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（百万円未満切捨て） 
１．21 年７月期の連結業績（平成 20 年８月１日～平成 21 年７月 31 日） 
(1)連結経営成績                                 
 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７月期 
20 年７月期 

25,899 
21,618 

19.8 
－ 

5,403
3,817

41.6
－

5,391
3,823

41.0 
－ 

3,046
2,104

44.8
－

 

 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７月期 
20 年７月期 

11,208.43  
7,677.49  

11,185.38 
7,621.88 

27.9 
22.6 

37.8  
30.4  

20.9 
17.7 

(参考) 持分法投資損益       21 年７月期   －百万円  20 年７月期   －百万円 
（注）20 年 7 月期の比較増減は、決算期変更に伴い 19 年 7 月期の連結会計年度が 6 ヶ月の変則決算であるため記載を
しておりません。 
 
(2)連結財政状態 
 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７月期 
20 年７月期 

15,252   
13,262   

11,779  
10,026  

77.2   
75.6   

43,540.94 
36,898.97 

(参考) 自己資本       21 年７月期   11,779 百万円  20 年 7 月期   10,026 百万円 
 
(3)連結キャッシュ･フローの状況 

 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７月期 
20 年７月期 

2,802   
3,070   

△674  
△572  

△1,391   
△1,741   

5,330  
4,645  

 
 
２．配当の状況 
 １株当たり配当金 

（基準日）第1四半期末 第 2 四半期末 第 3 四半期末 期末 年間 

配当金 
総額 

(年間) 

配当性向 
（連結） 

純資産 
配当率 

（連結）

  円 銭 円 銭 円 銭  円 銭  円 銭 百万円 ％ ％

20 年７月期 
21 年７月期 

－  
－  

－  
－  

－ 
－ 

3,100.00 
2,700.00 

3,100.00 
2,700.00 

 842   
730   

40.4 
24.1 

9.1 
6.7 

22 年７月期 
（予想） 

－  －  － 2,800.00 2,800.00  22.3  

(注) 平成 20 年７月期期末配当金の内訳は、普通配当 2,100 円、記念配当 1,000 円であります。 
 
 
３．22 年 7月期の連結業績予想（平成 21 年 8月１日～平成 22 年７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 
通    期 

14,400 19.6 
30,200 16.6 

2,600   7.2
6,000  11.0

2,600 8.6
6,000 11.3

1,470 16.2 
3,400 11.6 

5,433.68 
12,567.69 

(財)財務会計基準機構会員
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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）  有 

除外   １社（社名 DR.CI:LABO KOREA） 
(注) 詳細は、6ページ「企業集団の状況」をご覧ください。 

 
(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） 
① 会計基準等の改正に伴う変更  有 
② ①以外の変更   無 
(注)詳細は 20 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） 

①期末発行済株式数（自己株式を含む） 21 年７月期 280,348 株 20 年７月期 278,916 株 
②期末自己株式数  21 年７月期 9,813 株 20 年７月期 7,198 株 
 (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、25 ページ「１株当たり情報」

をご覧ください。 
 
 
(参考)個別業績の概要 
 

１.21 年７月期の個別業績(平成 20 年８月１日～平成 21 年７月 31 日) 
(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７月期 
20 年７月期 

25,436 
20,918 

21.6 
－ 

5,398
3,819

41.3
－

5,371
3,859

39.2 
－

2,874
1,907

50.7
－ 

 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７月期 
20 年７月期 

10,573.66  
6,957.28  

10,551.92 
6,906.88  

（注）20 年 7 月期の比較増減は、決算期変更に伴い 19 年 7 月期の事業年度が 6 ヶ月の変則決算であるため記載をし
ておりません。 
(2)個別財政状態 

 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７月期 
20 年７月期 

15,312   
13,335   

11,836  
10,189  

77.3  
76.4  

43,753.05 
37,501.66 

(参考) 自己資本       21 年７月期   11,836 百万円  20 年７月期   10,189 百万円   
２.21 年７月期の個別業績予想（平成 21 年８月１日～平成 22 年７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 

通    期 
14,080 19.9 
29,600 16.4 

2,600 9.8
6,000 11.2

2,600 10.2
6,000  11.7

1,465 23.4 
3,370 17.3 

5,415.20 
12,456.80 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

※ 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。 
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(1）経営成績に関する分析 

①業績全般の概況 

 当連結会計年度におけるわが国経済は、世界的な金融危機に端を発した金融不安が、国内経済にも深刻な影響を与

え、企業業績や雇用情勢の悪化、個人消費の低迷が顕著となりました。 

 このような環境の中当社グループは、第二次中期経営計画の２年目としてブランドの強化と顧客層の拡大を推進す

べく諸施策を講じてまいりました。特に、主力商品であるアクアコラーゲンゲルスーパーモイスチャーをはじめとす

る販売強化商品のリニューアルの積極化に加え、新商品の継続的な発売といった商品展開の強化に注力いたしまし

た。また、ドクターシーラボブランドの一部商品をドラッグストアへ展開するなど、販路の拡大と同時に新たな顧客

層の取り込みも積極的に行ってまいりました。 

 国内においては、通信販売が好調に推移いたしました。主力商品のリニューアルに合わせたプロモーションや40歳

以上のお客様をターゲットにしたキャンペーンを積極的に展開したことにより、多くの新規顧客を獲得することがで

きました。また、前期よりサービスを開始しているステップアップ割引の認知度が向上したことに加え、ポイント制

度をこれまでのプレゼント交換型から代金充当型へ変更したことにより、既存顧客の購買が促進される結果となりま

した。こうした新規顧客の取り込みと既存顧客のリピート購買の促進施策が功を奏し、大きく売上高を伸ばすことが

出来ました。また、当社オンラインショップのホームページを刷新し、情報分析を効率的に行えるよう改善を行うと

ともに、お客様の利便性向上も図っており、今後のインターネット販売拡大のための投資を行っております。 

 対面型店舗販売においては、百貨店内に１３カウンター、ＧＭＳ内に１３カウンターをオープンいたしましたが、

既存店舗においては１年を通して厳しい状況が続き、 も景気減退の影響を受けた販路となりました。店頭における

お手入れ会の実施や、下半期における通信販売と同様のポイント制度の導入により、既存顧客の満足度を高めること

で、売上高の伸長を図ったため、徐々に回復基調は見られたものの、上半期の落ち込みが大きく、売上高は前期を上

回ることが出来ませんでした。 

 卸売販売においては、ドクターシーラボブランドのBBパーフェクトクリームの販売がドラッグストア、バラエティ

ショップにおいて好調に推移し、特に下半期において売上高を大きく伸ばすことが出来ました。また、着実に取り扱

い店舗数を増やした調剤薬局や専用商品を展開するテレビショッピング販路並びに新規取り扱い店舗を積極的に開拓

した専門店販路も好調に推移し、売上高を伸長させることができました。 

 海外においては、台湾が市場全体の景気後退を受け、既存店の売上高が伸びず、販売状況が非常に厳しいものとな

りました。香港は、省スペース店舗に主力販路を移したことにより、売上高は減少していますが、効率性は向上して

おり、収益は改善しております。米国は、米国内の景気が大幅に悪化したことや卸販路の縮小を実施したことにより

売上高は大きく減少しております。 

 利益面においては、利益率の高い通信販売販路が好調であったこと、新規顧客の獲得において広告宣伝活動を効率

的に行うことができたことに加え、システム関連費用など固定費の削減に努めたことにより、利益を順調に積み上げ

ることが出来ました。 

 以上の結果、売上高は 百万円、経常利益は 百万円、当期純利益は 百万円となりました。 

  

②セグメント別の概況 

＜化粧品事業＞ 

 当連結会計年度における化粧品事業は、引き続きブランドを強化し、顧客層の拡大を図っております。ドクターシ

ーラボブランドでは、主力商品のリニューアルやアクアコラーゲンゲルエンリッチリフトEXのキャンペーンによりタ

ーゲットとした顧客を想定以上に獲得することができ、顧客層の拡大に寄与したと同時に、売上高を伸長させること

にも寄与いたしました。更に、BBパーフェクトクリームの販売が好調に推移したことも売上高の伸長につながってお

ります。また、今後の大きな柱の商品と位置づけるスーパーホワイト377を３月に発売しており、積極的なプロモー

ションとあいまって、好調な販売状況となりました。 

 ラボラボブランドは、コンビニエンスストアからドラッグストアへ主力販路を移行し、引き続き展開を強化してお

り、商品のリニューアルもあいまって順調に推移いたしました。 

 ジェノマーブランドは、独立カウンターを３箇所増設いたしましたが、当社のブランドにおいては高価格帯に属す

るため、厳しい消費動向に影響を受けており、売上高を伸長させるには至りませんでした。 

 dr.brandtは、新規店舗を２店舗出店するなど引き続き認知度の向上に注力し、着実に売上高の伸長を図っている

ところであります。 

 以上により、当連結会計年度における化粧品事業の売上高は 百万円となりました。 

＜健康食品事業＞ 

 当連結会計年度における健康食品事業は、新商品の展開は無かったものの、定期配送サービスが定着しつつあり、

通信販売を中心に売上高を伸長させることが出来ました。 

 以上により、当連結会計年度における健康食品事業の売上高は 百万円となりました。 

１．経営成績

25,899 5,391 3,046

25,095
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＜機器類その他事業＞ 

 当連結会計年度における機器類その他事業については、アクアソニア、イオニカルEXなどの美容機器を販売してお

ります。主に化粧品を補完する商品の取り扱いを行っており、化粧品とのセット販売が功を奏し、売上を伸長させる

ことが出来ました。 

 以上により、当連結会計年度における機器類その他事業の売上高は 百万円となりました。 

＜投資事業＞ 

 当連結会計年度における投資事業は、現状では売上高を計上する結果を出すには至っておりません。 

  

③通期の見通し 

 次期の見通しにつきましては、国内国外の景気は引き続き厳しい状況が予想され、個人消費の低迷も継続する厳し

い市場環境となることが想定されます。 

 こうした環境の中、当社グループは、第二次中期経営計画の 終年度として、引き続き新規顧客の獲得を通じて顧

客層の拡大を図ると同時に、中期経営計画の施策により獲得することができた顧客に継続的に商品をご購入いただけ

る施策を充実させることにより業績の拡大を図ってまいります。特に通信販売において、顧客層に応じた会報誌の企

画やリニューアルしたショッピングサイトにおけるコンテンツの充実など、楽しみながらお買い物をしていただく施

策を展開つつ、コールセンターでのお客様への応対品質向上に努め、リピート率を上げることによって、売上高の伸

長を図ります。対面型店舗販売では、お手入れ会やドクターズカウンセリングなどを充実させ、顧客満足を高め、販

売につなげてまいります。卸販売では、店頭での需要が高い商品の販売をドラッグストアへの展開強化と絡め、着実

に売上高を伸ばしていく計画であります。 

 海外においては、進出地域の経済環境が不透明であるため、大きな投資を伴う拡大は志向せず、現在の事業を着実

に展開する計画であります。  

 以上により、次期の見通しにつきましては、売上高30,200百万円（前期比16.6％増）、営業利益6,000百万円（前

期比11.0％増）、経常利益6,000百万円（前期比11.3％増）、当期純利益3,400百万円（前期比11.6％増）を見込んで

おります。  

  

(2）財政状態に関する分析 

 当連結会計年度における総資産は、 百万円となり、前連結会計年度末と比較して 百万円増加いたしま

した。これは主に現金及び預金の増加 百万円と売掛金の増加 百万円によるものです。 

 また負債合計は 百万円で、前連結会計年度末と比較して 百万円増加いたしました。これは主に未払金の増

加 百万円、未払法人税等の増加 百万円に対し、一年以内返済予定長期借入金の減少 百万円によるもので

す。純資産は利益剰余金の増加 百万円に対し、自己株式取得による減少 百万円により前連結会計年度末と比

較して 百万円増加し、 百万円となりました。 

 当連結会計期間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） 

 営業活動により取得した資金は 百万円となりました。これは主に税金等調整前当期純利益が 百万円計上

された一方、売上債権の増加 百万円、たな卸資産の増加 百万円、法人税等の支払 百万円により資金を支

出したことによります。 

（投資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・フローは、 百万円の支出となりました。これは主に有価証券の取得による支出

百万円と基幹システム構築に伴うシステム投資などの無形固定資産取得により 百万円支出したことによるもので

あります。 

（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

 財務活動によるキャッシュ・フローは、 百万円の支出となりました。これは主に配当金の支払いによる支出

百万円と、自己株式の取得による支出 百万円によるものであります。 

  

当社グループのキャッシュ・フロー指標は次のとおりであります。 

303

15,252 1,990

685 762

3,473 236

139 400 164

2,201 399

1,753 11,779

2,802 5,311

863 602 1,749

674 290

256

1,391

837 399

  平成19年７月期 平成20年７月期 平成21年７月期 

自己資本比率（％） ％ 72.8 ％ 75.6 ％ 77.2

時価ベースの自己資本比率（％） ％ 396.2 ％ 327.4 ％ 283.6

債務償還年数（年） 年 1.5 年 0.0 年 －

インタレスト・カバレッジ・レシオ(倍) 倍 90.1 倍 323.3 倍 2,501.6
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(注) 自己資本比率：自己資本／総資産 

   時価ベースの自己資本比率：株式時価総額／総資産 
   債務償還年数：有利子負債／営業キャッシュ・フロー 
   インタレスト・カバレッジ・レシオ：営業キャッシュ・フロー／利払い 
  ※いずれの指標も連結ベースの財務数値により計算しております。 
  ※株式時価総額は自己株式を除く発行済株式数をベースに計算しております。 
  ※キャッシュ・フローは、営業キャッシュ・フローを利用しております。 
  ※有利子負債は連結貸借対照表に計上されている負債のうち、利子を支払っている全ての負債を対象として   
   おります。 

  

(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、将来の事業拡大を見据えた企業体質の強化と、事業基盤の拡大に備えた内部留保の充実が現時点における

重要事項と考えております。同時に株主の皆さまに対する利益還元についても経営上の重要政策の１つとして認識し

ておりますことから、安定配当を基本方針として考えております。今後、財政状態及び業績動向に応じた利益配分政

策を実施することにより、株主の皆様の期待に応える事を基本方針といたします。 
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     当社グループは当社及び連結子会社6社で構成されており、化粧品・健康食品・美容機器等の企画・開発・製造販売

    を主たる業務としております。 

 当社グループの事業を事業系統図によって示すと次のとおりであります。 
 

   
DR.CI:LABO KOREAは平成20年11月に清算結了いたしましたので、事業系統図より除外いたしました。 

２．企業集団の状況
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(1）会社の経営の基本方針  

 当社グループは、「肌トラブルに悩む全ての人々を救う」という経営理念と「シンプル(Simple)×リザルト

(Result)×サイエンス(Science)」という商品コンセプトの元に、お客様を第一に、誠実に、正しく、真摯に、商品

をお届けすることで、事業拡大と社会貢献できる企業でありたいと考えております。  

 本当のスキンケアとは何かを、専門家の立場から研究し、本来人間が持つ自然治癒力に注目し、肌が本当に求める

ものだけを必要なだけ与えることで肌本来がもっている力を高めていくことにより商品のコンセプトを実現しており

ます。また、常にお客様の立場に立ち、お客様の抱えている問題を自らの問題として捉えてゆくという方針から、商

品の改良、開発に傾注しております。お客様の立場に立ち、お客様の声を経営にフィードバックさせることが、当社

グループの成長の源であると考えております。 

  

(2）目標とする経営指標 

 当社グループは、当面、利益率の向上を課題としてグループ運営を行ってまいります。そのため、売上高経常利益

率を ％以上確保することを目標としております。  

  

(3）中長期的な会社の経営戦略 

 当社グループは中期基本戦略として、主力ブランドの充実と第二ブランドの育成を掲げ、顧客層拡大による成長戦

略を推進してまいります。この基本戦略を元に、第二ブランド育成による売上高向上とシェア拡大、メディカルコス

メのデファクトスタンダード化を目指すための海外・国内メディカルコスメの育成、化粧品市場以外の市場を取り込

むためのメディカルプロダクト事業の素地形成という３点を重点事項として取組んでまいります。  

  

(4) 対処すべき課題 

当社グループは、第２次中期経営計画を基に事業を推進しております。当連結会計年度では、厳しい経済環境にも

関わらず、中期計画を基に実施してきた各施策により、着実に成果が出てきております。今後も的確に計画を遂行

し、継続的に成果を出していくには、「お客様の視点に立った商品、サービス提供の更なる徹底」が 重要施策と認

識しております。当社グループでは、これらの目標及び重要施策を実現・達成させるために、以下の項目が重要課題

と認識しております。 

  

① ブランドの充実 

当社グループでは、主力のドクターシーラボブランド、ラボラボブランド、ジェノマーブランドの他、日本市場

における独占販売権を取得したdr.brandtをブランド展開しております。これらブランドのポートフォリオを強

化・充実させることにより、多様化するお客様のニーズに対応する商材を提供できると同時に、成長マーケットへ

の展開も速やかに対応することが出来ますので、当社グループの成長の柱となるとともに、メディカルコスメ市場

の浸透・拡大にも寄与するものと認識しております。そのため、研究開発の強化や商品ラインの充実と同時に企画

から販売までのスピードを更に向上させることにより、化粧品市場における優位性を確保してまいります。  

  

② 社内インフラの整備・強化 

当社グループでは、中期経営計画を着実に実行することにより業容が拡大している状況であります。こうした

中、お客様やお取引先様からのご注文の増加はもちろんのこと、様々なご要望も増加してきております。このよう

に日々増加し、かつ多様化するお客様のニーズにお応えするためには、IT設備といった物理的なインフラ構築と同

時に、社内ルールの整備・再構築、部門間を越えた連携・協力体制の強化、更には社員教育の充実といった社内イ

ンフラの充実も不可欠となってまいります。今後の継続的業容拡大のため、中長期的な視点に立って、着実にこう

した社内インフラの整備、強化を図ってまいります。 

  

③ 海外事業の充実 

当社グループの長期的な視野に立った場合、海外事業の充実は重要な課題と認識しております。しかしながら、

当社グループの事業の軸は国内事業であることに加え、国際的な景気動向が不安定なこともあり、性急な海外事業

の拡大は控えている状況であります。今後も長期的な視野に立ち、着実な準備を基にした展開、充実を図っていく

計画であります。 

  

④ 内部統制の強化 

当社グループは、内部統制の強化がステークホルダーからの信頼を得るための重要な施策と認識しております。

そのためＣＰ（コンプライアンス・プログラム）運営委員会の運営、リスク管理体制の構築など、内部統制の強化

を鋭意推進しております。今後は、活動範囲を順次広げていき、社会から信頼される企業グループであり続けられ

るよう、活動の充実を図ってまいります。 

  

３．経営方針

15
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４．連結財務諸表 
（１）連結貸借対照表 

（単位：千円）

前連結会計年度 
(平成20年７月31日) 

当連結会計年度 
(平成21年７月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 4,645,168 5,330,500

売掛金 2,871,712 3,634,243

有価証券 － 290,561

たな卸資産 1,692,803 －

製品・商品 － 1,505,467

貯蔵品 － 768,044

前払費用 131,893 90,742

繰延税金資産 321,041 218,156

その他 63,717 148,544

貸倒引当金 △17,920 △56,282

流動資産合計 9,708,416 11,929,978

固定資産   

有形固定資産   

建物 202,397 200,319

減価償却累計額 △72,875 △94,385

建物（純額） 129,521 105,934

工具、器具及び備品 803,452 899,342

減価償却累計額 △491,549 △603,593

工具、器具及び備品（純額） 311,902 295,749

有形固定資産合計 441,424 401,683

無形固定資産   

ソフトウエア 956,813 850,865

ソフトウエア仮勘定 93,229 8,823

商標権 23,650 23,321

その他 269 227

無形固定資産合計 1,073,963 883,237

投資その他の資産   

投資有価証券 160,416 166,091

関係会社株式 5,000 5,000

長期前払費用 34,882 27,939

敷金差入保証金 221,279 222,291

繰延税金資産 22,756 26,541

投資用不動産 1,653,289 1,653,289

減価償却累計額 △64,629 △75,123

投資用不動産（純額） 1,588,660 1,578,166

その他 5,457 11,548

投資その他の資産合計 2,038,452 2,037,580

固定資産合計 3,553,840 3,322,501
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（単位：千円）

前連結会計年度 
(平成20年７月31日) 

当連結会計年度 
(平成21年７月31日) 

資産合計 13,262,256 15,252,480

負債の部   

流動負債   

買掛金 554,967 524,117

1年内返済予定の長期借入金 164,000 －

未払金 986,299 1,125,518

未払法人税等 1,049,082 1,449,332

未払消費税等 117,394 141,746

前受金 627 －

預り金 28,812 37,622

賞与引当金 51,810 55,909

ポイントサービス引当金 218,262 43,564

繰延税金負債 591 －

その他 35,788 50,531

流動負債合計 3,207,638 3,428,342

固定負債   

繰延税金負債 4,934 3,868

退職給付引当金 23,375 37,493

その他 195 3,427

固定負債合計 28,505 44,789

負債合計 3,236,143 3,473,131

純資産の部   

株主資本   

資本金 1,157,099 1,162,198

資本剰余金 1,634,699 1,639,598

利益剰余金 8,508,571 10,709,996

自己株式 △1,269,884 △1,669,873

株主資本合計 10,030,486 11,841,920

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △1,832 3,127

為替換算調整勘定 △2,539 △65,699

評価・換算差額等合計 △4,372 △62,571

純資産合計 10,026,113 11,779,348

負債純資産合計 13,262,256 15,252,480
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（２）連結損益計算書 

（単位：千円）

前連結会計年度 
(自 平成19年８月１日 
 至 平成20年７月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成20年８月１日 
 至 平成21年７月31日) 

売上高 21,618,423 25,899,885

売上原価 3,943,990 4,905,832

売上総利益 17,674,433 20,994,052

販売費及び一般管理費 13,857,337 15,590,535

営業利益 3,817,096 5,403,516

営業外収益   

受取利息 12,219 8,196

受取配当金 466 1,153

受取百貨店作業協力金 13,396 15,584

商品破損受取賠償金 745 4,906

その他 17,562 4,839

営業外収益合計 44,390 34,679

営業外費用   

支払利息 10,446 1,120

為替差損 11,794 31,093

投資事業組合運用損 2,572 －

減価償却費 13,060 10,494

支払手数料 － 994

その他 436 3,051

営業外費用合計 38,310 46,753

経常利益 3,823,176 5,391,442

特別利益   

固定資産売却益 229 1,942

受取和解金 － 13,000

その他 － 680

特別利益合計 229 15,622

特別損失   

固定資産除却損 75,896 96,027

投資有価証券評価損 226,880 －

その他 239 －

特別損失合計 303,017 96,027

税金等調整前当期純利益 3,520,389 5,311,037

法人税、住民税及び事業税 1,500,304 2,146,861

法人税等調整額 △84,337 117,445

法人税等合計 1,415,967 2,264,307

当期純利益 2,104,422 3,046,730
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（３）連結株主資本等変動計算書 

（単位：千円）

前連結会計年度 
(自 平成19年８月１日 
 至 平成20年７月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成20年８月１日 
 至 平成21年７月31日) 

株主資本   

資本金   

前期末残高 1,145,840 1,157,099

当期変動額   

新株の発行 11,259 5,099

当期変動額合計 11,259 5,099

当期末残高 1,157,099 1,162,198

資本剰余金   

前期末残高 1,623,440 1,634,699

当期変動額   

新株の発行 11,259 4,899

当期変動額合計 11,259 4,899

当期末残高 1,634,699 1,639,598

利益剰余金   

前期末残高 6,569,023 8,508,571

当期変動額   

剰余金の配当 △164,874 △842,325

当期純利益 2,104,422 3,046,730

連結除外に伴う剰余金の減少 － △2,978

当期変動額合計 1,939,548 2,201,425

当期末残高 8,508,571 10,709,996

自己株式   

前期末残高 △648,554 △1,269,884

当期変動額   

自己株式の取得 △621,330 △399,989

当期変動額合計 △621,330 △399,989

当期末残高 △1,269,884 △1,669,873

株主資本合計   

前期末残高 8,689,750 10,030,486

当期変動額   

新株の発行 22,518 9,998

剰余金の配当 △164,874 △842,325

当期純利益 2,104,422 3,046,730

連結除外に伴う剰余金の減少 － △2,978

自己株式の取得 △621,330 △399,989

当期変動額合計 1,340,735 1,811,434

当期末残高 10,030,486 11,841,920
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（単位：千円）

前連結会計年度 
(自 平成19年８月１日 
 至 平成20年７月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成20年８月１日 
 至 平成21年７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 △82,404 △1,832

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 80,571 4,960

当期変動額合計 80,571 4,960

当期末残高 △1,832 3,127

為替換算調整勘定   

前期末残高 28,844 △2,539

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △31,383 △63,159

当期変動額合計 △31,383 △63,159

当期末残高 △2,539 △65,699

評価・換算差額等合計   

前期末残高 △53,560 △4,372

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 49,187 △58,199

当期変動額合計 49,187 △58,199

当期末残高 △4,372 △62,571

純資産合計   

前期末残高 8,636,190 10,026,113

当期変動額   

新株の発行 22,518 9,998

剰余金の配当 △164,874 △842,325

当期純利益 2,104,422 3,046,730

連結除外に伴う剰余金の減少 － △2,978

自己株式の取得 △621,330 △399,989

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 49,187 △58,199

当期変動額合計 1,389,923 1,753,235

当期末残高 10,026,113 11,779,348
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（４）連結キャッシュ・フロー計算書 

（単位：千円）

前連結会計年度 
(自 平成19年８月１日 
 至 平成20年７月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成20年８月１日 
 至 平成21年７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 3,520,389 5,311,037

減価償却費 504,202 544,953

長期前払費用償却額 28,244 －

貸倒引当金の増減額（△は減少） △12,222 △7,877

賞与引当金の増減額（△は減少） 21,696 4,099

ポイントサービス引当金の増減額 73,704 △174,698

退職給付引当金の増減額（△は減少） 9,694 15,118

受取利息及び受取配当金 △12,686 △9,349

支払利息 10,446 1,120

固定資産売却損益（△は益） △229 △1,942

固定資産除却損 75,896 96,027

投資有価証券評価損益（△は益） 226,880 －

売上債権の増減額（△は増加） △657,432 △863,076

たな卸資産の増減額（△は増加） △143,761 △602,485

仕入債務の増減額（△は減少） 142,712 △2,872

未払金の増減額（△は減少） 168,342 156,003

未払消費税等の増減額（△は減少） 95,369 23,776

その他 △27,179 54,811

小計 4,024,069 4,544,646

利息及び配当金の受取額 12,686 8,648

利息の支払額 △9,498 △1,120

法人税等の支払額 △956,647 △1,749,264

営業活動によるキャッシュ・フロー 3,070,609 2,802,910

投資活動によるキャッシュ・フロー   

有価証券の取得による支出 － △290,000

有形固定資産の取得による支出 △237,596 △145,754

有形固定資産の売却による収入 600 3,154

無形固定資産の取得による支出 △532,855 △256,651

敷金及び保証金の差入による支出 △18,888 △13,172

敷金及び保証金の回収による収入 18,443 28,008

定期預金の払戻による収入 138,033 －

関係会社貸付けによる支出 △20,000 －

関係会社への貸付の回収による収入 80,000 －

投資活動によるキャッシュ・フロー △572,265 △674,415

財務活動によるキャッシュ・フロー   

長期借入金の返済による支出 △974,000 △164,000

株式の発行による収入 22,518 9,998

自己株式の取得による支出 △621,330 △399,989

配当金の支払額 △168,770 △837,582

財務活動によるキャッシュ・フロー △1,741,583 △1,391,573

現金及び現金同等物に係る換算差額 △63,608 △37,672

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 693,153 699,248

現金及び現金同等物の期首残高 3,952,015 4,645,168

連結除外に伴う現金及び現金同等物の増減額 － △13,915

現金及び現金同等物の期末残高 4,645,168 5,330,500
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 該当事項はありません。 

  

継続企業の前提に関する注記
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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８月１日 
至 平成20年７月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成20年８月１日 
至 平成21年７月31日） 

１．連結の範囲に関する事項

  

（1）連結子会社の数 ７社 

主要な連結子会社の名称 

Dr.Ci:Labo Company Limited 

喜莱博股份有限公司 

DR.CI:LABO KOREA 

Ci:Labo USA,Inc. 

株式会社エムディサイエンス 

株式会社シーインベストメント 

シーインベストメント バイオ・メ

ディカルファンド投資事業組合 

なお、Dr.Ci:Labo Hawaii Inc.は連

結子会社Ci:Labo USA,Inc.を存続会

社とし平成19年７月１日に合併した

ため、連結の範囲から除いておりま

す。 

（1）連結子会社の数  6社 

主要な連結子会社の名称 

Dr.Ci:Labo Company Limited 

喜莱博股份有限公司 

Ci:Labo USA,Inc. 

株式会社エムディサイエンス 

株式会社シーインベストメント 

シーインベストメント バイオ・メ

ディカルファンド投資事業組合 

前連結会計年度では連結子会社であ

ったDR.CI:LABO KOREAは、当連結会

計年度中に清算結了したことに伴

い、当連結会計年度より連結の範囲

から除外しております。 

  

  

（2）非連結子会社 

────────── 

（2）非連結子会社 

────────── 

２．持分法の適用に関する事

項 

  

（1）持分法を適用した非連結子会社又は

関連会社の状況 

該当事項はありません。 

（1）持分法を適用した非連結子会社又は

関連会社の状況 

同左 

  

  

（2）持分法を適用しない非連結子会社又

は関連会社の状況 

株式会社ヴァルテックス 

（2）持分法を適用しない非連結子会社又

は関連会社の状況 

同左 

  

  

（持分法を適用しない理由） 

持分法非適用会社は、その当期純損

益（持分に見合う額）及び利益剰余

金等（持分に見合う額）に及ぼす影

響が軽微であり、かつ全体としても

重要性がないためであります。 

（持分法を適用しない理由） 

同左 
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項目 
前連結会計年度

（自 平成19年８月１日 
至 平成20年７月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成20年８月１日 
至 平成21年７月31日） 

３．連結子会社の事業年度等

に関する事項 

 連結子会社のうち、 

DR.CI:LABO KOREAの決算日は12月31日、

Dr.Ci:Labo Company Limited、喜莱博股份

有限公司、Ci:Labo USA,Inc. 、シーイン

ベストメント バイオ・メディカルファン

ド投資事業組合の決算日は６月30日であり

ます。なお、シーインベストメント バイ

オ・メディカルファンド投資事業組合は当

連結会計年度より決算日を12月31日から6

月30日に変更しております。 

 連結財務諸表の作成にあたっては、

Dr.Ci:Labo Company Limited、喜莱博股份

有限公司、Ci:Labo USA,Inc.は決算日現

在の財務諸表を使用しております。また、

DR.CI:LABO KOREA、シーインベストメント

バイオ・メディカルファンド投資事業組合

は6月30日現在で実施した仮決算に基づく

財務諸表（会計期間は平成19年7月1日から

平成20年6月30日）を使用しております。 

 ただし、連結決算日までの期間に発生し

た重要な取引については、連結上必要な調

整を行っております。 

連結子会社のうち、 

株式会社エムディサイエンス、株式会社シ

ーインベストメントの決算日は７月31日で

あります。また、Dr.Ci:Labo Company 

Limited、喜莱博股份有限公司、Ci:Labo 

USA,Inc. 、シーインベストメント バイ

オ・メディカルファンド投資事業組合の決

算日は６月30日であります。 

連結財務諸表の作成にあたっては、

Dr.Ci:Labo Company Limited、喜莱博股份

有限公司、Ci:Labo USA,Inc.、シーイン

ベストメント バイオ・メディカルファン

ド投資事業組合は決算日現在の財務諸表を

使用しております。 

 ただし、連結決算日までの期間に発生し

た重要な取引については、連結上必要な調

整を行っております。 

４．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 

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、売却原価は移動平均法により

算定) 

① 有価証券 

その他有価証券 

時価のあるもの 

同左 

  

  

時価のないもの 

移動平均法による原価法 

時価のないもの 

同左 

  

  

  

② たな卸資産 

商品、製品、材料、貯蔵品のうち生産

販促物 

総平均法による原価法 

② たな卸資産 

製品、商品、貯蔵品のうち生産販促物

総平均法による原価法（貸借対照表価

額は収益性の低下に基づく簿価切下げ

の方法により算定） 

  

  

貯蔵品(生産販促物を除く) 

終仕入原価法 

貯蔵品(生産販促物を除く) 

同左 
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項目 
前連結会計年度

（自 平成19年８月１日 
至 平成20年７月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成20年８月１日 
至 平成21年７月31日） 

(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 

定率法 

なお、主な耐用年数は、以下の通りで

あります。 

建物     ３年～18年 

工具器具備品 ２年～15年 

① 有形固定資産 

定率法 

なお、主な耐用年数は、以下の通りで

あります。 

建物     ３年～18年 

工具器具備品 ２年～15年 

  

  

② 無形固定資産 

定額法 

なお、ソフトウェア（自社利用分）に

ついては、社内における利用可能期間

（５年）に基づく定額法によっており

ます。 

② 無形固定資産 

同左 

  

  

③ 長期前払費用 

定額法 

③ 長期前払費用 

同左 

  

  

  

④ 投資用不動産 

定率法 

ただし平成10年４月以降に取得した建

物（建物附属設備を除く）は、定額法

を採用しております。 

 なお、主な耐用年数は、以下の通り

であります。 

  建物    ３年～45年 

④ 投資用不動産 

  定率法 

ただし平成10年４月以降に取得した建

物（建物附属設備を除く）は、定額法

を採用しております。 

 なお、主な耐用年数は、以下の通り

であります。 

  建物    ２年～45年 

(3）重要な繰延資産の処理

方法 

株式交付費 

支出時に全額費用処理しております。

株式交付費 

同左 
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項目 
前連結会計年度

（自 平成19年８月１日 
至 平成20年７月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成20年８月１日 
至 平成21年７月31日） 

(4）重要な引当金の計上基

準 

① 貸倒引当金 

連結会計年度末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 

従業員の賞与の支給に備えるため、賞

与支給見込額のうち当連結会計年度に

負担すべき額を計上しております。 

② 賞与引当金 

同左 

  

  

③ ポイントサービス引当金 

  顧客の購入ポイントに応じた景品支給

に備えるため、当連結会計年度末のポ

イント残高に応じた要積立額を計上し

ております。 

③ ポイントサービス引当金 

将来のポイント使用による費用負担に

備えるため、当連結会計年度末ポイン

ト残高に応じた要積立額を計上してお

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、当連

結会計年度末における退職給付債務に

基づき、当連結会計年度末に発生して

いると認められる額を計上しておりま

す。なお、当連結会計年度末における

退職給付債務の算定にあたっては、自

己都合退職による当連結会計年度末要

支給額を退職給付債務とする方法によ

って計上しております。 

また、一部の在外子会社においては、

確定拠出型の退職給付制度を有してお

ります。 

④ 退職給付引当金 

同左 

  

(5）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、為替差額は

損益として処理しております。なお在外子

会社等の資産及び負債は、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 

(6）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。

     ──────────
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項目 
前連結会計年度

（自 平成19年８月１日 
至 平成20年７月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成20年８月１日 
至 平成21年７月31日） 

(7）重要なヘッジ会計の方

法 

────────── ────────── 

(8）その他連結財務諸表作

成のための重要な事項

（1）消費税等の会計処理 

消費税等の会計処理は税抜方式によ

っております。 

（1）消費税等の会計処理 

同左 

  

  

（2）連結納税制度の適用 

連結納税制度を適用しております。 

（2）連結納税制度の適用 

同左 

５．連結決算期の変更に関す

る事項 

────────── ────────── 

６．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 

７．のれん及び負ののれんの

償却に関する事項 

該当事項はありません。 同左 

８．連結キャッシュ・フロー

計算書における資金の範

囲 

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か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８月１日 
至 平成20年７月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成20年８月１日 
至 平成21年７月31日） 

────────── (棚卸資産の評価に関する会計基準の適用) 

 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。 

 この変更に伴う営業利益、経常利益及び税金等調整前当期

純利益への影響はありません。 

  

（リース取引に関する会計基準の適用) 

 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））を適用しております。 

 この変更に伴う営業利益、経常利益及び税金等調整前

当期純利益への影響はありません。 

  なお、リース取引開始日が適用初年度開始前の所有権

移転外ファイナンス・リース取引については、通常の賃

貸借取引に係る方法に準じた会計処理を引続き採用して

おります。 

  

（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

当面の取扱いの適用） 

 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」（企業会計

基準委員会 平成18年５月17日 実務対応報告書第18

号）を適用しております。 

 この変更に伴う当連結会計年度の営業利益、経常利益

及び税金等調整前当期純利益への影響はありません。 

追加情報

前連結会計年度 
（自 平成19年８月１日 
至 平成20年７月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成20年８月１日 
至 平成21年７月31日） 

────────── ────────── 
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注記事項

（連結貸借対照表関係）

前連結会計年度 
（平成20年７月31日） 

当連結会計年度 
（平成21年７月31日） 

１．偶発債務 

次の会社について、金融機関からの借入に対し債務

保証を行っております。 

１．偶発債務 

次の会社について、金融機関からの借入に対し債務

保証を行っております。 

  

保証先 金額（千円） 内容

㈱シーエスラボ       58,680 借入債務

保証先 金額（千円） 内容

㈱シーエスラボ       33,240 借入債務

（連結損益計算書関係）

前連結会計年度 
（自 平成19年８月１日 
至 平成20年７月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成20年８月１日 
至 平成21年７月31日） 

※１．販売費及び一般管理費の主な内訳は次の通りであり

ます。 

※１．販売費及び一般管理費の主な内訳は次の通りであり

ます。 

広告宣伝費 千円 3,418,151

販売促進費 千円 1,762,517

給与手当 千円 1,630,809

賞与引当金繰入額     千円 51,810

退職給付費用     千円 15,356

ポイントサービス引当金繰入額     千円 215,396

貸倒引当金繰入額 千円 11,054

広告宣伝費 千円 3,659,322

販売促進費 千円 2,645,953

給与手当 千円 1,666,092

賞与引当金繰入額     千円 55,909

退職給付費用     千円 22,121

ポイントサービス引当金繰入額     千円 43,564

貸倒引当金繰入額 千円 35,913

※２．一般管理費に含まれる研究開発費は、 千円

であります。なお、当期総製造費用に含まれる研究

開発費はありません。 

112,156 ※２．一般管理費に含まれる研究開発費は、 千円

であります。なお、当期総製造費用に含まれる研究

開発費はありません。 

157,808

※３．固定資産売却益  

車輌運搬具 千円229

合計 千円229

※３．固定資産売却益  

工具器具備品 千円1,942

合計 千円1,942

※４．固定資産除却損 

固定資産除却損の内訳は以下のとおりであります。

※４．固定資産除却損 

固定資産除却損の内訳は以下のとおりであります。

建物      千円26,441

工具器具備品      千円17,091

ソフトウェア      千円29,477

その他     千円2,887

合計      千円75,896

建物      千円1,401

工具器具備品      千円10,438

ソフトウェア      千円79,759

長期前払費用      千円4,427

合計      千円96,027
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前連結会計年度（自 平成19年８月１日 至 平成20年７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 

（注）１.普通株式の発行済株式数の増加 株は、新株予約権の行使による増加であります。 

   ２.普通株式の自己株式数の増加 株は、取締役会決議による自己株式の取得による増加であります。 

  

２．配当に関する事項 

(1）配当金支払額 

  

(2）基準日が当期に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌期となるもの 

  

（連結株主資本等変動計算書関係）

  
前連結会計年度末
株式数（株） 

当連結会計年度増
加株式数（株） 

当連結会計年度減
少株式数（株） 

当連結会計年度末
株式数（株） 

発行済株式         

普通株式（注）１       277,988       928     －       278,916

合計       277,988  928      －  278,916

自己株式         

普通株式（注）２       3,198       4,000       －       7,198

合計      3,198  4,000       －  7,198

928

4,000

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10月24日 

定時株主総会 
普通株式  164,874  600 平成19年７月31日 平成19年10月25日 

決議 株式の種類 
配当金の総額
（千円） 

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10月23日 

定時株主総会 
普通株式       842,325 利益剰余金       3,100 平成20年７月31日 平成20年10月24日 
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当連結会計年度（自 平成20年８月１日 至 平成21年７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 

（注）１.普通株式の発行済株式数の増加1,432株は、新株予約権の行使による増加であります。 

   ２.普通株式の自己株式数の増加2,615株は、取締役会決議による自己株式の取得による増加であります。 

  

２．配当に関する事項 

(1）配当金支払額 

  

(2）基準日が当期に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌期となるもの 

  
  
  

  

  

  
前連結会計年度末
株式数（株） 

当連結会計年度増
加株式数（株） 

当連結会計年度減
少株式数（株） 

当連結会計年度末
株式数（株） 

発行済株式         

普通株式（注）１       278,916       1,432     －       280,348

合計       278,916  1,432      －  280,348

自己株式         

普通株式（注）２       7,198       2,615       －       9,813

合計      7,198  2,615       －  9,813

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10月23日 

定時株主総会 
普通株式  842,325  3,100 平成19年７月31日 平成20年10月24日 

決議 株式の種類 
配当金の総額
（千円） 

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10月27日 

定時株主総会 
普通株式       730,444 利益剰余金       2,700 平成20年７月31日 平成21年10月28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８月１日 
至 平成20年７月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成20年８月１日 
至 平成21年７月31日） 

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７月31日現在）

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７月31日現在）

  

現金及び預金勘定 4,645,168 千円

現金及び現金同等物 4,645,168 千円

現金及び預金勘定 5,330,500 千円

現金及び現金同等物 5,330,500 千円

㈱ドクターシーラボ（4924）平成21年７月期 決算短信

23



 リース取引、関連当事者との取引、税効果会計、有価証券、デリバティブ取引、退職給付、ストック・オプション

等、企業結合等に関する注記事項につきましては、決算短信における開示の必要性が大きくないと考えられるため開

示を省略しております。 

  

  

前連結会計年度（自 平成19年８月１日 至 平成20年７月31日） 

 当連結グループは、化粧品事業、健康食品事業、機器類その他事業、投資事業を行っておりますが、化粧品

事業の売上高及び営業利益及び資産の金額は、全セグメントの売上高の合計及び営業利益及び全セグメントの

資産の金額の合計額に占める割合がいずれも90％超であるため、事業の種類別セグメント情報の記載を省略し

ております。 

  

当連結会計年度（自 平成20年８月１日 至 平成21年７月31日） 

 当連結グループは、化粧品事業、健康食品事業、機器類その他事業、投資事業を行っておりますが、化粧品

事業の売上高及び営業利益及び資産の金額は、全セグメントの売上高の合計及び営業利益及び全セグメントの

資産の金額の合計額に占める割合がいずれも90％超であるため、事業の種類別セグメント情報の記載を省略し

ております。 
  

前連結会計年度（自 平成19年８月１日 至 平成20年７月31日） 

 当連結グループにおける所在地セグメントは、「国内」「アジア地域」「北米地域」に区分しております

が、本邦売上高の全セグメントの売上高の合計に占める割合が90％超であるため、所在地別セグメント情報の

記載を省略しております。 

  

当連結会計年度（自 平成20年８月１日 至 平成21年７月31日） 

 当連結グループにおける所在地セグメントは、「国内」「アジア地域」「北米地域」に区分しております

が、本邦売上高の全セグメントの売上高の合計に占める割合が90％超であるため、所在地別セグメント情報の

記載を省略しております。 

  

前連結会計年度（自 平成19年８月１日 至 平成20年７月31日） 

 海外売上高は、連結売上高の10％未満のため、海外売上高の記載を省略しております。 

  

当連結会計年度（自 平成20年８月１日 至 平成21年７月31日） 

 海外売上高は、連結売上高の10％未満のため、海外売上高の記載を省略しております。 

（開示の省略）

（セグメント情報）

ａ．事業の種類別セグメント情報

ｂ．所在地別セグメント情報

ｃ．海外売上高
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 （注） １株当たり当期純利益金額及び潜在株式調整後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。 

  

該当事項はありません。 

（１株当たり情報）

前連結会計年度 
（自 平成19年８月１日 
至 平成20年７月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成20年８月１日 
至 平成21年７月31日） 

１株当たり純資産額     円36,898.97

１株当たり当期純利益金額     円7,677.49

潜在株式調整後１株当たり当期純利益

金額 
   円7,621.88

１株当たり純資産額     円43,540.94

１株当たり当期純利益金額     円11,208.43

潜在株式調整後１株当たり当期純利益

金額 
   円11,185.38

  
前連結会計年度

（自 平成19年８月１日 
至 平成20年７月31日） 

当連結会計年度
（自 平成20年８月１日 
至 平成21年７月31日） 

１株当たり当期純利益金額     

当期純利益（千円）  2,104,422  3,046,730

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）  2,104,422  3,046,730

期中平均株式数（株）    274,103    271,825

      

潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額           

当期純利益調整額（千円）  －  －

普通株式増加数（株）    2,000    560

（うち新株予約権） ( ) 2,000 ( ) 560

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 これらの詳細については、「第４

提出会社の状況、１株式等の状

況、（２）新株予約権等の状況」

に記載のとおりであります。 

平成17年ストック・オプション  

新株予約権の数 個 437

これらの詳細については、「第４

提出会社の状況、１株式等の状

況、（２）新株予約権等の状況」

に記載のとおりであります。 

平成17年ストック・オプション  

新株予約権の数 個 415

（重要な後発事象）
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５．個別財務諸表 
（１）貸借対照表 

（単位：千円）

前事業年度 
(平成20年７月31日) 

当事業年度 
(平成21年７月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 4,215,039 5,090,842

売掛金 2,905,373 3,631,951

有価証券 － 200,401

製品 1,001,908 1,381,222

商品 64,929 55,510

貯蔵品 543,795 759,542

前払費用 92,815 82,524

繰延税金資産 236,431 202,406

関係会社短期貸付金 5,027 －

その他 56,632 142,835

貸倒引当金 △41,379 △63,423

流動資産合計 9,080,574 11,483,814

固定資産   

有形固定資産   

建物 194,123 190,418

減価償却累計額 △68,997 △88,642

建物（純額） 125,125 101,775

工具、器具及び備品 776,308 875,706

減価償却累計額 △475,199 △586,133

工具、器具及び備品（純額） 301,108 289,572

有形固定資産合計 426,234 391,347

無形固定資産   

ソフトウエア 954,577 849,166

ソフトウエア仮勘定 93,229 8,823

商標権 23,650 23,321

その他 269 227

無形固定資産合計 1,071,727 881,538

投資その他の資産   

投資有価証券 45,000 54,800

関係会社株式 630,775 466,260

その他の関係会社有価証券 165,853 154,889

関係会社長期貸付金 2,482 35,612

長期前払費用 30,538 25,790

敷金差入保証金 204,516 212,665

投資用不動産 1,653,289 1,653,289

減価償却累計額 △64,629 △75,123

投資用不動産（純額） 1,588,660 1,578,166

繰延税金資産 83,682 33,572

破産更生債権 － 14,853

その他 5,457 11,548
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（単位：千円）

前事業年度 
(平成20年７月31日) 

当事業年度 
(平成21年７月31日) 

貸倒引当金 － △32,660

投資その他の資産合計 2,756,965 2,555,500

固定資産合計 4,254,927 3,828,385

資産合計 13,335,501 15,312,200

負債の部   

流動負債   

買掛金 560,257 526,892

1年内返済予定の長期借入金 164,000 －

未払金 938,541 1,118,282

未払費用 5,699 －

未払法人税等 1,035,420 1,475,764

未払消費税等 115,099 139,603

預り金 27,570 37,129

賞与引当金 51,810 55,909

ポイントサービス引当金 215,396 43,564

その他 9,454 40,826

流動負債合計 3,123,249 3,437,973

固定負債   

退職給付引当金 22,375 37,493

固定負債合計 22,375 37,493

負債合計 3,145,624 3,475,466

純資産の部   

株主資本   

資本金 1,157,099 1,162,198

資本剰余金   

資本準備金 1,634,699 1,639,598

資本剰余金合計 1,634,699 1,639,598

利益剰余金   

利益準備金 535 535

その他利益剰余金   

別途積立金 5,080,000 5,560,000

繰越利益剰余金 3,589,024 5,140,882

利益剰余金合計 8,669,559 10,701,417

自己株式 △1,269,884 △1,669,873

株主資本合計 10,191,474 11,833,341

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △1,597 3,392

評価・換算差額等合計 △1,597 3,392

純資産合計 10,189,877 11,836,733

負債純資産合計 13,335,501 15,312,200
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（２）損益計算書 

（単位：千円）

前事業年度 
(自 平成19年８月１日 
 至 平成20年７月31日) 

当事業年度 
(自 平成20年８月１日 
 至 平成21年７月31日) 

売上高   

製品売上高 20,491,451 24,842,009

商品売上高 426,873 594,584

売上高合計 20,918,325 25,436,593

売上原価   

製品期首たな卸高 755,636 1,001,908

当期製品製造原価 4,145,755 5,476,374

製品他勘定振替高 235,749 △376,777

製品期末たな卸高 1,001,908 △1,381,222

製品売上原価 3,663,733 4,720,282

商品期首たな卸高 75,815 64,929

当期商品仕入高 288,173 215,921

商品他勘定振替高 16,606 △46,084

商品期末たな卸高 64,929 △55,510

商品売上原価 282,453 179,255

売上原価合計 3,946,187 4,899,538

売上総利益 16,972,138 20,537,055

販売費及び一般管理費   

役員報酬 103,685 108,020

給与手当 1,443,177 1,535,479

賞与 171,430 255,105

法定福利費 227,399 262,049

賞与引当金繰入額 51,810 55,909

退職給付費用 10,231 18,081

人材派遣費 451,918 478,489

広告宣伝費 3,361,315 3,615,994

販売促進費 1,723,369 2,619,475

消耗品費 167,931 152,140

地代家賃 343,792 377,440

リース料 136,645 102,529

減価償却費 467,308 486,058

貸倒引当金繰入額 10,028 42,093

ポイントサービス引当金繰入額 215,396 43,564

通信費 797,353 929,323

荷造運搬費 1,034,510 1,356,177

支払報酬 57,071 116,069

支払手数料 1,558,727 1,764,373

研究開発費 111,901 156,131

その他 708,039 664,412

販売費及び一般管理費合計 13,153,046 15,138,918
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（単位：千円）

前事業年度 
(自 平成19年８月１日 
 至 平成20年７月31日) 

当事業年度 
(自 平成20年８月１日 
 至 平成21年７月31日) 

営業利益 3,819,092 5,398,137

営業外収益   

受取利息 9,745 7,776

受取配当金 44,066 1,035

受取百貨店作業協力金 13,396 15,584

商品破損受取賠償金 745 4,906

業務委託収入 3,485 2,400

雑収入 15,805 3,569

営業外収益合計 87,243 35,272

営業外費用   

支払利息 9,437 1,021

支払手数料 － 994

株式交付費 248 104

減価償却費 13,060 10,494

為替差損 21,239 28,558

貸倒引当金繰入額 － 17,806

投資事業組合持分損失 2,572 2,571

その他 14 79

営業外費用合計 46,571 61,630

経常利益 3,859,764 5,371,779

特別利益   

固定資産売却益 229 1,942

受取和解金 － 13,000

特別利益合計 229 14,942

特別損失   

固定資産除却損 65,255 93,550

関係会社株式評価損 189,923 164,435

投資有価証券評価損 224,040 －

特別損失合計 479,219 257,986

税引前当期純利益 3,380,774 5,128,735

法人税、住民税及び事業税 1,492,009 2,173,812

法人税等調整額 △18,245 80,739

法人税等合計 1,473,764 2,254,551

当期純利益 1,907,010 2,874,183
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 （注）１．原価計算の方法は、製品別実際原価計算であります。 

２．当社は、主として新製品の企画、開発等を行っており、当社の企画に基づく製品の生産については、外部へ

委託（製品仕入）しております。また、一部の材料については、当社において調達し、製造委託会社へ支給

しております。 

３. その他費用とは、製造に要した固定資産の減価償却費であります。 

４．他勘定振替高は、材料を販売促進費その他に振り替えた額であります。 

   

製造原価明細書

    
前事業年度

（自 平成19年８月１日 
至 平成20年７月31日） 

当事業年度 
（自 平成20年８月１日 
至 平成21年７月31日） 

区分 
注記 
番号 

金額（千円）
構成比
（％） 

金額（千円） 
構成比
（％） 

Ⅰ 材料費    1,135,305  26.4       2,125,424      37.5

Ⅱ 当期製品仕入高        3,159,726  73.5       3,546,898      62.5

Ⅲ その他費用 注３      2,362     0.1      746       0.0

当期総製造費用    4,297,393  100.0       5,673,069  100.0

他勘定振替高 注４       151,639         196,695   

当期製品製造原価    4,145,755         5,476,374   
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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８月１日 
 至 平成20年７月31日) 

当事業年度 
(自 平成20年８月１日 
 至 平成21年７月31日) 

株主資本   

資本金   

前期末残高 1,145,840 1,157,099

当期変動額   

新株の発行 11,259 5,099

当期変動額合計 11,259 5,099

当期末残高 1,157,099 1,162,198

資本剰余金   

資本準備金   

前期末残高 1,623,440 1,634,699

当期変動額   

新株の発行 11,259 4,899

当期変動額合計 11,259 4,899

当期末残高 1,634,699 1,639,598

資本剰余金合計   

前期末残高 1,623,440 1,634,699

当期変動額   

新株の発行 11,259 4,899

当期変動額合計 11,259 4,899

当期末残高 1,634,699 1,639,598

利益剰余金   

利益準備金   

前期末残高 535 535

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 535 535

その他利益剰余金   

別途積立金   

前期末残高 4,700,000 5,080,000

当期変動額   

別途積立金の積立 380,000 480,000

当期変動額合計 380,000 480,000

当期末残高 5,080,000 5,560,000

繰越利益剰余金   

前期末残高 2,226,888 3,589,024

当期変動額   

別途積立金の積立 △380,000 △480,000

剰余金の配当 △164,874 △842,325

当期純利益 1,907,010 2,874,183

当期変動額合計 1,362,136 1,551,857

当期末残高 3,589,024 5,140,882
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（単位：千円）

前事業年度 
(自 平成19年８月１日 
 至 平成20年７月31日) 

当事業年度 
(自 平成20年８月１日 
 至 平成21年７月31日) 

利益剰余金合計   

前期末残高 6,927,423 8,669,559

当期変動額   

別途積立金の積立 － －

剰余金の配当 △164,874 △842,325

当期純利益 1,907,010 2,874,183

当期変動額合計 1,742,136 2,031,857

当期末残高 8,669,559 10,701,417

自己株式   

前期末残高 △648,554 △1,269,884

当期変動額   

自己株式の取得 △621,330 △399,989

当期変動額合計 △621,330 △399,989

当期末残高 △1,269,884 △1,669,873

株主資本合計   

前期末残高 9,048,150 10,191,474

当期変動額   

新株の発行 22,518 9,998

剰余金の配当 △164,874 △842,325

当期純利益 1,907,010 2,874,183

自己株式の取得 △621,330 △399,989

当期変動額合計 1,143,323 1,641,866

当期末残高 10,191,474 11,833,341

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金   

前期末残高 △81,142 △1,597

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 79,545 4,989

当期変動額合計 79,545 4,989

当期末残高 △1,597 3,392

評価・換算差額等合計   

前期末残高 △81,142 △1,597

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 79,545 4,989

当期変動額合計 79,545 4,989

当期末残高 △1,597 3,392
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（単位：千円）

前事業年度 
(自 平成19年８月１日 
 至 平成20年７月31日) 

当事業年度 
(自 平成20年８月１日 
 至 平成21年７月31日) 

純資産合計   

前期末残高 8,967,007 10,189,877

当期変動額   

新株の発行 22,518 9,998

剰余金の配当 △164,874 △842,325

当期純利益 1,907,010 2,874,183

自己株式の取得 △621,330 △399,989

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 79,545 4,989

当期変動額合計 1,222,869 1,646,856

当期末残高 10,189,877 11,836,733
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 該当事項はありません。 

  

継続企業の前提に関する注記
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