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1.  21年3月期の業績（平成20年4月1日～平成21年3月31日） 

 

(2) 財政状態 

 

(3) キャッシュ・フローの状況 

  

(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 ％

21年3月期 4,546 10.8 855 7.3 865 6.2 423 △0.6
20年3月期 4,104 12.0 797 6.4 814 7.0 425 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 53.27 ― 10.3 16.6 18.8
20年3月期 53.58 ― 11.2 16.9 19.4

（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 5,417 4,255 78.6 535.43
20年3月期 4,995 3,928 78.6 494.25

（参考） 自己資本   21年3月期  4,255百万円 20年3月期  3,928百万円

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 566 △120 △111 1,532
20年3月期 604 △429 △111 1,197

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） 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 ― 0.00 ― 14.00 14.00 111 26.1 2.9
21年3月期 ― 0.00 ― 15.00 15.00 119 28.2 2.9
22年3月期 

（予想）
― 0.00 ― 17.00 17.00 26.3

3.  22年3月期の業績予想（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 
累計期間

2,002 9.6 179 0.8 183 △0.4 99 35.8 12.56

通期 5,000 10.0 929 8.6 936 8.2 513 21.3 64.60



4.  その他 
(1) 重要な会計方針の変更 

(2) 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 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  2,106株 20年3月期  1,707株

※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、実際の業績等は様々な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及び業績予想のご利用にあたっての注意事項等については、３ページ 
「１．経営成績（１）経営成績に関する分析」をご覧ください。 



① 当期の経営成績 

 当事業年度におけるわが国経済は、米国のサブプライムローン問題に端を発した世界的な金融市場の

混乱が実体経済に多大な悪影響を及ぼすこととなり、急速な企業収益の悪化や深刻化する雇用情勢への

不安がさらに個人消費を下振れさせる要因となるなど、かつてない景気後退局面を迎えることとなりま

した。 

 当美容業界におきましても、市場の成熟化やオーバーストア、来店客数の減少、雇用確保の不安な

ど、経営を取り巻く環境は依然として厳しい状況にあります。今後は、美容室、販売代理店、メーカー

の各業界において淘汰や二極化が一段と表面化するものと考えられます。 

 このような情勢のもと当社におきましては、営業戦略の根幹となる「旬報店システム」（売上高、来

店客数、客単価などの営業データを基に美容室の経営状況を分析するシステム）を基盤として、来店客

へのヘアスタイル及びヘアケア等のカウンセリングの充実、スタッフの労働環境の整備、集客施策の提

案など、「美容室の繁栄」のためのフォローに努めてまいりました。  

 また、各地域ごとに美容室経営者の情報交換や勉強の場となる「旬報店会」を設け、経営者や幹部ス

タッフを対象とした研修会等を開催いたしました。また、厳しい経済環境こそチャンスであると捉え、

当社の 大の強みである「美容室の経営コンサルティング」に一層注力し、来店客やスタッフにとって

魅力のある美容室への転換を提案してまいりました。 

 その結果、当事業年度末現在の旬報店数は1,057店舗（前年末980店舗）と着実に増加いたしました。

また、来期末の旬報店軒数は1,150軒を目標としております。  

 売上高の状況といたしましては、主力の「コタ アイケア」、前期に投入した業務用トリートメント

「コタ クオリア」、スキャルプケア製品「コタ セラ」が順調に実績を伸ばしました。また、グレイ

カラーとともに当社初のファッションカラーをラインナップしたヘアカラー「グラフィカ」シリーズ

（昨年５月発売）は、当社独自の製品性能やカウンセリングシステムに高い評価をいただきました。こ

れらヘアケア剤やヘアカラーの伸びが整髪料やパーマ剤の落ち込みをカバーする形となり、売上高全体

では11期連続の増収を確保す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に伴う販促物、さらには出

荷・配送業務にか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係る

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が販売費

及び一般管理費（前期比10.7％増）における主な増加要因となりました。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が増加いたしました（前期比21.4％増）。 

 これらの結果、当事業年度の業績といたしましては、売上高4,546,517千円（前期比10.8％増）、営

業利益855,826千円（前期比7.3％増）、経常利益865,348千円（前期比6.2％増）、当期純利益423,382

千円（前期比0.6％減）となりました。  

  なお、分類別売上高は次のとおりであります。  

1. 経営成績

(1) 経営成績に関する分析
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【トイレタリー】  

 多様化するヘアスタイルを背景に顧客ニーズの細分化も進み、ヘアカラーの普及などに伴う毛髪への

ケア意識の高まりによるダメージ補修・保護機能を訴求したヘアケア製品への需要の拡大、また、近年

においては高齢化や客層の変化（男性ユーザーの増加）の影響もあり、スキャルプケア製品にもメーカ

ー各社の開発・拡販に注力が集まっております。また、一般ルート品との差別化や市場規模拡大へ向け

ては、メーカー各社における高性能トリートメントのメニュー化提案によるホームケア製品の推進活動

も見受けられるなど、一般市場を含めたメーカー各社の競合はさらに激しさを増しております。  

 このような状況のもと当社では、主力製品である「コタ アイケア」シリーズを中心に、スキャルプ

ケア製品「コタ セラ」シリーズや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

ズの堅調な推移により、売上拡大に努めることができました。  

 これらの結果、当事業年度における売上高としては、2,564,493千円（前期比8.3％増）となりまし

た。  

【整髪料】  

 近年、ヘアスタイルのトレンドから整髪料の使用量は低下傾向が続いておりますが、ヘアカラーの普

及などに伴う毛髪へのケア意識の高まりから、女性ユーザーを中心にトリートメント機能を合わせ持つ

整髪料の需要は拡大傾向をみせており、今後におきましては市販品メーカー含め全体の市場はさらに激

しい競合が続くものと思われます。  

 このような状況のもと、当社では主力製品である「コタ キュアデュ」シリーズを中心に一層の拡販

に努める一方、更なる市場の拡大へ向けては、高性能及び高品質且つ顧客ニーズに的確に対応できる新

たな製品への研究開発にも取り組んでおります。  

 これらの結果、当事業年度における売上高としては、869,285千円（前期比2.7％減）となりました。 

【カラー剤】  

 急速な成長を続けてきたファッションカラーにおきましては、市場の一巡により落ち着きを見せはじ

め、また、ミドルを中心とした客層の拡がりやグレイカラーへの需要拡大は見受けられましたが、施術

周期の長期化傾向の影響もあり、市場全体としては横ばいでの推移であったと推測しております。  

 このような状況のもと当社といたしましては、明度の低いカラー「コタ カラーアート グレイ」に

続く新たな市場獲得へ向けた新製品の寄与として、昨年５月には当社初のファッションカラー剤となる

「グラフィカ」83色（ファッションカラー57色、グレイカラー26色）に注力し、需要拡大に取り組んで

まいりました。  

 これらの結果、当事業年度における売上高としては、555,203千円（前期比71.6％増）と前期を大き

く上回ることができました。 

【育毛剤】  

 美容室ルートにおいての需要拡大は困難な市場とされておりますが、ヘアカラー市場の普及定着の影

響もあり、傷んだ髪や髪質に悩む女性ユーザーを中心としたヘアケアに対する関心の高まりに併せ、ス

キャルプケアへの視野が少しずつ拡がりを見せはじめております。  

 このような状況のもと、当社ではスキャルプケア製品「コタ セラ」シリーズ（医薬部外品）におけ

るスキャルプローションを中心とした拡販活動に注力し、また、専門的な育毛知識やマッサージ技術向

上といったソフト面での講習活動にも努めてまいりました。 

 これらの結果、当事業年度における売上高としては、181,568千円（前期比20.0％増）となりまし

た。 
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【パーマ剤】  

 近年、ヘアスタイルの動向から需要の減少が続いており、メーカー各社におきましても新製品の発売

など様々な対策が講じられていますが、市場回復には至らず、暫くは減少傾向での推移が続くものと推

測しております。  

 当社におきましても、新たな顧客開拓へ向け、主力製品である「シンクス」シリーズを中心に、８月

には同シリーズにおける追加新製品としてストレートパーマ剤「シンクス エアストラ」を注力し、市

場の巻き返しへ向けての拡販活動に取り組んでまいりました。 

 これらの結果、当事業年度における売上高としては、204,944千円（前期比2.9％減）となりました。 

【商品・受取販売手数料】  

 商品売上としては、美容室で利用されるチラシ・ＤＭなどを中心とした販促物や施術時に使用する美

容小物品が安定的な売上となっておりましたが、ＩＴ環境の充実によりホームページなどによる販促活

動へとシフトしていることから減少傾向が続いております。また、美容室の改装や新規出店に伴う美容

器具類の販売や店舗増改築による業者から受け取る仲介手数料については、不定期かつ金額がかさむこ

とから売上にも大きく影響する市場であります。  

 このような状況のもと、当事業年度における売上高としては、171,022千円（前期比9.4％増）となり

ました。 

  

② 来期の見通し 

今後、美容業界を取り巻く環境としては、世界的な景気悪化の影響もあり、美容室をはじめメーカ

ー各社や販売代理店の経営状況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。 

 具体的には、経営戦略の一つとされる営業基盤を確固たるものとするべくサービス面での設備投資

といたしまして、今年６月に熊本営業所、８月には金沢支店の事務所移転を予定しており、研修施設

の設置などより充実した営業体制の強化をにらんでおります。また、当社営業活動の軸となる「旬報

店システム」のさらなる充実を図るとともに、既存旬報店の経営体質の強化へ向けた支援活動ならび

に新規旬報店開拓にも注力し、来期目標とする旬報店1,150店舗獲得へ向け、取り組んでまいりま

す。 

 また、製品開発におきましては、今年５月を初回とし、当期３度に亘り整髪料の新製品「フェアル

シア」シリーズの発売を予定しており、さらなる拡販へ向け取り組む所存であります。 

 来期（平成22年３月期）の業績見通しにつきましては、売上高5,000百万円、営業利益929百万円、

経常利益936百万円、当期純利益513百万円を見込んでおります。 
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① 資産、負債及び純資産の状況 

(総資産) 

当事業年度末の総資産は、前事業年度末から422,021千円増加し、5,417,421千円となりました。 

 主な要因といたしましては、現金及び預金154,204千円、有価証券180,605千円及びたな卸資産

107,965千円の増加に対し、有形固定資産76,048千円及び投資有価証券64,726千円の減少によるもの

であります。 

(負債) 

当事業年度末の負債合計は、前事業年度末から94,938千円増加し、1,161,894千円となりました。 

 主な要因といたしましては、流動負債における未払金14,918千円及び未払法人税等27,800千円の増

加、固定負債における役員退職慰労引当金47,680千円の増加によるものであります。 

(純資産) 

当事業年度末の純資産は、前事業年度末から327,082千円増加し、4,255,526千円となりました。 

 これは主に利益剰余金312,106千円の増加によるものであります。 

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（以下「資金」という）は、前事業年度末に比べ

334,810千円増加し、1,532,447千円（前期比28.0％増）となりました。 

当事業年度における各キャッシュ・フローの状況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) 

営業活動により得られた資金は、566,463千円（前期比37,536千円減）となりました。 

収入の主な内訳としては、税引前当期純利益725,713千円（前期比7,927千円減）、減価償却費

162,626千円及び投資有価証券評価損131,725千円であり、支出の主な内訳は、売上債権の増加61,538

千円、たな卸資産の増加107,965千円及び法人税等の支払額337,658千円によるものであります。 

(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、120,393千円（前期比309,402千円減）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52,546千円の増加に対し、投資有価証券（リスク

の少ない金融商品の運用）の取得による支出91,659千円及び有形固定資産の取得72,089千円などによ

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、111,260千円（前期比25千円減）となりました。 

これは、配当金の支払い110,978千円などによる支出であります。 

  

(2) 財政状態に関する分析
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(参考) キャッシュ・フロー関連指標の推移 

 
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／利払い 

(注１) 株式時価総額は、期末株価終値×期末発行済株式数（自己株式控除後）により算出しております。 

(注２) 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。 

(注３) 有利子負債は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。 

(注４) キャッシュ・フロー対有利子負債比率は、期末有利子負債がないため記載しておりません。 

(注５) インタレスト・カバレッジ・レシオは、利払い実績がないため記載しておりません。 

  

当社は、株主の皆様への長期的利益を重要な経営課題の一つと認識しており、将来の事業展開と経営

体質の強化のために必要な内部留保に配慮しつつ、安定配当の継続は勿論のこと業績に対応した成果配

分の実行を基本方針としております。 

 この方針のもと、剰余金の配当につきましては、配当性向20％以上を安定的且つ継続的に行うべく事

業運営に努める所存であります。 

 また、内部留保資金の使途におきましては、企業価値の向上を図る目的に、今後の事業拡大ならびに

収益力の確保のため投資効率を勘案した上で研究開発、製造設備及び顧客ニーズに応え得るサービスの

充実などに重点をおき、長期にわたる安定的な経営基盤の確立と競争力の強化に向け有効投資してまい

ります。 

 なお、当期の配当につきましては、ほぼ当初計画以上の利益を確保することができたことから、１株

につき15円の配当を平成21年６月23日開催予定の定時株主総会に付議する予定にしております。この結

果、当期の配当性向は28.2％、純資産配当率は2.9％となります。 

 また、来期につきましては、配当性向を鑑み、１株当たり普通配当17円（予想配当性向26.3％）を予

定しております。 

  

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(％) 78.6 76.6 79.2 78.6 78.6

時価ベースの自己資本比率
(％)

119.7 147.0 118.7 114.6 103.4

キャッシュ・フロー対有利子
負債比率(％)

― ― ― ― ―

インタレスト・カバレッジ・
レシオ(倍)

― ― ― ― ―

(3）利益配分に関する基本方針及び当期・来期の配当
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現在、当社の経営成績及び財務状況などに影響を及ぼす可能性のある事項には、以下のようなものが

あります。 

① 特定の取引先への依存 

 当事業年度における当社の販売取引先への依存としては、取引先上位10位で1,463,352千円の売上と

なり、全売上高の32.2％の依存率となります。時にこれら取引先との関係によっては、業績及び財務状

況に重大な影響を及ぼす可能性があります。 

② 新製品への依存 

 将来の成長への要因に新製品の売上動向は欠かせないものであると考えており、今後も継続して斬新

で魅力ある新製品開発に取り組んでいく所存でありますが、業界と市場の変化を十分に予測できず魅力

ある新製品を開発できない場合には、将来の成長と収益性を低下させ、業績及び財務状況に重大な影響

を及ぼす可能性があります。 

③ 特定の仕入業者、技術などへの依存 

 原材料の調達に関しては、現在の仕入業者以外からの代用調達が全て可能でありますが、容器などの

包装資材の代用調達においては、独自（オリジナル）容器であることから時間的な面での影響を及ぼす

可能性があります。 

 また、カラー剤「グラフィカ」・「コタ カラーアート グレイ」・「コタ カラーアート グレイ

プラス」及び育毛剤「セラ クレンジング ローション」など一部の製品については、全ての製造工程

を外注として委託していることから、万が一、製造委託先との急な契約解消や天災などによる生産設備

への被害など予期せぬ事態が生じた場合には、当該製品の円滑な供給に支障を来たすことが考えられ、

業績及び財務状況に重大な影響を及ぼす可能性があります。 

④ 競争の激化 

 当社の顧客である美容室への販売戦略において同業他社がさらに強力な販売注力をした場合、当社を

取り巻くシャンプーやトリートメント及びカラー市場での競争はさらに激しくなります。このような状

況になれば、当社売上の減少要因となり、業績及び財務状況に重大な影響を及ぼす可能性があります。

⑤ 有価証券、投資有価証券の減損 

 当社は長期的で友好的な取引関係の維持のため、特定な顧客及び金融機関に対する少数持分を所有し

ております。また、余剰資金の有効な運用のため、社内規程の範囲内で株式などの証券投資を行なって

おりますが、将来の市場悪化又は投資先の業績不振などにより、現在の簿価に反映されていない損失や

簿価の回収不能が生じた場合、評価損の計上が必要となる可能性があります。 

⑥ 特有の法的規則 

 当社の事業を営む上での基礎となる直接的な法的規則に「薬事法」がありますが、今後、予期せぬ法

改正が発せられた場合においては、業績及び財務状況に重大な影響を及ぼす可能性があります。 

⑦ 情報のセキュリティ 

 当社が保有する顧客情報などの重要な個人情報については、外部への漏洩及び侵入を防ぐため、ＩＴ

関連におけるセキュリティの強化や社内教育を含めた組織上での管理体制の徹底など、情報管理には十

分に留意しております。 

 しかしながら、予期しえない不正アクセスによる社内システムへの侵入や予見できない問題が生じた

場合には、当社の業績及び財務状況に重大な影響を及ぼす可能性があります。 

(4) 事業等のリスク
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当社は関係会社を有していないため、該当事項はありません。 

  

当社は“美を愛する心・文化を愛する心・平和を愛する心”を深く心に刻み、「美容室経営の近代化

を推進することにより業界の発展に貢献するとともに、世のため・人のために事業を継続させる。」こ

とを創業以来の経営理念としております。 

 「世のため」とは、１円でも多く納税し１人でも多く雇用することによる地域・会社への貢献であ

り、「人のため」とは、株主、顧客、取引先の方々がそれぞれ当社に期待されていることを実現させて

いくことと認識しております。 

 この経営理念に基づき、高品質で誰からも愛される優れた製品の提供をはじめ、美容室における財務

内容の改善や事業拡張のために必要な方策等を積極的に提案し、お客様である美容室の成長とともに当

社も発展することで、社会の利益（納税・雇用）、株主の利益（利益還元）、顧客の利益（製品・サー

ビスに対する満足感）を常に高める努力を続け、業務用頭髪化粧品業界において も支持され信頼ある

企業となることを目指しております。 

  

当社は、企業価値の向上と競争力の強化を図るため、安定的な事業収益から得られる利益を重視する

効率経営の観点としては経常利益率の向上、また、自己資本の効率的な活用という観点からはＲＯＥ

（自己資本当期純利益率）の向上を主たる経営指標としております。 

 具体的な数値目標については、経常利益率15％以上、ＲＯＥ10％以上を揚げ、その達成に向けての諸

施策を講じております。 

  

当社は、刻々と、時には大きく変化する社会環境や経済状況に適応できる組織体制を確立し、「変化

できるものだけが生き残れる」という道理のもと、自らが着実により良い方向へ変化し、堅実に業績を

伸ばしていくための中期経営計画「Ｇ・Ｕ ＰＬＡＮ」を策定しております。 

 また、業容拡大のため未開拓地域への市場開拓、首都圏市場でのシェアアップを図るとともに、取引

先美容室の繁栄につながる提案営業の強化と市場で高い評価を得られる製品の開発及び提供に向け積極

的に取り組む所存であります。 

 これらを具現化するための中期戦略として、以下のとおり推進してまいります。 

①「美容室の成長とともに当社も発展する」の基本方針のもと、当社独自に開発した美容室専用の 

経営分析システム「旬報店システム」に基づくコンサルティング営業をより推進させ、旬報店をはじめ

とする取引先美容室の繁栄へとつながるサポート体制の充実を図る。また、旬報店の拡大へ向けては、

まず来期目標である1,150店舗を必達とし、さらなる顧客数の獲得増大に邁進する。 

②営業基盤を確固たるものとするためのサービス面での設備投資として、本社（京都府久世郡）、東京

支店（東京都渋谷区）、名古屋支店（名古屋市名東区）、千葉営業所（千葉市中央区）ならびに鹿児島

営業所（鹿児島市）に続く全国主要都市での研修施設を設置し、地域別にもより充実した営業体制の確

立を図る。 

2. 企業集団の状況

3. 経営方針

(1) 会社の経営の基本方針

(2) 目標とする経営指標

(3) 中長期的な会社の経営戦略
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③業容拡大には必要不可欠とされる首都圏市場でのシェア獲得へ向け、東京支店、横浜営業所、千葉営

業所ならびに当社製品販売代理店に続く販売拠点の充実、獲得を図る。 

④継続的な安定成長を目指すため、より効率的な営業体制を整え、営業員の教育面に注力した人材育成

と生産性の向上を図る。 

⑤市場ニーズに合致した、人と環境に優しい個性的且つ高品質なオリジナル製品の研究開発ならびに原

価低減に努めた多品種且つ必要量生産を効率的に行える生産体制の構築と工場設備の充実を図る。 

  

① 経営基盤の強化と経営効率の向上 

当社は、めまぐるしく変化する厳しい経済情勢と市場環境に柔軟に対応しながら、販路の拡大と既存

取引先の繁栄へ向けた提案営業（コンサルティングセールス）により、着実な成長戦略を目指しており

ます。 

それにはメーカーとして、お得意先の期待に沿う顧客ニーズに合致したより良い製品の提供を常の責

務と受けとめ、研究開発体制を充実するとともに多品種必要量生産を効率的に行うことにも努めてまい

ります。 

また、顧客満足度を高める質の高いサービスの提供を行うため、優秀な人材確保及び教育制度の充実

に注力いたします。 

具体的には、次の課題に取り組んでまいります。 

a 得意先美容室の繁栄へ向けての付加価値向上施策の企画・提案。 

b 安定したカラー市場における増収基盤の確立。 

c 「旬報店システム」のさらなる情報提供の充実及び管理体制の構築。 

d 環境委員会を中心とした全社員による環境保全活動ならびに環境保全経営の確立。 

e 首都圏市場のシェア拡大。 

② 内部統制制度の充実・強化 

平成21年４月28日に開示しましたとおり、元取締役経理部長の不正流用事件を受けて、内部統制制度

をより厳格に整備・運用してまいります。具体的には次のとおりです。 

 a 全役職員へのコンプライアンス意識の周知徹底 

 b 経理部内の管理体制の強化 

 c 内部監査の強化と監査役、監査法人との連携の充実 

 d 内部通報制度の導入  

(4) 会社の対処すべき課題
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4. 財務諸表

(1)【貸借対照表】 

(単位：千円) 

第29期 
(平成20年３月31日) 

第30期 
(平成21年３月31日) 

資産の部 

流動資産 

現金及び預金 225,544 379,749 

受取手形 26,824 19,721 

売掛金 830,184 898,880 

有価証券 972,092 1,152,698 

商品 11,135 29,190 

製品 266,722 348,950 

原材料 99,370 110,103 

仕掛品 4,209 4,242 

貯蔵品 19,206 16,123 

前渡金 185 245 

前払費用 22,580 17,603 

繰延税金資産 53,956 57,172 

その他 3,631 805 

貸倒引当金 △599 △600 

流動資産合計 2,535,046 3,034,887 

固定資産 

有形固定資産 

建物 ※1 1,030,348 ※1 1,066,763 

減価償却累計額 △351,506 △412,125 

建物（純額） 678,841 654,638 

構築物 55,263 55,263 

減価償却累計額 △34,726 △37,605 

構築物（純額） 20,536 17,657 

機械及び装置 131,044 138,514 

減価償却累計額 △86,539 △99,622 

機械及び装置（純額） 44,505 38,891 

車両運搬具 101,350 113,084 

減価償却累計額 △62,325 △77,473 

車両運搬具（純額） 39,024 35,610 

工具、器具及び備品 433,469 451,585 

減価償却累計額 △311,058 △368,962 

工具、器具及び備品（純額） 122,411 82,622 

土地 ※1 901,739 ※1 901,739 

建設仮勘定 3,520 3,370 

有形固定資産合計 1,810,579 1,734,530 
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(単位：千円) 

第29期 
(平成20年３月31日) 

第30期 
(平成21年３月31日) 

無形固定資産 

ソフトウエア 31,913 23,635 

その他 7,867 7,655 

無形固定資産合計 39,780 31,291 

投資その他の資産 

投資有価証券 305,732 241,005 

長期前払費用 3,452 2,234 

繰延税金資産 116,003 165,590 

長期預金 100,000 100,000 

差入保証金 24,329 33,621 

前払年金費用 60,476 74,259 

投資その他の資産合計 609,994 616,711 

固定資産合計 2,460,354 2,382,534 

資産合計 4,995,400 5,417,421 

負債の部 

流動負債 

買掛金 93,238 87,735 

未払金 266,822 281,741 

未払費用 39,719 27,060 

未払法人税等 252,200 280,000 

未払消費税等 15,233 21,044 

前受金 46 101 

預り金 15,201 14,628 

賞与引当金 55,722 61,981 

販売奨励引当金 － 5,114 

流動負債合計 738,184 779,407 

固定負債 

役員退職慰労引当金 253,480 301,160 

長期預り保証金 75,292 81,327 

固定負債合計 328,772 382,487 

負債合計 1,066,956 1,161,894 
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(単位：千円) 

第29期 
(平成20年３月31日) 

第30期 
(平成21年３月31日) 

純資産の部 

株主資本 

資本金 387,800 387,800 

資本剰余金 

資本準備金 330,800 330,800 

資本剰余金合計 330,800 330,800 

利益剰余金 

利益準備金 46,800 46,800 

その他利益剰余金 

固定資産圧縮積立金 9,796 9,098 

別途積立金 2,600,000 2,900,000 

繰越利益剰余金 578,204 591,009 

利益剰余金合計 3,234,801 3,546,908 

自己株式 △833 △1,115 

株主資本合計 3,952,567 4,264,392 

評価・換算差額等 

その他有価証券評価差額金 △24,123 △8,866 

評価・換算差額等合計 △24,123 △8,866 

純資産合計 3,928,443 4,255,526 

負債純資産合計 4,995,400 5,417,421 
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(2)【損益計算書】 

(単位：千円) 

第29期 
(自 平成19年４月１日 
至 平成20年３月31日) 

第30期 
(自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日) 

売上高 

製品売上高 3,948,125 4,375,495 

商品売上高 152,410 155,505 

その他 3,971 15,517 

売上高合計 4,104,508 4,546,517 

売上原価 

製品期首たな卸高 246,403 266,722 

当期製品製造原価 ※7 1,096,746 ※7 1,331,166 

合計 1,343,150 1,597,889 

製品他勘定振替高 ※1 114,139 ※1 144,042 

製品期末たな卸高 266,722 348,950 

製品売上原価 962,287 1,104,895 

商品期首たな卸高 10,252 11,135 

当期商品仕入高 132,195 161,625 

合計 142,448 172,761 

商品他勘定振替高 ※2 9,428 ※2 18,578 

商品期末たな卸高 11,135 29,190 

商品売上原価 121,884 124,992 

売上原価合計 1,084,171 1,229,888 

売上総利益 3,020,336 3,316,628 

販売費及び一般管理費 ※3, ※7 2,222,706 ※3, ※7 2,460,801 

営業利益 797,630 855,826 

営業外収益 

受取利息 884 1,486 

有価証券利息 14,430 6,329 

受取配当金 2,948 3,261 

投資有価証券売却益 1,631 2,233 

受取賃貸料 3,448 3,501 

その他 7,531 5,491 

営業外収益合計 30,874 22,304 

営業外費用 

たな卸資産廃棄損 8,971 8,768 

たな卸資産評価損 620 1,066 

賃貸費用 2,313 1,837 

その他 1,966 1,109 

営業外費用合計 13,871 12,782 

経常利益 814,633 865,348 
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(単位：千円) 

第29期 
(自 平成19年４月１日 
至 平成20年３月31日) 

第30期 
(自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日) 

特別利益 

固定資産売却益 ※4 172 － 

その他 － 3,599 

特別利益合計 172 3,599 

特別損失 

固定資産除却損 ※5 573 ※5 690 

減損損失 ※6 16,263 － 

投資有価証券評価損 64,328 131,725 

その他 － 10,818 

特別損失合計 81,165 143,234 

税引前当期純利益 733,640 725,713 

法人税、住民税及び事業税 356,954 365,458 

法人税等調整額 △49,216 △63,128 

法人税等合計 307,737 302,330 

当期純利益 425,902 423,382 
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(3)【株主資本等変動計算書】 

(単位：千円) 

第29期 
(自 平成19年４月１日 
至 平成20年３月31日) 

第30期 
(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 387,800 387,800 

当期変動額 

当期変動額合計 － － 

当期末残高 387,800 387,800 

資本剰余金 

資本準備金 

前期末残高 330,800 330,800 

当期変動額 

当期変動額合計 － － 

当期末残高 330,800 330,800 

資本剰余金合計 

前期末残高 330,800 330,800 

当期変動額 

当期変動額合計 － － 

当期末残高 330,800 330,800 

利益剰余金 

利益準備金 

前期末残高 46,800 46,800 

当期変動額 

当期変動額合計 － － 

当期末残高 46,800 46,800 

その他利益剰余金 

固定資産圧縮積立金 

前期末残高 10,592 9,796 

当期変動額 

固定資産圧縮積立金の取崩 △796 △698 

当期変動額合計 △796 △698 

当期末残高 9,796 9,098 

別途積立金 

前期末残高 2,340,000 2,600,000 

当期変動額 

別途積立金の積立 260,000 300,000 

当期変動額合計 260,000 300,000 

当期末残高 2,600,000 2,900,000 
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(単位：千円) 

第29期 
(自 平成19年４月１日 
至 平成20年３月31日) 

第30期 
(自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日) 

繰越利益剰余金 

前期末残高 522,787 578,204 

当期変動額 

剰余金の配当 △111,281 △111,276 

固定資産圧縮積立金の取崩 796 698 

別途積立金の積立 △260,000 △300,000 

当期純利益 425,902 423,382 

当期変動額合計 55,417 12,805 

当期末残高 578,204 591,009 

利益剰余金合計 

前期末残高 2,920,179 3,234,801 

当期変動額 

剰余金の配当 △111,281 △111,276 

固定資産圧縮積立金の取崩 － － 

別途積立金の積立 － － 

当期純利益 425,902 423,382 

当期変動額合計 314,621 312,106 

当期末残高 3,234,801 3,546,908 

自己株式 

前期末残高 △575 △833 

当期変動額 

自己株式の取得 △257 △281 

当期変動額合計 △257 △281 

当期末残高 △833 △1,115 

株主資本合計 

前期末残高 3,638,204 3,952,567 

当期変動額 

剰余金の配当 △111,281 △111,276 

当期純利益 425,902 423,382 

自己株式の取得 △257 △281 

当期変動額合計 314,363 311,825 

当期末残高 3,952,567 4,264,392 
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(単位：千円) 

第29期 
(自 平成19年４月１日 
至 平成20年３月31日) 

第30期 
(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 20,111 △24,123 

当期変動額 

株主資本以外の項目の当期変動額（純
額） 

△44,235 15,257 

当期変動額合計 △44,235 15,257 

当期末残高 △24,123 △8,866 

評価・換算差額等合計 

前期末残高 20,111 △24,123 

当期変動額 

株主資本以外の項目の当期変動額（純
額） 

△44,235 15,257 

当期変動額合計 △44,235 15,257 

当期末残高 △24,123 △8,866 

純資産合計 

前期末残高 3,658,315 3,928,443 

当期変動額 

剰余金の配当 △111,281 △111,276 

当期純利益 425,902 423,382 

自己株式の取得 △257 △281 

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △44,235 15,257 

当期変動額合計 270,127 327,082 

当期末残高 3,928,443 4,255,526 
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(4)【キャッシュ・フロー計算書】 

(単位：千円) 

第29期 
(自 平成19年４月１日 
至 平成20年３月31日) 

第30期 
(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 

税引前当期純利益 733,640 725,713 

減価償却費 149,209 162,626 

減損損失 16,263 － 

貸倒引当金の増減額（△は減少） 39 1 

賞与引当金の増減額（△は減少） 6,074 6,259 

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 34,900 47,680 

その他の引当金の増減額（△は減少） － △8,669 

投資有価証券売却損益（△は益） △1,631 △2,233 

投資有価証券評価損益（△は益） 64,328 131,725 

固定資産除却損 573 690 

受取利息及び受取配当金 △18,263 △11,077 

売上債権の増減額（△は増加） △75,239 △61,538 

たな卸資産の増減額（△は増加） △28,624 △107,965 

仕入債務の増減額（△は減少） △5,758 △5,502 

その他 44,780 15,346 

小計 920,291 893,054 

利息及び配当金の受取額 18,263 11,067 

法人税等の支払額 △334,554 △337,658 

営業活動によるキャッシュ・フロー 604,000 566,463 

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 △251,598 △91,659 

投資有価証券の売却による収入 108,609 21,077 

投資有価証券の償還による収入 93,024 31,469 

有形固定資産の取得による支出 △396,339 △72,089 

有形固定資産の売却による収入 25,859 － 

その他 △9,352 △9,190 

投資活動によるキャッシュ・フロー △429,796 △120,393 

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 △257 △281 

配当金の支払額 △111,027 △110,978 

財務活動によるキャッシュ・フロー △111,285 △111,260 

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 62,918 334,810 

現金及び現金同等物の期首残高 1,134,718 1,197,637 

現金及び現金同等物の期末残高 1,197,637 1,532,447 
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(5) 継続企業の前提に重要な疑義を抱かせる事象又は状況

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)

 該当事項はありません。 同左
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(6) 重要な会計方針

項目
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)

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）

(2) その他有価証券 

 時価のあるもの

 決算末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

法により算定しております） 

時価のないもの 

 移動平均法に基づく原価法

(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

    同左 

  

 

  

時価のないもの 

    同左

２ たな卸資産の評価基準及

び評価方法

 

  

 

 

(1) 商品・製品・原材料・仕掛品 

 総平均法に基づく原価法

(2) 貯蔵品 

 移動平均法に基づく原価法

通常の販売目的で保有するたな卸資産 

 評価基準は原価法（収益性の低下に

よる簿価切下げの方法）によっており

ます。

(1) 商品・製品・原材料・仕掛品 

     同左

(2) 貯蔵品 

     同左

（会計方針の変更） 
 当事業年度より、「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。 
 なお、これによる影響額はありませ
ん。

３ 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日以降に取

得した建物（建物附属設備を除く）

については、定額法によっておりま

す。

 なお、主な耐用年数は次のとおり

であります。

建物       5～50年 

機械装置      9年 

工具器具備品  2～20年

（会計処理の変更）

法人税法の改正（（所得税法等の一

部を改正する法律 平成19年３月30日

法律第６号）及び（法人税法施行令の

一部を改正する政令 平成19年３月30

日 政令第83号））に伴い、平成19年

４月１日以降に取得したものについて

は、改正後の法人税法に基づく方法に

変更しております。 

 なお、この変更による損益に与える

影響は軽微であります。 

（追加情報） 

 平成19年３月31日以前に取得したも

のについては、償却可能限度額まで償

却が終了した翌年から５年間で均等償

却する方法によっております。 

 当該変更に伴う損益に与える影響は

軽微であります。

(1) 有形固定資産

 定率法

 但し、平成10年４月１日以降に取

得した建物（建物附属設備を除く）

については、定額法によっておりま

す。

 なお、主な耐用年数は次のとおり

であります。

建物         5～50年 

機械及び装置      9年 

工具、器具及び備品 2～20年

また、平成19年３月31日以前に取得

したものについては、償却可能限度額

まで償却が終了した翌年から5年間で

均等償却する方法によっております。

（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（所得税法等の一部

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

び資産区分が見直されました。これに

より、当社の機械及び装置について

は、従来耐用年数を９年としておりま

したが、当事業年度より８年に変更し

ております。 

 なお、この変更が損益に与える影響

額は軽微であります。
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項目
第29期

(自 平成19年４月１日
至 平成20年３月31日)

第30期
(自 平成20年４月１日
至 平成21年３月31日)

３ 固定資産の減価償却の方

法

(2) 無形固定資産 

 定額法 

 ただし、自社利用のソフトウェアに

ついては、社内における利用可能期間

（５年）による定額法によっておりま

す。 

  

(3) 長期前払費用 

 定額法

(2) 無形固定資産 

     同左 

  

 

  

 

  

(3) 長期前払費用 

     同左

４ 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

 従業員に対して支給する賞与の支

出に備えるため、支給対象期間に応

じた支給見込額を計上しておりま

す。 

 

(2) 賞与引当金

     同左

(3)     ―――― (3) 販売奨励引当金

 当事業年度の売上に係る割戻金等

の支払いに充てるため、代理店等へ

の売上高に対して契約に基づく割戻

金等の支払見込額を計上しておりま

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

及び年金資産残高に基づき計上して

おります。

 なお、当社は適格退職年金制度を

全面的に採用しており、当事業年度

末は60,476千円を投資その他の資産

に前払年金費用として表示しており

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

及び年金資産残高に基づき計上して

おります。

 なお、当社は適格退職年金制度を

全面的に採用しており、当事業年度

末は74,259千円を投資その他の資産

に前払年金費用として表示しており

ます。

(5) 役員退職慰労引当金

 役員退職慰労金として内規に基づ

く必要額を計上しております。

(5) 役員退職慰労引当金

     同左

５ キャッシュ・フロー計算

書における資金の範囲

 キャッシュ・フロー計算書における

資金(現金及び現金同等物)は、手許現

金、随時引き出し可能な預金及び換金

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

ヶ月以内に償還期限が到来する短期投

資であります。

     同左

６ 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

 消費税等については税抜方式によっ

ております。

消費税等の会計処理

     同左
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(7)【財務諸表に関する注記事項】

(貸借対照表関係)

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)

※１ 担保に供している資産並びに対応債務

   担保にしている資産

建物 43,725千円

土地 282,835千円

合計 326,561千円

※１ 担保に供している資産並びに対応債務

   担保にしている資産

建物 38,717千円

土地 282,835千円

合計 321,553千円

   対応債務 

    該当事項はありません。

   対応債務

同左

(損益計算書関係)

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)

※１ 製品の他勘定振替高の内訳

販売促進費 89,315千円

見本費 16,087千円

たな卸資産廃棄損 5,724千円

その他 3,012千円

合計 114,139千円

※１ 製品の他勘定振替高の内訳

販売促進費 120,501千円

見本費 14,400千円

たな卸資産廃棄損 5,703千円

その他 3,437千円

合計 144,042千円

 

※２ 商品の他勘定振替高の内訳

販売促進費 5,678千円

見本費 2,686千円

図書費 567千円

その他 495千円

合計 9,428千円
 

※２ 商品の他勘定振替高の内訳

販売促進費 16,272千円

見本費 1,131千円

図書費 699千円

その他 474千円

合計 18,578千円

 

 

※３ 販売費及び一般管理費の主なもの

役員報酬 116,611千円

給与及び手当 703,217千円

法定福利費 100,288千円

賞与引当金繰入額 55,722千円

販売奨励金 187,799千円

販売促進費 158,846千円

荷造運送費 96,951千円

旅費交通費 146,003千円

不動産賃借料 63,081千円

減価償却費 102,228千円

役員退職慰労引当金繰入額 34,900千円

退職給付費用 38,572千円

   おおよその割合

販売費 22％

一般管理費 78％

 

 

※３ 販売費及び一般管理費の主なもの

役員報酬 125,483千円

給与及び手当 769,676千円

法定福利費 114,492千円

賞与引当金繰入額 61,981千円

販売奨励金 214,533千円

販売促進費 191,087千円

荷造運送費 112,302千円

旅費交通費 160,546千円

不動産賃借料 70,010千円

減価償却費 121,080千円

役員退職慰労引当金繰入額 47,680千円

退職給付費用 35,333千円

   おおよその割合

販売費 23％

一般管理費 77％
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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)

 

※４ 固定資産売却益の内訳

建物 172千円

※５ 固定資産除却損の内訳

工具器具備品 180千円

建物 275千円

その他 118千円

合計 573千円
 

※４       ―――――――

 

 

※５ 固定資産除却損の内訳

工具、器具及び備品 317千円

車両運搬具 373千円

合計 690千円

 

※６ 減損損失

当社は、以下の資産について減損損失を計上しま

した。

用 途
研修生用宿泊施設（分譲マン
ション）計３室

種 類 土地及び建物

場 所 京都府宇治市

金 額 16,263千円

（資産のグルーピングの方法） 

 当社はキャッシュ・フローを生み出す 小の単位

として、本社及び支店営業所ごとに資産のグルーピ

ングをしております。 

 なお、直接事業の用に供していない本社管理の研

修生用宿泊施設及び金沢支店で使用していた寮・社

宅施設については個別に取り扱っております。

（減損損失を認識するに至った経緯） 

 当資産グループは、主に研修生用の宿泊施設とし

て使用しておりましたが、その使用頻度と維持管理

費用及び物件の老朽化が避けられない状況であるこ

となどを検討した結果、売却することになったた

め、帳簿価額を正味売却価額まで減損し、当該減少

額を減損損失として特別損失に計上いたしました。

（回収可能価額の算出方法） 

 当資産グループの回収可能価額は、正味売却価額

により測定しており、合理的に算出した価額及び不

動産業者からの情報による近隣の取引事例を基準と

して算定した価額を使用しております。 

（内訳） 

 土 地     5,064千円 

 建 物    11,199千円

※６       ―――――――

※７ 一般管理費及び当期総製造費用に含まれる研究開

発費は、174,625千円であります。

※７ 一般管理費及び当期総製造費用に含まれる研究開

発費は、201,770千円であります。
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前事業年度(自 平成19年４月１日 至 平成20年３月31日) 

１ 発行済株式に関する事項 

 
  
２ 自己株式に関する事項 

 
（変動事由の概況） 

普通株式の増加は、単元未満株式の買取請求によるものであります。 
  
３ 新株予約権等に関する事項 

該当事項はありません。 

  
４ 配当に関する事項 

(1) 配当金支払額 

   
(2) 基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの 

 
  
当事業年度(自 平成20年４月１日 至 平成21年３月31日) 

１ 発行済株式に関する事項 

 
  
２ 自己株式に関する事項 

 
（変動事由の概況） 

普通株式の増加は、単元未満株式の買取請求によるものであります。 
  
３ 新株予約権等に関する事項 

該当事項はありません。 

  
４ 配当に関する事項 

(1) 配当金支払額 

   
(2) 基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの 

(株主資本等変動計算書関係)

株式の種類 前事業年度末 増加 減少 当事業年度末

普通株式(株) 7,950,000 ― ― 7,950,000

株式の種類 前事業年度末 増加 減少 当事業年度末

普通株式(株) 1,335 372 ― 1,707

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６月19日 
定時株主総会

普通株式 111,281 14 平成19年３月31日 平成19年６月20日

決議 株式の種類 配当の原資
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20年６月24日
定時株主総会

普通株式 利益剰余金 111,276 14 平成20年３月31日 平成20年６月25日

株式の種類 前事業年度末 増加 減少 当事業年度末

普通株式(株) 7,950,000 ― ― 7,950,000

株式の種類 前事業年度末 増加 減少 当事業年度末

普通株式(株) 1,707 399 ― 2,106

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20年６月24日 
定時株主総会

普通株式 111,276 14 平成20年３月31日 平成20年６月25日

決議 株式の種類 配当の原資
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21年６月23日
定時株主総会

普通株式 利益剰余金 119,218 15 平成21年３月31日 平成21年６月24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)

 

 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

現金及び預金勘定 225,544千円

有価証券勘定 972,092千円

現金及び現金同等物 1,197,637千円

 
 

 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

現金及び預金勘定 379,749千円

有価証券勘定 1,152,698千円

現金及び現金同等物 1,532,447千円

 

(リース取引関係）

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)

  該当事項はありません。 同左
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(注) 当事業年度において、その他有価証券で時価のある有価証券について131,725千円の減損処理を行っており、

減損後の金額を取得原価としております。 

なお、減損処理にあたっては、事業年度末における時価が取得原価に比べ50％以上下落した場合には全て減

損処理を行い、30～50％程度下落した場合には、回復可能性等を考慮して必要と認められた額について減損

処理を行っております。 

  

 

(有価証券関係)

１ その他有価証券で時価のあるもの

区分

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)

取得原価 
(千円)

貸借対照表日に
おける貸借対照
表計上額(千円)

差額
(千円)

取得原価
(千円)

貸借対照表日に 
おける貸借対照 
表計上額(千円)

差額
(千円)

貸借対照表計上額が取得 
原価を超えるもの

株式 14,914 24,002 9,087 16,355 17,653 1,298

その他 28,595 38,647 10,052 35,275 41,733 6,458

小計 43,510 62,650 19,140 51,631 59,387 7,756

貸借対照表計上額が取得 
原価を超えないもの

株式 9,207 6,207 △2,999 22,593 18,028 △4,565

非上場外国債券 233,270 176,681 △56,589 99,553 81,496 △18,057

小計 242,478 182,888 △59,589 122,147 99,525 △22,622

合計 285,988 245,539 △40,449 173,778 158,912 △14,866

２ 時価評価されていない有価証券

区分

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)

貸借対照表計上額(千円) 貸借対照表計上額(千円)

(1) 満期保有目的の債券

非上場国内債券 30,000 30,000

その他 ― ―

合計 30,000 30,000

(2) その他有価証券

非上場株式 30,193 52,093

マネー・マネジメント・ファ
ンド

901,731 1,082,096

中期国債ファンド 60,324 60,535

投資信託 10,036 10,065

合計 1,002,285 1,204,791
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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) 

 
  

３ 当事業年度中に売却した満期保有目的の債券

区分

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)

売却額 
（千円）

売却益の合計
（千円）

売却損の合計
（千円）

売却額
（千円）

売却益の合計
（千円）

売却損の合計
（千円）

①株式 ― ― ― ― ― ―

②その他 4,839 325 ― ― ― ―

合計 4,839 325 ― ― ― ―

４ 当事業年度中に売却したその他有価証券

区分

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)

売却額 
（千円）

売却益の合計
（千円）

売却損の合計
（千円）

売却額
（千円）

売却益の合計
（千円）

売却損の合計
（千円）

①株式 1,756 302 ― ― ― ―

②その他 102,012 1,003 ― 40,550 2,233 ―

合計 103,769 1,306 ― 40,550 2,233 ―

５ 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決算日後における償還予定額

区分
１年以内 
(千円)

１年超５年以内
(千円)

５年超10年以内
(千円)

10年超
(千円)

①債券

地方債 ― 30,000 ― ―

②その他 30,000 243,473 ― ―

合計 30,000 273,473 ― ―

区分
１年以内 
(千円)

１年超５年以内
(千円)

５年超10年以内
(千円)

10年超
(千円)

①債券

地方債 ― 30,000 ― ―

②その他 56,067 203,331 ― ―

合計 56,067 233,331 ― ―
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(デリバディブ取引関係)

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)

当社は、デリバディブ取引を全く利用していないた

め、該当事項はありません。 

 

同左

 

(退職給付関係)

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)

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適格退職年金制

度を採用しております。

１ 採用している退職給付制度の概要

同左

 

２ 退職給付債務等の内容のうち財務諸表に記載のある

事項

 (1) 退職給付債務に関する事項

退職給付債務 330,436千円

年金資金残高 390,912千円

貸借対照表計上額（純額） 60,476千円

前払年金費用 60,476千円

退職給付引当金 ―千円

   当社は、退職給付債務の算定にあたり、簡便法を

採用しております。

 

２ 退職給付債務等の内容のうち財務諸表に記載のある

事項

 (1) 退職給付債務に関する事項

退職給付債務 367,800千円

年金資金残高 442,060千円

貸借対照表計上額（純額） 74,259千円

前払年金費用 74,259千円

退職給付引当金 ―千円

   当社は、退職給付債務の算定にあたり、簡便法を

採用しております。

 

 (2) 退職給付費用に関する事項

退職給付費用 47,096千円

   なお当社は、退職給付費用の算定にあたり、簡便

法を採用しております。

 

 (2) 退職給付費用に関する事項

退職給付費用 42,097千円

   なお当社は、退職給付費用の算定にあたり、簡便

法を採用しております。

３ 退職給付債務等の計算基礎

   当社は、簡便法を採用しておりますので、基礎率

等については記載しておりません。 

 

３ 退職給付債務等の計算基礎

同左
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(ストック・オプション等関係)

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)

 該当事項はありません。 同左

 

(税効果会計関係)

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)

 

１ 繰延税金資産の発生の主な原因別の内訳

  (繰延税金資産)

①流動資産

未払事業税 20,684千円

賞与引当金 22,489千円

その他 10,782千円

    計 53,956千円

②固定資産

役員退職慰労引当金 102,304千円

その他有価証券評価差額 16,325千円

その他 28,411千円

    計 147,041千円

繰延税金資産合計 200,998千円

  (繰延税金負債)

固定負債

固定資産圧縮積立金 6,629千円

その他 24,408千円

繰延税金負債合計 31,037千円

差引：繰延税金資産の純額 169,960千円

 

１ 繰延税金資産の発生の主な原因別の内訳

  (繰延税金資産)

①流動資産

未払事業税 22,237千円

賞与引当金 25,015千円

その他 9,919千円

   計 57,172千円

②固定資産

役員退職慰労引当金 121,548千円

その他有価証券評価差額 5,999千円

その他 74,170千円

   計 201,718千円

繰延税金資産合計 258,891千円

  (繰延税金負債)

固定負債

固定資産圧縮積立金 6,157千円

その他 29,971千円

繰延税金負債合計 36,128千円

差引：繰延税金資産の純額 222,763千円

 

 

２ 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担

率との差異の原因となった主な項目別の内訳

法定実効税率 40.4％

  (調整)

交際費等永久に損金に
算入されない項目

3.4％

住民税均等割等 0.5％

法人税額の特別控除額 △2.2％

その他 △0.1％

税効果会計適用後の
法人税等の負担率

42.0％

 

 

２ 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担

率との差異の原因となった主な項目別の内訳

法定実効税率 40.4％

  (調整)

交際費等永久に損金に
算入されない項目

3.2％

住民税均等割等 0.5％

法人税額の特別控除額 △2.6％

その他 0.2％

税効果会計適用後の
法人税等の負担率

41.7％

(企業結合等関係)

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)

該当事項はありません。 同左
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(注) １株当たり純資産額及び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。 

(１) １株当たり純資産額 

 
(２) １株当たり当期純利益金額 

 
  

(持分法損益等)

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)

当社には関連会社がありませんので、持分法を適用

した該当事項はありません。

同左

 

【関連当事者情報】

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)

該当事項はありません。 同左

 

(１株当たり情報)

項目
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)

１株当たり純資産額 494円25銭 535円43銭

１株当たり当期純利益 53円58銭 53円27銭

潜在株式調整後 
１株当たり当期純利益

 潜在株式がないため記載しており

ません。

 潜在株式がないため記載しており

ません。

項目
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)

貸借対照表の純資産の部の合計額(千円) 3,928,443 4,255,526

普通株式に係る純資産額(千円) 3,928,443 4,255,526

差額の主な内訳(千円) ― ―

普通株式の発行済株式数(株) 7,950,000 7,950,000

普通株式の自己株式数(株) 1,707 2,106

１株当たり純資産額の算定に用いられた
普通株式の数(株)

7,948,293 7,947,894

項目
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)

当期純利益(千円) 425,902 423,382

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) 425,902 423,382

普通株式の期中平均株式数(株) 7,948,634 7,947,894
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(重要な後発事象)

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)

  該当事項はありません。 当社は、設備拡充のため、下記の土地・建物を平成21

年５月１日に取得することが確定しました。

    物件所在地           取得価格

 1）久世郡久御山町大字田井小字   219,264千円 

   新荒見111番 

     土地：2,866.11㎡ 

       建物：3,597.16㎡ 

 2) 久世郡久御山町大字田井小字   69,735千円 

   新荒見126番1 

       土地：  955.37㎡ 

       建物：1,002.02㎡ 

  当該物件は、建物を撤去し更地とし、当社工場の建設

を予定しております。

コタ㈱（4923）平成21年３月期決算短信

－32－



① 代表者の異動 

該当事項はありません。 

  

② その他の役員の異動（平成21年６月23日付予定） 

１．新任予定監査役候補 

監査役 星野 美知男 

 監査役 吉井 英雄  

２．退任予定監査役 

監査役 高橋 芳廣  

  (注) 新任監査役候補者 星野美知男氏及び吉井英雄氏は、会社法第２条第16号に定める 

      社外監査役であります。 

  

当事業年度における生産実績を品目別に示すと、次のとおりであります。 

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

  

当事業年度における商品仕入実績は、次のとおりであります。 

 
(注) １ 上記金額は実際仕入額であり、消費税等は含まれておりません。 

(注) ２ 商品の主な内容は、美容室で利用されるＤＭやチラシ等の販促物のほか、美容機材、施術時に使用する美容

小物品等であります。 
  

5. その他

(1) 役員の異動

(2) 生産、受注及び販売の状況

  ① 生産実績

区 分

前事業年度 当事業年度

対前年比較増減(自 平成19年４月１日 (自 平成20年４月１日

至 平成20年３月31日) 至 平成21年３月31日)

金額（千円） 金額（千円） 金額（千円） 前年比(％)

トイレタリー 2,313,489 2,281,817 △31,672 98.6

整髪料 780,170 802,249 22,078 102.8

カラー剤 358,369 815,774 457,405 227.6

育毛剤 95,323 153,451 58,127 161.0

パーマ剤 167,157 209,805 42,648 125.5

合 計 3,714,510 4,263,098 548,588 114.8

  ② 商品仕入実績

区 分

前事業年度 当事業年度

対前年比較増減(自 平成19年４月１日 (自 平成20年４月１日

至 平成20年３月31日) 至 平成21年３月31日)

金額（千円） 金額（千円） 金額（千円） 前年比(％)

商 品 132,195 161,625 29,430 122.3

合 計 132,195 161,625 29,430 122.3
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製品の製造において一部を外注に依存しております。 

当事業年度における外注実績を品目別に示すと、次のとおりであります。 

 
(注) 上記金額には、消費税等は含まれておりません。 

  

当事業年度における販売実績を品目別に示すと、次のとおりであります。 

 
(注) １ 上記金額には、消費税等は含まれておりません。 

２ 総販売実績のうち輸出高は、36,599千円（総販売実績に占める割合0.8％）であります。 

３ 商品の主な内容は、美容室で利用されるＤＭやチラシ等の販促物のほか、美容機材、施術時に使用する美容

小物品等であります。 

４ 受取販売手数料は、美容室等の店舗増改築及び美容室専用の集客支援ソフト推進による業者等から受け取る

紹介手数料であります。 

  

  ③ 外注実績

区 分

前事業年度 当事業年度

対前年比較増減(自 平成19年４月１日 (自 平成20年４月１日

至 平成20年３月31日) 至 平成21年３月31日)

金額（千円） 金額（千円） 金額（千円） 前年比(％)

トイレタリー 8,834 6,648 △2,185 75.3

整髪料 30,331 36,407 6,075 120.0

カラー剤 69,230 167,115 97,885 241.4

育毛剤 9,252 14,432 5,179 156.0

パーマ剤 17,908 23,776 5,868 132.8

合 計 135,556 248,380 112,823 183.2

 ④ 販売実績

区 分

前事業年度 当事業年度

対前年比較増減(自 平成19年４月１日 (自 平成20年４月１日

至 平成20年３月31日) 至 平成21年３月31日)

金額（千円） 金額（千円） 金額（千円） 前年比(％)

製
品

トイレタリー 2,368,232 2,564,493 196,260 108.3

整髪料 893,851 869,285 △24,566 97.3

カラー剤 323,637 555,203 231,566 171.6

育毛剤 151,346 181,568 30,222 120.0

パーマ剤 211,057 204,944 △6,113 97.1

小 計 3,948,125 4,375,495 427,369 110.8

商 品 152,410 155,505 3,094 102.0

受取販売手数料 3,971 15,517 11,545 390.7

合 計 4,104,508 4,546,517 442,009 110.8
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