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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 15,008 △0.3 681 △22.8 639 △28.6 59 △88.0

20年3月期 15,048 3.9 883 △9.4 896 △7.4 494 △8.0

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 12.60 ― 1.1 7.5 4.5
20年3月期 105.17 ― 9.4 10.5 5.9

（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 8,471 5,261 62.1 1,118.88
20年3月期 8,656 5,398 62.4 1,148.02

（参考） 自己資本   21年3月期  5,261百万円 20年3月期  5,398百万円

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 161 155 △147 1,358
20年3月期 342 △30 △186 1,189

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 ― 20.00 ― 20.00 40.00 188 38.0 3.5
21年3月期 ― 20.00 ― 20.00 40.00 188 317.4 3.6

22年3月期 
（予想）

― 20.00 ― 20.00 40.00 94.1

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

7,150 △4.5 120 △63.0 115 △62.5 42 ― 8.93

通期 14,650 △2.4 460 △32.5 450 △29.7 200 237.4 42.53
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4.  その他 

(1) 重要な会計方針の変更 

（注） 詳細は14ページ「重要な会計方針の変更」をご覧下さい。 

(2) 発行済株式数（普通株式） 

(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、22ページ「１株当たり情報」をご覧下さい。 

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 4,703,063株 20年3月期 4,703,063株

② 期末自己株式数 21年3月期  264株 20年3月期  264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利用にあたっての注意事項については、3ペ
ージ「1.経営成績(1)経営成績に関する分析」をご覧下さい。 
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当事業年度における国内経済は、米国のサブプライム住宅ローン問題に端を発した世界的な金融危機

の拡がりを受け、下期以降、急速な景気の悪化に見舞われ厳しい状況となりました。特に基幹輸出製造

業への影響は極めて大きく、企業収益が大幅に減少、深刻な雇用問題も生じることとなりました。小売

業界につきましても百貨店や大手量販店では、新規出店の凍結や撤退表明が相次いで出される等、消費

マインドの悪化および個人消費の減少から縮小均衡的な経営を余儀なくされました。  

 このような状況の下、当社の主力であるハウス オブ ローゼ事業の安定的な成長を図りつつ、リフレ

クソロジー事業の伸長および新規のカーブス事業等の育成と事業基盤の確立に注力してまいりました。 

  

【ハウス オブ ローゼ事業】 

 新規顧客様の固定客化とリピート購入の促進に重点を置き、リピート率の高いスキンケアの販売比率

を高め、売上高の増加を図ることに注力してまいりましたが、売上高実績は卸売部門を含め130億65百

万円、前期比1.2％の減少という厳しい結果となりました。上期売上高は前年同期比1.0％の微増でした

が、下期以降、急速に販売が低迷、下期売上高は前年同期比3.1％減となり、直営店舗におけるスタッ

フ効率（販売スタッフ一人あたりの売上高）も減少いたしました。  

 商品施策につきましては、主力スキンケアラインのリニューアルとして4月に「ミルキュア ピュ

ア」ラインを発売しました。この商品の開発のために提携した北海道の牧場から採れる「ピュア」なミ

ルクから精製された「グラスミルク乳清（ホエイ）」を配合した当ラインは、「肌のうるおい力」をサ

ポートする商品としてご好評をいただき、直営店舗売上高は旧ラインより約26％増加いたしました。ま

た今年2月には、発売以来多くのお客さまからご支持をいただき、商品別ではトップクラスの売上を維

持してきたジェル状美容液「パワーサージ ジェルEX」をリニューアル、配合成分である「セラミド」

の種類や配合量を増加させることでお肌のバリア機能を一層高め、うるおいに満ちた健康的なお肌を導

く商品「パワーサージ ジェルDX」として発売したところ、従来品を上回る高い評価をいただき好調に

推移いたしております。 

 直営店舗の出退店状況につきましては、百貨店コーナー2店舗、専門店ショップ5店舗の合計7店舗を

出店いたしましたが、その一方、一層の効率経営を図る観点から年度末にかけ不採算店舗の積極的な退

店を実施、通期で百貨店コーナー4店舗、専門店ショップ9店舗の合計13店舗を退店いたしました。結果

として6店舗の純減となり、当期末時点における店舗数は250店舗となりました。  

  

【リフレクソロジー事業】  

 当期は、例年売上高が減少する冬季に期間限定のメニューを実施、また年間を通じ諸施策を講じたこ

と等により当事業売上高は11億9百万円、前期比2.8％の増加となりました。ただ当事業につきましても

下期以降の急速な景気悪化の影響を受け、上期売上高の前年同期比6.7％増に対し、下期売上高は同

1.7％の減少という結果になりました。懸案であるサロンスタッフの充足状況につきましては、積極的

な募集を行っているものの全体では未だ不足感が否めない状況となっております。  

 出退店の状況につきましては、2店舗を新規出店、それに対し2店舗退店したことにより、期初と同数

の29店舗となりました。  

  

【カーブス事業】  

 米国発祥の女性専用小型フィットネスクラブ「カーブス」のフランチャイジー事業につきましては、

当期は新規出店を行わず既存店舗の会員数増加に主眼をおき育成を図ってまいりました。会員数は冬季

に若干増加率が低減したものの通期では順調に増加し、結果的には期初計画数を上回り、当期末時点の

全店舗合計会員数は約4,650名、期初より約1,220名増加いたしました。当事業の売上高は3億5百万円で

前期より64.4％増と大きく伸長いたしました。 

  

 以上の結果、第28期当社売上高は150億8百万円（前期比0.3％減）となりました。また、ハウス オブ 

ローゼ事業における原材料費の高騰や商品リニューアルに伴う旧商品の廃棄等に加え、相対的に原価率

の高いリフレクソロジー事業及びカーブス事業の売上シェアの拡大により売上原価率が上昇したことが

影響し、営業利益は6億81百万円（前期比22.8％減）、経常利益は6億39百万円(前期比28.6％減）とな

りました。 

さらに、昨年6月に「東京化粧品厚生年金基金」を脱退したことに伴う脱退特別掛金4億54百万円を特別

損失処理したことにより、当期純利益は59百万円（前期比88.0％減）となりました。  

【定性的情報・財務諸表等】

１. 経営成績

(1) 経営成績に関する分析

 ①当期の経営成績
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今後も当面は厳しい状況が続くと想定されます。小売業界におきましても消費環境の低迷から事業の

統廃合や店舗の撤退あるいは出店計画の見直し等が相次ぐものと考えれられます。 

 当社におきましても小売業の低迷の影響を受け、売上高の伸長は見込めず厳しい状況になるものと考

えております。一方、このような状況を認識しつつ、前期に減少した利益の回復に向けて努力をしてま

いります。 

 なお、次期の業績見通しは、売上高146億50百万円（前期比2.4％減）、営業利益4億60百万円（前期

比32.5％減）、経常利益4億50百万円（前期比29.7％減）、当期純利益2億円（前期比237.4％増）を計

画しております。                 

  

当事業年度における総資産は、8,471,303千円となり、前事業年度末に比べ185,158千円減少（前年同

期比2.1％減）となりました。 

 資産の部の主な変動といたしましては、リース資産合計74,903千円増加、売掛金78,730千円減少及び

保険積立金131,032千円減少によるものであります。 

 負債の部の主な変動といたしましては、1年以内返済長期借入金97,280千円増加、リース債務合計

78,648千円増加、未払法人税等118,831千円減少によるものであります。 

 純資産の主な変動といたしましては、剰余金の配当金188,111千円により利益剰余金が130,574千円減

少したことによるものであります。              
              

当事業年度における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、168,243千円増加し、

1,358,038千円となりました。 

また当事業年度におけるキャッシュ・フロー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） 

 営業活動の結果得られた資金は、161,048千円となりました。これは主に税引前当期純利益177,144千

円及び売上債権の減少79,201千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） 

 投資活動の結果得られた資金は、155,046千円となりました。これは主に定期預金の払戻によるもの

であります。                    
              

（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

 財務活動に使用した資金は、147,851千円となりました。これは主に配当金の支払によるものであり

ます。 
  

当社は、業績、経営環境等を総合的に勘案した利益還元を行っていくことを基本方針とし、かつ安定

的な配当の継続を図ってまいります。同時に、長期的、安定的な将来の事業展開に備え、財務体質を一

層強化するため、内部留保の充実にも努めます。当期の期末利益配当金1株当たり20円を予定しており

ます。これにより年間配当額は40円となります。 

 次期の配当は、中間、期末ともに20円の年間40円を予定しております。 
              

最近の有価証券報告書（平成20年６月23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

いたします。 
              

最近の有価証券報告書（平成20年６月23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いたします。 
              

 ②次期の見通し

(2) 財政状態に関する分析

 ①資産、負債及び純資産の状況

 ②キャッシュ・フローの状況

(3）利益配分に関する基本方針及び当期・次期の配当

(4）事業等のリスク

２. 企業集団の状況
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「お客様にありがとうと言われるような販売を続ける」という社是のもと、良い商品づくりをすす
め、お使いになられたお客様が充分に納得し、ご満足されることを使命として「利益ある成長」を続け
る「強くて良い会社」を目指しております。 
              

当社の組織運営においては、スタッフ効率（店舗スタッフ一人当たり売上高）をもっとも重視してお

り、この結果を表わす経営指標が営業利益率となります。 

当期の営業利益率は、4.5％でありますが、現行の中期経営計画では、最終年度である平成24年３月期

において営業利益率5.5％を目標といたしております。 

                                       

今後とも、「美しさと健康と快適な生活を願われる人々のために、優れた商品と真心のこもったサー

ビスを提供する」という当社の経営理念のもとに、主力事業であるスキンケア・バス・ボディケア商品

等の物販事業においては、従来からのコンサルティング販売型店舗に加え、半セルフ型店舗の展開を促

進し、安定的な売上増及び利益増を目指してまいります。 

 また、リフレクソロジー事業・カーブスのフランチャイジー事業を中心としたサービス提供事業の売

上拡大を図り、当社事業の第2の柱を確立してまいります。 
  

今後も当面は厳しい状況が続くと想定されます。小売業界におきましても消費環境の低迷から事業の

統廃合や店舗の撤退あるいは出店計画の見直し等が相次ぐものと考えられます。 

 当社におきましても小売業の低迷の影響を受け、売上高の伸長は見込めず厳しい状況になるものと考

えております。一方、このような状況を認識しつつ、前期に減少した利益の回復に向けて努力をしてま

いります。 

  

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

(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） 

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 2,369,795 2,338,038 

受取手形 470 － 

売掛金 1,020,057 941,326 

商品 1,359,043 1,341,315 

前渡金 12,971 10,591 

前払費用 1,925 4,025 

短期貸付金 － 15,000 

繰延税金資産 108,848 112,852 

その他 4,070 1,203 

貸倒引当金 △1,632 △5,647 

流動資産合計 4,875,549 4,758,704 

固定資産 

有形固定資産 

建物 ※1 1,019,426 ※1 1,006,534 

減価償却累計額 △466,652 △483,856 

建物（純額） 552,774 522,677 

土地 ※1, ※2 1,520,473 ※1, ※2 1,519,206 

リース資産 － 68,296 

減価償却累計額 － △10,301 

リース資産（純額） － 57,995 

有形固定資産合計 2,073,248 2,099,879 

無形固定資産 

借地権 442 442 

商標権 2,250 2,000 

リース資産 － 16,908 

無形固定資産合計 2,692 19,350 

投資その他の資産 

投資有価証券 115,052 166,896 

関係会社株式 34,730 47,400 

関係会社長期貸付金 － 21,670 

破産更生債権等 － 15,710 

長期前払費用 42,781 24,688 

差入保証金 1,054,815 985,799 

保険積立金 254,390 123,357 

繰延税金資産 203,201 222,556 

貸倒引当金 － △14,710 

投資その他の資産合計 1,704,971 1,593,368 

固定資産合計 3,780,912 3,712,598 

資産合計 8,656,461 8,471,303 
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（単位：千円） 

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) 

負債の部 

流動負債 

支払手形 1,217,199 1,174,746 

買掛金 210,938 183,989 

1年内返済予定の長期借入金 ※1 170,520 ※1 267,800 

リース債務 － 25,877 

未払金 100,825 89,265 

未払費用 233,330 221,926 

未払法人税等 230,250 111,418 

未払消費税等 52,223 44,393 

預り金 20,043 20,875 

賞与引当金 190,666 199,404 

その他 9,944 10,110 

流動負債合計 2,435,941 2,349,808 

固定負債 

長期借入金 ※1 313,880 ※1 270,840 

リース債務 － 52,770 

退職給付引当金 374,240 399,777 

役員退職慰労引当金 113,788 117,770 

長期預り保証金 14,245 8,732 

その他 5,441 9,747 

固定負債合計 821,596 859,636 

負債合計 3,257,537 3,209,445 

純資産の部 

株主資本 

資本金 934,682 934,682 

資本剰余金 

資本準備金 1,282,222 1,282,222 

資本剰余金合計 1,282,222 1,282,222 

利益剰余金 

利益準備金 119,666 119,666 

その他利益剰余金 

別途積立金 2,600,000 2,800,000 

繰越利益剰余金 1,501,015 1,170,441 

利益剰余金合計 4,220,681 4,090,107 

自己株式 △203 △203 

株主資本合計 6,437,382 6,306,808 

評価・換算差額等 

その他有価証券評価差額金 7,967 △258 

土地再評価差額金 △1,046,426 △1,044,692 

評価・換算差額等合計 △1,038,459 △1,044,950 

純資産合計 5,398,923 5,261,857 

負債純資産合計 8,656,461 8,471,303 
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(2)【損益計算書】 

（単位：千円） 

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 ※1 15,048,325 ※1 15,008,584 

売上原価 

商品期首たな卸高 1,281,174 1,359,043 

当期商品仕入高 3,808,562 3,716,735 

他勘定受入高 ※3 524,240 ※3 595,468 

合計 5,613,978 5,671,248 

商品期末たな卸高 1,359,043 1,341,315 

売上原価合計 4,254,934 4,329,932 

売上総利益 10,793,390 10,678,651 

販売費及び一般管理費 

店舗家賃 3,151,199 3,192,361 

荷造運搬費 365,459 360,147 

広告宣伝費 397,072 360,596 

役員報酬 87,586 92,230 

給料及び手当 3,009,247 3,126,812 

賞与 387,175 392,574 

賞与引当金繰入額 190,666 199,404 

退職給付費用 56,249 56,169 

役員退職慰労引当金繰入額 11,088 12,590 

法定福利及び厚生費 803,251 750,738 

旅費及び交通費 110,886 106,583 

消耗品費 180,502 188,218 

事業所税 8,000 7,200 

減価償却費 25,596 35,967 

賃借料 516,128 487,819 

貸倒引当金繰入額 3,801 18,725 

その他 606,189 608,610 

販売費及び一般管理費合計 9,910,101 9,996,752 

営業利益 883,288 681,899 

営業外収益 

受取利息 3,819 3,569 

受取配当金 2,743 1,545 

不動産賃貸料 10,165 8,064 

業務受託料 ※2 1,428 ※2 1,428 

保険解約返戻金 14,825 2,245 

受取保険金 － 8,009 

雑収入 3,510 8,376 

営業外収益合計 36,492 33,238 

営業外費用 

支払利息 11,324 12,850 

不動産賃貸原価 3,067 2,673 

リース解約損 － 12,947 

上場関連費用 4,000 9,095 

保険積立金解約金 5,152 37,736 

雑損失 － 12 

営業外費用合計 23,544 75,316 

経常利益 896,236 639,821 
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（単位：千円） 

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) 

特別利益 

投資有価証券売却益 12,979 9,053 

特別利益合計 12,979 9,053 

特別損失 

厚生年金基金解約損 － 454,018 

適格退職年金解約損 10,698 － 

投資有価証券評価損 － 9,581 

減損損失 8,710 8,129 

特別損失合計 19,408 471,730 

税引前当期純利益 889,807 177,144 

法人税、住民税及び事業税 421,176 115,985 

過年度法人税等 － 19,625 

法人税等調整額 △25,977 △17,737 

法人税等合計 395,198 117,873 

当期純利益 494,608 59,271 
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(3)【株主資本等変動計算書】 

（単位：千円） 

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 934,682 934,682 

当期変動額 

当期変動額合計 － － 

当期末残高 934,682 934,682 

資本剰余金 

資本準備金 

前期末残高 1,282,222 1,282,222 

当期変動額 

当期変動額合計 － － 

当期末残高 1,282,222 1,282,222 

資本剰余金合計 

前期末残高 1,282,222 1,282,222 

当期変動額 

当期変動額合計 － － 

当期末残高 1,282,222 1,282,222 

利益剰余金 

利益準備金 

前期末残高 119,666 119,666 

当期変動額 

当期変動額合計 － － 

当期末残高 119,666 119,666 

その他利益剰余金 

別途積立金 

前期末残高 2,400,000 2,600,000 

当期変動額 

別途積立金の積立 200,000 200,000 

当期変動額合計 200,000 200,000 

当期末残高 2,600,000 2,800,000 

繰越利益剰余金 

前期末残高 1,382,761 1,501,015 

当期変動額 

剰余金の配当 △176,354 △188,111 

別途積立金の積立 △200,000 △200,000 

当期純利益 494,608 59,271 

土地再評価差額金の取崩 － △1,734 

当期変動額合計 118,253 △330,574 

当期末残高 1,501,015 1,170,441 

利益剰余金合計 

前期末残高 3,902,428 4,220,681 

当期変動額 

剰余金の配当 △176,354 △188,111 

別途積立金の積立 － － 

当期純利益 494,608 59,271 

土地再評価差額金の取崩 － △1,734 

当期変動額合計 318,253 △130,574 

当期末残高 4,220,681 4,090,107 

自己株式 

前期末残高 △203 △203 

当期変動額 

当期変動額合計 － － 

当期末残高 △203 △203 
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（単位：千円） 

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) 

株主資本合計 

前期末残高 6,119,128 6,437,382 

当期変動額 

剰余金の配当 △176,354 △188,111 

当期純利益 494,608 59,271 

土地再評価差額金の取崩 － △1,734 

当期変動額合計 318,253 △130,574 

当期末残高 6,437,382 6,306,808 

評価・換算差額等 

その他有価証券評価差額金 

前期末残高 33,781 7,967 

当期変動額 

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △25,814 △8,225 

当期変動額合計 △25,814 △8,225 

当期末残高 7,967 △258 

土地再評価差額金 

前期末残高 △1,026,694 △1,046,426 

当期変動額 

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △19,731 1,734 

当期変動額合計 △19,731 1,734 

当期末残高 △1,046,426 △1,044,692 

評価・換算差額等合計 

前期末残高 △992,913 △1,038,459 

当期変動額 

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △45,545 △6,491 

当期変動額合計 △45,545 △6,491 

当期末残高 △1,038,459 △1,044,950 

純資産合計 

前期末残高 5,126,215 5,398,923 

当期変動額 

剰余金の配当 △176,354 △188,111 

当期純利益 494,608 59,271 

土地再評価差額金の取崩 － △1,734 

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △45,545 △6,491 

当期変動額合計 272,707 △137,066 

当期末残高 5,398,923 5,261,857 
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(4)【キャッシュ・フロー計算書】 

（単位：千円） 

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) 

営業活動によるキャッシュ・フロー 

税引前当期純利益 889,807 177,144 

減価償却費 27,594 37,572 

賞与引当金の増減額（△は減少） 16,843 8,737 

役員賞与引当金の増減額（△は減少） △10,600 － 

退職給付引当金の増減額（△は減少） 25,752 25,536 

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 11,088 3,982 

貸倒引当金の増減額（△は減少） 803 18,725 

投資有価証券評価損益（△は益） － 9,581 

受取利息及び受取配当金 △6,562 △5,114 

支払利息 11,324 12,850 

有価証券及び投資有価証券売却損益（△は益） △12,979 △9,053 

減損損失 8,710 8,129 

厚生年金基金解約損 － 454,018 

売上債権の増減額（△は増加） △32,652 79,201 

たな卸資産の増減額（△は増加） △77,868 17,728 

仕入債務の増減額（△は減少） 2,136 △69,401 

未払消費税等の増減額（△は減少） △3,688 △3,418 

未払費用の増減額（△は減少） △7,892 △11,403 

その他の流動資産の増減額（△は増加） △9,985 3,148 

その他の流動負債の増減額（△は減少） △27,354 △10,440 

その他の固定資産の増減額（△は増加） △19,542 133,666 

その他の固定負債の増減額（△は減少） △3,268 △3,823 

小計 781,664 877,367 

利息及び配当金の受取額 5,509 4,293 

利息の支払額 △11,324 △12,850 

厚生年金基金解約金の支払額 － △454,018 

法人税等の支払額 △433,833 △253,742 

営業活動によるキャッシュ・フロー 342,016 161,048 

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 △1,630,000 △980,000 

定期預金の払戻による収入 1,630,000 1,180,000 

有形固定資産の売却による収入 － 7,105 

投資有価証券の取得による支出 △59,742 △103,669 

投資有価証券の売却による収入 27,819 40,779 

関係会社株式の取得による支出 － △16,000 

貸付けによる支出 － △70,000 

貸付金の回収による収入 － 33,329 

差入保証金の差入による支出 △88,559 △28,328 

差入保証金の回収による収入 83,358 97,344 

預り保証金の返還による支出 － △5,513 

預り保証金の受入による収入 6,432 － 

投資活動によるキャッシュ・フロー △30,691 155,046 

財務活動によるキャッシュ・フロー 

短期借入れによる収入 1,100,000 750,000 

短期借入金の返済による支出 △1,100,000 △750,000 

長期借入れによる収入 200,000 300,000 

長期借入金の返済による支出 △209,860 △245,760 

リース債務の返済による支出 － △13,979 

配当金の支払額 △176,354 △188,111 

財務活動によるキャッシュ・フロー △186,214 △147,851 

現金及び現金同等物に係る換算差額 － － 

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 125,109 168,243 

現金及び現金同等物の期首残高 1,064,686 1,189,795 

現金及び現金同等物の期末残高 1,189,795 1,358,038 
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   該当事項はありません。 

  

(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 

(6) 重要な会計方針

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) 子会社株式及び関連会社株式
  総平均法による原価法

(1) 子会社株式及び関連会社株式
 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、売却原価は総平均法
により算定しております。)

(2) その他有価証券
 時価のあるもの・同左

  時価のないもの・総平均法による
原価法

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

時価法(金利スワップの特例処理を採
用しております。)

時価法

３ たな卸資産の評価基準
及び評価方法

移動平均法に基づく原価法によってお
ります。

移動平均法に基づく原価法（収益性の
低下による簿価切下げの方法）   

４ 固定資産の減価償却の
方法

(1) 有形固定資産…定率法
  ただし、平成10年４月１日以降に
取得した建物(附属設備を除く)につ
いては定額法
 なお、主な耐用年数は以下のとお
りであります。

  建物       15～50年

(1) 有形固定資産（リース資産を除 
  く）…定率法 
   同左

(2) 無形固定資産…定額法 (2) 無形固定資産（リース資産を除
  く）…同左

(3) 長期前払費用…定額法 (3) 長期前払費用…同左

(4) リース資産 
 所有権移転外ファイナンス・リー
ス取引に係るリース資産 
 リース期間を耐用年数とし、残存
価額をゼロとして算定する方法によ
っております。 
 なお、所有権移転外ファイナン
ス・リース取引のうち、リース取引
開始日が平成20年３月31日以前のリ
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。

５ 引当金の計上基準 (1) 貸倒引当金
 債権の貸倒れ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勘案し、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
に充てるため、支給見込額のうち当期
の負担額を計上しております。

(2) 賞与引当金 
   同左

(3) 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見込
額を計上しております。 
 数理計算上の差異は、翌期一括で費
用処理することとしております。

(3) 退職給付引当金 
    同左

(4) 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、内規に基づく期末要支給額を計上
しております。

(4) 役員退職慰労引当金 
   同左

６ 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。

   
  
      ―――――
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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)

７ ヘッジ会計の処理方法 ① ヘッジ会計の方法
 特例処理の要件を満たす金利スワッ
プについては、特例処理を採用してお
ります。

② ヘッジ手段とヘッジ対象
  ヘッジ手段・・・金利スワップ 
 ヘッジ対象・・・長期借入金

   
  
      ―――――

③ ヘッジ方針 
 現在又は将来においてヘッジ対象と
なる資産、負債が存在する場合に限り
デリバティブ取引を利用する方針であ
り、短期的な売買差益の獲得や投機を
目的とするデリバティブ取引は行いま
せん。
④ヘッジ有効性評価の方法 
 金利スワップについては、特例処理
が認められる条件をすべて満たしてい
るため、その判定を持って有効性の判
定に代えております。

８ 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容易
に換金可能であり、かつ、価値の変動
について僅少なリスクしか負わない短
期投資(取得日から3カ月以内に満期又
は償還期限の到来するもの)からなって
おります。

    同左

９ 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 
 税抜き方式によっております。

消費税等の会計処理 
    同左

(7) 重要な会計方針の変更

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)

 
  
 
          ―――――

（棚卸資産の評価に関する会計基準）
「棚卸資産の評価に関する会計基準」（企業会計基準

委員会 平成18年7月5日 企業会計基準第9号）を当事
業年度より適用し評価基準については、原価法から原価
法（収益性の低下による簿価切下げの方法）に変更して
おります。 
 なお、これによる損益に与える影響は軽微でありま
す。

 
  
 
  
         
  
          ―――――

（リース取引に関する会計基準等）
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、当事業年度より「リース取引に関する会
計基準」（企業会計基準委員会 平成5年6月17日 最終
改正平成19年3月30日 企業会計基準第13号）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
委員会 平成6年1月18日最終改正平成19年3月30日 企
業会計基準適用指針第16号）を当事業年度より適用して
おります。 
 なお、平成20年3月31日以前に契約を行ったリース契
約につきましては、通常の賃貸借処理に準じた方法によ
っております。 
 この結果、従来の方法によった場合に比べて、リース
資産が有形固定資産に57,995千円、無形固定資産に
16,908千円計上しております。 
 なお、これによる損益に与える影響はありません。
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(8) 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及びこれに対応する債務は
次のとおりであります。

  (イ)担保に供している資産
建物 365,558千円
土地 817,500千円

計 1,183,058千円

※１ 担保に供している資産及びこれに対応する債務は
次のとおりであります。

 (イ)担保に供している資産
建物 353,140千円
土地 817,500千円

計 1,170,640千円
  (ロ)上記に対応する債務

１年以内返済予定長期借入金 70,000千円
長期借入金 112,500千円

計 182,500千円

 (ロ)上記に対応する債務
１年以内返済予定長期借入金 70,000千円
長期借入金 42,500千円

計 112,500千円
※２ 土地再評価

土地の再評価に関する法律(平成10年３月31日公
布法律第34号)に基づき、事業用の土地の再評価を
行い、再評価差額から再評価に係る繰延税金資産を
控除した金額を「土地再評価差額金」として純資産
の部に計上しております。

  再評価の方法
   土地の再評価に関する法律施行令(平成10年３月

31日公布政令第119号)第２条第３号に定める固定資
産税評価額、ならびに第５号に定める鑑定評価に基
づき、時点修正等の合理的な調整を行って算定する
方法に基づいて算定しております。

    再評価を行った年月日   平成14年3月31日

※２ 土地再評価
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 卸売上高1,093,860千円が含まれています。 ※１ 卸売上高1,104,380千円が含まれています。

※２ 全額関係会社からのものであります。 ※２ 同左

※３ リフレクソロジー事業及びカーブス事業にかかる
販売費及び一般管理費（人件費）の受入でありま
す。

※３ 同左

 

※４ 減損損失
 当事業年度において、当社は、以下の資産につい
て減損損失を計上しております。

用途 種類 場所 金額

直営店舗 
（６店舗）

リース資産 東京都他 8,710千円

 当社は、キャッシュ・フローを生み出す最小単位
として、店舗を基本単位とした資産のグルーピング
を行っております。 
営業活動から生じる損益が、継続してマイナスであ
る資産グループの帳簿価額を回収可能価額まで減額
し、当該減少額8,710千円（リース資産）を減損損
失として特別損失に計上しております。また、資産
グループの回収可能額はリース資産の使用価値によ
り測定しており、将来キャッシュフローを資本コス
トの3％で割り引いて算定しております。

 

※４ 減損損失
 当事業年度において、当社は、以下の資産につい
て減損損失を計上しております。

用途 種類 場所 金額

直営店舗
（３店舗）

リース資産 東京都他 8,129千円

 当社は、キャッシュ・フローを生み出す最小単位
として、店舗を基本単位とした資産のグルーピング
を行っております。 
営業活動から生じる損益が、継続してマイナスであ
る資産グループの帳簿価額を回収可能価額まで減額
し、当該減少額8,129千円（リース資産）を減損損
失として特別損失に計上しております。また、資産
グループの回収可能額はリース資産の使用価値によ
り測定しており、将来キャッシュフローを資本コス
トの3％で割り引いて算定しております。
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該当事項はありません。 
  

   

   

   

  

   

  

該当事項はありません。 
  

   

 

(株主資本等変動計算書関係)

前事業年度(自 平成19年４月１日 至 平成20年３月31日)

１ 発行済株式に関する事項

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) 4,703,063 ─ ─ 4,703,063

２ 自己株式に関する事項

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) 264 ─ ─ 264

３ 新株予約権等に関する事項

４ 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

(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21日 
定時株主総会

普通株式 82,298 17.50 平成19年３月31日 平成19年６月22日

平成19年11月９日 
取締役会

普通株式 94,055 20.00 平成19年９月30日 平成19年12月５日

(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

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20日 
定時株主総会

普通株式 利益剰余金 94,055 20.00 平成20年３月31日 平成20年６月23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 発行済株式に関する事項

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) 4,703,063 ─ ─ 4,703,063

２ 自己株式に関する事項

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) 264 ─ ─ 264

３ 新株予約権等に関する事項

４ 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

(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20日 
定時株主総会

普通株式 94,055 20.00 平成20年３月31日 平成20年６月23日

平成20年11月14日 
取締役会

普通株式 94,055 20.00 平成20年９月30日 平成20年12月８日

(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

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19日 
定時株主総会

普通株式 利益剰余金 94,055 20.00 平成21年３月31日 平成21年６月22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)

※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20年3月31日現在）

※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21年3月31日現在）

 

現金及び預金勘定 2,369,795千円

預入れ期間が3カ月を超える
定期預金

△1,180,000千円

現金及び現金同等物 1,189,795千円

現金及び預金勘定 2,338,038千円

預入れ期間が3カ月を超える
定期預金

△980,000千円

現金及び現金同等物 1,358,038千円

(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)

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

１.ファイナンス・リース取引（借主側）
所有権移転外ファイナンス・リース取引

(1）リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相
  当額、減損損失累計額相当額及び期末残高相当額

① リース資産の内容
 有形固定資産

  主として、店舗内什器及び本社什器であります。 
  無形固定資産 
  ソフトウェアであります。

 

取得価額 
相当額 
(千円）

減価償却
累計額 
相当額 
(千円）

減損損失
累計額
相当額
(千円）

期末残高
相当額 
(千円）

器具備品 1,430,924 695,189 5,441 730,294

その他 219,964 118,010 ─ 101,953

合計 1,650,889 813,199 5,441 832,247

② リース資産の減価償却の方法 
  重要な会計方針「４.固定資産の減価償却の方法」 
  に記載のとおりであります。           
なお、所有権移転外ファイナンス・リース取引のう
ち、リース取引開始日が、平成20年３月31日以前のリー
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、その内容は以下のとおりであ
ります。

 

(2）未経過リース料期末残高相当額等 
未経過リース料期末残高相当額

1年内 401,888千円

1年超 451,002千円

合 計 852,891千円

   リース資産減損勘定の残高         5,441千円

(1）リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相
  当額、減損損失累計額相当額及び期末残高相当額

取得価額
相当額 
(千円）

減価償却
累計額 
相当額 
(千円）

減損損失
累計額
相当額
(千円）

期末残高
相当額 
(千円）

器具備品 1,373,319 906,532 9,747 457,039

その他 222,549 162,046 ─ 60,502

合計 1,595,869 1,068,579 9,747 517,542

(3）支払リース料、リース資産減損勘定の取崩額、減価
償却費相当額、支払利息相当額及び減損損失

支払リース料 478,963千円

リース資産減損勘定の取崩額 3,268千円

減価償却費相当額 458,730千円

支払利息相当額 25,551千円

減損損失 8,710千円

 

(2）未経過リース料期末残高相当額等 
未経過リース料期末残高相当額

1年内 344,177千円

1年超 215,403千円

合 計 559,580千円

   リース資産減損勘定の残高         9,747千円

(4）減価償却費相当額の算定方法
 リース期間を耐用年数とし、残存価格を零とする定
額法によっております。

(3）支払リース料、リース資産減損勘定の取崩額、減価
償却費相当額、支払利息相当額及び減損損失

支払リース料 452,168千円

リース資産減損勘定の取崩額 7,092千円

減価償却費相当額 434,404千円

支払利息相当額 21,716千円

減損損失 8,129千円

(5）利息相当額の算定方法
 リース料総額とリース物件の取得価額相当額との差
額を利息相当額とし、各期への配分方法については利
息法によっております。

(4）減価償却費相当額の算定方法
リース期間を耐用年数とし、残存価格を零とする定

額法によっております。
(5）利息相当額の算定方法

リース料総額とリース物件の取得価額相当額との差
額を利息相当額とし、各期への配分方法については利
息法によっております。
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   1 その他有価証券で時価のあるもの 

   
   ２ 当事業年度中に売却したその他有価証券 

   
  ３ 時価評価されていない主な有価証券 

 
                               

   1 満期保有目的の債券で時価のあるもの 

     
   ２ その他有価証券で時価のあるもの 

 
(注）表中の「取得原価」は減損処理後の帳簿価額であります。なお、当事業年度において減損処理を行い、投資有価証

    券評価損9,581千円を計上しております。 
  
  ３ 当事業年度中に売却したその他有価証券 

   

(有価証券関係)

前事業年度(平成20年３月31日現在)

種類 取得原価(千円) 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

(1) 株式 88,040 106,508 18,468

(2) 債券 ─ ─ ─

 (3) その他 ─ ─ ─

小計 88,040 106,508 18,468

貸借対照表計上額が取得原

価を超えないもの 

 

(1) 株式 8,329 5,841 △ 2,488

 (2) 債券 ─ ─ ─

 (3) その他 10,000 7,433 △ 2,567

小計 18,329 13,274 △ 5,055

合計 106,369 119,782 13,412

                金   額 (千円）

売却額           27,819

売却益の合計額           12,979

貸借対照表計上額 (千円）

その他有価証券 

  非上場株式 10,000

当事業年度(平成21年３月31日現在)

種類 貸借対照表計上額(千円) 時価（千円) 差額(千円）

時価が貸借対照表計上額

を超えるもの

(1) 国債 ─ ─ ─

(2) 社債 ─ ─ ─

小計 ─ ─ ─

時価が貸借対照表計上額

を超えないもの

(1) 国債 ─ ─ ─

(2) 社債 100,000 100,000 ─

小計 100,000 100,000 ─

合計 100,000 100,000 ─

種類 取得原価(千円) 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

(1) 株式 18,766 23,053 4,287

(2) 債券 ─ ─ ─

 (3) その他 ─ ─ ─

小計 18,766 23,053 4,287

貸借対照表計上額が取得

原価を超えないもの 

 

(1) 株式 46,426 41,703 △4,722

 (2) 債券 ─ ─ ─

 (3) その他 3,539 3,539 ─

小計 49,965 45,242 △4,722

合計 68,731 68,296 △435

                金   額 (千円）

売却額           40,716

売却益の合計額          9,053
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  ４ 時価評価されていない主な有価証券 

 
  

  ５ 満期保有目的の債券の今後の償還予定額 

 
  

 １ 取引の状況に関する事項 

 
                  

貸借対照表計上額 (千円）

その他有価証券 

  非上場株式 10,000

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) 国債 ─ ─ ─ ─

(2) 社債 ─ ─ 100,000 ─

合計 ─ ─ 100,000 ─

(デリバティブ取引関係)

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)

(1) 取引に関する取り組み方針

   原則として対象となる資産および負債を有する
ものに限り、これに係るリスクを回避し、効率的
に管理する手段としてデリバティブ取引を利用
し、投機目的の取引は行わない方針であります。

 当社は、デリバティブ取引を全く行っておりません

ので、該当事項はありません。

(2) 取引の内容および取引の利用目的

   具体的には、金利関連におけるデリバティブ取
引については、借入金に係る金利変動リスクを回
避するために、変動金利を固定金利に変換する目
的で金利スワップ取引を行っております。

  

  ①ヘッジ会計の方法

   特例処理の要件を満たす金利スワップについて
は、特例処理を採用しております。

 

  ②ヘッジ手段とヘッジ対象 
   ヘッジ手段  金利スワップ 
   ヘッジ対象  長期借入金

 

  ③ヘッジ方針

   現在又は将来においてヘッジ対象となる資産、
負債が存在する場合に限りデリバティブ取引を利
用する方針であり、短期的な売買差益の獲得や投
機目的とするデリバティブ取引は行いません。

  

  ④ヘッジ有効性評価の方法

   金利スワップについては、特例処理が認められ
る条件をすべて満たしているため、その判定をも
って有効性の判定に代えております。

 

(3) 取引に係るリスク内容 
 取引の契約先は、信用度の高い国内の金融機関
であるため、信用リスクほとんどないものと認識 
しております。 
 一方、市場リスクについては、金利スワップ取
引は金利リスクの回避のために行っているので重
要な意味をもちません。

(4) 取引に係るリスク管理体制

   デリバティブ取引は「職務権限規定」に基づ
き、決裁権限者の承認を得ており、実行と管理は
経理部によって行われております。

 

 

(5) 取引の時価等に関する事項についての補足説明

   金利スワップ取引における契約額等は、計算上
の想定元本であり、実際の受払金額を表わすもの
ではないため、デリバティブ取引のリスク量その
ものを示すものではありません。
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 ２ 取引の時価等に関する事項 

    前事業年度（平成20年３月31日現在） 

    期末残高がないため、記載する事項はありません。  
           

    当事業年度（平成21年３月31日現在） 

    当社は、デリバティブ取引を全く行っておりませんので、該当事項はありません。 
                 

    前事業年度（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。 
    
    当事業年度（自平成20年４月１日 至平成21年３月31日） 

    関連会社に関する事項 

      当社が有しているすべての関連会社は、利益基準及び利益剰余金基準等からみて重要性の乏しい関連会社で 

    あるため、記載を省略しております。 

  

前事業年度（自平成19年４月１日 至平成20年３月31日） 

 役員及び個人主要株主等 

 
(注） 取引条件ないし取引条件の決定方針等 

役員及びその近親者との取引条件は、一般取引先と同様であります。 

       

 当事業年度(自 平成20年４月１日 至 平成21年３月31日) 

 (追加情報） 

  当事業年度より、「関連当事者の開示に関する会計基準」(企業会計基準第11号 平成18年10月17日)及び「関連当 

 事者の開示に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第13号 平成18年10月17日)を適用しております。 

  なお、これによる開示対象範囲の変更はありません。 

 関連当事者との取引 

 役員及び個人主要株主等 

 
  

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 

   

(持分法損益等)

   【関連当事者情報】

属性
会社等 
の名称

住所
資本金 
(千円)

事業の
内容又は
職業

議決権等
の所有(被所
有)割合(%)

関係内容

取引の内容
取引 
金額 
(千円)

科目
期末残高
(千円)役員の

兼任等
事業上
の関係

役員及びそ
の近親者

辻本妙子
(川原暢の
妹)

 － － － なし － －
当 社 商 品
の販売 
(注)

9,803 売掛金 1,135

属性
会社等の名称

又は氏名
所在地

資本金 
(千円)

事業の
内容又は
職業

議決権等
の所有(被所
有)割合(%)

関連当事者との
関係

取引の内容
取引 
金額 
(千円)

科目
期末残高
(千円)

役員及びそ
の近親者

辻本妙子  － － － なし 川原 暢の妹
当 社 商 品
の販売

10,533 売掛金 1,587

(税効果会計関係)

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

繰延税金資産

賞与引当金 77,410千円 80,958千円

退職給付引当金   151,941 〃 162,309 〃

役員退職慰労引当金 46,197 〃 47,814 〃

未払事業税 19,687 〃 11,043 〃

電話加入権評価損 10,564 〃 10,564 〃

その他有価証券評価差額金 ― 〃 176 〃

 その他 22,257 〃 44,251 〃

繰延税金資産小計 328,059 〃 357,118 〃

評価性引当額 △10,564 〃 △21,709 〃

繰延税金資産合計 317,495 〃 335,409 〃

繰延税金負債

その他有価証券評価差額金 5,445 〃 ― 〃

繰延税金負債合計 5,445 〃 ― 〃

繰延税金資産の純額 312,049 〃 335,409 〃
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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時の、当該差異の原因となった主
要な項目別の内訳 

   

 １ 採用している退職給付制度の概要 

    
 ２ 退職給付債務に関する事項 

                 
 ３ 退職給付費用に関する事項 

                 
 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20年３月31日

当事業年度 
平成21年３月31日

法定実効税率 40.6% 40.6%

(調整)

交際費等永久に損金に算入されない項目 0.3% 1.2%

住民税均等割 3.9% 19.7%

その他 △0.4% 5.0%

税効果会計適用後の法人税等の負担率 44.4% 66.5%

(退職給付関係)

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)

 当社は、確定給付型の制度として退職一時金制度を採

用しております。従来、退職一時金制度と適格年金制度

を併用しておりましたが、平成20年3月31日に適格退職

年金制度を廃止いたしました。 

なお、要拠出額を費用として処理している複数事業主制

度に関する事項は次の通りであります。 

 当社は、確定給付型の制度として退職一時金制度を採

用しております。 

  

 

  

                                          

(1)制度全体の積立状況に関する事項 

  （平成19年3月31日現在） 

  年金資産の額         49,942百万円 

  年金財政計算上の給付債務の額 51,595百万円 

    差引額            △1,653百万円

(2)制度全体に占める当社の掛金拠出割合 

  （平成19年3月31日現在）      5.489％

(3)補足説明 

 上記(1)の差引額の主な要因は、年金財政計算上の過

去勤務債務残高8,421百万円及び剰余金6,768百万円であ

ります。本制度における過去勤務債務の償却方法は期間

20年の元利均等償却であります。

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)

退職給付債務        378,907千円        460,609千円

(1) 退職給付引当金  374,240 〃 399,777 〃

(2) 未認識数理計算上の差異 4,666 〃 60,831 〃

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)

退職給付費用           56,249千円          56,169千円

(1) 勤務費用 44,217 〃 43,924 〃

(2) 利息費用 7,955 〃 7,578 〃

(3) 期待運用収益(減算) 667 〃 ─ 〃

(4) 数理計算上の差異の費用処理額 4,744 〃 4,666 〃

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) 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

(2) 割引率 2.0% 2.0%

(3) 期待運用収益率 1.5% ─

(4) 数理計算上の差異の処理年数 １年(翌期一括処理) １年(翌期一括処理)

                                    

－21－

㈱ﾊｳｽｵﾌﾞﾛｰｾﾞ　（7506）平成21年3月期決算短信(非連結）



    前事業年度（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。 

   

    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。 

    前事業年度（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。 

    
    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。 

 
   (注) 算定上の基礎 

 １株当たり当期純利益 

 
  

(ストック・オプション等関係)

                                            

(企業結合等関係)

                           

(１株当たり情報)

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)

１株当たり純資産額 1,148.02円 １株当たり純資産額 1,118.88円

１株当たり当期純利益 105.17円 １株当たり当期純利益 12.60円

潜在株式調整後１株当たり当期純利益については、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。

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)

損益計算書上の当期純利益(千円) 494,608 59,271

 普通株式に係る当期純利益(千円) 494,608 59,271

 普通株式に帰属しない金額の内訳   ─  ─

 期中平均株式数(千株)   4,702  4,702

(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)

厚生年金基金脱退 

 当社が加入している東京化粧品厚生年金基金の脱退

が、同基金の平成20年6月11日の理事会及び代議員会で

承認されました。これにより脱退に伴う特別掛金

454,018千円が発生します。この特別掛金を平成20年6

月に特別損失計上いたします。

             ――――― 
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(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19日付予定） 

  新任取締役候補 

  取締役 渡部 高生 （現 業務執行役員 経理部長） 

  

  退任予定取締役 

  東 寛二郎 （取締役兼執行役員管理本部長） 

  

  

  

５. その他

 役員の異動
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