円、固定資産処分損381百万円、退職給付引

当金の減少1,918百万円、たな卸資産の増加1,075百万円、為替差損606百万円、その他の引当金の減少204百万円、

売上債権の増加273百万円、仕入債務の増加938百万円、その他の負債の減少293百万円及び法人税等の支払い6,612

百万円等であります。 

 投資活動によるキャッシュ・フローは、1,865百万円の収入（前年同期は5,331百万円の支出）となりました。主

な要因は定期預金の増加による純支出400百万円、有価証券の売買及び償還による純収入5,586百万円、有形固定資

産の取得による支出5,771百万円、無形固定資産の取得による支出1,120百万円、投資有価証券の売買及び償還によ

る純収入4,177百万円等であります。 

 財務活動によるキャッシュ・フローは、5,183百万円の支出（同23.8％減）となりました。主な要因は借入金の

純減317百万円、自己株式の純増2,440百万円（うち、取締役会決議による自己株式の取得による支出2,438百万

円）及び配当金の支払い2,413百万円等であります。 

  
平成20年３月期
（百万円） 

平成21年３月期
（百万円） 

増減額
（百万円） 

営業活動によるキャッシュ・フロー  14,817  8,927  △5,889

投資活動によるキャッシュ・フロー  △5,331  1,865  7,196

財務活動によるキャッシュ・フロー  △6,800  △5,183  1,616

現金及び現金同等物の増加額  2,974  4,972  1,998

現金及び現金同等物期末残高  34,093  39,066  4,972

－ 6 －



 近の有価証券報告書（平成20年６月27日提出）における「事業系統図（事業の内容）」及び「関係会社の状況」か

ら重要な変更がないため開示を省略します。 

  

(3）キャッシュ・フロー関連指標の推移 

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 

キャッシュ・フロー対有利子負債比率…有利子負債／キャッシュ・フロー 

インタレスト・カバレッジ・レシオ……キャッシュ・フロー（利息・法人税等控除前）／利払い 

※ いずれ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。 

なお、期末を基準日とする株式分割があった場合には、期末株価終値を修正しております。 

※ 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。

また、利払いについては、連結キャッシュ・フロー計算書の利息の支払額を使用しております。 

３．利益配分に関する基本方針及び当期・次期の配当 

利益配分に関しましては、安定配当を基本としておりますが、今後の事業拡大のための内部資金の確保に配慮し

つつ、財政状態、業績の進展状況、配当性向等を勘案し、株主への利益還元に取り組んでいく方針であります。 

当社は、中間配当と期末配当の年２回の剰余金の配当を行なうことを基本方針としており、これらの剰余金の配

当の決定機関は、期末配当については株主総会、中間配当については取締役会であります。 

当期の期末配当につきましては、１株につき普通配当20円を予定しています。平成20年12月10日付で、１株につ

き20円の中間配当を実施しておりますので、年間配当は40円となります。 

次期の配当につきましては、年間配当40円を予定しています。 

  

  

  

  
  

平成17年
３月期 

平成18年
３月期 

平成19年
３月期 

平成20年 
３月期 

平成21年
３月期 

自己資本比率 ％  53.2  55.4  57.3  58.1  59.1

時価ベースの自己資本比率 ％  136.1  156.3  121.8  73.9  63.6

キャッシュ・フロー対有利子負債比率 倍  0.5  0.6  0.6  0.3  0.5

インタレスト・カバレッジ・レシオ 倍  152.2  543.9  322.9  209.5  193.0

２．企業集団の状況

－ 7 －



１．会社の経営の基本方針 

 当社グループは、お客様に心から満足していただける優れた品質の化粧品とサービスを提供したい、という信念の

もとに経営に取り組んでまいりました。この想いは、画期的なファンデーションや業界初の美容液などの創造的な化

粧品を生み出す研究開発力や生産技術力、生活者ニーズに合ったブランドを 適な流通チャネルに配置する「独自の

ブランドマーケティング」の展開などに具現化され、発展の原動力にもなっております。 

 当社グループは、今後もこれらの財産を有効に活用するとともに、３つの活動理念を指針として事業運営を行って

まいります。 

(1）お客様志向や店頭発信に基づいた、独自の価値“美”の提案 … 良い商品を 

(2）ブランドや商品の価値を共有できる、お取引先との共存共栄 … 良いお店で 

(3）付加価値の高いサービスの提供による、お客様満足の追求 … きちんと売る 

 また同時に、法令等遵守の徹底や環境保全への取り組みに一層注力することで、社会的責任を果たしてまいる所存

です。 

２．目標とする経営指標 

 当社グループは、売上高営業利益率および総資産事業利益率（ＲＯＡ）の向上を重要な経営指標としております。

注）総資産事業利益率＝（営業利益＋受取利息・配当金）／総資産（期首期末平均）×100 

３．中長期的な会社の経営戦略と対処すべき課題 

 当社グループは、国内のシェア拡大はもとより、成長市場への展開を加速させ、事業全体を拡大させるとともに、

新たな企業間競争に勝ち抜くことができる強い経営体質をつくりあげることが重要であると考えております。この考

えのもと、当社グループでは、経営の柱として「国内化粧品ビジネスの再構築」、「海外ビジネスの強化」、「新た

な事業領域への取り組み」、「企業力の強化」の４つを掲げ、全社をあげて推進してまいります。 

(1）国内化粧品ビジネスの再構築 

 国内化粧品ビジネスにおいては、独自のブランドマーケティングを進化させ、より柔軟に流通チャネルや販売

形態の変化に対応してまいります。コーセーグループが保有するブランドのポートフォリオの 適化を図り、重

点ブランドを競争力のある価値の高いブランドへと育成するとともに、取引店の精鋭化や営業体制の強化を図る

ことで、堅固なビジネス基盤を構築してまいります。 

(2）海外ビジネスの強化 

 海外市場については、成長が著しいアジア市場を中心に事業を展開し、売上の拡大を目指してまいります。と

りわけ、コーセーグループが強みをもつ高級化粧品市場において、グローバルブランドの展開を推進し、ブラン

ド力の強化に努めてまいります。また、海外ブランドの買収、提携などを視野に入れた事業の拡大や、新規国市

場の開拓に取り組んでまいります。 

(3）新たな事業領域への取り組み 

 今後、美容市場をはじめとした拡大が期待される分野への参入を推進し、化粧品を核とした事業領域の拡大に

努めてまいります。 

(4）企業力の強化 

 当社グループは、今後も継続して経営効率の向上と収益力の強化に向け、全社的にコストの見直しを進め、原

価や間接費用の低減を図るとともに、研究開発から生産、販売まで一貫性のあるマーケティングを推進し、市場

の変化にスピーディーに対応できる「モノづくり」体制を構築してまいります。また、研修制度や教育施設の充

実を図り、人材の活性化と育成に向けた人事制度を見直すことで、優秀な人材の育成を継続してまいります。 

  

３．経営方針
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４．連結財務諸表 
（１）連結貸借対照表 

（単位：百万円）

前連結会計年度 
(平成20年３月31日) 

当連結会計年度 
(平成21年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 19,107 21,787

受取手形及び売掛金 24,735 24,044

有価証券 28,875 26,534

たな卸資産 21,299 －

商品及び製品 － 11,549

仕掛品 － 1,262

原材料及び貯蔵品 － 9,034

繰延税金資産 4,725 4,637

その他 2,035 2,194

貸倒引当金 △276 △283

流動資産合計 100,502 100,760

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 28,420 31,367

減価償却累計額 △16,653 △17,461

建物及び構築物（純額） 11,767 13,905

機械装置及び運搬具 13,855 13,550

減価償却累計額 △11,507 △11,463

機械装置及び運搬具（純額） 2,347 2,087

工具、器具及び備品 25,474 26,344

減価償却累計額 △19,857 △21,057

工具、器具及び備品（純額） 5,616 5,286

土地 17,773 17,701

リース資産 － 114

減価償却累計額 － △13

リース資産（純額） － 100

建設仮勘定 1,326 214

有形固定資産合計 38,831 39,296

無形固定資産   

ソフトウエア 2,947 1,924

その他 600 1,081

無形固定資産合計 3,548 3,005

投資その他の資産   

投資有価証券 13,161 7,958

繰延税金資産 13,260 12,610

その他 3,070 3,615

貸倒引当金 △246 △326

投資その他の資産合計 29,246 23,858

固定資産合計 71,625 66,159

資産合計 172,128 166,920
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（単位：百万円）

前連結会計年度 
(平成20年３月31日) 

当連結会計年度 
(平成21年３月31日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 14,002 14,187

短期借入金 4,824 4,485

リース債務 － 28

未払金 6,686 6,062

未払費用 7,288 7,332

未払法人税等 3,711 1,978

未払消費税等 617 327

返品調整引当金 2,321 2,116

その他 692 681

流動負債合計 40,145 37,199

固定負債   

リース債務 － 79

退職給付引当金 23,197 21,279

役員退職慰労引当金 3,649 3,845

その他 87 48

固定負債合計 26,935 25,252

負債合計 67,080 62,452

純資産の部   

株主資本   

資本金 4,848 4,848

資本剰余金 6,391 6,390

利益剰余金 92,577 94,977

自己株式 △4,789 △7,228

株主資本合計 99,027 98,988

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 230 145

為替換算調整勘定 743 △456

評価・換算差額等合計 973 △311

少数株主持分 5,047 5,791

純資産合計 105,048 104,468

負債純資産合計 172,128 166,920

－ 10 －



（２）連結損益計算書 

（単位：百万円）

前連結会計年度 
(自 平成19年４月１日 
 至 平成20年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

売上高 180,222 178,121

売上原価 45,304 45,279

売上総利益 134,918 132,841

販売費及び一般管理費   

広告宣伝費 9,071 8,640

販売促進費 38,105 37,749

運賃及び荷造費 5,221 5,287

給料及び手当 38,348 37,682

退職給付費用 874 1,093

福利厚生費 6,554 －

法定福利費 － 5,067

減価償却費 2,682 2,744

その他 18,871 22,272

販売費及び一般管理費合計 119,730 120,538

営業利益 15,187 12,303

営業外収益   

受取利息 336 351

受取配当金 109 122

特許実施許諾料 83 75

雑収入 149 152

営業外収益合計 678 700

営業外費用   

支払利息 77 82

為替差損 853 869

雑損失 82 34

営業外費用合計 1,012 986

経常利益 14,854 12,017

特別利益   

固定資産売却益 274 1

投資有価証券売却益 － 36

投資有価証券等売却益 10 －

関係会社株式売却益 36 －

移転補償金 77 85

特別利益合計 398 123

特別損失   

固定資産処分損 245 382

投資有価証券等評価損 158 －

投資有価証券評価損 － 336

貸倒損失 167 －

たな卸資産廃棄損 176 －

減損損失 27 154

その他 － 7

特別損失合計 775 880

税金等調整前当期純利益 14,477 11,261

法人税、住民税及び事業税 6,122 4,895

法人税等調整額 430 796

法人税等合計 6,553 5,691

少数株主利益 1,023 827

当期純利益 6,900 4,742
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（３）連結株主資本等変動計算書 

（単位：百万円）

前連結会計年度 
(自 平成19年４月１日 
 至 平成20年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

株主資本   

資本金   

前期末残高 4,848 4,848

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 4,848 4,848

資本剰余金   

前期末残高 6,391 6,391

当期変動額   

自己株式の処分 △0 △0

当期変動額合計 △0 △0

当期末残高 6,391 6,390

利益剰余金   

前期末残高 88,078 92,577

当期変動額   

剰余金の配当 △2,401 △2,341

当期純利益 6,900 4,742

当期変動額合計 4,498 2,400

当期末残高 92,577 94,977

自己株式   

前期末残高 △1,827 △4,789

当期変動額   

自己株式の取得 △2,961 △2,441

自己株式の処分 0 1

当期変動額合計 △2,961 △2,439

当期末残高 △4,789 △7,228

株主資本合計   

前期末残高 97,490 99,027

当期変動額   

剰余金の配当 △2,401 △2,341

当期純利益 6,900 4,742

自己株式の取得 △2,961 △2,441

自己株式の処分 0 1

当期変動額合計 1,536 △39

当期末残高 99,027 98,988
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（単位：百万円）

前連結会計年度 
(自 平成19年４月１日 
 至 平成20年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金   

前期末残高 347 230

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △117 △84

当期変動額合計 △117 △84

当期末残高 230 145

繰延ヘッジ損益   

前期末残高 4 －

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △4 －

当期変動額合計 △4 －

当期末残高 － －

為替換算調整勘定   

前期末残高 424 743

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 318 △1,200

当期変動額合計 318 △1,200

当期末残高 743 △456

評価・換算差額等合計   

前期末残高 776 973

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 196 △1,284

当期変動額合計 196 △1,284

当期末残高 973 △311

少数株主持分   

前期末残高 4,094 5,047

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 952 744

当期変動額合計 952 744

当期末残高 5,047 5,791

純資産合計   

前期末残高 102,362 105,048

当期変動額   

剰余金の配当 △2,401 △2,341

当期純利益 6,900 4,742

自己株式の取得 △2,961 △2,441

自己株式の処分 0 1

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 1,149 △540

当期変動額合計 2,686 △580

当期末残高 105,048 104,468
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（４）連結キャッシュ・フロー計算書 

（単位：百万円）

前連結会計年度 
(自 平成19年４月１日 
 至 平成20年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

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 14,477 11,261

減価償却費 5,452 5,593

減損損失 27 154

貸倒損失 167 －

貸倒引当金の増減額（△は減少） △14 92

退職給付引当金の増減額（△は減少） △2,472 △1,918

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 248 195

その他の引当金の増減額（△は減少） 1,437 △204

固定資産処分損益（△は益） △28 381

移転補償金 △77 △85

受取利息及び受取配当金 △445 △473

支払利息 77 82

為替差損益（△は益） 71 606

投資有価証券売却損益（△は益） － △36

投資有価証券等売却損益（△は益） △47 －

投資有価証券評価損益（△は益） － 336

投資有価証券等評価損益（△は益） 158 －

売上債権の増減額（△は増加） 1,839 △273

たな卸資産の増減額（△は増加） △89 △1,075

仕入債務の増減額（△は減少） 1,396 938

その他の資産の増減額（△は増加） 97 △217

その他の負債の増減額（△は減少） △1,721 △293

小計 20,552 15,062

利息及び配当金の受取額 439 472

利息の支払額 △100 △80

移転補償金の受取額 77 85

法人税等の支払額 △6,151 △6,612

営業活動によるキャッシュ・フロー 14,817 8,927

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 △3,800 △2,200

定期預金の払戻による収入 6,090 1,800

有価証券の取得による支出 △31,550 △24,969

有価証券の売却及び償還による収入 30,959 30,555

有形固定資産の取得による支出 △4,940 △5,771

有形固定資産の売却による収入 589 15

無形固定資産の取得による支出 △83 △1,120

投資有価証券の取得による支出 △2,590 △1,640

投資有価証券の売却及び償還による収入 112 5,817

投資その他の資産の増減額（△は増加） △117 △621

投資活動によるキャッシュ・フロー △5,331 1,865
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（単位：百万円）

前連結会計年度 
(自 平成19年４月１日 
 至 平成20年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

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（△は減少） 128 △317

長期借入金の返済による支出 △1,500 －

自己株式の純増減額（△は増加） △2,961 △2,440

配当金の支払額 △2,401 △2,341

少数株主への配当金の支払額 △65 △72

その他 － △11

財務活動によるキャッシュ・フロー △6,800 △5,183

現金及び現金同等物に係る換算差額 288 △637

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 2,974 4,972

現金及び現金同等物の期首残高 31,119 34,093

現金及び現金同等物の期末残高 34,093 39,066
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 １．重要な資産の評価基準及び評価方法 

  

    たな卸資産 

 当連結会計年度より、「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日公表分）

を適用しております。 

 これによる損益への影響はありません。 

  

 ２．連結財務諸表作成における在外子会社の会計処理に関する当面の取扱い  

  

 当連結会計年度より、「連結財務諸表作成における在外子会社の会計処理に関する当面の取扱い」（実務対応報

告第18号 平成18年５月17日）を適用し、連結決算上必要な修正を行なっております。これによる損益への影響は

軽微であります。 

  

 ３．リース取引に関する会計基準  

  

 所有権移転外ファイナンス・リース取引については、従来、賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によってお

りましたが、当連結会計年度より、「リース取引に関する会計基準」（企業会計基準第13号（平成５年６月17日

（企業会計審議会第一部会）、平成19年３月30日改正））及び「リース取引に関する会計基準の適用指針」（企業

会計基準適用指針第16号（平成６年１月18日（日本公認会計士協会 会計制度委員会）、平成19年３月30日改

正））を適用し、通常の売買取引に係る方法に準じた会計処理によっております。なお、リース取引開始日が適用

初年度開始前の所有権移転外ファイナンス・リース取引については、引き続き通常の賃貸借取引に係る方法に準じ

た会計処理を適用しております。これによる影響は軽微であります。   

    

継続企業の前提に関する注記

  

 該当事項はありません。 

  

  

連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項

  

  近の有価証券報告書（平成20年６月27日提出）における記載から重要な変更がないため開示を省略します。  

  

  

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
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表示方法の変更

前連結会計年度 
（自 平成19年４月１日 
至 平成20年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日） 

 （連結貸借対照表） 

  前連結会計年度まで流動資産の「現金及び預金」に含

めて表示しておりました「譲渡性預金」（当連結会計年

度5,800百万円）は、金融商品取引法の施行による一連

の会計基準等の改正を受けて、当連結会計年度より「有

価証券」に含めて表示しております。 

 （連結損益計算書）  

  前連結会計年度まで当社グループ内における研究開発

活動に係る費用の一部については「給与及び手当」「減

価償却費」に計上するとともに、「その他」に含まれる

他勘定振替高で当該費用を減額し、さらに「その他」に

含まれる研究開発費に当該費用を加えることで当社グル

ープ全体の適正な金額を計上しておりました。当連結会

計年度より当該費用については、当社グループにおける

状況をより明瞭に表示するため、直接「その他」に含ま

れる研究開発費として計上しております。これにより、

前連結会計年度に比べ「給料及び手当」が827百万円減

少、「減価償却費」が123百万円減少し、「その他」が

951百万円増加しております。 

 （連結貸借対照表） 

  前連結会計年度まで流動資産の「その他」に含めて表

示しておりました「抵当証券」（当連結会計年度3,000

百万円）は、金融商品取引法の施行による一連の会計基

準等の改正を受けて、当連結会計年度より「有価証券」

に含めて表示しております。 

 （連結損益計算書） 

  前連結会計年度まで販売費及び一般管理費の「福利厚

生費」に含めて表示しておりました「法定福利費」

（4,975百万円）は、より明瞭に表示するため、当連結

会計年度より区分掲記しております。これにより「福利

厚生費」（当連結会計年度1,637百万円）は重要性が低

下したため、「その他」に含めて表示することに変更い

たしました。 

 （連結損益計算書） 

  前連結会計年度まで区分掲記していた販売費及び一般

管理費の「旅費交通費」（当連結会計年度4,547百万

円）及び「租税公課」（当連結会計年度717百万円）

は、重要性が低いため、当連結会計年度より「その他の

費用」に含めて表示することに変更いたしました。 

 （連結損益計算書） 

  前連結会計年度まで特別損失の「投資有価証券等評価

損」として掲記されていたものは、ＥＤＩＮＥＴへのＸ

ＢＲＬ導入に伴い連結財務諸表の比較可能性を向上する

ため、当連結会計年度より「投資有価証券評価損」「そ

の他」に区分掲記しております。なお、前連結会計年度

に含まれる「投資有価証券評価損」「その他」は、それ

ぞれ153百万円、５百万円であります。 

 （連結損益計算書） 

  前連結会計年度まで営業外収益の「雑収入」に含めて

表示しておりました「特許実施許諾料」（67百万円）

は、営業外収益の総額の100分の10を超えたため、当連

結会計年度より区分掲記しております。 

 （連結キャッシュ・フロー計算書） 

  前連結会計年度まで営業活動によるキャッシュ・フロ

ーの「投資有価証券等売却損益」として掲記されていた

ものは、ＥＤＩＮＥＴへのＸＢＲＬ導入に伴い連結財務

諸表の比較可能性を向上するため、当連結会計年度より

「投資有価証券売却損益」として区分掲記しておりま

す。なお、前連結会計年度に含まれる「投資有価証券売

却損益」「関係会社株式売却益」は、それぞれ10百万

円、36百万円であります。 

────── 

  

 （連結キャッシュ・フロー計算書） 

  前連結会計年度まで営業活動によるキャッシュ・フロ

ーの「投資有価証券等評価損益」として掲記されていた

ものは、ＥＤＩＮＥＴへのＸＢＲＬ導入に伴い連結財務

諸表の比較可能性を向上するため、当連結会計年度より

「投資有価証券評価損益」として区分掲記しておりま

す。なお、前連結会計年度に含まれる「投資有価証券評

価損益」「その他の資産の増減額」は、それぞれ153百

万円、５百万円であります。  
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注記事項

（連結損益計算書関係）

  

前連結会計年度 
（自 平成19年４月１日 

至 平成20年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日） 

１ 一般管理費及び当期製造費用に含まれる研究開発費  

                   4,282百万円 

１ 一般管理費及び当期製造費用に含まれる研究開発費  

                   4,333百万円 

２ 固定資産売却益は主に土地の売却によるものであり

ます。 

２ 固定資産売却益は主に機械装置の売却によるもので

あります。 

３ 固定資産処分損は主に工具器具備品等の除却による

ものであります。 

３ 固定資産処分損は主に工具、器具及び備品等の除却

によるものであります。 

（セグメント情報）

ａ．事業の種類別セグメント情報

 近２連結会計年度の事業の種類別セグメント情報は次のとおりであります。 

前連結会計年度（自 平成19年４月１日 至 平成20年３月31日） 

当連結会計年度（自 平成20年４月１日 至 平成21年３月31日） 

  
化粧品事業
（百万円） 

コスメタ
リー事業 

（百万円） 

その他の事業
（百万円） 

計
（百万円） 

消去又は全社 
（百万円） 

連結
（百万円） 

Ⅰ．売上高及び営業損益                                

売上高                                

(1）外部顧客に対する売上高 134,139 43,559 2,524  180,222  － 180,222

(2）セグメント間の内部売上高又は振替高 17 － 2,356  2,374 (2,374) －

計 134,156 43,559 4,881  182,597 (2,374) 180,222

営業費用 117,958 42,175 4,479  164,613  421 165,035

営業利益 16,198 1,383 401  17,983 (2,796) 15,187

Ⅱ．資産、減価償却費、減損損失及び資本的

支出 
                               

資産 74,577 22,968 6,279  103,825  68,303 172,128

減価償却費 3,410 1,209 378  4,998  454 5,452

減損損失  － － －  －  27 27

資本的支出 4,173 972 289  5,435  368 5,804

  
化粧品事業
（百万円） 

コスメタ
リー事業 

（百万円） 

その他の事業
（百万円） 

計
（百万円） 

消去又は全社 
（百万円） 

連結
（百万円） 

Ⅰ．売上高及び営業損益                                

売上高                                

(1）外部顧客に対する売上高 132,517 43,821 1,782  178,121  － 178,121

(2）セグメント間の内部売上高又は振替高 － 0 2,412  2,412 (2,412) －

計 132,517 43,821 4,195  180,534 (2,412) 178,121

営業費用 117,944 43,685 3,751  165,380  437 165,818

営業利益 14,572 136 444  15,153 (2,850) 12,303

Ⅱ．資産、減価償却費、減損損失及び資本的

支出 
                               

資産 74,599 23,210 5,958  103,769  63,151 166,920

減価償却費 3,559 1,187 367  5,114  479 5,593

減損損失  － － －  －  154 154

資本的支出 4,444 1,274 393  6,113  509 6,622
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前連結会計年度（自 平成19年４月１日 至 平成20年３月31日） 

 （注）１．本邦以外のそれぞれの国または地域における売上高は、すべて連結売上高の10％未満であるため一括して記

載しております。 

２．海外売上高は、当社及び日本国内に所在する連結子会社の輸出高並びに日本国以外に所在する連結子会社の

日本国以外に対する売上高の合計額であります。ただし、連結会社間の内部売上高は除外しております。 

当連結会計年度（自 平成20年４月１日 至 平成21年３月31日） 

 （注）１．国または地域の区分は地理的近接度及び主要市場によっております。 

２．日本国以外の区分に属するに主な国または地域 

  (1)アジア………………台湾・中国・韓国・香港・シンガポール等 

  (2)その他の地域………アジア、及び本邦を除く国または地域 

３．海外売上高は、当社及び日本国内に所在する連結子会社の輸出高並びに日本国以外に所在する連結子会社の

日本国以外に対する売上高の合計額であります。 ただし、連結会社間の内部売上高は除外しております。 

  

 （注） (1）事業区分の方法及び各区分に属する主要な製品の名称 

事業区分は、内部組織管理上採用している区分によっております。 

（化粧品事業）    主要製品：コーセー・ボーテ ド コーセー・コスメデコルテ・プレディア・ 

インフィニティ・ジルスチュアート・クリエ・アルビオン・   

製商品輸出・海外生産品 

（コスメタリー事業） 主要製品：ファシオ・エルシア・サロンスタイル・ソフティモ・ 

スティーブンノル コレクション・リンメル 

（その他の事業）   主要製品：アメニティ製品・不動産賃貸・原材料輸出 

(2）営業費用のうち消去又は全社の項目に含めた配賦不能営業費用の金額は、前連結会計年度2,799百万円、

当連結会計年度2,852百万円であり、その主なものは、提出会社の管理部門に係る費用及び基礎研究費用

であります。 

(3）資産のうち消去又は全社の項目に含めた全社資産の金額は、前連結会計年度68,343百万円、当連結会計年

度63,213百万円であり、その主なものは、提出会社での金融資産（現金及び預金、有価証券、投資有価証

券等）、繰延税金資産及び管理部門に係る資産であります。 

(4）減価償却費及び資本的支出には、長期前払費用の償却額及び増加額がそれぞれ含まれております。 

ｂ．所在地別セグメント情報

前連結会計年度（自 平成19年４月１日 至 平成20年３月31日） 

 全セグメントの売上高の合計及び全セグメントの資産の金額の合計額に占める「日本」の割合がいずれも

90％を超えているため、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20年４月１日 至 平成21年３月31日） 

 全セグメントの売上高の合計及び全セグメントの資産の金額の合計額に占める「日本」の割合がいずれも

90％を超えているため、所在地別セグメント情報の記載を省略しております。 

  

ｃ．海外売上高

Ⅰ. 海外売上高（百万円）  18,363

Ⅱ. 連結売上高（百万円）  180,222

Ⅲ. 連結売上高に占める海外売上高の割合（％）  10.2

  
アジア 

（百万円） 

その他の地域 

（百万円） 

計 

（百万円） 

Ⅰ. 海外売上高 18,530  573 19,103

Ⅱ. 連結売上高     178,121

Ⅲ. 連結売上高に占める海外売上高の割合（％） 10.4  0.3 10.7
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 リース取引、有価証券、退職給付、税効果会計、関連当事者との取引に関する注記事項については、決算短信に

おける開示の必要性が大きくないと考えられるため開示を省略いたします。 

  

（１株当たり情報）

 （注） 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19年４月１日 

至 平成20年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日） 

  

１株当たり純資産額 1,693.55円 

１株当たり当期純利益金額 115.50円 

１株当たり純資産額 1,699.92円 

１株当たり当期純利益金額 81.55円 

 潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額について

は、潜在株式が存在しないため記載しておりません。 

 潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額について

は、潜在株式が存在しないため記載しておりません。 

  
前連結会計年度

(自 平成19年４月１日 
至 平成20年３月31日) 

当連結会計年度
(自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日) 

当期純利益 百万円  6,900  4,742

普通株主に帰属しない金額 百万円  －  －

普通株式に係る当期純利益 百万円  6,900  4,742

普通株式の期中平均株式数 千株  59,745  58,156

（重要な後発事象）

  

前連結会計年度 
（自 平成19年４月１日 
至 平成20年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日） 

自己株式の取得 

 当社は、平成20年５月８日開催の取締役会において、

会社法第165条第３項の規定により読み替えて適用される

同法第156条の規定に基づき、自己株式を買い受けること

を決議し、以下のとおり実施いたしました。 

(1）自己株式取得に関する取締役会の決議内容 

 ①株式の取得目的 

   機動的な資本政策の遂行を可能とするため 

 ②取得する株式の種類 

   普通株式 

 ③取得する株式の総数 

   1,000,000株（上限） 

 ④株式の取得価額の総額 

    3,000百万円（上限） 

 ⑤株式の取得期間 

    平成20年５月９日から平成20年７月８日まで 

 ⑥株式の取得方法 

   市場買付 

(2）取得日 

   平成20年５月15日から平成20年６月６日まで 

(3）その他 

   上記、市場買付による取得の結果、当社普通株式

1,000,000株（2,438百万円）を取得いたしました。 

────── 

  

（開示の省略）
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５．個別財務諸表 
（１）貸借対照表 

（単位：百万円）

前事業年度 
(平成20年３月31日) 

当事業年度 
(平成21年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 6,299 5,091

受取手形 47 60

売掛金 12,575 12,733

有価証券 28,776 26,452

商品 1,503 －

製品 3,468 －

原材料 2,980 －

商品及び製品 － 5,355

仕掛品 450 359

貯蔵品 2,069 －

原材料及び貯蔵品 － 4,868

前払費用 156 364

繰延税金資産 2,513 2,515

短期貸付金 3,285 3,299

未収入金 803 884

その他 1,307 1,592

貸倒引当金 △1,166 △1,401

流動資産合計 65,071 62,175

固定資産   

有形固定資産   

建物 20,493 23,059

減価償却累計額 △13,067 △13,581

建物（純額） 7,426 9,478

構築物 1,966 2,015

減価償却累計額 △1,609 △1,658

構築物（純額） 357 356

機械及び装置 10,797 10,498

減価償却累計額 △9,220 △9,181

機械及び装置（純額） 1,576 1,317

車両運搬具 270 268

減価償却累計額 △236 △233

車両運搬具（純額） 33 34

工具、器具及び備品 17,445 17,997

減価償却累計額 △14,607 △15,419

工具、器具及び備品（純額） 2,838 2,577

土地 12,830 12,830

建設仮勘定 1,233 3

有形固定資産合計 26,294 26,598

－ 21 －



（単位：百万円）

前事業年度 
(平成20年３月31日) 

当事業年度 
(平成21年３月31日) 

無形固定資産   

商標権 6 6

ソフトウエア 2,458 1,557

その他 337 770

無形固定資産合計 2,802 2,334

投資その他の資産   

投資有価証券 9,385 7,364

関係会社株式 4,988 5,488

長期貸付金 44 42

関係会社長期貸付金 1,489 1,584

長期未収入金 5 10

長期前払費用 8 55

繰延税金資産 8,688 8,198

差入保証金 664 1,136

その他 331 322

貸倒引当金 △1,267 △1,456

投資その他の資産合計 24,336 22,748

固定資産合計 53,434 51,681

資産合計 118,505 113,857

負債の部   

流動負債   

支払手形 6,903 6,958

買掛金 2,028 2,282

短期借入金 3,400 3,400

未払金 3,366 3,058

未払費用 3,320 3,374

未払法人税等 366 96

未払消費税等 273 －

預り金 6,732 7,002

前受収益 12 10

返品調整引当金 972 912

設備関係支払手形 114 99

その他 156 154

流動負債合計 27,647 27,349

固定負債   

退職給付引当金 13,797 12,850

役員退職慰労引当金 2,493 2,549

その他 272 288

固定負債合計 16,563 15,688

負債合計 44,211 43,037
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（単位：百万円）

前事業年度 
(平成20年３月31日) 

当事業年度 
(平成21年３月31日) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 4,848 4,848

資本剰余金   

資本準備金 6,390 6,390

その他資本剰余金 0 0

資本剰余金合計 6,391 6,390

利益剰余金   

利益準備金 774 774

その他利益剰余金   

買換資産圧縮積立金 383 375

別途積立金 63,487 64,107

繰越利益剰余金 2,982 1,409

利益剰余金合計 67,627 66,666

自己株式 △4,789 △7,228

株主資本合計 74,077 70,677

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 215 142

評価・換算差額等合計 215 142

純資産合計 74,293 70,819

負債純資産合計 118,505 113,857
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（２）損益計算書 

（単位：百万円）

前事業年度 
(自 平成19年４月１日 
 至 平成20年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

売上高   

売上高合計 89,093 87,895

売上原価   

売上原価合計 35,764 36,263

売上総利益 53,329 51,632

販売費及び一般管理費   

販売費 24,787 24,642

一般管理費 25,511 26,400

販売費及び一般管理費合計 50,299 51,042

営業利益 3,029 589

営業外収益   

受取利息 218 165

有価証券利息 205 218

受取配当金 1,991 2,305

雑収入 154 133

営業外収益合計 2,570 2,823

営業外費用   

支払利息 79 92

貸倒引当金繰入額 675 585

為替差損 744 107

雑損失 11 9

営業外費用合計 1,512 795

経常利益 4,088 2,617

特別利益   

固定資産売却益 27 0

貸倒引当金取崩益 183 173

移転補償金 － 85

特別利益合計 210 259

特別損失   

固定資産処分損 54 185

関係会社株式評価損 54 －

投資有価証券評価損 － 243

投資有価証券等評価損 5 －

貸倒損失 181 －

たな卸資産廃棄損 143 －

減損損失 203 154

その他 － 7

特別損失合計 644 589

税引前当期純利益 3,655 2,286

法人税、住民税及び事業税 409 367

法人税等調整額 282 537

法人税等合計 691 905

当期純利益 2,963 1,381
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（３）株主資本等変動計算書 

（単位：百万円）

前事業年度 
(自 平成19年４月１日 
 至 平成20年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

株主資本   

資本金   

前期末残高 4,848 4,848

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 4,848 4,848

資本剰余金   

資本準備金   

前期末残高 6,390 6,390

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 6,390 6,390

その他資本剰余金   

前期末残高 0 0

当期変動額   

自己株式の処分 △0 △0

当期変動額合計 △0 △0

当期末残高 0 0

利益剰余金   

利益準備金   

前期末残高 774 774

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 774 774

その他利益剰余金   

買換資産圧縮積立金   

前期末残高 393 383

当期変動額   

買換資産圧縮積立金の取崩 △10 △7

当期変動額合計 △10 △7

当期末残高 383 375

別途積立金   

前期末残高 62,287 63,487

当期変動額   

別途積立金の積立 1,200 620

当期変動額合計 1,200 620

当期末残高 63,487 64,107

繰越利益剰余金   

前期末残高 3,609 2,982

当期変動額   

買換資産圧縮積立金の取崩 10 7

別途積立金の積立 △1,200 △620

剰余金の配当 △2,401 △2,341

当期純利益 2,963 1,381

当期変動額合計 △627 △1,572

当期末残高 2,982 1,409
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（単位：百万円）

前事業年度 
(自 平成19年４月１日 
 至 平成20年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

自己株式   

前期末残高 △1,827 △4,789

当期変動額   

自己株式の取得 △2,961 △2,441

自己株式の処分 0 1

当期変動額合計 △2,961 △2,439

当期末残高 △4,789 △7,228

株主資本合計   

前期末残高 76,477 74,077

当期変動額   

剰余金の配当 △2,401 △2,341

当期純利益 2,963 1,381

自己株式の取得 △2,961 △2,441

自己株式の処分 0 1

当期変動額合計 △2,399 △3,400

当期末残高 74,077 70,677

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金   

前期末残高 334 215

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △118 △73

当期変動額合計 △118 △73

当期末残高 215 142

評価・換算差額等合計   

前期末残高 334 215

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △118 △73

当期変動額合計 △118 △73

当期末残高 215 142

純資産合計   

前期末残高 76,811 74,293

当期変動額   

剰余金の配当 △2,401 △2,341

当期純利益 2,963 1,381

自己株式の取得 △2,961 △2,441

自己株式の処分 0 1

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △118 △73

当期変動額合計 △2,518 △3,474

当期末残高 74,293 70,819
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 該当事項はありません。 

  

継続企業の前提に関する注記
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役員の異動につきましては、下記の開示書類をご参照ください。 

  

 「役員人事、異動に関するお知らせ」                   平成21年３月13日開示 

６．その他

(1）役員の異動
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