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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 24,685 △9.7 3,086 4.8 2,199 △1.0 1,341 △6.9

20年3月期 27,322 3.0 2,945 19.5 2,222 88.5 1,441 282.5

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 54.27 ― 31.8 6.9 12.5
20年3月期 58.28 ― 25.7 6.5 10.8

（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 30,884 3,573 10.9 136.39
20年3月期 32,488 5,229 15.6 204.73

（参考） 自己資本   21年3月期  3,372百万円 20年3月期  5,062百万円

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 3,076 △758 △1,656 5,271
20年3月期 3,058 △569 △729 4,699

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 ― 15.00 ― 15.00 30.00 741 51.5 13.2
21年3月期 ― 15.00 ― 15.00 30.00 741 55.3 17.6

22年3月期 
（予想）

― 15.00 ― 15.00 30.00 51.1

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

12,025 △6.8 1,439 2.1 1,091 5.0 785 57.3 31.75

通期 23,013 △6.8 3,132 1.5 2,325 5.7 1,452 8.2 58.73
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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、14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」および18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」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、36ページ「１株当たり情報」をご覧ください。 

新規 ―社 （社名 ） 除外 ―社 （社名 ）

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 25,920,000株 20年3月期 25,920,000株

② 期末自己株式数 21年3月期  1,196,205株 20年3月期  1,192,332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 1,260 180.0 1,144 275.3 1,143 272.9 1,143 241.2
20年3月期 450 △44.3 304 △53.3 306 △52.8 335 △48.3

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 46.27 ―

20年3月期 13.56 ―

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 4,598 4,524 94.0 174.82
20年3月期 4,524 4,089 86.7 158.61

（参考） 自己資本 21年3月期  4,322百万円 20年3月期  3,922百万円

2.  22年3月期の個別業績予想（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）

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 

 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。なお業績予想のご利用にあたっては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。 

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

350 △59.3 297 △63.0 297 △63.0 297 △63.0 12.01

通期 650 △48.4 538 △53.0 538 △52.9 538 △52.9 21.76
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１．経営成績 

(1) 経営成績に関する分析 
当連結会計年度においては、原油価格の変動、インフレーションの兆し、失業率の上昇、不安定

な金融市場、US ドル安、といった様々な問題に直面しました。なかでも US ドル安の影響は大きく、

当会計年度の当社グループ売上高は、総売上高（前年同期比 10.6％減少）、純売上高（前年同期

比 9.7％減少）ともに、昨年に比べて減少する結果となりましたが、これは、為替変動の影響に

よるところが大きく、それを除けば、総売上高は 2.1％の減少、純売上高は 0.9％の増加となりま

す。 

このような厳しい経済環境の中で、当社としては、新製品の開発、新規メンバーの開拓、各メン

バーの継続的な活動の強化に力を注いでまいりました。 

これにより、売上は回復しつつあります。売上の中心となるセールスリーダーの数は伸びており、

その継続的な活動も活発になってきております。 

新規マーケットにつきましては、中国で営業活動を開始した他、引続き台湾での活動を拡充して

おり、グループ全体の売上に寄与してきております。 

また、日本においては、第 4 四半期になって売上回復の兆しが見え始めて来ておりますが、当年

度の後半においては景気後退による消費者の買い控え傾向の影響が見られました。 

なお、当連結会計年度より、会計基準の変更によりのれんの償却を開始したことに伴い、のれん

償却費用として、当連結会計年度において、566 百万円が販売費及び一般管理費に含まれておりま

す。 

また、米国において退職者医療プログラムを変更したことに伴い、120 百万円の特別利益が発生

いたしました。 

一方、前年度には、米国における年金制度の変更による特別利益と無形固定資産の減損損失が発

生し、両者通算で 575 百万円の利益を計上しております。 

これらの前年度と当年度の現金の移動を伴わない一時的な損益を除きますと、当社グループの当

年度の利益は、営業利益、経常利益、当期純利益ともに、前年同期に比べ全て 20％以上の増加とな

りました。 

営業利益は 23.9％の増加、経常利益は 24.3％の増加、当期純利益は節税効果もあり 69.7％の増

加となります。 

営業利益の実質的な増加は、北米において大きく改善したこと、および新規マーケットにおいて

スタートにかかる当初の開発費用が大幅に減少したことによります。 

また、全ての市場において厳しく経費をコントロールし、営業収益率の改善を図ることが出来ま

した。 

前述の一時的な要因を加えた公表数値は、営業利益、経常利益、当期純利益は、それぞれ前年に

比べ 4.8％の増加、1.0％の減少、6.9％の減少、となっております。 

次年度につきましては、引続き、新しい世代のメンバーを増やし、育成して、継続的な活動を支

援するとともに、積極的に経費の削減を図り、国際的な展開を促進するという戦略を反映したもの

となります。 

グループ全体としては売上減少を見込んでおりますが、収益的には、営業利益は 1.5％増加の

3,132 百万円、経常利益は 5.7％増加の 2,325 百万円、純利益は 8.2％増加の 1,452 百万円、を予想

しております。 

なお、営業利益については、当年度から始まった前述の会計制度変更に伴うのれん償却の影響が、

当年度は 559 百万円であったところに対し、次年度については 509 百万円含まれております。 

また、次年度予想および当年度実績の利益には、そのほかに、米国における退職者医療プログラ

ムの変更に伴い、現金の移動を伴わない一時的な利益がそれぞれ 319 百万円、120 百万円含まれて

おります。 
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 (2) 財政状態に関する分析 

①資産・負債及び純資産の状況 

当連結会計年度末の資産につきましては、現金及び預金が 574 百万円増加し、会計基準の変

更に伴いのれんの償却を開始したことによりのれんが 2,980 百万円減少しました。 

また、リース会計基準の変更により有形固定資産が 812 百万円増加しました。 

これらの結果資産は前連結会計年度末に比べ 1,604 百万円の減少となりました。 

負債につきましては、借入金の返済により借入金が 459 百万円減少し、リース会計基準の変

更によりリース債務が 811 百万円増加しました。これらの結果負債は前連結会計年度末に比べ

52 百万円の増加となりました。 

純資産につきましては、当期純利益の計上により 1,341 百万円増加しましたが、配当金の支

払いにより 740 百万円減少し、のれんの過年度償却費の計上により 2,540 百万円減少しました。 

これらの結果、純資産は前連結会計年度末に比べ 1,604 百万円減少しました。 

 

②キャッシュ・フローの状況 

当連結会計年度における現金及び現金同等物（以下「現金」という。）は、営業活動による

キャッシュ・フローが 3,076 百万円に対し、投資活動及び財務活動によるキャッシュ・フロー

が△2,414 百万円だったことにより 572 百万円増加し、当連結会計年度末には 5,271 百万円と

なりました。 

当連結会計年度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） 

営業活動の結果得られた資金は、3,076 百万円（対前期比 18 百万円増）となりました。 

これは主に税金等調整前当期純利益等によるものです。 

（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

投資活動の結果使用した資金は 758 百万円（同 188 百万円増）となりました。 

これは主に有形・無形固定資産の取得等のための支出によるものです。 

（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

財務活動の結果使用した資金は、1,656 百万円（同 927 百万円増）となりました。 

これは主に配当金の支払及び長期借入金の返済による支出等によるものであります。 

 

(3) 利益配分に関する基本方針及び当期・次期の配当 

当社は、株主価値の向上を経営上の 重要課題のひとつとして認識しており、厳しい経

営環境のもとにおいても、株主価値の向上を目的として、売上及び利益の向上、財務体質

の改善など経営基盤の強化に努めております。 

なお、配当につきましては、会社の今後の業績および将来の成長を図るための投資の必

要性などを勘案し、減少する可能性も含めて、適切な配当政策を検討しております。 
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２．企業集団の状況 

(1) 企業集団の状況 

当企業集団が営んでいる主な事業内容と企業集団を構成する各会社の当該事業における位置づけの

概要は次のとおりであります。 

［栄養補給食品、パーソナルケア製品及びホームケア製品］  会社総数 22 社 

当社グループはシャクリー・グローバル・グループ（株）を持株会社とし、その傘下に各事業

会社を配置しております。 

（国内） 日本シャクリー（株）が、シャクリーファミリー（スーパーバイザー、ディストリビ

ューター及びメンバーで構成）を通じて、国内の消費者へ販売しております。 

なお、原料及び製品の一部をシャクリーコーポレーションより購入し、製造技術等使

用料を支払っております。また、シャクリー工業日本(株)へは製品の加工を委託してお

ります。 

（海外） シャクリーコ-ポレーションが製造し、北米、東南アジアにおいてシャクリーファミ

リーを通じて消費者へ販売しております。 

 

以上に述べた企業集団の概要図は次のとおりであります。 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

シャクリー

チャイナ 

(国内) (海外) 

(製品の加工の委託) 

製造技術等使用料の支払 

 
シャクリー・グローバル・グループ（株） 

 
日本シャクリー（株） シャクリーU.S.ホールディン

グ・コーポレーション 

(栄養補給食品等) 

シャクリーコーポレーション 

(栄養補給食品等) 

シャクリー工業日本(株) 

ゴールデンゲイトマ

ネージメント,Inc. 

シャクリー

U.S.,LLC 

シャクリーインターナ

ショナル,Inc.他 13 社

（原料・製品の供給） 
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(2) 関係会社の状況 

連結子会社 

主 要 な 事
名 称 住 所 資 本 金 

業 の 内 容

議決権の所有割合

又は被所有割合

関 係 内 容 

日本ｼｬｸﾘｰ

（株） 

 

東京都港区西

麻布 

百万円 

400 

栄養補給食

品等の製造

販売 

％

100 

（直接） 

役員の兼任８名 

ｼｬｸﾘｰU.S. 

ﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｺ

ｰﾎﾟﾚｰｼｮﾝ 

 

米国ｶﾘﾌｫﾙﾆｱ州 

米ﾄﾞﾙ 

30百万 

米国持株会

社 

％

100 

（直接） 

役員の兼任２名 

ｼｬｸﾘｰ工業

日本（株） 

静岡県富士郡

芝川町 

百万円 

30 

栄養補給食

品の加工 

 

％

100 

（間接） 

－ 

ｼｬｸﾘｰｺｰﾎﾟﾚ

ｰｼｮﾝ 

 

米国ｶﾘﾌｫﾙﾆｱ州 

米ﾄﾞﾙ 

１ 

栄養補給食

品等の製造

販売 

％

100 

（間接） 

役員の兼任４名 

ｼｬｸﾘｰU.S., 

LLC 

 

米国ｶﾘﾌｫﾙﾆｱ州 

米ﾄﾞﾙ 

1 

栄養補給食

品等の販売

 

％

100 

（間接） 

役員の兼任１名 

ｼｬｸﾘｰｲﾝﾀｰﾅ

ｼｮﾅﾙ ｲﾝｸ 

 

米国ｶﾘﾌｫﾙﾆｱ州 

米ﾄﾞﾙ 

45 

栄養補給食

品等の販売

％

100 

（間接） 

役員の兼任１名 

その他15社  
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３．経営方針 
(1) 経営の基本方針 

当社グループは「自然との調和」を企業理念として、優れた科学技術力を背景に、科学性、実証性を

持った高品質な製品（栄養補給食品、パーソナルケア製品、ホームケア製品）を世界で７０万人を超え

る愛用者に提供しております。 

今後も栄養補給食品ならびにダイレクトセリング業界のパイオニアとしての社会的使命を認識し、市

場のニーズを捉えた製品開発を積極的に推進し、人々の 適な健康の実現を通して社会に貢献していく

ことを経営の基本方針と考えております。 

また、健康関連企業としての社会的責任を深く自覚し、法令やルールの遵守、高い倫理観をもった行

動はもちろん、地球環境の保全にも継続的に取り組んでまいります。 
 
(2) 目標とする経営指標 

当社グループの目標は、売上高ならびに売上高営業利益率の向上及び１株当たり利益（ＥＰＳ）の向

上であります。 
 

(3) 中長期的な会社の経営戦略 

当社グループの主要製品である栄養補給食品の市場につきましては、日本を含む欧米先進国の高齢

化や医療費負担の増大などを背景に今後も成長が見込まれます。しかしながら、異業種企業からの参

入も含め、競争はますます激化するものと思われます。 

そのような環境下で、当社グループの持っている理念、製品、マーケティングプランのそれぞれの

ディファレンスを 大限に活用し、グローバルなシャクリーの発展を目指し、売上及び利益の向上を

図ってまいります。 

具体的には以下の点を基本施策とし、速やかに実行してまいります。 

１） 新規愛用者の拡大とシャクリーのリーダー育成に焦点をあてた諸施策の企画と実施。 

２） 市場のニーズや社会環境の変化を先取りした新製品の開発及びリニューアル。 

３） ホームオフィスの効率的運営とフィールドサポート体制の強化。 

 

また、現在 7 ヶ国で展開しているビジネスを今後さらにグローバルに展開していくために、以下の

点に取り組んでまいります。 

１） 製品開発から組織運営にいたるまでビジネス全般の改革・革新を行う。 

２） 幅広く 適な人材を登用する。 

３） 売上で得た利益は成長に向けて再投資し、成長を確かなものにする。 

 
(4) 会社の対処すべき課題 

当社グループの世界的なビジネスは、今後とも昨年度の第２四半期に始まった金融不安による世界

同時不況の影響を受けることになります。また、原油価格は昨年度当初の記録的な高値から下落して

はおりますが、ひところの高騰の結果を受けた原材料価格の上昇の影響を引続き受けております。 

また、世界の多くの国で景気活性化策としてとられている財政による景気刺激策は次年度において

更なるインフレ要因ともなりかねません。 

また、業界内でのさらなる厳しい競争、そのほかの分野からの競争者の参入による競争の激化は、

当社グループの今後の売上、収益に大きな影響となります。 

一方、当業界は過去の不況時においても相対的に堅調な売上を維持してきております。 

今回の不況においてもこの傾向が続けば、当業界および当社グループにとっては相対的な強みとな

ります。 

勿論、引続き、当社グループは経費削減に努めるとともに、新製品の開発、付加価値の増大をメン

バーに提供し、営業基盤を強化し、売上増加に努めてまいります。 
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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 4,699 5,273

売掛金 1,963 1,973

たな卸資産 2,879 －

商品及び製品 － 1,983

原材料及び貯蔵品 － ※1  1,023

前払費用 466 443

繰延税金資産 672 762

その他 538 304

貸倒引当金 △57 △39

流動資産合計 11,163 11,724

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 3,057 3,025

減価償却累計額 △668 △806

建物及び構築物（純額） 2,389 2,219

機械及び装置 2,156 2,335

減価償却累計額 △1,733 △1,842

機械及び装置（純額） 423 492

車両運搬具 34 1,591

減価償却累計額 △31 △669

車両運搬具（純額） 2 922

工具、器具及び備品 881 899

減価償却累計額 △725 △793

工具、器具及び備品（純額） 156 106

建設仮勘定 127 116

その他 146 212

減価償却累計額 △34 △46

その他（純額） 111 165

有形固定資産合計 3,210 4,022

無形固定資産   

のれん 11,275 8,295

商標 3,831 3,757

その他 1,042 1,169

無形固定資産合計 16,150 13,222

投資その他の資産   

長期貸付金 － 344

長期前払費用 267 196

繰延税金資産 159 168

その他 1,539 1,205

貸倒引当金 △1 △2

投資その他の資産合計 1,964 1,914

固定資産合計 21,325 19,159

資産合計 32,488 30,884
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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   

買掛金 1,636 1,480

1年内返済予定の長期借入金 ※2  390 ※2  866

一年以内のリース債務 76 571

未払売上割戻金 1,638 1,591

未払法人税等 288 408

未払費用 1,675 1,763

代理店研修会議費引当金 385 348

その他 910 920

流動負債合計 7,002 7,950

固定負債   

長期借入金 ※2  15,328 ※2  14,393

長期リース債務 2,383 2,699

退職給付引当金 1,690 1,427

役員退職慰労引当金 28 37

繰延税金負債 532 255

その他 293 548

固定負債合計 20,256 19,360

負債合計 27,258 27,310

純資産の部   

株主資本   

資本金 1,296 1,296

利益剰余金 5,592 3,651

自己株式 △966 △968

株主資本合計 5,921 3,979

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 16 5

為替換算調整勘定 △876 △612

評価・換算差額等合計 △859 △607

新株予約権 167 201

純資産合計 5,229 3,573

負債純資産合計 32,488 30,884
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（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 27,322 24,685

売上原価 10,727 ※1  9,205

売上総利益 16,595 15,480

販売費及び一般管理費 ※２,※３  13,649 ※２,※３  12,394

営業利益 2,945 3,086

営業外収益   

受取利息 152 75

受取配当金 0 1

貸倒引当金戻入額 4 －

デリバティブ評価益 － 1

為替差益 199 －

その他 24 27

営業外収益合計 381 106

営業外費用   

支払利息 861 766

支払手数料 72 71

デリバティブ評価損 126 －

為替差損 － 31

その他 44 122

営業外費用合計 1,104 992

経常利益 2,222 2,199

特別利益   

退職給付引当金戻入額 805 －

退職後医療費給付制度変更戻入益 － 120

特別利益合計 805 120

特別損失   

固定資産除却損 ※4  0 ※4  2

減損損失 ※5  230 －

電話加入権評価損 5 －

その他の投資評価損 4 －

リース会計基準の適用に伴う影響額 － 5

特別損失合計 240 8

税金等調整前当期純利益 2,788 2,312

法人税、住民税及び事業税 720 933

未払法人税等戻入益 △28 －

法人税等調整額 654 36

法人税等合計 1,346 970

当期純利益 1,441 1,341
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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 1,296 1,296

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 1,296 1,296

利益剰余金   

前期末残高 4,893 5,592

当期変動額   

剰余金の配当 △741 △741

当期純利益 1,441 1,341

自己株式の処分 △0 △0

在外子会社の会計処理の変更に伴う増減 － △2,540

当期変動額合計 699 △1,940

当期末残高 5,592 3,651

自己株式   

前期末残高 △963 △966

当期変動額   

自己株式の取得 △4 △2

自己株式の処分 1 0

当期変動額合計 △3 △1

当期末残高 △966 △968

株主資本合計   

前期末残高 5,225 5,921

当期変動額   

剰余金の配当 △741 △741

当期純利益 1,441 1,341

自己株式の取得 △4 △2

自己株式の処分 1 0

在外子会社の会計処理の変更に伴う増減 － △2,540

当期変動額合計 695 △1,942

当期末残高 5,921 3,979
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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 41 16

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △24 △10

当期変動額合計 △24 △10

当期末残高 16 5

為替換算調整勘定   

前期末残高 883 △876

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △1,759 263

当期変動額合計 △1,759 263

当期末残高 △876 △612

評価・換算差額等合計   

前期末残高 924 △859

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △1,783 252

当期変動額合計 △1,783 252

当期末残高 △859 △607

新株予約権   

前期末残高 91 167

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 75 34

当期変動額合計 75 34

当期末残高 167 201

純資産合計   

前期末残高 6,241 5,229

当期変動額   

剰余金の配当 △741 △741

当期純利益 1,441 1,341

自己株式の取得 △4 △2

自己株式の処分 1 0

在外子会社の会計処理の変更に伴う増減 － △2,540

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △1,707 286

当期変動額合計 △1,011 △1,655

当期末残高 5,229 3,573
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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 2,788 2,312

減価償却費 631 1,641

貸倒引当金の増減額（△は減少） △10 △17

受取利息及び受取配当金 △153 △76

支払利息 861 766

為替差損益（△は益） △199 1

有形固定資産除売却損益（△は益） 0 2

減損損失 230 －

デリバティブ評価損益（△は益） 126 △1

売上債権の増減額（△は増加） 185 △19

たな卸資産の増減額（△は増加） 273 △170

長期前払費用の増減額（△は増加） 3 △2

仕入債務の増減額（△は減少） 220 △130

未払費用の増減額（△は減少） △80 65

代理店研修会議費引当金の増減額（△は減少） △155 △35

退職給付引当金の増減額（△は減少） △1,462 △241

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 5 9

その他 1,278 234

小計 4,543 4,337

利息及び配当金の受取額 135 61

利息の支払額 △880 △721

法人税等の支払額 △740 △929

法人税等の還付額 － 327

営業活動によるキャッシュ・フロー 3,058 3,076

投資活動によるキャッシュ・フロー   

有形固定資産の取得による支出 △193 △352

無形固定資産の取得による支出 △345 △344

従業員に対する貸付けによる支出 △52 △85

従業員に対する貸付金の回収による収入 － 25

長期性預金の解約による収入 20 －

長期性預金の預入による支出 － △1

投資活動によるキャッシュ・フロー △569 △758

財務活動によるキャッシュ・フロー   

長期借入金の借入れによる収入 128 －

長期借入金の返済による支出 － △391

配当金の支払額 △741 △741

リース債務の返済による支出 △112 △522

自己株式の取得による支出 △3 △1

財務活動によるキャッシュ・フロー △729 △1,656

現金及び現金同等物に係る換算差額 △543 △89

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 1,215 572

現金及び現金同等物の期首残高 3,483 4,699

現金及び現金同等物の期末残高 ※1  4,699 ※1  5,271
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継続企業の前提に重要な疑義を抱かせる事象又は状況 

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 

項目 
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．連結の範囲に関する事項 (1)連結子会社の数    21社 

 主要な連結子会社名 

日本シャクリー（株）、シャクリーＵ.Ｓ.

ホールディングコーポレーション、シャク

リー工業日本（株）、シャクリーコーポレ

ーション、シャクリーＵ.Ｓ.,LLC 、 シャ

クリーインターナショナル インク 

(1)連結子会社の数    21社 

 主要な連結子会社名 

同左 

 (2) 主要な非連結子会社の名称等 (2) 主要な非連結子会社の名称等 

 該当ありません。 同左 

２．連結子会社の事業年度等に

関する事項 

すべての連結子会社の決算期の末日

は、連結決算日と一致しております。 

同左 

３．会計処理基準に関する事項   

(1)重要な資産の評価基準及

び評価方法 

①有価証券 

その他有価証券 

①有価証券 

その他有価証券 

  時価のあるものは、連結決算日の市場

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

移動平均法により算定）。 

       同左 

 ②デリバティブ ②デリバティブ 

  時価法によっております。        同左 

 ③たな卸資産 ③たな卸資産 

    ａ 製品・商品・原材料・貯蔵品  国内連結子会社は主として先入先出法 

       ・・・先入先出法による原価法 による原価法（貸借対照表価額は収益 

   ただし、在外子会社は先入先出法

による低価法 

   

 ｂ 未着原材料 

・・・個別法による原価法  

ただし、在外子会社は先入先出法

による低価法 

性の低下に基づく簿価切下げの方法に

より算定）、また在外子会社は先入先

出法による低価法。 

（会計方針の変更） 

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。 

これにより営業利益、経常利益及び税

金等調整前当期純利益はそれぞれ11   

百万円減少しております。 

なお、セグメント情報に与える影響は当

該箇所に記載しております。 

(2)重要な減価償却資産の減

価償却の方法 

 ①有形固定資産 

 建物及び構築物・・・・・定額法 

 ①有形固定資産（リース資産を除く） 

同左 

 機械装置及び車両運搬具・・・定率法  

 工具、器具及び備品・・・・・定率法  
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項目 
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） 

  ただし、在外連結子会社については、

定額法によっております。なお、主な耐

用年数は以下のとおりであります。 

 

     建物及び構築物     5年～45年  

     機械装置及び車両運搬具 2年～6年  

     工具、器具及び備品   3年～20年  

 （会計方針の変更）  

 当社及び国内連結子会社は、法人税法の

改正に伴い、当連結会計年度より、平成19

年４月１日以降に取得した有形固定資産に

ついては、改正後の法人税法に基づく減価

償却の方法に変更しております。 

これによる影響は軽微であります。 

               

 （追加情報）  

 当社及び国内連結子会社は、法人税法の

改正に伴い、当連結会計年度より、平成19

年３月31日以前に取得した資産について

は、改正前の法人税法に基づく減価償却の

方法の適用により取得価額の５％に到達し

た連結会計年度の翌連結会計年度より、取

得価額の５％相当額と備忘価額との差額を

５年間にわたり均等償却し、減価償却費に

含めて計上しております。 

これによる影響は軽微であります。 

             

 ②無形固定資産・・・定額法 ②無形固定資産 

  なお、ソフトウェア（自社利用）につ

いては、社内における利用可能期間（3

年～8年）に基づいております。 

同左 

  ③          ③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

零とする定額法を採用しております。  

(3)重要な引当金の計上基準  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 

   

 

 

 

 

 

 

 
15



  

ｼｬｸﾘｰ・ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ・ｸﾞﾙｰﾌﾟ(株)(8205)平成 20 年 3 月期決算短信 

項目 
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） 

 ②代理店研修会議費引当金 

 販売代理店であるスーパーバイザーは特

定計算期間において所定の販売目標を達成

した場合に特定の国内または海外研修会議

の参加資格を与えられます。代理店研修会議

費引当金は計算期間内に参加資格を獲得す

るであろうスーパーバイザーに係る会社負

担経費の見積額のうち、計算期間が当連結会

計年度に対応する部分に係る見積額であり

ます。 

②代理店研修会議費引当金 

同左 

 ③退職給付引当金 ③退職給付引当金 

  当社及び国内連結子会社は、退職一時金

及び適格退職年金制度に基づく従業員の

退職給付に備えるため、当連結会計年度末

における在籍従業員に係る自己都合要支

給額及び年金受給者・待期者に係る責任準

備金の額の合計額から年金資産を控除し

た額を計上しております。 

 また、在外連結子会社については、退職

年金制度に基づく従業員の退職給付に備

えるため、当連結会計年度末における退職

給付債務及び年金資産の見込額に基づき

計上しております。 

 数理計算上の差異の処理については、回

廊アプローチを採用しております。 

同左 

 ④役員退職慰労引当金 ④役員退職慰労引当金 

 

 

 役員の退任に伴う退職慰労金の支出に

備えるため、内規に基づく必要額を計上し

ております。 

同左 

(4)重要な外貨建の資産又は

負債の本邦通貨への換

算の基準 

 外貨建金銭債権債務は、連結決算日の直

物為替相場により円貨に換算し、換算差額

は損益として処理しております。 

 なお、在外子会社の資産及び負債は連結

決算日の直物為替相場により円貨に換算

し、収益及び費用は期中平均相場により円

貨に換算し、換算差額は純資産の部におけ

る「為替換算調整勘定」に含めて計上して

おります。 

同左 
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項目 
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） 

(5)重要な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。 

在外子会社はファイナンス・リース取引

については、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。 

              

(6)その他連結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方法 

  税抜方式によっております。 

消費税等の会計処理方法 

同左 

 

 

４．連結子会社の資産及び負債の評価

に関する事項 

 連結子会社の資産及び負債の評価につ

いては、全面時価評価法を採用しておりま

す。 

同左 

５．のれん及び負ののれんの償却に関

する事項 

 

 

のれんの償却については、それが発生

認識された国における会計処理の原則に

従い、償却又は減損処理の対象となってお

ります。 

のれんの償却については、20年間の

均等償却を行っております。 

６．連結キャッシュ・フロー計算書に

おける資金の範囲 

 

 

 

 

連結キャッシュ・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取得日から３

ヵ月以内に償還期限の到来する短期投資

からなっております。 

同左 
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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 

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

要な修正を行っております。 

これにより、営業利益、経常利益及び税金等調整前当期

純利益は、それぞれ 547 百万円減少しております。 
なお、セグメント情報に与える影響は当該箇所に記載

しております。 

 

─── (リース取引に関する会計基準) 

国内連結子会社は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。 

この変更により、営業利益は28百万円増加し、経常利益

は0百万円減少し、税金等調整前当期純利益は6百万円減少

しております。 

なお、セグメント情報に与える影響は当該箇所に記載

しております。 
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表示方法の変更 

前連結会計期年度 
（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） 

 （連結貸借対照表関係） 

─── 財務諸表規則等の一部を改正する内閣府令（平成 20 年８

月７日内閣府令第 50 号）が適用となることに伴い、前連

結会計年度において「たな卸資産」として掲記されていた

ものは、当連結会計年度から「商品及び製品」「原料材及

び貯蔵品」に区分掲記しております。なお、前連結会計年

度の「たな卸資産」に含まれる「商品及び製品」「原料材

及び貯蔵品」はそれぞれ 1,837 百万円、1,041 百万円であ

ります。 

  

 「長期貸付金」は、前連結会計年度まで、投資その他の

資産の「その他」に含めて表示しておりましたが、当連結

会計年度において、資産の総額の100分の1を超えたため区

分掲記しております。 

なお前連結会計年度末の「長期貸付金」は279百万円で

あります。 

 
注記事項 

（連結貸借対照表関係） 

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） 

              

 

 

※２ 担保資産及び担保付債務 

※１.原材料及び貯蔵品には仕掛品224百万円が含

まれております。 

 

※２ 担保資産及び担保付債務 

   担保に供している資産は、次のとおりであり

ます。 

   担保に供している資産は、次のとおりであり

ます。 
                     

投資有価証券 834百万円 

  

  
 

 
投資有価証券 834百万円

 

  
 

 上記の投資有価証券は、連結子会社株式であり、

連結貸借対照表には計上されておりません。 

 

 上記の投資有価証券は、連結子会社株式であり、

連結貸借対照表には計上されておりません。 

 担保付債務は、次のとおりであります。  担保付債務は、次のとおりであります。 

 

一年内返済予定の

長期借入金 
376百万円

長期借入金 15,231百万円
 

  

一年内返済予定の

長期借入金 
842百万円

長期借入金 14,320百万円
 

  

 ３．特定融資枠契約  ３．特定融資枠契約 

特定融資枠契約額 4,000百万円
 

特定融資枠契約額 4,000百万円
 

借入実行残高 －百万円

未実行残高 4,000百万円
 

借入実行残高 －百万円

未実行残高 4,000百万円
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（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 期末たな卸高は収益性の低下に伴う簿価切下後

の金額であり、次のたな卸資産評価損が売上原価

に含まれております。 

                  11百万円 

※２ 販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金

額は次のとおりであります。 

※２ 販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金

額は次のとおりであります。 

代理店研修会議費引当金繰入額 280百万円

従業員給料・手当・賞与 4,443百万円

退職給付費用 25百万円
 

代理店研修会議費引当金繰入額 283百万円

従業員給料・手当・賞与 4,088百万円

退職給付費用 127百万円
 

※３ 研究開発費の総額は 669百万円であります。 ※３ 研究開発費の総額は 572百万円であります。 

※４ 固定資産除却損の内訳は、次のとおりでありま

す。 

建物及び構築物 －百万円

機械及び装置 0百万円

工具、器具及び備品 0百万円

 計 0百万円

 
 

※４ 固定資産除却損の内訳は、次のとおりでありま

す。 

建物及び構築物 2百万円

機械及び装置 0百万円

工具、器具及び備品 0百万円

 計 2百万円

 
 

※５ 減損損失 

   当社グループは以下の資産について減損損失

を計上しました。 

用途 種類 場所 その他

製品開発及

び販売 

無形固定資産 シャクリー

コーポレー

ション 

ライセン

ス権 

  当社グループは、今後の利用が見込めないことか

ら、当該無形固定資産の帳簿価額を、減損損失と

して特別損失に計上しました。 

  減損損失の金額は230百万円であります。 

 

 

（連結株主資本等変動計算書関係） 

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） 

１．発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項 

 前連結会計年度末

株式数（千株） 

当連結会計年度増

加株式数（千株） 

当連結会計年度減

少株式数（千株） 

当連結会計年度末

株式数（千株） 

発行済株式  

 普通株式 25,920 － － 25,920

合計 25,920 － － 25,920

自己株式  

 普通株式（注）1.2 1,187 5 1 1,192

合計 1,187 5 1 1,192

（注）1.普通株式の自己株式の株式数の増加 5千株は、単元未満株式の買取りによる増加であります。 

2.普通株式の自己株式の株式数の減少１千株は、単元未満株式の売渡しによる減少であります。 
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２．新株予約権及び自己新株予約権に関する事項 

新株予約権の目的となる株式の数（株）  

区分 

 

新株予約権の内

訳 

新株予約権

の目的とな

る株式の種

類 

前連結会計

年度末 

当連結会計

年度増加 

当連結会計

年度減少 

当連結会計年

度末 

当連結会計

年度末残高

（百万円） 

提出会社 

（親会社） 

ｽﾄｯｸ･ｵﾌﾟｼｮﾝとし

ての新株予約権 － － －

 

－ － 167

（注）上記の新株予約権のうち、平成 18 年 7月１日付与の第 6回新株予約権は権利行使日到来前のものであります。また

第 7回新株予約権及び第 8回新株予約権の一部についても、権利行使日到来前のものが含まれております。 

 
３．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 
（百万円） 

1 株当たり 

配当額（円） 

基準日 効力発生日 

平成19年５月22日 

  取締役会 

 
普通株式 

 

370

 

15

 
平成19年３月31日 

 

平成19年６月27日 

平成19年11月28日 

  取締役会 

 
普通株式 

 

370

 

15

 
平成19年９月30日 

 

平成19年12月28日 

 
（２）基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度となるもの 

決議 株式の種類 配当金の総額

（百万円） 

配当の原資 1 株当たり 

配当額（円）

基準日 効力発生日 

平成20年５月23日 

  取締役会 

 
普通株式 

 

370

 
利益剰余金 

 

15

 
平成20年３月31日 

 

平成20年６月25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．発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項 
 前連結会計年度末

株式数（千株） 

当連結会計年度増

加株式数（千株） 

当連結会計年度減

少株式数（千株） 

当連結会計年度末

株式数（千株） 

発行済株式  

 普通株式 25,920 － － 25,920

合計 25,920 － － 25,920

自己株式  

 普通株式（注）1.2 1,192 4 0 1,196

合計 1,192 4 0 1,196

（注）1.普通株式の自己株式の株式数の増加 4千株は、単元未満株式の買取りによる増加であります。 

2.普通株式の自己株式の株式数の減少 0千株は、単元未満株式の売渡しによる減少であります。 

 
２．新株予約権及び自己新株予約権に関する事項 

新株予約権の目的となる株式の数（株）  

区分 

 

新株予約権の内

訳 

新株予約権

の目的とな

る株式の種

類 

前連結会計

年度末 

当連結会計

年度増加 

当連結会計

年度減少 

当連結会計年

度末 

当連結会計

年度末残高

（百万円） 

提出会社 

（親会社） 

ｽﾄｯｸ･ｵﾌﾟｼｮﾝとし

ての新株予約権 － － －

 

－ － 201

（注）上記の新株予約権のうち、平成 17 年 7 月 8 日付与の第 4 回新株予約権及び平成 18 年 7 月１日付与の第 6 回、第 7

回、第 8回新株予約権の一部については、権利行使日到来前のものが含まれております。 
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３．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 
（百万円） 

1 株当たり配当

額（円） 

基準日 効力発生日 

平成20年５月23日 

  取締役会 

 
普通株式 

 

370

 

15

 
平成20年３月31日 

 

平成20年６月25日 

平成20年11月13日 

  取締役会 

 
普通株式 

 

370

 

15

 
平成20年９月30日 

 

平成20年12月26日 

 
（２）基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度となるもの 

決議 株式の種類 配当金の総額

（百万円） 

配当の原資 1 株当たり配

当額（円） 

基準日 効力発生日 

平成21年５月19日 

  取締役会 

 
普通株式 

 

370

 
利益剰余金 

 

15

 
平成21年３月31日 

 

平成21年６月24日

 
（連結キャッシュ・フロー計算書関係） 

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 現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表 

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） 

現金及び預金勘定       4,699百万円 

預入期間が３ヵ月を超える    

定期預金            △0百万円 

現金及び現金同等物      4,699百万円 

 

※ １ 現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照 

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       5,273百万円 

預入期間が３ヵ月を超える    

定期預金            △1百万円 

現金及び現金同等物      5,271百万円 

 

※２ 重要な非資金取引の内容 

  当連結会計年度に新たに計上したファイナンス・リ

ース取引に係る資産及び債務の額は、それぞれ

529 百万円、555 百万円である。 
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（リース取引関係） 

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.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)リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当額及

び期末残高相当 

  
取得価額相当

額 
(百万円) 

減価償却累計
額相当額 
(百万円) 

期末残高相当
額 

(百万円) 

建物及び構築物 359 359 －

車両運搬具 1,695 720 974

工具、器具備品 14 12 2

合計 2,069 1,092 977
 

１．ファイナンス・リース取引 

所有権移転外ファイナンス・リース取引 

 ①リース資産の内容 

  有形固定資産 

   主として、在外子会社における建物及び構築

物、国内子会社における車両であります。 

 

  ②リース資産の減価償却の方法 

   連結財務諸表作成のための基本となる重要な

事項3(2)「重要な減価償却資産の減価償却の方

法」に記載の通りであります。 

 

２.オペレーティング・リース取引 

  オペレーティング・リース取引のうち解約不能の

ものに係る未経過リース料 

 

１年内 308 百万円

１年超 997 百万円

合計 1,305 百万円
 

(2)未経過リース料期末残高相当額 
 

１年内 515 百万円

１年超 467 百万円

合計 982 百万円

リース資産減損勘定の残

高 
－ 百万円

    

 

(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 

 

 
支払リース料 474 百万円

リース資産減損勘定の取崩

額 
－ 百万円

減価償却費相当額 447 百万円

支払利息相当額 25 百万円
  

 

(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、残存価額を零とする定額法

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。 

 

２.オペレーティング・リース取引 

 未経過リース料 

 

 
１年内 268 百万円

１年超 608 百万円

合計 877 百万円
  

 

（減損損失について） 

 リース資産に配分された減損損失はありません。 
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（有価証券関係） 
（前連結会計年度）（平成 20 年３月 31 日） 

１．その他有価証券で時価のあるもの 
  

種類 

取得原価 

（百万円） 

連結貸借対照表計上

額（百万円） 

差額 

（百万円） 

(1) 株式 10 38 27 

(2) 債券 － － － 

(3) その他 － － － 

 

 

連結貸借対照表計上額が

取得原価を超えるもの 
合計 10 38 27 

 

（当連結会計年度）（平成 21 年３月 31 日） 

１．その他有価証券で時価のあるもの 

  

種類 

取得原価 

（百万円） 

連結貸借対照表計上

額（百万円） 

差額 

（百万円） 

(1) 株式 10 19 9 

(2) 債券 － － － 

(3) その他 － － － 

 

 

連結貸借対照表計上額が

取得原価を超えるもの 
合計 10 19 9 
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（デリバティブ取引） 
１．取引の状況に関する事項 

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)取引の内容 (1)取引の内容 

当社グループの利用しているデリバティブ取引は、

金利関連の金利スワップ取引であります。 

同左 

(2)取引に対する取組方針 (2)取引に対する取組方針 

当社グループは、事業活動に伴い財務上発生してい

る金利リスクをヘッジする目的で、デリバティブ取引

を利用しております。投機的な取引及び短期的な売買

差益を得る取引は行っておりません。 

同左 

(3)取引の利用目的 (3)取引の利用目的 

デリバティブ取引は、金利関連において借入金等の将

来の金利市場における利率上昇による変動リスクを回避

する目的で利用しております。 

同左 

(4)取引に係るリスクの内容 (4)取引に係るリスクの内容 

金利スワップ取引は、金利相場変動による支払利息

に係るキャッシュ・フローの変動リスクを有しており

ます。 

同左 

ただし、デリバティブ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、相手先の契約不履行によ

るリスクはほとんどないと認識しております。 

 

(5)取引に係るリスクの管理体制 (5)取引に係るリスクの管理体制 

デリバティブ取引の執行・管理については、社内ル

ールに従い、取締役会・執行役会で審議した上で決定

された範囲内で、財務部門が決裁担当者の承認を得て

行っております。 

同左 

(6)取引の時価等に関する事項についての補足説明 (6)取引の時価等に関する事項についての補足説明 

「取引の時価等に関する事項」についての「契約額等」

は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約

額等または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデ

リバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありま

せん。 

同左 
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２．取引の時価等に関する事項 

  金利関連 

    前連結会計年度（平成 20 年 3月 31 日） 

区分 種類 契約額等 

（百万円） 

契約額等  

うち１年超 

（百万円） 

時価 

（百万円） 

評価損益 

（百万円） 

市場取引以外

の取引 

金利スワップ

取引 

 

6,555

 

6,555

 

△34 

 

△34

（注）時価の算定方法 

取引先金融機関から提示された価格等に基づき算定しております。 

 

    当連結会計年度（平成 21 年 3月 31 日） 

区分 種類 契約額等 

（百万円） 

契約額等  

うち１年超 

（百万円） 

時価 

（百万円） 

評価損益 

（百万円） 

市場取引以外

の取引 

金利スワップ

取引 

 

6,522

 

－ 

 

△32 

 

△32

（注）時価の算定方法 

取引先金融機関から提示された価格等に基づき算定しております。 

 

（退職給付関係） 

１．採用している退職給付制度の概要 

 当社グループは、確定給付型の制度として、退職年金制度及び退職一時金制度を採用しています。なお、一部の在外

連結子会社は、確定給付型の制度のほか、確定拠出型の制度を設けております。 

 

２．退職給付債務に関する事項 

 
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） 

(1) 退職給付債務（百万円） △3,027 △2,839 

(2) 年金資産（百万円） 1,609 1,469 

(3) 未積立退職給付債務 (1)＋(2)（百万円） △1,418 △1,369 

(4) 会計基準変更時差異の未処理額（百万円）      －      － 

(5) 未認識数理計算上の差異（百万円） △129 70 

(6) 未認識過去勤務債務（債務の減額）（百万円） △177 △128 

(7) 連結貸借対照表計上額純額(3)+(4)+(5)+(6)

（百万円） 

△1,725 △1,427 

(8) 前払年金費用（百万円）      －      － 

(9) 未払費用（百万円）      35      － 

(10) 退職給付引当金 (7)－(8)＋（9）（百万円） △1,690 △1,427 

(注)当社及び国内連結子会社は、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。 
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３．退職給付費用の内訳 

 
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)勤務費用（百万円） 129 104 

 (2)利息費用（百万円） 218 168 

 (3)期待運用収益（百万円） △200 △124 

 (4)会計基準変更時差異の処理額（百万円） － － 

 (5)数理計算上の差異の費用処理額（百万円） △83 △10 

 (6)過去勤務債務の費用処理額（百万円） △74 △115 

 (7)その他（百万円） 126 82 

 退職給付費用（百万円） 116 105 

退職給付引当金戻入益（百万円） △805 － 

退職後医療費給付制度変更戻入益（百万円） － △120 

計（百万円） △689 △15 

(注)１．簡便法を採用している会社の退職給付費用は、「勤務費用」に含めております。 
２．「（7）その他」は、確定拠出年金への掛金支払額及び在外子会社における退職金支払額であります。 

 

４．退職給付債務等の計算の基礎に関する事項 

 
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） 

在外連結子会社   

(1)退職給付見込額の期間配分方法 支給倍率基準 同左 

(2)割引率 5.8％ 6.3％ 

(3)期待運用収益率 8.0％ 8.0％ 

(4)数理計算上の差異の処理方法 回廊アプローチを採用し

ております。 

6.7年にわたって定額

法により償却してお

ります。 

 

（ストック・オプション等関係） 

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） 

１．ストック・オプションの内容、規模及びその変動状況 

 （１）ストック・オプションの内容 

 第２回新株予約権 第３回新株予約権 

付与対象者の区分及び人数 当社執行役 1 名 

当社関係会社の執行役・取

締役 13 名 

当社関係会社の従業員 20

名 

当社執行役 ２名 

当社関係会社の執行役2名 

当社関係会社の従業員1名 

株式の種類別のストック・オ

プションの付与数（注） 
普通株式 93,000 株 普通株式  105,000 株 

付与日（割当日） 平成 16 年 10 月 1 日 平成 16 年 12 月 10 日 

権利確定条件 なし なし 

対象勤務期間 なし なし 

権利行使期間 自平成 16 年 10 月１日 

至平成 26 年 9月 30 日 

 ただし、新株予約権は、

発行日から４年間、毎年

25％ずつ行使可能になる

が、割当日から 10 年経過

した日以降は行使するこ

はできない。 

自平成 16 年 12 月 10 日 

至平成 26 年 12 月 9 日 

 ただし、新株予約権は、

発行日から４年間、毎年

25％ずつ行使可能になる

が、割当日から 10 年経過

した日以降は行使するこ

はできない。 
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 第 4 回新株予約権 第 6回新株予約権 

付与対象者の区分及び人数 当社執行役 1 名 

当社関係会社の執行役２

名 

当社関係会社の従業員４

名 

当社子会社のオフィサー 

1 名 

株式の種類別のストック・オ

プションの付与数（注） 
普通株式 17,000 株 普通株式  100,000 株 

付与日（割当日） 平成 17 年 7月 8日 平成 18 年 7月 1日 

権利確定条件 なし なし 

対象勤務期間 なし なし 

権利行使期間 自平成 17 年 7月 8日 

至平成 26 年 7月 7日 

 ただし、本新株予約権

は、付与された本新株予約

権の総数の 33.3％が本新

株予約権の割当日の２年

後の応当日に、付与された

本新株予約権の総数の

33.3％が本新株予約権の

割当日の３年後の応当日

に、付与された本新株予約

権の 33.4％が本新株予約

権の割当日の４年後の応

当日に、それぞれ行使可能

になるが、割当日から 10

年後の応当日以降は行使

することができない。 

自平成 20 年 7月１日 

至平成 28 年 6月 30 日 

 ただし、本新株予約権

は、付与された本新株予約

権の総数の 33.3％が本新

株予約権の割当日の２年

後の応当日に、付与された

本新株予約権の総数の

33.3％が本新株予約権の

割当日の３年後の応当日

に、付与された本新株予約

権の 33.4％が本新株予約

権の割当日の４年後の応

当日に、それぞれ行使可能

になるが、割当日から 10

年後の応当日以降は行使

することができない。 

 

 第 7 回新株予約権 第 8回新株予約権 

付与対象者の区分及び人数 当社執行役 1 名 当社子会社のオフィサー 

２名 

株式の種類別のストック・オ

プションの付与数（注） 
普通株式 1,036,800 株 普通株式  372,430 株 

付与日（割当日） 平成 18 年 7月 1日 平成 18 年 7月 1日 

権利確定条件 なし なし 

対象勤務期間 なし なし 

権利行使期間 自平成 19 年 7月１日 

至平成 28 年 6月 30 日 

 ただし、本新株予約権

は、付与された本新株予約

権の総数の 33.3％が本新

株予約権の割当日の１年

後の応当日に、付与された

本新株予約権の総数の

33.3％が本新株予約権の

割当日の２年後の応当日

に、付与された本新株予約

権の 33.4％が本新株予約

権の割当日の３年後の応

当日に、それぞれ行使可能

になるが、割当日から 10

年後の応当日以降は行使

することができない。 

自平成 19 年 7月１日 

至平成 28 年 6月 30 日 

 ただし、本新株予約権

は、付与された本新株予約

権の総数の 33.3％が本新

株予約権の割当日の１年

後の応当日に、付与された

本新株予約権の総数の

33.3％が本新株予約権の

割当日の２年後の応当日

に、付与された本新株予約

権の 33.4％が本新株予約

権の割当日の３年後の応

当日に、それぞれ行使可能

になるが、割当日から 10

年後の応当日以降は行使

することができない。 

（注）株式数に換算して記載しております。 
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 （2）ストックオプションの規模及びその変動状況 

 連結会計年度（平成 20 年 3月期）において存在したストック・オプションを対象とし、ストック・オ

プションの数については、株式数に換算して記載しております。 

①ストック・オプションの数 

 第2回スト

ックオプ

ション 

第3回スト

ックオプ

ション 

第4回スト

ックオプ

ション 

第6回スト

ックオプ

ション 

第7回スト

ックオプ

ション 

第8回スト

ックオプ

ション 

権利確定前（株）       

 前連結会計年度末 
 23,250  26,250  17,000  100,000 1,036,800  372,430 

 付与 
   －    －    －    －    －    － 

 失効 
   －    －    －    －    －    － 

 権利確定 
 23,250  26,250   5,661    －   345,254  124,019 

 未確定残 
   －    －   11,339  100,000   691,546  248,411 

権利確定後（株）       

 前連結会計年度末 
 69,750  78,750    －    －    －    － 

 権利確定 
 23,250  26,250   5,661    －  345,254  124,019 

 権利行使 
   －    －    －    －    －    － 

 失効 
   －    －    －    －    －    － 

 未行使残 
 93,000  105,000   5,661    －  345,254  124,019 

 

②単価情報 

 第2回スト

ックオプ

ション 

第3回スト

ックオプ

ション 

第4回スト

ックオプ

ション 

第6回スト

ックオプ

ション 

第7回スト

ックオプ

ション 

第8回スト

ックオプ

ション 

権利行使価格 

（円） 
 1,430  1,343  1,050    985  1,313  1,071 

行使時平均株価（円） 
   －    －    －    －    －    － 

付与日における公正

な評価単価（円） 
   －    －    －    200    121    171 

 

 

２．当連結会計年度に付与されたストック・オプションの公正な評価単価の見積方法 

   該当事項はありません。 
 

 

３．ストック・オプションの権利確定数の見積方法 

基本的には、将来の失効数の合理的な見積りは困難であるため、実績の失効数のみを反映させる方法を採用してお

ります。 
 

４．連結財務諸表への影響額 

   販売費及び一般管理費の株式報酬費用  75 百万円 
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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．ストック・オプションの内容、規模及びその変動状況 

 （１）ストック・オプションの内容 

 第２回新株予約権 第３回新株予約権 

付与対象者の区分及び人数 当社執行役 1 名 

当社関係会社の執行役・取

締役 13 名 

当社関係会社の従業員 20

名 

当社執行役 ２名 

当社関係会社の執行役2名 

当社関係会社の従業員1名 

株式の種類別のストック・オ

プションの付与数（注） 
普通株式 93,000 株 普通株式  105,000 株 

付与日（割当日） 平成 16 年 10 月 1 日 平成 16 年 12 月 10 日 

権利確定条件 なし なし 

対象勤務期間 なし なし 

権利行使期間 自平成 16 年 10 月１日 

至平成 26 年 9月 30 日 

 ただし、新株予約権は、

発行日から４年間、毎年

25％ずつ行使可能になる

が、割当日から 10 年経過

した日以降は行使するこ

はできない。 

自平成 16 年 12 月 10 日 

至平成 26 年 12 月 9 日 

 ただし、新株予約権は、

発行日から４年間、毎年

25％ずつ行使可能になる

が、割当日から 10 年経過

した日以降は行使するこ

はできない。 

 

 

 第 4 回新株予約権 第 6回新株予約権 

付与対象者の区分及び人数 当社執行役 1 名 

当社関係会社の執行役２

名 

当社関係会社の従業員４

名 

当社子会社のオフィサー 

1 名 

株式の種類別のストック・オ

プションの付与数（注） 
普通株式 17,000 株 普通株式  100,000 株 

付与日（割当日） 平成 17 年 7月 8日 平成 18 年 7月 1日 

権利確定条件 なし なし 

対象勤務期間 なし なし 

権利行使期間 自平成 17 年 7月 8日 

至平成 26 年 7月 7日 

 ただし、本新株予約権

は、付与された本新株予約

権の総数の 33.3％が本新

株予約権の割当日の２年

後の応当日に、付与された

本新株予約権の総数の

33.3％が本新株予約権の

割当日の３年後の応当日

に、付与された本新株予約

権の 33.4％が本新株予約

権の割当日の４年後の応

当日に、それぞれ行使可能

になるが、割当日から 10

年後の応当日以降は行使

することができない。 

自平成 20 年 7月１日 

至平成 28 年 6月 30 日 

 ただし、本新株予約権

は、付与された本新株予約

権の総数の 33.3％が本新

株予約権の割当日の２年

後の応当日に、付与された

本新株予約権の総数の

33.3％が本新株予約権の

割当日の３年後の応当日

に、付与された本新株予約

権の 33.4％が本新株予約

権の割当日の４年後の応

当日に、それぞれ行使可能

になるが、割当日から 10

年後の応当日以降は行使

することができない。 
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 第 7 回新株予約権 第 8回新株予約権 

付与対象者の区分及び人数 当社執行役 1 名 当社子会社のオフィサー 

２名 

株式の種類別のストック・オ

プションの付与数（注） 
普通株式 1,036,800 株 普通株式  372,430 株 

付与日（割当日） 平成 18 年 7月 1日 平成 18 年 7月 1日 

権利確定条件 なし なし 

対象勤務期間 なし なし 

権利行使期間 自平成 19 年 7月１日 

至平成 28 年 6月 30 日 

 ただし、本新株予約権

は、付与された本新株予約

権の総数の 33.3％が本新

株予約権の割当日の１年

後の応当日に、付与された

本新株予約権の総数の

33.3％が本新株予約権の

割当日の２年後の応当日

に、付与された本新株予約

権の 33.4％が本新株予約

権の割当日の３年後の応

当日に、それぞれ行使可能

になるが、割当日から 10

年後の応当日以降は行使

することができない。 

自平成 19 年 7月１日 

至平成 28 年 6月 30 日 

 ただし、本新株予約権

は、付与された本新株予約

権の総数の 33.3％が本新

株予約権の割当日の１年

後の応当日に、付与された

本新株予約権の総数の

33.3％が本新株予約権の

割当日の２年後の応当日

に、付与された本新株予約

権の 33.4％が本新株予約

権の割当日の３年後の応

当日に、それぞれ行使可能

になるが、割当日から 10

年後の応当日以降は行使

することができない。 

（注）株式数に換算して記載しております。 
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 （2）ストックオプションの規模及びその変動状況 

 連結会計年度（平成 21 年 3月期）において存在したストック・オプションを対象とし、ストック・オ

プションの数については、株式数に換算して記載しております。 

①ストック・オプションの数 

 第2回スト

ックオプ

ション 

第3回スト

ックオプ

ション 

第4回スト

ックオプ

ション 

第6回スト

ックオプ

ション 

第7回スト

ックオプ

ション 

第8回スト

ックオプ

ション 

権利確定前（株）       

 前連結会計年度末 
   －    －  11,339 100,000 691,546 248,411 

 付与 
   －    －    －    －    －    － 

 失効 
   －    －    －    －    －    － 

 権利確定 
   －    －   5,661  33,300   345,255  124,019 

 未確定残 
   －    －   5,678  66,700   346,291  124,392 

権利確定後（株）       

 前連結会計年度末 
 93,000 105,000  5,661    －  345,254 124,019 

 権利確定 
   －    －   5,661  33,300  345,255  124,019 

 権利行使 
   －    －    －    －    －    － 

 失効 
   －    －    －    －    －    － 

 未行使残 
 93,000  105,000  11,322  33,300  690,509  248,038 

 

②単価情報 

 第2回スト

ックオプ

ション 

第3回スト

ックオプ

ション 

第4回スト

ックオプ

ション 

第6回スト

ックオプ

ション 

第7回スト

ックオプ

ション 

第8回スト

ックオプ

ション 

権利行使価格 

（円） 
 1,430  1,343  1,050    985  1,313  1,071 

行使時平均株価（円） 
   －    －    －    －    －    － 

付与日における公正

な評価単価（円） 
   －    －    －    200    121    171 

 

 

２．当連結会計年度に付与されたストック・オプションの公正な評価単価の見積方法 

   該当事項はありません。 
 

 

３．ストック・オプションの権利確定数の見積方法 

基本的には、将来の失効数の合理的な見積りは困難であるため、実績の失効数のみを反映させる方法を採用してお

ります。 
 

４．連結財務諸表への影響額 

   販売費及び一般管理費の株式報酬費用  34 百万円 
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（税効果会計関係） 

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） 

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 

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 

 
（単位：百万円）

繰延税金資産  

貸倒引当金損金算入限度超過額 18

減価償却費超過額 1

投資有価証券評価損否認 15

その他投資評価損否認 17

賞与引当金損金算入限度超過額 52

有給休暇引当金 57

代理店研修会議費引当金否認 346

たな卸資産評価損等 100

未払事業税等否認 126

退職給付引当金損金算入限度超過額 505

研究開発費否認 121

未確定債務 492

繰越欠損金 91

その他 623

繰延税金資産小計 2,571

評価性引当額 △1,002

繰延税金資産合計 1,568

繰延税金負債 

その他有価証券評価差額金  △11

その他 △1,258

繰延税金負債合計 △1,269

繰延税金資産（負債）の純額 298

 

 
（単位：百万円）

繰延税金資産  

貸倒引当金損金算入限度超過額 11

減価償却費超過額 0

投資有価証券評価損否認 15

その他投資評価損否認 17

賞与引当金損金算入限度超過額 253

有給休暇引当金 56

代理店研修会議費引当金否認 333

たな卸資産評価損等 86

未払事業税等否認 158

退職給付引当金損金算入限度超過額 562

研究開発費否認 203

未確定債務 186

繰越欠損金 111

その他 875

繰延税金資産小計 2,871

評価性引当額 △867

繰延税金資産合計 2,003

繰延税金負債 

その他有価証券評価差額金  △3

その他 △1,323

繰延税金負債合計 △1,327

繰延税金資産（負債）の純額 676

  
 

繰延税金資産の純額は、連結貸借対照表の以下の

項目に含まれております。 

繰延税金資産の純額は、連結貸借対照表の以下の

項目に含まれております。 

（百万円） （百万円）

流動資産－繰延税金資産 672 流動資産－繰延税金資産 762 

固定資産－繰延税金資産 159 固定資産－繰延税金資産 168 

固定負債－繰延税金負債 532 固定負債－繰延税金負債 255 

    

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ときの、当該差異

の原因となった主要な項目別の内訳 

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ときの、当該差異

の原因となった主要な項目別の内訳 

  
 （単位：％）

法定実効税率 40.5

（調整）  

交際費等永久に損金に算

入されない項目 

3.4

評価性引当額 2.5

税制の恩恵を受けない海

外損失 

3.9

その他 △2.0

税効果会計適用後の法人税

等の負担率 

48.3

 

 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の

負担率との間の差異が法定実効税率の100分の５以

下であるため注記を省略しております。 
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（セグメント情報） 
①事業の種類別セグメント情報 

  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） 

当社グループは栄養補給食品等以外に事業の種類がないため該当事項はありません。 

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） 

当社グループは栄養補給食品等以外に事業の種類がないため該当事項はありません。 

 

②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） 

 日本 

(百 万 円 )

北米 

(百 万 円 )

その他の

地域 

(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 7,967 18,429 925 27,322 － 27,322

(2)セグメント間の内部 

  売上高又は振替高 

35 820 － 855 △855 －

計 8,003 19,250 925 28,178 △855 27,322

営業費用 6,740 17,025 1,248 25,014 △637 24,376

営業利益 1,262 2,224 △322 3,164 △218 2,945

Ⅱ資産 23,374 25,249 1,387 50,011 △17,522 32,488

（注）１.国又は地域の区分は地理的近接度によっております。 

        ２.各区分に属する主な国又は地域 

     （１）北米・・・・・・・米国、カナダ、メキシコ 

     （２）その他の地域・・・マレーシア、台湾、中国 

 

 

 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） 

 日本 

(百 万 円 )

北米 

(百 万 円 )

その他

の地域 

(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 7,709 16,067 908 24,685 － 24,685

(2)セグメント間の内部 

  売上高又は振替高 

43 859 － 902 △902 －

計 7,753 16,927 908 25,588 △902 24,685

営業費用 6,365 14,769 1,091 22,226 △626 21,599

営業利益 1,388 2,157 △182 3,362 △275 3,086

Ⅱ資産 23,766 23,222 1,081 48,070 △17,185 30,884

（注）１.国又は地域の区分は地理的近接度によっております。 

        ２.各区分に属する主な国又は地域 

     （１）北米・・・・・・・米国、カナダ、メキシコ 

     （２）その他の地域・・・マレーシア、台湾、中国 

３.会計方針の変更 

（１）（棚卸資産の評価に関する会計基準） 

「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項」３.（１）③に記載のとおり、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。この変更に伴い、従来の方法によった場合に比べて、「日本」の営業利益は 11 百万円減少して

おります。 

（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) 

「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」に記載のとおり、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っております。これにより、「北米」の営業利益は

547 百万円減少しております。 
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（３）(リース取引に関する会計基準） 

「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」に記載のとおり、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)）を適用して

おります。この変更により、「日本」の営業利益は 28 百万円増加しております。 

 

 

③海外売上高 

 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） 

 北米 そ の 他 の

地域 

計 

Ⅰ海外売上高（百万円） 18,429 925 19,355 

Ⅱ連結売上高（百万円） － － 27,322 

Ⅲ連結売上高に占める海外売上

高の割合（％） 
 

67.5 3.4

 

70.8 

（注）１.国又は地域の区分は地理的近接度によっております。 

        ２.各区分に属する主な国又は地域 

     （１）北米・・・・・・・米国、カナダ、メキシコ 

     （２）その他の地域・・・マレーシア、台湾 

   ３.海外売上高は、当社及び連結子会社の日本以外の国又は地域における売上高であります。 

 

 

 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） 

 北米 そ の 他 の

地域 

計 

Ⅰ海外売上高（百万円） 16,067 908 16,976 

Ⅱ連結売上高（百万円） － － 24,685 

Ⅲ連結売上高に占める海外売上

高の割合（％） 
 

65.1 3.7

 

68.8 

（注）１.国又は地域の区分は地理的近接度によっております。 

        ２.各区分に属する主な国又は地域 

     （１）北米・・・・・・・米国、カナダ、メキシコ 

     （２）その他の地域・・・マレーシア、台湾、中国 

   ３.海外売上高は、当社及び連結子会社の日本以外の国又は地域における売上高であります。 

 

 

（関連当事者との取引） 

  該当事項はありません。 
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（１株当たり情報） 

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） 

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 204.73円 １株当たり純資産額 136.39円 

１株当たり当期純利益金額 58.28円 １株当たり当期純利益金額 54.27円 

なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益金
額については、希薄化効果を有している潜在株式
が存在しないため記載しておりません。 

同左 

（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株当たり当期純利益金額   

 当期純利益（百万円） 1,441 1,341 

 普通株式に帰属しない金額（百万円） － － 

 普通株式に係る当期純利益（百万円） 1,441 1,341 

 期中平均株式数（千株） 24,730 24,726 

   
希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後

１株当たり当期純利益の算定に含めなかった

潜在株式の概要 

新株予約権６種類（新株予約

権の数 1,724,230 個）。 
新株予約権６種類（新株予約

権の数 1,724,230 個）。 

 

 

（企業結合等） 

該当事項はありません。 

 

 

（重要な後発事象） 

当連結会計年度において、米国子会社の退職者を対象とした、退職後医療費給付制度

（以下、「制度」といいます。）について、制度への参加者である退職者からの拠出額

を増額させ、かつ医療プロバイダーを一社のみにするという変更が行われました。この

変更により、医療プロバイダーが米国全土を網羅していなかったことから、制度への参

加者数が減少いたしました。 

制度への参加者からの拠出が増加し、参加者数が減少したことで、会社の債務が減少

した結果、当連結会計年度において 120 百万円の特別利益が計上されております。 

当該制度について、2009 年 4 月 1 日を効力発生日として更なる変更が行われました。 

この変更により、2009 年 4 月 1 日以降の医療サービスに関する費用全額を制度参加者

が負担することとなったため、翌連結会計年度において 319 百万円の特別利益が計上さ

れる見込みです。 
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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 24 18

未収還付法人税等 172 252

流動資産合計 196 270

固定資産   

投資その他の資産   

関係会社株式 ※1  4,328 ※1  4,328

投資その他の資産合計 4,328 4,328

固定資産合計 4,328 4,328

資産合計 4,524 4,598

負債の部   

流動負債   

短期借入金 － ※2  40

未払金 ※2  416 ※2  6

未払法人税等 0 0

その他 18 27

流動負債合計 435 74

負債合計 435 74

純資産の部   

株主資本   

資本金 1,296 1,296

利益剰余金   

利益準備金 324 324

その他利益剰余金   

別途積立金 3,000 3,000

繰越利益剰余金 268 670

利益剰余金合計 3,592 3,994

自己株式 △966 △968

株主資本合計 3,922 4,322

新株予約権 167 201

純資産合計 4,089 4,524

負債純資産合計 4,524 4,598
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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) 

営業収益   

配当金収入 450 1,260

営業収益合計 450 1,260

売上総利益 450 1,260

販売費及び一般管理費 ※1  145 ※1  115

営業利益 304 1,144

営業外収益   

その他 1 1

営業外収益合計 1 1

営業外費用   

その他 0 1

営業外費用合計 0 1

経常利益 306 1,143

税引前当期純利益 306 1,143

未払法人税等戻入益 △28 －

法人税等合計 △28  

当期純利益 335 1,143
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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 1,296 1,296

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 1,296 1,296

利益剰余金   

利益準備金   

前期末残高 324 324

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 324 324

その他利益剰余金   

別途積立金   

前期末残高 3,000 3,000

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 3,000 3,000

繰越利益剰余金   

前期末残高 675 268

当期変動額   

剰余金の配当 △741 △741

当期純利益 335 1,143

自己株式の処分 △0 △0

当期変動額合計 △406 401

当期末残高 268 670

利益剰余金合計   

前期末残高 3,999 3,592

当期変動額   

剰余金の配当 △741 △741

当期純利益 335 1,143

自己株式の処分 △0 △0

当期変動額合計 △406 401

当期末残高 3,592 3,994

自己株式   

前期末残高 △963 △966

当期変動額   

自己株式の取得 △4 △2

自己株式の処分 1 0

当期変動額合計 △3 △1

当期末残高 △966 △968
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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) 

株主資本合計   

前期末残高 4,332 3,922

当期変動額   

剰余金の配当 △741 △741

当期純利益 335 1,143

自己株式の取得 △4 △2

自己株式の処分 1 0

当期変動額合計 △410 400

当期末残高 3,922 4,322

新株予約権   

前期末残高 91 167

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 75 34

当期変動額合計 75 34

当期末残高 167 201

純資産合計   

前期末残高 4,423 4,089

当期変動額   

剰余金の配当 △741 △741

当期純利益 335 1,143

自己株式の取得 △4 △2

自己株式の処分 1 0

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 75 34

当期変動額合計 △334 434

当期末残高 4,089 4,524
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継続企業の前提に重要な疑義を抱かせる事象又は状況 

該当事項はありません。 

 

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 

子会社株式 

  移動平均法による原価法 

子会社株式 

              同左 

   

２.消費税等の会計処理方

法 

 税抜方式によっております。 同左 

 

表示方法の変更 

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） 

（貸借対照表）  
前事業年度において未収入金として掲記されてい

た未収還付法人税については、持ち株会社としての財

政状態をより明瞭に表示するため、当事業年度より未

収還付法人税等として表示しております。 

─── 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
41



  

ｼｬｸﾘｰ・ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ・ｸﾞﾙｰﾌﾟ(株)(8205)平成 21 年 3 月期決算短信 

注記事項 

（貸借対照表関係） 

前事業年度末 
（平成20年３月31日） 

当事業年度末 
（平成21年３月31日） 

※１．担保資産及び担保付債務 

担保に供している資産は、次のとおりであります。 

※１．担保資産及び担保付債務 

担保に供している資産は、次のとおりであります。 

関係会社株式           804百万円  関係会社株式              804百万円 

担保付き債務は、次のとおりであります。 担保付き債務は、次のとおりであります。 

連帯債務（偶発債務）       15,607百万円 連帯債務（偶発債務）      15,163百万円 

※２．関係会社に対する債権・債務 

 未払金            416百万円 

 

３．偶発債務 

連帯債務 

日本シャクリー（株）のみずほコーポレート銀行から

の借入金15,607百万円について、当社は連帯債務者とな

っております。 

※２．関係会社に対する債権・債務 

 短期借入金          40百万円 

未払金            6百万円 

３．偶発債務 

連帯債務 

日本シャクリー（株）のみずほコーポレート銀行から

の借入金15,163百万円について、当社は連帯債務者とな

っております。 

  

 

 

 

（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 販売費及び一般管理費の主要な費目及び金額 ※１ 販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額 

支払手数料 29百万円

株式報酬費用 75百万円

会計監査報酬 12百万円

弁護士報酬 9百万円

株式関係費 14百万円
 

支払手数料 27百万円

株式報酬費用 34百万円

会計監査報酬 28百万円

弁護士報酬 4百万円

株式関係費 17百万円
 

       一般管理費に属する費用        100％        一般管理費に属する費用     100％ 
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（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） 

自己株式の種類及び株式数に関する事項 

 
前事業年度末株式数

（千株） 
当事業年度増加株式
数（千株） 

当事業年度減少株式
数（千株） 

当事業年度末株式数
（千株） 

 
普通株式（注）1,2 1,187 5 1 1,192 

 
合計 1,187 5 1 1,192 

(注)1.普通株式の自己株式の株式数の増加５千株は、単元未満株式の買取りによる増加であります。 

(注)2.普通株式の自己株式の株式数の減少１千株は、単元未満株式の売渡しによる減少であります。 

 

当事業年度（自 平成 20 年 4 月１日 至 平成 21 年３月 31 日） 

自己株式の種類及び株式数に関する事項 

 
前事業年度末株式数

（千株） 
当事業年度増加株式
数（千株） 

当事業年度減少株式
数（千株） 

当事業年度末株式数
（千株） 

 
普通株式（注）1,2 1,192 4 0 1,196 

 
合計 1,192 4 0 1,196 

(注)1.普通株式の自己株式の株式数の増加４千株は、単元未満株式の買取りによる増加であります。 

(注)2.普通株式の自己株式の株式数の減少０千株は、単元未満株式の売渡しによる減少であります。 

 

（有価証券関係） 

   前事業年度、当事業年度のいずれにおいても、子会社株式で時価のあるものはありません。 
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（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．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の

内訳 

 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 

 
（単位：百万円）

繰延税金資産  

税務上の繰越欠損金 82 

未確定債務 5 

その他 67 

繰延税金資産小計 155 

評価性引当額 △155 

繰延税金資産合計 － 

     繰延税金資産（負債）の純額 － 

 
（単位：百万円）

繰延税金資産  

税務上の繰越欠損金 111 

未確定債務 9 

その他 81 

繰延税金資産小計 202 

評価性引当額 △202 

繰延税金資産合計 － 

     繰延税金資産（負債）の純額 － 

  

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ときの、当該差異の原因となっ

た主要な項目別の内訳 

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ときの、当該差異の原因となっ

た主要な項目別の内訳 

  

（単位：％）

法定実効税率 40.5 

（調整） 

受取配当金等永久に益金に算入されない

項目 

△59.4 

評価性引当額 18.9 

その他 △0.0 

税効果会計適用後の法人税等の負担率 － 
 

（単位：％）

法定実効税率 40.5 

（調整） 

受取配当金等永久に益金に算入されない

項目 

△44.5 

評価性引当額 4.0 

その他 △0.0 

税効果会計適用後の法人税等の負担率 － 
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ｼｬｸﾘｰ・ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ・ｸﾞﾙｰﾌﾟ(株)(8205)平成 21 年 3 月期決算短信 

 

（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 158.61円 １株当たり純資産額 174.82円

１株当たり当期純利益金額 13.56円 １株当たり当期純利益金額 46.27円

なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益金
額については、希薄化効果を有している潜在株式
が存在しないため記載しておりません。 

同左 

（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株当たり当期純利益金額   

当期純利益（百万円） 335 1,143 

普通株式に帰属しない金額（百万円）  

－ 

 

－ 

普通株式に係る当期純利益（百万円） 
335 1,143 

期中平均株式数（千株） 24,730 24,726 

希薄化効果を有しないため、潜在株

式調整後１株当たり当期純利益の算

定に含めなかった潜在株式の概要 

新株予約権６種類（新株予約権の

数 1,724,230 個）。 

 

新株予約権６種類（新株予約権の

数 1,724,230 個）。 

 
 

 

 

 

重要な後発事象 

該当事項はありません。 
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ｼｬｸﾘｰ・ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ・ｸﾞﾙｰﾌﾟ(株)(8205)平成 21 年 3 月期決算短信 

６.その他 

（１）役員の異動 （平成 21 年 6 月 23 日付予定） 

  ①代表取締役の異動 

   該当事項はありません。 

  ②その他の役員の異動 

   退任取締役   マイケル・デュラン 

 

（２）生産、受注及び販売の状況 

  ① 生産実績 

  当連結会計年度の生産実績を事業の種類別セグメントごとに示すと、次のとおりであります。 

事業の種類別セグメントの名称 金額（百万円） 前年同期比（％） 

栄養補給食品等 33,066 77.9 

合計 33,066 77.9 

（注）１.金額は当社グループの販売価格（売上割戻高控除前）換算で表示しております。 

２.上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

 

  ②受注状況 

当社グループは受注生産を行っておりませんので、該当事項はありません。 

 

  ③販売実績 

   当連結会計年度の販売実績を事業の種類別セグメントごとに示すと、次のとおりであります。 

事業の種類別セグメントの名称 金額（百万円） 前年同期比（％） 

栄養補給食品等 24,685 90.3 

合計 24,685 90.3 

（注）上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 
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