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（百万円未満切捨て） 

１．22 年３月期の業績（平成 21 年４月１日～平成 22 年３月 31 日） 
(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 ％

22 年３月期 4,900 7.8 1,007 17.7 996 15.2 525 24.1
21 年３月期 4,546 10.8 855 7.3 865 6.2 423 △0.6

 

 
１ 株 当 た り 
当 期 純 利 益 

潜在株式調整後
１株当たり当期純利益

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 ％ ％ ％

22 年３月期 66 10 － 11.7 17.5 20.5
21 年３月期 53 27 － 10.3 16.6 18.8

（参考） 持分法投資損益 22 年３月期 －百万円 21 年３月期 －百万円 
 
(2) 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

22 年３月期 5,952 4,689 78.8 589 97
21 年３月期 5,417 4,255 78.6 535 43

（参考） 自己資本    22 年３月期 4,689 百万円 21 年３月期 4,255 百万円 
 
(3) 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

22 年３月期 679 △224 △119 1,867
21 年３月期 566 △120 △111 1,532

 
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 
純資産 
配当率 

 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 百万円 ％ ％

21 年３月期 － 0 00 － 15 00 15 00 119 28.2 2.9
22 年３月期 － 0 00 － 24 00 24 00 190 36.3 4.3
23 年３月期 

(予想) 
－ 0 00 － 18 00 18 00  25.2 

（注）22年３月期期末配当金の内訳 普通配当  17円00銭 

                                  記念配当  ６円00銭 

              特別配当  １円00銭 

                 
３．23 年３月期の業績予想（平成 22 年４月１日～平成 23 年３月 31 日） 

（％表示は、通期は対前期、第２四半期累計期間は対前年同四半期増減率） 

 売上高 営業利益 経常利益 当期純利益 
１株当たり
当期純利益

 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 円 銭

第２四半期 
累計期間 

2,154 11.3 201 2.7 205 6.3 112 49.4 14 13

通     期 5,400 10.2 1,025 1.9 1,034 3.8 567 8.0 71 38
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４．その他 
(1)  重要な会計方針の変更 
 ① 会計基準等の改正に伴う変更 ： 無 
 ② ①以外の変更 ： 無 
  
(2)  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）22 年３月期 7,950,000 株 21 年３月期 7,950,000 株 
 ② 期末自己株式数 22 年３月期 2,106 株 21 年３月期 2,106 株 
 (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、30 ページ「１株当たり情報」をご

覧ください。 

 

 ※ 業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 

（将来に関する記述等についてのご注意） 

本資料に記載されている業績見通し等の将来に関する記述は、当社が現在入手している情報及び合理的であると

判断する一定の前提に基づいており、実際の業績等は様々な要因により大きく異なる可能性があります。業績予想

の前提となる仮定及び業績予想のご利用にあたっての注意事項等については、3ページ「１．経営成績（１）経営

成績に関する分析」をご覧ください。 
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１．経営成績 

(1) 経営成績に関する分析 

① 当期の経営成績 

当事業年度におけるわが国経済は、世界的な景気減速により企業収益が落ち込み、それに伴う

リストラ等が行われ、一部の業種に業績回復の兆しが見えたといわれるものの、厳しい経営環境

が続きました。また、雇用情勢や個人消費も回復の基調はなかなか見い出せないまま推移いたし

ました。 

美容業界におきましても、美容室への来店サイクルの長期化や総客数の減少、客単価の下落な

ど、美容室経営に直接影響する厳しい状況が続きました。 

このような経営環境の中、当社では創業精神である「美容業界の近代化」をベースに、旬報店

システムを核とした美容室に対する経営コンサルティングを強化するとともに、毛髪のカウンセ

リングによる店販の推進など美容室の付加価値を高める提案を進めてまいりました。また、整髪

料の新製品「フェアルシア」シリーズを５月、８月、２月の３回にわたって発売し、整髪料のテ

コ入れを図りました。 

売上高につきましては、主力となる「コタ アイケア」が店販の推進により堅調に推移すると

ともに、サロンメニュー及びホームケアで構成するトリートメント「コタ クオリア」、頭皮の改

善を促すスキャルプシリーズ「コタ セラ」がいずれも前年実績を上回りました。また、新製品

「フェアルシア」についても、洗い流さないトリートメントやスプレーを中心にお客様から高い

支持をいただき、着実に実績を伸ばすことができました。 

原価につきましては、総生産量の増加及び新製品を中心として外注生産のウエイトが高まった

ことにより材料費や外注加工費が増加し、売上原価は前期に比べ8.7％増加いたしました。また、

販売費及び一般管理費は、営業力強化のための採用増に伴う人件費や新製品の発売による販促費

が増加した一方、減価償却費の減少やコスト意識の徹底を図り、前期に比べ3.9％の増加にとどま

りました。 

これらの結果、当事業年度につきましては、売上高4,900百万円（前期比7.8％増）、営業利益1,007

百万円（前期比17.7％増）、経常利益996百万円（前期比15.2％増）、当期純利益525百万円（前期

比24.1％増）といずれも過去最高となりました。なお、売上高は12期連続の増収、経常利益は７

期連続の増益となっております。 

分類別売上高の状況は次のとおりであります。  

【トイレタリー】  

トイレタリー（シャンプー、トリートメント）は当社の主軸となる製品群であります。傷んだ

毛髪の補修やダメージ予防効果のある製品のニーズは引き続き堅調である一方、一般市場品と美

容室専売品との間で競合が激しくなっております。 

当事業年度も、引き続き美容室に対して来店客へのカウンセリングを通して、トイレタリーを

中心とした店販を継続して推進することで着実に実績を伸ばし、美容室の業績向上につなげてま

いりました。 

この結果、当事業年度の売上高は2,628百万円（前期比2.5％増）となりました。  
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【整髪料】  

ヘアスタイルをつくり上げる機能だけでなく、毛髪の補修や保護効果のある洗い流さないタイ

プのトリートメントに根強い需要があります。一方、近年ヘアスタイルづくりの中心となってき

たワックスの勢いがやや縮小し、代わってスプレーやミストタイプの整髪料の需要が伸びてきて

おります。 

当社では５月、８月、２月と３回にわたって発売した新製品「フェアルシア」シリーズがお客

様からの高い支持をいただき、整髪料の伸びに大きく貢献いたしました。特にスプレーとベース

剤（洗い流さないトリートメント）については、当初の販売計画を大きく上回りました。 

この結果、当事業年度の売上高は1,222百万円（前期比40.7％増）となりました。  

【カラー剤】  

30代から40代を中心としたグレイカラー（白髪染め）の需要は引き続き堅調でありましたが、

若年層を中心としたファッションカラーは減少傾向にあり、カラー剤全体では横ばいで推移して

いるものと思われます。 

当社では、グレイカラー及びファッションカラーからなる主力の「グラフィカ」に新色を追加

するなどして拡販に努めましたが、新規開拓が計画に達することができませんでした。 

この結果、当事業年度の売上高は495百万円（前期比10.7％減）となりました。 

【育毛剤】  

一般市場品との競合が激しい分野であり、市場は大きく拡大している状況ではありませんが、

美容室においてヘッドスパやスキャルプメニューの導入が進んでおります。 

当社では、スキャルプケアのシリーズ「コタ セラ」を中心に、美容室におけるヘッドスパメ

ニューの拡大や頭皮に悩みを抱えるユーザーへの提案を推進いたしました。 

この結果、当事業年度の売上高は191百万円（前期比5.3％増）となりました。 

【パーマ剤】  

ヘアスタイルのトレンドがパーマに回帰する傾向は見受けられず、メーカー各社とも新製品の

投入などのテコ入れを図っておりますが需要を回復するまでには至らず、パーマ市場としては減

少傾向にあると推測されます。 

当社では、主力の「シンクス」シリーズを中心に美容室への提案を進めてまいりましたが、実

績を伸ばすことはできませんでした。 

この結果、当事業年度の売上高は191百万円（前期比6.6％減）となりました。  

【商品・受取販売手数料】  

美容室で使用するＤＭや販促用の印刷物、店舗の出店や移転に伴う美容器具類の販売が該当し

ます。近年はホームページや携帯電話のメールを利用した販促・集客手法が拡大しており、従来

の紙媒体の販促物は横ばいまたは減少傾向にあります。 

このような状況のもと、当社では美容室の集客提案を進めるとともに、新店舗出店や移転、改

装のサポートを推進いたしました。 

その結果、当事業年度の売上高は171百万円（前期比0.2％増）となりました。 
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② 次期の見通し 

企業の経営環境には一部、回復の兆しがうかがえますが、個人消費の影響を受ける美容室にお

きましては雇用不安や所得水準の伸び悩みなどから、来店サイクルの長期化や総客数の減少、客

単価の下落などがまだしばらく美容室経営に影響を及ぼすものと思われます。この状況を受けて、

当社などメーカー各社においても厳しい経営環境が続くものと推測されます。 

このような中、当社では創業精神である「美容業界の近代化」をベースに、旬報店システムを

柱としたコンサルティング・セールスを引き続き展開してまいります。製品分類別では、トイレ

タリーや新製品「フェアルシア」を投入した整髪料を中心に美容室での店販や毛髪のカウンセリ

ングの提案を行い、美容室の繁栄による近代化を目指してまいります。特に当社の売上高に大き

く影響する旬報店に関しては、既存店のフォローによる成長及び新規旬報店の開拓により、裾野

を拡大したいと考えております。 

また、平成22年秋には京都本社近隣（京都府久御山町）において新工場設備の建設に着工し、

今後の事業規模拡大に対応できる生産体制の整備を進め、平成24年度にはすべて稼働を開始する

計画です。 

これらの施策を進めることにより、来期（平成23年３月期）の業績は、売上高5,400百万円、営

業利益1,025百万円、経常利益1,034百万円、当期純利益567百万円を見込んでおります。 

 

(2) 財政状態に関する分析 

① 資産、負債及び純資産の状況 

(総資産) 

当事業年度末の総資産は、前事業年度末から535百万円増加し、5,952百万円となりました。 

 主な要因としては、有価証券409百万円、売掛金71百万円及び土地202百万円が増加し、長期

預金100百万円が減少したことによるものであります。 

(負債) 

当事業年度末の負債は、前事業年度末から101百万円増加し、1,263百万円となりました。 

主な要因としては、未払法人税等43百万円、役員退職慰労引当金33百万円の増加によるもの 

であります。 

(純資産) 

当事業年度末の純資産は、前事業年度末から433百万円増加し、4,689百万円となりました。 

主な要因としては、利益剰余金406百万円の増加によるものであります。なお、自己資本比率 

は、78.8％（前事業年度末78.6％）となりました。 

 

② キャッシュ・フローの状況 

 当事業年度末における現金及び現金同等物（以下「資金」という）は、前事業年度末から334 

 百万円増加し、1,867百万円となりました。 

 当事業年度における各キャッシュ・フローの状況は次のとおりであります。 

(営業活動によるキャッシュ・フロー) 

  営業活動により得られた資金は、679百万円（前期比113百万円増）となりました。 

 収入の主な要因としては、税引前当期純利益902百万円、減価償却費149百万円であり、支出   

 の主な要因としては、法人税等の支払額363百万円によるものであります。 
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(投資活動によるキャッシュ・フロー) 

 投資活動により使用した資金は、224百万円（前期比104百万円増）となりました。 

 収入の主な要因としては、定期預金の払戻による収入が100百万円であり、支出の主な要因と 

 しては、有形固定資産の取得による支出350百万円によるものであります。 

(財務活動によるキャッシュ・フロー) 

 財務活動により使用した資金は、119百万円（前期比8百万円増）となりました。 

 これは、配当金の支払いによる支出であります。 

 

（参考）キャッシュ･フロー関連指標の推移 

 平成18年3月期 平成19年3月期 平成20年３月期 平成21年３月期 平成22年３月期

自己資本比率（％） 76.6 79.2 78.6 78.6 78.8

時価ベースの自己資本比（％） 147.0 118.7 114.6 103.4 94.7

キャッシュ・フロー対有利子負債比率（％） － － － － －

インタレスト・カバレッジ・レシオ（倍） － － － － －

自己資本比率：自己資本／総資産 

時価ベースの自己資本比率：株式時価総額／総資産 

キャッシュ・フロー対有利子負債比率：有利子負債／キャッシュ・フロー 

インタレスト・カバレッジ・レシオ：キャッシュ・フロー／利払い 

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

(注２) キャッシュ・フローは、営業キャッシュ・フローを利用しております。 

(注３) 有利子負債は、貸借対照表に計上されている負債のうち利子を支払っている全ての負債を対象としてお 

    ります。 

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

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

 

(3）利益配分に関する基本方針及び当期・次期の配当 

当社は株主の皆様に対する長期・安定的な利益配分を重要な経営課題の一つとして認識してお

ります。将来の事業展開への備えと財務体質の強化のために必要な内部留保に配慮しつつ、長期・

安定的な配当の継続及び業績が当初予測を上回る状況である場合には配当性向を勘案しながら特

別配当による増配を検討することを基本方針としております。この方針に基づき、剰余金の配当

につきましては配当性向20％以上を長期・安定的に継続できるよう事業運営に努めているところ

であります。 

また、内部留保資金の使途につきましては、今後の事業規模の拡大や製造設備・研究開発等の

投資、財務基盤の強化、安定的な配当を継続するための原資等として備え、必要に応じて活用し

てまいりたいと考えております。 

当期の配当につきましては、おおむね当初計画どおりの利益を確保できたことから、普通配当

１株当たり17円とするとともに、昨年９月に創立30周年を迎えたことに伴う記念配当１株当たり

６円及び当期純利益が計画を上回ったことによる特別配当１円を加えた１株当たり24円の配当を、

平成22年６月25日開催予定の定時株主総会に付議する予定であります。この結果、当期の配当性

向は36.3％、純資産配当率は4.3％となります。 

また、次期につきましては増収増益の予想であることと配当性向を勘案し、１株当たり普通配

当18円（配当性向25.2％）を予定しております。 
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コタ株式会社 （4923）平成22年３月期決算短信（非連結） 
 

(4) 事業等のリスク 

現在、当社の経営成績及び財政状態などに影響を及ぼす可能性のある事項には、次のようなも

のがあります。 

 

① 特定の得意先への依存 

当事業年度における得意先上位10社の売上高合計は、1,509百万円と総売上高の30.8％を占めて

おります。これら得意先との取引関係が大幅に縮小または解消するなどした場合には、当社の経

営成績及び財政状態などに影響を及ぼす可能性があります。 

 

② 新製品の出荷の下振れ 

新製品の発売に当たっては、開発段階から市場のニーズや製品性能に対する評価などの調査を

行っており、その調査結果を受けて出荷予測を行い、それに基づいた生産計画を立案いたします。

発売後、当初の予測を大きく下回る出荷となった場合には、製品や原材料の滞留在庫が発生し、

当初計画にはなかった製品等の廃棄損が発生する可能性があります。 

 

③ 法的規制 

当社の事業を営む上で直接的に影響を受ける法的規制に「薬事法」があります。今後、予期せ

ぬ改正が行われた場合には、その対応のため当社の経営成績及び財政状態などに影響を及ぼす可

能性があります。 

 

④ 情報セキュリティ 

当社が保有する顧客情報や製品情報などの機密情報については、社外への漏洩及び社外からの

侵入を防ぐためファイアーウォールなどの情報セキュリティを確立するとともに、社内啓蒙を行

うことで管理には十分留意しております。しかし、予期しえない不正アクセス等による社内シス

テムへの侵入や情報の搾取などが発生した場合には、当社の経営成績及び財政状態などに影響を

及ぼす可能性があります。 

 

２．企業集団の状況 

当社は関係会社を有していないため、該当事項はありません。 

 

３．経営方針 

(1) 会社の経営の基本方針 

当社は「美容業界の近代化」を目的として創業いたしました。具体策として「旬報店システム」

を柱とした美容室の経営コンサルティング（コンサルティング・セールス）を戦略として展開し、

美容室においてはトイレタリー（シャンプー、トリートメント）を中心とした「店販」を戦術とし

て「美容室の繁栄が当社の発展につながる」という基本的な考え方のもと、さまざまな提案を美容

室に行っております。それにより、美容室の業績向上による近代的な経営の実現を図るとともに、

メーカーとしてこれら美容業界の近代化の実現を十分にサポートできる製品を提供することで、永

続的にステークホルダーの期待に応えていくことを基本方針としております。 
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(2) 目標とする経営指標 

平成21年３月期決算短信（平成21年５月８日開示）により開示した内容から重要な変更がないた

め開示を省略いたします。 

当該決算短信は、次のＵＲＬからご覧いただくことができます。 

 （当社ホームページ） 

 http://www.cota.co.jp/ 

 （大阪証券取引所ホームページ（上場会社検索ページ）） 

 http://www.ose.or.jp/listed/ind_jk.html 

 

(3) 中長期的な会社の経営戦略 

当社は、研究開発、生産、営業など事業活動のすべてが「美容業界の近代化」を目的にしており

ます。その目的に沿った製品の開発や営業活動を行うことが中長期的にも重要であることを踏まえ、

具体的には次のような施策に取り組んでまいります。 

 

① 経営の基本方針に基づいた事業活動の展開 

上記「（１）会社の経営の基本方針」に従い、美容室の来店客に対してカウンセリングによる店

販などの具体的施策を引き続き積極的に提案し、美容室の業績向上による近代的な経営の実現を図

るとともに、それを十分にサポートできる製品の開発に取り組んでまいります。 

 

② 新工場設備の建設 

今後の事業規模の拡大に備え、平成24年度を目途に京都本社近隣（京都府久御山町）に新工場設

備を建設いたします。 

 

③ 首都圏での拡販 

市場規模の大きい首都圏においては、引き続き代理店向け販売及び美容室向け販売（直販）の双

方とも新規開拓と既存得意先の成長を図ってまいります。 

 

(4) 会社の対処すべき課題 

① 支店・営業所の移転 

支店・営業所の顧客へは物流拠点から配送を行っていることから、不要となった在庫スペースを

抱えている拠点及び研修設備の新設・拡充が必要な拠点を整理した上で、必要に応じて移転し顧客

サービス（勉強会・研修会の開催など）の拡充を図ります。 

 

② 資産の効率的な運用 

会社の業績に与える影響を測定しながら、低収益資産の洗い出しと圧縮を行うことで会社資産の

効率的な運用を図ります。 

 

③ 資本政策の推進と積極的なＩＲ活動 

企業価値の向上と株主への還元のため、資本政策を推進するとともにＩＲ活動を一層積極的に展

開してまいります。 
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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21年３月31日) 

当事業年度 
(平成22年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 379,749 305,448

受取手形 19,721 26,968

売掛金 898,880 970,332

有価証券 1,152,698 1,561,983

商品及び製品 378,141 399,949

仕掛品 4,242 6,472

原材料及び貯蔵品 126,227 158,842

前渡金 245 1,035

前払費用 17,603 17,660

繰延税金資産 57,172 59,234

その他 805 1,513

貸倒引当金 △600 △699

流動資産合計 3,034,887 3,508,741

固定資産   

有形固定資産   

建物 ※１  1,066,763 ※１  1,040,408

減価償却累計額 △412,125 △445,138

建物（純額） 654,638 595,270

構築物 55,263 55,045

減価償却累計額 △37,605 △40,083

構築物（純額） 17,657 14,962

機械及び装置 138,514 133,111

減価償却累計額 △99,622 △103,616

機械及び装置（純額） 38,891 29,494

車両運搬具 113,084 121,583

減価償却累計額 △77,473 △89,920

車両運搬具（純額） 35,610 31,662

工具、器具及び備品 451,585 465,752

減価償却累計額 △368,962 △394,680

工具、器具及び備品（純額） 82,622 71,072

土地 ※１  901,739 ※１  1,104,273

建設仮勘定 3,370 －

有形固定資産合計 1,734,530 1,846,735
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(単位：千円)

前事業年度 
(平成21年３月31日) 

当事業年度 
(平成22年３月31日) 

無形固定資産   

ソフトウエア 23,635 30,449

その他 7,655 7,310

無形固定資産合計 31,291 37,760

投資その他の資産   

投資有価証券 241,005 231,803

長期貸付金 － 14,645

長期前払費用 2,234 6,383

繰延税金資産 165,590 174,906

長期預金 100,000 －

差入保証金 33,621 43,452

前払年金費用 74,259 88,064

投資その他の資産合計 616,711 559,255

固定資産合計 2,382,534 2,443,752

資産合計 5,417,421 5,952,493

負債の部   

流動負債   

買掛金 87,735 82,041

未払金 281,741 288,454

未払費用 27,060 23,868

未払法人税等 280,000 323,000

未払消費税等 21,044 26,650

前受金 101 52

預り金 14,628 16,000

賞与引当金 61,981 68,527

販売奨励引当金 5,114 6,333

その他 － 7,481

流動負債合計 779,407 842,409

固定負債   

役員退職慰労引当金 301,160 334,470

長期預り保証金 81,327 86,587

固定負債合計 382,487 421,057

負債合計 1,161,894 1,263,466
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(単位：千円)

前事業年度 
(平成21年３月31日) 

当事業年度 
(平成22年３月31日) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 387,800 387,800

資本剰余金   

資本準備金 330,800 330,800

資本剰余金合計 330,800 330,800

利益剰余金   

利益準備金 46,800 46,800

その他利益剰余金   

固定資産圧縮積立金 9,098 8,483

別途積立金 2,900,000 3,200,000

繰越利益剰余金 591,009 697,760

利益剰余金合計 3,546,908 3,953,043

自己株式 △1,115 △1,115

株主資本合計 4,264,392 4,670,528

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △8,866 18,499

評価・換算差額等合計 △8,866 18,499

純資産合計 4,255,526 4,689,027

負債純資産合計 5,417,421 5,952,493
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(2) 損益計算書 

(単位：千円)

前事業年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成22年３月31日) 

売上高   

製品売上高 4,375,495 4,729,478

商品売上高 155,505 159,761

その他 15,517 11,668

売上高合計 4,546,517 4,900,908

売上原価   

製品期首たな卸高 266,722 348,950

当期製品製造原価 ※７  1,331,166 ※７  1,393,517

合計 1,597,889 1,742,468

製品他勘定振替高 ※１  144,042 ※１  166,200

製品期末たな卸高 348,950 368,402

製品売上原価 1,104,895 1,207,865

商品期首たな卸高 11,135 29,190

当期商品仕入高 161,625 140,702

合計 172,761 169,892

商品他勘定振替高 ※２  18,578 ※２  9,925

商品期末たな卸高 29,190 31,546

商品売上原価 124,992 128,421

売上原価合計 1,229,888 1,336,286

売上総利益 3,316,628 3,564,622

販売費及び一般管理費 ※３, ※７  2,460,801 ※３, ※７  2,557,605

営業利益 855,826 1,007,017

営業外収益   

受取利息 1,486 1,256

有価証券利息 6,329 2,522

受取配当金 3,261 3,533

投資有価証券売却益 2,233 6,077

受取賃貸料 3,501 2,991

その他 5,491 7,316

営業外収益合計 22,304 23,698

営業外費用   

投資有価証券売却損 － 3,555

たな卸資産廃棄損 8,768 25,119

たな卸資産評価損 1,066 －

賃貸費用 1,837 1,298

その他 1,109 4,133

営業外費用合計 12,782 34,105

経常利益 865,348 996,610

特別利益   

前期損益修正益 － 29,311

その他 3,599 1,036

特別利益合計 3,599 30,348
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(単位：千円)

前事業年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成22年３月31日) 

特別損失   

固定資産売却損 － ※４  12,657

固定資産除却損 ※５  690 ※５  8,293

減損損失 － ※６  85,450

投資有価証券評価損 131,725 238

前期損益修正損 － 17,816

その他 10,818 183

特別損失合計 143,234 124,639

税引前当期純利益 725,713 902,319

法人税、住民税及び事業税 365,458 406,861

法人税等調整額 △63,128 △29,896

法人税等合計 302,330 376,965

当期純利益 423,382 525,354
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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20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成22年３月31日) 

株主資本   

資本金   

前期末残高 387,800 387,800

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 387,800 387,800

資本剰余金   

資本準備金   

前期末残高 330,800 330,800

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 330,800 330,800

資本剰余金合計   

前期末残高 330,800 330,800

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 330,800 330,800

利益剰余金   

利益準備金   

前期末残高 46,800 46,800

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 46,800 46,800

その他利益剰余金   

固定資産圧縮積立金   

前期末残高 9,796 9,098

当期変動額   

固定資産圧縮積立金の取崩 △698 △614

当期変動額合計 △698 △614

当期末残高 9,098 8,483

別途積立金   

前期末残高 2,600,000 2,900,000

当期変動額   

別途積立金の積立 300,000 300,000

当期変動額合計 300,000 300,000

当期末残高 2,900,000 3,200,000

繰越利益剰余金   

前期末残高 578,204 591,009

当期変動額   

剰余金の配当 △111,276 △119,218

固定資産圧縮積立金の取崩 698 614

別途積立金の積立 △300,000 △300,000

当期純利益 423,382 525,354

当期変動額合計 12,805 106,750

当期末残高 591,009 697,760
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(単位：千円)

前事業年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成22年３月31日) 

利益剰余金合計   

前期末残高 3,234,801 3,546,908

当期変動額   

剰余金の配当 △111,276 △119,218

固定資産圧縮積立金の取崩 － －

別途積立金の積立 － －

当期純利益 423,382 525,354

当期変動額合計 312,106 406,135

当期末残高 3,546,908 3,953,043

自己株式   

前期末残高 △833 △1,115

当期変動額   

自己株式の取得 △281 －

当期変動額合計 △281 －

当期末残高 △1,115 △1,115

株主資本合計   

前期末残高 3,952,567 4,264,392

当期変動額   

剰余金の配当 △111,276 △119,218

当期純利益 423,382 525,354

自己株式の取得 △281 －

当期変動額合計 311,825 406,135

当期末残高 4,264,392 4,670,528

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金   

前期末残高 △24,123 △8,866

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 15,257 27,365

当期変動額合計 15,257 27,365

当期末残高 △8,866 18,499

評価・換算差額等合計   

前期末残高 △24,123 △8,866

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 15,257 27,365

当期変動額合計 15,257 27,365

当期末残高 △8,866 18,499

純資産合計   

前期末残高 3,928,443 4,255,526

当期変動額   

剰余金の配当 △111,276 △119,218

当期純利益 423,382 525,354

自己株式の取得 △281 －

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 15,257 27,365

当期変動額合計 327,082 433,500

当期末残高 4,255,526 4,689,027
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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20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成22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 725,713 902,319

減価償却費 162,626 149,907

減損損失 － 85,450

貸倒引当金の増減額（△は減少） 1 99

賞与引当金の増減額（△は減少） 6,259 6,546

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 47,680 33,310

その他の引当金の増減額（△は減少） △8,669 △12,585

投資有価証券売却損益（△は益） △2,233 △2,522

投資有価証券評価損益（△は益） 131,725 238

固定資産除却損 690 8,293

受取利息及び受取配当金 △11,077 △7,313

売上債権の増減額（△は増加） △61,538 △78,747

たな卸資産の増減額（△は増加） △107,965 △56,653

仕入債務の増減額（△は減少） △5,502 △5,694

その他 15,346 13,514

小計 893,054 1,036,161

利息及び配当金の受取額 11,067 7,186

法人税等の支払額 △337,658 △363,861

営業活動によるキャッシュ・フロー 566,463 679,486

投資活動によるキャッシュ・フロー   

定期預金の払戻による収入 － 100,000

投資有価証券の取得による支出 △91,659 △1,180

投資有価証券の売却による収入 21,077 57,853

投資有価証券の償還による収入 31,469 698

有形固定資産の取得による支出 △72,089 △350,998

その他 △9,190 △31,012

投資活動によるキャッシュ・フロー △120,393 △224,639

財務活動によるキャッシュ・フロー   

自己株式の取得による支出 △281 －

配当金の支払額 △110,978 △119,862

財務活動によるキャッシュ・フロー △111,260 △119,862

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 334,810 334,984

現金及び現金同等物の期首残高 1,197,637 1,532,447

現金及び現金同等物の期末残高 1,532,447 1,867,432
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(5) 継続企業の前提に関する注記 

該当事項はありません。 

 

(6) 重要な会計方針 

項目 
前事業年度 

(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

当事業年度 

(自 平成21年４月１日 
 至 平成22年３月31日) 

１ 有価証券の評価基準及び

評価方法 

(1) 満期保有目的の債券 

 償却原価法（定額法） 

 

(2) その他有価証券 

 時価のあるもの 

 決算末日の市場価格等に基づく時価

法（評価差額は全部純資産直入法によ

り処理し、売却原価は移動平均法によ

り算定しております。） 

 時価のないもの 

 移動平均法に基づく原価法 

 

(1) 満期保有目的の債券 

同左 

 

(2) その他有価証券 

 時価のあるもの 

同左 

 

 

 

 時価のないもの 

同左 

２ たな卸資産の評価基準及

び評価方法 

通常の販売目的で保有するたな卸資産

 評価基準は原価法（収益性の低下に

よる簿価切下げの方法）によっており

ます。 

(1) 商品・製品・原材料・仕掛品 

 総平均法に基づく原価法 

(2) 貯蔵品 

 移動平均法に基づく原価法 

 

（会計処理の変更） 

 当事業年度より、「棚卸資産の評価に

関する会計基準」（企業会計基準第９号

平成18年７月５日公表分）を適用して

おります。 

 なお、これによる影響額はありませ

ん。 

 

通常の販売目的で保有するたな卸資産

        同左 

 

 

(1) 商品・製品・原材料・仕掛品 

               同左 

(2) 貯蔵品 

               同左 

 

      ――――― 
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項目 
前事業年度 

(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

当事業年度 

(自 平成21年４月１日 
 至 平成22年３月31日) 

３ 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（建物附属設備を除く）に

ついては、定額法によっております。

 なお、主な耐用年数は次のとおりで

あります。 

 建物         5～50年 

 機械及び装置      8年 

 工具、器具及び備品 2～20年 

 

また、平成19年３月31日以前に取得

したものについては、償却可能限度額

まで償却が終了した翌年から５年間で

均等償却する方法によっております。

（追加情報） 

有形固定資産の耐用年数の変更 

 法人税法の改正（所得税法等の一部

を改正する法律 平成20年４月30日法

律第23号）に伴い、法定耐用年数及び

資産区分が見直されました。これによ

り、当社の機械及び装置については、

従来耐用年数を９年としておりました

が、当事業年度より８年に変更してお

ります。 

 なお、この変更が損益に与える影響

額は軽微であります。 

 

(2) 無形固定資産 

 定額法 

 ただし、自社利用のソフトウェアに

ついては、社内における利用可能期間

（５年）による定額法によっておりま

す。 

 

(3) 長期前払費用 

 定額法 

(1) 有形固定資産 

同左 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      ――――― 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2) 無形固定資産 

同左 

 

 

 

 

 

(3) 長期前払費用 

同左 
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項目 
前事業年度 

(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

当事業年度 

(自 平成21年４月１日 
 至 平成22年３月31日) 

４ 引当金の計上基準 (1) 貸倒引当金 

 債権の貸倒による損失に備えるた

め、一般債権については貸倒実績率に

より、貸倒懸念債権等特定の債権につ

いては個別に回収可能性を検討し、回

収不能見込額を計上しております。 

 

(2) 賞与引当金 

 従業員に対して支給する賞与の支出

に備えるため、支給対象期間に応じた

支給見込額を計上しております。 

 

(3) 販売奨励引当金 

 当事業年度の売上高に係る割戻金等

の支払いに充てるため、代理店等への

売上高に対して契約に基づく割戻金等

の支払見込額を計上しております。 

 

(4) 退職給付引当金 

 従業員の退職給付に備えるため、当

事業年度末における退職給付債務及び

年金資産残高に基づき計上しておりま

す。 

 なお、当社は適格退職年金制度を全

面的に採用しており、当事業年度末は

74,259千円を投資その他の資産に前払

年金費用として表示しております。 

 

(5) 役員退職慰労引当金 

 役員退職慰労金として内規に基づく

必要額を計上しております。 

 

(1) 貸倒引当金 

同左 

 

 

 

 

 

(2) 賞与引当金 

同左 

 

 

 

(3) 販売奨励引当金 

同左 

 

 

 

 

(4) 退職給付引当金 

 従業員の退職給付に備えるため、当

事業年度末における退職給付債務及び

年金資産残高に基づき計上しておりま

す。 

 なお、当社は適格退職年金制度を全

面的に採用しており、当事業年度末は

88,064千円を投資その他の資産に前払

年金費用として表示しております。 

 

(5) 役員退職慰労引当金 

同左 

５ キャッシュ・フロー計算

書における資金の範囲 

キャッシュ・フロー計算書における

資金(現金及び現金同等物)は、手許現

金、随時引き出し可能な預金及び換金

可能でありかつ価値の変動について僅

少なリスクしか負わない取得日から３

ヶ月以内に償還期限が到来する短期投

資であります。 

 

同左 

６ その他財務諸表作成のた

めの基本となる重要な事

項 

消費税等の会計処理 

消費税等については税抜方式によっ

ております。 

 

消費税等の会計処理 

同左 
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(7) 財務諸表に関する注記事項 

（貸借対照表関係） 

前事業年度 

(平成21年３月31日) 

当事業年度 

(平成22年３月31日) 

※１ 担保に供している資産並びに対応債務 

 担保に供している資産 

建物 38,717千円

土地 282,835千円

合計 321,553千円

 

 対応債務 

 該当事項はありません。 

 

※１ 担保に供している資産並びに対応債務 

 担保に供している資産 

建物 34,853千円

土地 282,835千円

合計 317,689千円

 

 対応債務 

同左 

 

（損益計算書関係） 

前事業年度 

(自 平成20年４月１日 

 至 平成21年３月31日) 

当事業年度 

(自 平成21年４月１日 

 至 平成22年３月31日) 

※１ 製品の他勘定振替高の内訳 

販売促進費 120,501千円

見本費 14,400千円

たな卸資産廃棄損 5,703千円

その他 3,437千円

合計 144,042千円

 

※２ 商品の他勘定振替高の内訳 

販売促進費 16,272千円

見本費 1,131千円

図書費 699千円

その他 474千円

合計 18,578千円

 

※３ 販売費及び一般管理費の主なもの 

役員報酬 125,483千円

給与及び手当 769,676千円

法定福利費 114,492千円

賞与引当金繰入額 61,981千円

販売奨励金 214,533千円

販売促進費 191,087千円

荷造運送費 112,302千円

旅費交通費 160,546千円

不動産賃借料 70,010千円

減価償却費 121,080千円

役員退職慰労引当金繰入額 47,680千円

退職給付費用 35,333千円

 おおよその割合 

  販売費               23％ 

  一般管理費             77％ 

 

※１ 製品の他勘定振替高の内訳 

販売促進費 121,246千円

見本費 20,967千円

たな卸資産廃棄損 20,728千円

その他 3,257千円

合計 166,200千円

 

※２ 商品の他勘定振替高の内訳 

販売促進費 7,681千円

見本費 1,276千円

図書費 735千円

その他 231千円

合計 9,925千円

 

※３ 販売費及び一般管理費の主なもの 

役員報酬 123,417千円

給与及び手当 676,716千円

法定福利費 122,224千円

賞与引当金繰入額 225,243千円

販売奨励金 228,942千円

販売促進費 201,180千円

荷造運送費 109,495千円

旅費交通費 155,833千円

不動産賃借料 82,798千円

減価償却費 92,410千円

役員退職慰労引当金繰入額 50,480千円

退職給付費用 41,355千円

 おおよその割合 

  販売費               24％ 

  一般管理費             76％ 
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前事業年度 

(自 平成20年４月１日 

 至 平成21年３月31日) 

当事業年度 

(自 平成21年４月１日 

 至 平成22年３月31日) 

※４        ――――― 
 

※４ 固定資産売却損の内訳 
土地 6,674千円

建物 5,983千円

合計 12,657千円 

※５ 固定資産除却損の内訳 
工具、器具及び備品 317千円

車両運搬具 373千円

合計 690千円 

※５ 固定資産除却損の内訳 
工具、器具及び備品 1,812千円

建物 2,488千円

建設仮勘定 3,370千円

その他 621千円

合計 8,293千円 

※６        ―――――― ※６ 減損損失 
 当社は、以下の資産について減損損失を計上しまし

た。 
場所 用途 種類 金額 

石川県 
金沢市 

金沢支店 
社屋 

土地、建物 

及び構築物 
40,581 千円

石川県 
金沢市 

賃貸 
マンション 

土地、建物

及び構築物、 

施設利用権 

44,868 千円

 （資産のグルーピングの方法） 

   当社はキャッシュ・フローを生み出す 小単位とし

 て、本社及び支店営業所を基本単位にグルーピングし

 ております。 

 （減損損失を認識するに至った経緯） 

  当事業年度における金沢支店の移転に伴い、直接事

 業の用に供さなくなった資産グループにつき、その時

 価の下落が著しいことから、帳簿価額を回収可能価額

 まで減額し、当該減少額を減損損失として特別損失に

 計上いたしました。 

 （回収可能価額の算出方法） 

  当該資産の回収可能価額は、正味売却価額により測

 定しており、不動産業者の査定価格に基づいて評価し

 ております。 

 （内訳） 

 金沢支店  土地   35,997 千円 

       建物    4,572 千円 

       構築物    11 千円 

 賃貸ﾏﾝｼｮﾝ  土地   37,474 千円 

       建物    7,050 千円 

       構築物    205 千円 

       施設利用権  137 千円 

 

※７ 一般管理費及び当期総製造費用に含まれる研究

開発費は、201,770 千円であります。 

※７ 一般管理費及び当期総製造費用に含まれる研究

開発費は、198,966 千円であります。 
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（株主資本等変動計算書関係） 

前事業年度（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) 7,950,000 － － 7,950,000

 

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) 1,707 399 － 2,106

（変動事由の概要） 

 普通株式の増加は、単元未満株式の買取請求によるものであります。 

 

３ 新株予約権等に関する事項 

該当事項はありません。 

 

４ 配当に関する事項 

(1) 配当金支払額 

決議 株式の種類 
配当金の総額

(千円) 

１株当たり配当額

(円) 
基準日 効力発生日 

平成20年6月24日 
定時株主総会 

普通株式 111,276 14 平成20年３月31日 平成20年６月25日

 

(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23日 
定時株主総会 

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

 

当事業年度（自 平成21年４月１日 至 平成22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) 7,950,000 － － 7,950,000

 

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) 2,106 － － 2,106

 

３ 新株予約権等に関する事項 

該当事項はありません。 
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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21年6月23日 
定時株主総会 

普通株式 119,218 15 平成21年３月31日 平成21年６月24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(予定) 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22年6月25日 
定時株主総会 

普通株式 利益剰余金 190,749 24 平成22年３月31日 平成22年６月28日

 

（キャッシュ・フロー計算書関係） 

前事業年度 

(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

当事業年度 

(自平成21年４月１日 
 至平成22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 

 

※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 

 

現金及び預金勘定 379,749千円 

有価証券勘定 1,152,698千円 

現金及び現金同等物 1,532,447千円 
 

現金及び預金勘定 305,448千円 

有価証券勘定 1,561,983千円 

現金及び現金同等物 1,867,432千円 

  
  
 

（金融商品関係） 

 
当事業年度（自  平成21年４月１日  至  平成22年３月31日） 

 

（追加情報） 

当事業年度より、「金融商品に関する会計基準」（企業会計基準第10号 平成20年３月10日）及び「金

融商品の時価等の開示に関する適用指針」(企業会計基準適用指針第19号 平成20年３月10日）を適用

しております。 

 

１ 金融商品の状況に関する事項 

(1) 金融商品に対する取組方針 

当社では、研究開発や工場設備への投資、コンサルティング・セールスを展開する営業体制の強

化などに備え、必要となる資金を柔軟かつ機動的に確保できるよう留意しております。したがって、

原則として期間が５年を超える長期の金融商品での資金運用は行わず、超短期（１年未満）、短期

（１年以上３年未満）、中期（３年以上５年未満）を中心に資金を運用する方針であります。また、

期間５年超の金融商品での運用は、社内稟議や取締役会での決議を要するなど、実施までに十分な

検討を加えることとしております。 

一方、資金調達については対象となる投資等の規模や目的、時期などを十分に勘案し、資本市場

や金融機関からの調達を検討することとしております。 
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(2) 金融商品の内容及びそのリスク並びにリスク管理体制 

① 営業債権（受取手形及び売掛金） 

営業債権については、得意先等の信用リスクが伴います。当社では、そのリスクを回避するた

め次のような体制を導入しております。 

(イ)期日までに入金が確認できない得意先については、入金が確認できるまで出荷を一時停 

  止するなどして対処する。 

(ロ)一定水準以上の営業債権を有する得意先等への販売を行う場合は、社内の与信管理規程 

  に基づき、当該得意先等への販売状況や過去の入金状況、今後の回収見込みなどを十分 

  に勘案し社内稟議を経て販売するか否かを決定する。 

② 有価証券及び投資有価証券 

有価証券及び投資有価証券については、発行体の信用リスクや価格変動リスク等が伴います。

そのリスクを回避するため次のような体制を導入しております。 

(イ)有価証券（短期資金）については、定期預金や短期運用商品等のうち、比較的安全性の高 

い金融商品へ投資する。 

(ロ)投資有価証券については、社内に「証券投資基準」を定め、業界の情報収集や得意先 

   （非上場会社）への出資等、事業内容に照らして必要と判断する範囲内で投資する。 

③ 営業債務（買掛金、未払金等） 

営業債務については、大部分が期間が３ヶ月以内の短期債務ですが、期日内での支払いが実行

できないリスクが伴います。そのリスクを回避するため、各部門からの報告や取締役会の決議、

社内稟議の決裁状況等の情報を社内のイントラネット等でタイムリーに把握することで、あらか

じめ必要となる支払資金を短期運用商品等の流動性資金を中心に確保する体制を導入しており

ます。 

 

(3) 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明 

金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定され

た価額が含まれております。当該価額の算定においては変動要因を織り込んでいるため、異なる前

提条件等を採用することにより、当該価額が変動することもあります。 
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２ 金融商品の時価等に関する事項 

平成22年３月31日における貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであ

ります。 

なお、時価を把握することが極めて困難と認められるものは、次表には含まれていません（(注2)

参照）。 
  （単位：千円） 

 貸借対照表計上額（*） 時価（*） 差額 

(1) 現金及び預金 305,448 305,448 －

(2) 受取手形及び売掛金 997,300 997,300 －

(3) 有価証券 
    及び投資有価証券 

1,740,593 1,740,593 －

     満期保有目的の債券 30,000 30,024 24

     その他有価証券 1,710,593 1,710,593 －

(4) 長期貸付金 14,645 14,645 －

(5) 差入保証金 43,452 42,020 △1,432

(6) 買掛金 (82,041) (82,041) －

(7) 未払金 (288,454) (288,454) －

(8) 未払法人税等 (323,000) (323,000) －

(9) 未払消費税等 (26,650) (26,650) －

（*) 負債に計上されているものについては、（ ）で示しています。 

(注1) 金融商品の時価の算定方法並びに有価証券に関する事項 

 

(1) 現金及び預金、並びに(2) 受取手形及び売掛金 

これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっ

ております。 

 

(3) 有価証券及び投資有価証券 

これらの時価については、株式は取引所の価格によっており、債券は取引所の価格又は取引金融

機関から提示された価格によっております。 

また、保有目的ごとの有価証券に関する注記事項については、「有価証券関係」注記を参照下さい。 

 

(4) 長期貸付金、並びに(5) 差入保証金 

当社では、長期貸付金並びに差入保証金の時価の算定は、一定期間ごとに分類し、与信管理上の

信用リスク区分ごとに、その将来キャッシュ・フローを国債の利回り等適切な利率で割り引いた現

在価値により算定しております。 

 
(6) 買掛金、(7) 未払金、(8) 未払法人税等、並びに(9) 未払消費税等 

これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっ

ております。 
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(注2) 非上場株式（貸借対照表計上額 53,193千円）は、市場価額がなく、かつ将来キャッシュ・フロ 

   ーを見積もることなどができず、時価を把握することが極めて困難と認められるため、「(3)有価 

   証券及び投資有価証券その他有価証券」には含めていません。 

 

(注3) 金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額 
    (単位：千円） 

 1年以内 1年超5年以内 5年超10年以内 10年超 

現金及び預金 305,448 － － －

受取手形及び売掛金 997,300 － － －

有価証券及び投資有価証券  

 満期保有目的の債券 30,000 － － －

 その他有価証券のうち満期が 

 あるもの 
421,851 69,755 － －

長期貸付金 － － － 14,645

合計 1,754,601 69,755 － 14,645

 

（有価証券関係） 

前事業年度 

１ その他有価証券で時価のあるもの（平成21年３月31日） 
       (単位：千円) 

区分 取得原価 
貸借対照表日における 

貸借対照表計上額 
差額 

貸借対照表計上額が取得原価
を超えるもの 

 株式 16,355 17,653 1,298

 その他 35,275 41,733 6,458

小計 51,631 59,387 7,756

貸借対照表計上額が取得原価
を超えないもの 

 株式 22,593 18,028 △4,565

 非上場外国債券 99,553 81,496 △18,057

小計 122,147 99,525 △22,622

合計 173,778 158,912 △14,866

(注) 当事業年度において、その他有価証券で時価のある有価証券について、131,725千円の減損処理を行ってお  

      り、減損後の金額を取得原価としております。 

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

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

処理を行っております。 
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２ 時価評価されていない有価証券（平成21年３月31日） 

                          (単位：千円) 

内容 貸借対照表計上額 

満期保有目的の債券 

 非上場国内債券 30,000

合計 30,000

その他有価証券 

 非上場株式 52,093

 マネー・マネージメント・ファンド 1,082,096

 中期国債ファンド 60,535

 投資信託 10,065

計 1,204,791

 

３ 当事業年度中に売却したその他有価証券（自 平成20年４月１日 至 平成21年３月31日） 

                                 (単位：千円) 

売却額 売却益の合計 売却損の合計 

40,550 2,233 －

 

４ その他有価証券のうち満期があるもの及び満期保有目的の債券の今後の償還予定額（平成21年３月

31日） 
      (単位：千円) 

 
１年以内 

(千円) 

１年超５年以内 

(千円) 

５年超10年以内 

(千円) 

10年超 

(千円) 

 ①債券  

  地方債 － 30,000 － －

 ②その他 56,067 203,331 － －

合計 56,067 233,331 － －
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当事業年度 

１ 満期保有目的の債券（平成22年３月31日） 
      (単位：千円) 

区分 
貸借対照表日における

貸借対照表計上額 
貸借対照表日における時価 差額 

 非上場国内債券 30,000 30,024 24

合計 30,000 30,024 24

 

２ その他有価証券（平成22年３月31日） 
       (単位：千円) 

区分 
貸借対照表日における 

貸借対照表計上額 
取得原価 差額 

貸借対照表計上額が取得原価
を超えるもの 

 株式 12,720 11,547 1,173

 非上場外国債券 82,408 48,078 34,329

小計 95,129 59,625 35,503

貸借対照表計上額が取得原価
を超えないもの 

 株式 25,473 28,309 △2,835

 投資信託 18,808 20,432 △1,623

 非上場外国債券 9,198 9,225 △26

小計 53,480 57,966 △4,485

合計 148,610 117,592 31,017

 

３ 当事業年度中に売却したその他有価証券（自 平成21年４月１日 至 平成22年３月31日） 
            (単位：千円) 

区分 売却額 売却益の合計額 売却損の合計額 

 株式 25,567 2,905 ―

 その他 32,983 3,172 3,555

合計 58,551 6,077 3,555

 

４ 減損処理を行った有価証券 

当事業年度において、その他有価証券で時価のある有価証券について238千円の減損処理を行って

おり、減損後の金額を取得原価としております。 

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

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

れた額について減損処理を行っております。 

 

（持分法損益等） 

前事業年度 

(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

当事業年度 

(自 平成21年４月１日 
 至 平成22年３月31日) 

 当社には関連会社がありませんので、持分法を適用し

た該当事項はありません。 

 

同左 
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（税効果会計関係） 

前事業年度 

(自 平成20年４月１日 

 至 平成21年３月31日) 

当事業年度 

(自 平成21年４月１日 

 至 平成22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 

（繰延税金資産） 

 ①流動資産 

 未払事業税 22,237千円

 賞与引当金 25,015千円

 その他 9,919千円

計 57,172千円

 ②固定資産 

 役員退職慰労引当金 121,548千円

 その他有価証券評価差額 5,999千円

 その他 74,170千円

計 201,718千円

 繰延税金資産合計 258,891千円

  

（繰延税金負債） 

 固定負債 

 固定資産圧縮積立金 △6,157千円

 その他 △29,971千円

 繰延税金負債合計 △36,128千円

 差引：繰延税金資産の純額 222,763千円

  

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 

（繰延税金資産） 

 ①流動資産 

 未払事業税 25,148千円

 賞与引当金 27,657千円

 その他 6,428千円

計 59,234千円

 ②固定資産 

 役員退職慰労引当金 134,992千円

 減損損失 34,288千円

 その他 59,480千円

計 228,760千円

 繰延税金資産合計 287,994千円

  

（繰延税金負債） 

 固定負債 

 固定資産圧縮積立金 △5,741千円

 その他有価証券評価差額 △12,518千円

 その他 △35,594千円

 繰延税金負債合計 △53,854千円

 差引：繰延税金資産の純額 234,140千円
 

２ 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担

率との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 

法定実効税率 40.4％

（調整） 

 交際費等永久に損金に算入され
ない項目 

3.2％

 住民税均等割等 0.5％

 法人税額の特別控除額 △2.6％

 その他 0.2％

税効果会計適用後の法人税等の負
担率 

41.7％

  

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 

法定実効税率 40.4％

（調整） 

 交際費等永久に損金に算入され
ない項目 

2.5％

 住民税均等割等 0.4％

 法人税額の特別控除額 △1.7％

 その他 0.2％

税効果会計適用後の法人税等の負
担率 

41.8％
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（退職給付関係） 

前事業年度 

(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

当事業年度 

(自 平成21年４月１日 
 至 平成22年３月31日) 

１ 採用している退職給付制度の概要 

 当社は、確定給付型の制度として適格退職年金制度を

採用しております。 

 

１ 採用している退職給付制度の概要 

同左 

２ 退職給付債務等の内容のうち財務諸表に記載のあ 

  る事項 

(1)退職給付債務に関する事項 

退職給付債務 △367,800千円

年金資産残高 442,060千円

貸借対照表計上額（純額） 74,259千円

前払年金費用 74,259千円

退職給付引当金 －千円

 当社は、退職給付債務の算定にあたり、簡便法を採用

しております。 

２ 退職給付債務等の内容のうち財務諸表に記載のあ 

  る事項 

(1)退職給付債務に関する事項 

退職給付債務 △393,808千円

年金資産残高 481,872千円

貸借対照表計上額（純額） 88,064千円

前払年金費用 88,064千円

退職給付引当金 －千円

 当社は、退職給付債務の算定にあたり、簡便法を採用

しております。 

(2)退職給付費用に関する事項 

退職給付費用 42,097千円

 なお当社は、退職給付費用の算定にあたり、簡便法を

採用しております。 

  

(2)退職給付費用に関する事項 

退職給付費用 48,486千円

 なお当社は、退職給付費用の算定にあたり、簡便法を

採用しております。 

３ 退職給付債務等の計算の基礎に関する事項 

 当社は、簡便法を採用しておりますので、基礎率等に

ついては記載しておりません。 

３ 退職給付債務等の計算の基礎に関する事項 

同左 

  
    

 

（１株当たり情報） 

項目 
前事業年度 

(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成22年３月31日) 

１株当たり純資産額 535円43銭 589円97銭

１株当たり当期純利益 53円27銭 66円10銭

潜在株式調整後 
１株当たり当期純利益 

 潜在株式がないため記載してお
りません。 

同左 

(注) １株当たり純資産額及び１株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。 

 
１ １株当たり純資産額 

項目 
前事業年度末 

(平成21年３月31日) 

当事業年度末 

(平成22年３月31日) 

貸借対照表の純資産の部の合計額（千円） 4,255,526 4,689,027

普通株式に係る純資産額（千円） 4,255,526 4,689,027

差額の主な内訳（千円） － －

普通株式の発行済株式数（株） 7,950,000 7,950,000

普通株式の自己株式数（株） 2,106 2,106

１株当たり純資産額の算定に用いられた 
普通株式の数（株） 

7,947,894 7,947,894
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２ １株当たり当期純利益金額 

項目 
前事業年度 

(自 平成20年４月１日
 至 平成21年３月31日)

当事業年度 

(自 平成21年４月１日
 至 平成22年３月31日)

 当期純利益（千円） 423,382 525,354

 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） 423,382 525,354

 普通株式の期中平均株式数（株） 7,947,894 7,947,894

 
（重要な後発事象） 

前事業年度 

(自 平成20年４月１日 

 至 平成21年３月31日) 

当事業年度 

(自 平成21年４月１日 

 至 平成22年３月31日) 

 当社は、設備拡充のため、下記の土地・建物を平成21

年６月８日に取得いたしました。 

物件所在地  取得価格 

1) 久世郡久御山町大字田井小字 

  新荒見111番 
219,264千円

土地：2,866.11㎡ 

建物：3,597.16㎡ 

2) 久世郡久御山町大字田井小字 

  新荒見126番1  
69,735千円

土地：  955.37㎡ 

建物：1,002.02㎡ 

 当該物件は、建物を撤去し更地とし、当社工場の建設

を予定しております。 

 

 該当事項はありません。 

 

（開示の省略） 

 リース取引、デリバティブ取引、関連当事者との取引、ストック・オプション等、企業結合等、賃貸

等不動産に関する注記事項については、決算短信における開示の必要性が大きくないと考えられるため、

開示を省略しております。 
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５．その他 

(1) 役員の異動 

   役員の異動ついては、開示すべき事項が発生した際に適切に開示いたします。 

 

(2) 生産、受注及び販売の状況 

① 生産実績 

当事業年度における生産実績を品目別に示すと、次のとおりであります。 

前事業年度 

(自 平成20年４月１日 

 至 平成21年３月31日)

当事業年度 

(自 平成21年４月１日 

 至 平成22年３月31日) 

対前年比較増減 
区分 

金額(千円) 金額(千円) 金額(千円) 前年比(％) 

トイレタリー 2,281,817 2,404,098 122,281 105.4

整髪料 802,249 1,419,007 616,757 176.9

カラー剤 815,774 326,170 △489,604 40.0

育毛剤 153,451 194,449 40,998 126.7

パーマ剤 209,805 166,007 △43,798 79.1

合計 4,263,098 4,509,733 246,635 105.8

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

 

② 商品仕入実績 

当事業年度における商品仕入実績は、次のとおりであります。 

前事業年度 

(自 平成20年４月１日 

 至 平成21年３月31日) 

当事業年度 

(自 平成21年４月１日 

 至 平成22年３月31日) 

対前年比較増減 
区分 

金額(千円) 金額(千円) 金額(千円) 前年比(％) 

商品 161,625 140,702 △20,923 87.1

合計 161,625 140,702 △20,923 87.1

(注) １ 上記金額は実際仕入額であり、消費税等は含まれておりません。 

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

小物品等であります。 

 

③ 外注実績 

製品の製造において一部を外注しております。 

当事業年度における外注実績を品目別に示すと、次のとおりであります。 

前事業年度 

(自 平成20年４月１日 

 至 平成21年３月31日) 

当事業年度 

(自 平成21年４月１日 

 至 平成22年３月31日) 

対前年比較増減 
区分 

金額(千円) 金額(千円) 金額(千円) 前年比(％) 

トイレタリー 6,648 7,652 1,003 115.1

整髪料 36,407 148,811 112,404 408.7

カラー剤 167,115 67,056 △100,059 40.1

育毛剤 14,432 15,521 1,088 107.5

パーマ剤 23,776 21,381 △2,394 89.9

合計 248,380 260,423 12,043 104.8

(注) 上記金額には、消費税等は含まれておりません。 
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④ 販売実績 

当事業年度における販売実績を品目別に示すと、次のとおりであります。 

前事業年度 

(自 平成20年４月１日 

 至 平成21年３月31日) 

当事業年度 

(自 平成21年４月１日 

 至 平成22年３月31日)

対前年比較増減 
区分 

金額(千円) 金額(千円) 金額(千円) 前年比(％)

トイレタリー 2,564,493 2,628,285 63,792 102.5

整髪料 869,285 1,222,970 353,684 140.7

カラー剤 555,203 495,581 △59,622 89.3

育毛剤 181,568 191,169 9,600 105.3

パーマ剤 204,944 191,473 △13,471 93.4

製
品 

小計 4,375,495 4,729,478 353,983 108.1

商品 155,505 159,761 4,256 102.7

受取販売手数料 15,517 11,668 △3,848 75.2

合計 4,546,517 4,900,908 354,391 107.8

(注) １ 上記金額には、消費税等は含まれておりません。 

２ 総販売実績のうち輸出高は、37,165千円（総販売実績に占める割合0.8％）であります。 

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

美容小物品等であります。 

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

取る紹介手数料であります。 
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