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1.  22年4月期の連結業績（平成21年5月1日～平成22年4月30日） 

(注）平成21年4月期の1株当たり当期純利益につきましては、平成21年９月15日付の株式分割を考慮しておりません。詳しくは、３ページ「(ご参考）株式分
割に伴う1株当たり数値の遡及修正」をご覧ください。 

(2) 連結財政状態 

（注）平成21年４月期の１株当たり純資産につきましては、平成21年９月15日付の株式分割を考慮しておりません。詳しくは、３ページ「（ご参考）株式分割に
伴う１株当たり数値の遡及修正」をご覧ください。 

(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 ％

22年4月期 19,115 19.4 1,670 57.3 1,530 55.8 852 141.4
21年4月期 16,013 16.8 1,062 2.7 982 108.4 353 119.1

1株当たり当期純利益 潜在株式調整後1株当たり
当期純利益

自己資本当期純利
益率

総資産経常利益率 売上高営業利益率

円 銭 円 銭 ％ ％ ％

22年4月期 326.43 ― 23.0 14.6 8.7
21年4月期 302.82 ― 19.4 11.0 6.6

（参考） 持分法投資損益 22年4月期  ―百万円 21年4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

22年4月期 11,546 4,953 42.9 1,698.00
21年4月期 9,431 2,464 26.1 2,016.22

（参考） 自己資本  22年4月期  4,953百万円 21年4月期  2,464百万円

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

22年4月期 390 △213 806 4,385
21年4月期 1,082 △418 339 3,405

2.  配当の状況 

 

1株当たり配当金 配当金総額
（合計）

配当性向
（連結）

純資産配当
率（連結）第1四半期末 第2四半期末 第3四半期末 期末 合計

円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 百万円 ％ ％

21年4月期 ― 0.00 ― 0.00 0.00 ― ― ―
22年4月期 ― 0.00 ― 46.00 46.00 134 14.1 3.4
23年4月期 

（予想） ― 23.00 ― 23.00 46.00 14.7

3.  23年4月期の連結業績予想（平成22年5月1日～平成23年4月30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 9,655 1.6 707 △22.3 653 △23.1 367 △20.0 125.88

通期 19,896 4.1 1,680 0.6 1,582 3.5 891 4.5 305.66
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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） 

(3) 発行済株式数（普通株式） 

(注)１．１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。 
２．平成21年９月15日付で株式１株につき２株の割合をもって株式分割を行っております。 
３．平成21年４月期の期末発行済株式数1,222,222株のうち、222,222株はＡ種優先株式であり、普通株式と同等の株式として取扱っております。 
４．当社は、平成21年８月20日開催の取締役会決議に基づき、決議時点における当社定款規定により、Ａ種優先株式の全部について取得条項を行
使し、その取得と引換にＡ種優先株式の株主に普通株式を交付するとともに、会社法第178条の規定に基づき、同日付で自己株式（Ａ種優先株式）を
消却いたしました。 

① 会計基準等の改正に伴う変更 無
② ①以外の変更 無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 22年4月期 2,917,444株 21年4月期 1,222,222株
② 期末自己株式数 22年4月期 ―株 21年4月期 ―株

（参考）個別業績の概要 

1.  22年4月期の個別業績（平成21年5月1日～平成22年4月30日） 

（注）平成21年４月期の１株当たり当期純利益につきましては、平成21年９月15日付の株式分割を考慮しておりません。詳しくは、３ページ「（ご参考）株式分
割に伴う１株当たり数値の遡及修正」をご覧ください。 

(2) 個別財政状態 

（注）平成21年４月期の１株当たり純資産につきましては、平成21年９月15日付の株式分割を考慮しておりません。詳しくは、３ページ「（ご参考）株式分割に
伴う１株当たり数値の遡及修正」をご覧ください。  

(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 ％

22年4月期 18,804 19.9 1,635 68.6 1,508 67.8 833 173.9
21年4月期 15,685 14.4 969 △6.0 898 92.1 304 104.6

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

円 銭 円 銭

22年4月期 319.15 ―
21年4月期 260.92 ―

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4月期 11,428 4,893 42.8 1,677.36
21年4月期 9,339 2,429 26.0 1,988.06

（参考） 自己資本 22年4月期  4,893百万円 21年4月期  2,429百万円

※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将来に関する記述には、本資料の発表日現在の将来に関する前提・見通し・計画に基づく予測が含まれております。実際の業
績は、今後様々な要因によって大きく異なる結果となる可能性があります。 
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（ご参考） 株式分割に伴う１株当たり数値の遡及修正 
当社は平成 21年９月 15 日付で普通株式１株につき２株の割合をもって株式分割を行っております。
当該株式分割が前連結会計年度の開始の日（平成 20 年５月１日）に行われたと仮定した場合の前
連結会計年度及び前事業年度における１株当たり情報は以下のとおりであります。 

 
    （前連結会計年度） 

 1 株 当 た り 純 資 産 
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 円 銭 

21 年４月期 1,008.11 151.41 － 
    

 
    （前事業年度） 

 1 株 当 た り 純 資 産 
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 円 銭 

21 年４月期 994.03 130.46 － 
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１．経営成績 

(1) 経営成績に関する分析 

（当期の経営成績）  

 当連結会計年度におけるわが国経済は、アジア諸国への輸出増加等による景気持ち直しの傾向が見ら

れるものの、設備投資の落ち込み、消費の低迷、雇用情勢の悪化等により、引き続き厳しい状況が続い

ております。 

 このような状況のなか、当社グループの属する美容健康機器分野におきましても、景気低迷及びデフ

レ傾向の影響を受け、厳しい局面が続いておりますが、当社は、エステサロンへの高額支出は難しくと

も、家庭で気軽に美容に取り組める比較的安価な家庭内エステ家電に支出をシフトするいわゆる巣篭も

り消費の傾向を的確に捉え、かつ販売手法も通信販売事業者経由での販売、家電量販店等への卸売販売

及び個人消費者への直接販売の３形態をバランスよく展開することにより、売上高、利益ともに高い成

長を維持することができました。 

 この結果、当連結会計年度の売上高は 19,115 百万円（前年同期比 19.4%増）、経常利益は 1,530 百万

円（前年同期比 55.8%増）、当期純利益は 852 百万円（前年同期比 141.4%増）となりました。 

事業の種類別セグメントの業績を示すと次のとおりであります。 

 

① 美容健康関連事業 

 当社グループの美容健康関連事業は、販売チャネルごとに、大きく通販部門、店販部門、直販部門に

区分されます。 

通販部門におきましては、CS ショッピング専門チャンネルにおける販売が引き続き堅調に推移したほ

か、地上波チャンネルにおいても広告外収入の獲得を目指すテレビ局の協力により好調に推移いたしま

した。 

 店販部門においては、ローラー系美顔器だけでなく脱毛分野でも大型ヒット商品を展開できたことが

奏功し、また自社ブランド化粧品について色数を充実させたことなどにより、大きく売上を伸ばすこと

ができました。 

 直販部門においては、CS 放送や地上波を利用したインフォマーシャル分野で人気を集めている商品を

積極的に展開したことが奏功し、引き続き高い売上高を維持しております。 

 このような結果により、当事業の売上高は 18,959 百万円（前年同期比 21.0%増）となりました。当事

業におきましては、消費者ニーズにマッチした自社開発製品・仕入商品のさらなる拡充を進め、売上の

増加を目指していきたいと考えております。 

 

② 先端電子関連事業 

 当連結会計年度における先端電子関連事業は、景気悪化に伴う国内メーカー各社の設備投資の減少の

影響を受け、当事業の売上高は 155 百万円（前年同期比 55.4%減）となりました。 

 当社グループは、創業以来先端電子関連事業を行ってまいりましたが、ここ数年の当事業を取り巻く

経営環境の厳しい変化に伴い、美容健康関連事業に経営資源を集中することとし、次期より当事業に係

る営業活動を縮小することといたしました。ただし、当事業における当社既存のお取引先へのメンテナ

ンスサービス等は、引き続き当社の営業本部先端電子事業部にて対応させていただく予定です。 

 

（次期の見通し）  

 次期の経営環境の見通しにつきましては、景況感は改善しつつありますが、雇用や所得などの不安要

素は払拭されておらず、美容健康機器分野におきましても、厳しい局面は続くものと思われます。この

ような状況のなか、当社グループは、美容健康関連事業に経営資源を集中し、消費者ニーズにマッチす

る製品開発等を進めてまいります。 

次期の見通しにつきましては、連結売上高は、19,896 百万円を見込んでおり、利益面につきましては、

営業利益 1,680 百万円、経常利益 1,582 百万円、当期純利益 891 百万円を見込んでおります。 

なお、個別の業績予想につきましては、投資情報としての重要性が大きくないと判断したため、記載

を省略いたします。 
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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 

当連結会計年度末における総資産は、前連結会計年度末に比して2,115百万円（22.4%）増加の11,546

百万円となりました。現金及び預金の増加930百万円、受取手形及び売掛金の増加378百万円、商品及び製

品の増加335百万円、原材料及び貯蔵品の増加139百万円が主な要因であります。 

負債については、前連結会計年度末に比して373百万円（5.4%）減少の6,593百万円となりました。未払

法人税等の増加267百万円の一方で、１年内返済予定の長期借入金の減少195百万円、１年内償還予定の社

債の減少343百万円、社債の減少205百万円が主な要因であります。 

純資産については、前連結会計年度末に比して2,489百万円（101.0%）増加の4,953百万円となりました。

新株発行による資本金の増加813百万円及び資本剰余金の増加813百万円並びに当期純利益による利益剰

余金の増加852百万円が主な要因であります。 

 

② キャッシュ・フローの状況 

当連結会計年度末における現金及び現金同等物（以下「資金」という）は、前連結会計年度末に比して

980百万円（28.8%）増加の4,385百万円となりました。 

 

（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390百万円（前年同期比64.0%減）となりました。これは主に、税金等調

整前当期純利益が1,517百万円となり、売上債権の増加△384百万円、たな卸資産の増加△513百万円及び

法人税等の支払額△445百万円等によるものであります。 

 

（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

投資活動の結果使用した資金は、213百万円（前年同期比48.9%減）となりました。これは主に、金型等

の有形固定資産の取得△74百万円、情報システムに係るソフトウエア等の無形固定資産の取得△105百万

円等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） 

財務活動の結果得られた資金は、806百万円（前年同期比137.9%増）となりました。これは主に、株式

発行による収入1,627百万円、長期借入れによる収入1,000百万円、長期借入金の返済による支出△1,262

百万円及び社債の償還による支出△548百万円等によるものであります。 

 
（参考）キャッシュ･フロー関連指標の推移 

 平成20年４月期 平成21年４月期 平成22年４月期 

自己資本比率（％） 14.0 26.1 42.9 

時価ベースの自己資本比率（％） － － 48.0 

キャッシュ・フロー対有利子負債比率（年） 3.2 3.4 7.4 

インタレスト・カバレッジ・レシオ（倍） 8.4 9.5 4.6 

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）いずれも連結ベースの財務数値により計算しております。 

（注２）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。なお、平成21年４月期

までは株式を上場していないため、時価ベースの自己資本比率を算出しておりません。 

（注３）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４）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。 
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(3) 利益分配に関する基本方針及び当期・次期の配当 

当社グループは、株主の皆様への利益還元を重視し、将来にわたる安定配当を維持するために、当社グル

ープの安定成長を目指しております。そのためにも、内部留保資金の確保による財務体質の強化に努めてま

いります。 

当期の期末の剰余金配当につきましては、今後の事業展開及び内部留保の状況等を踏まえ、株主の皆様へ

の利益還元の観点から、当初予想通りの１株当たり 46 円 00 銭とさせていただく予定でおります。 

また、次期の剰余金配当につきましては、現時点において見込んでおります次期業績予想数値等を勘案し、

１株当たり年間 46 円 00 銭（内、中間配当 23 円 00 銭）を予定しております。 
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２．企業集団の状況 

 当社グループは、当社及び連結子会社２社(LABO WELL 株式会社、LABOWELL CORPORATION)の計３社で構成

されており、美容健康関連事業及び先端電子関連事業を行っております。 

 事業の内容と当社及び子会社の事業における位置付けは以下のとおりであり、事業の種類別セグメント情

報の区分と同一となります。 

 なお、LABOWELL CORPORATIONにつきましては、当社の平成22年4月27日開催の取締役会において解散するこ

とを決議いたしました。同社はこれまで当社に対する先端電子機器の輸出販売を主要な事業としてまいりま

したが、当社における先端電子関連事業（以下、「同事業」）を取り巻く経営環境の変化に伴い、当社の美

容健康関連事業に経営資源を集中することとし、同事業の営業活動を縮小することから、同社の米国におけ

る主要な役割が終了し、解散を決議するに至りました。 

 

(1) 美容健康関連事業 

 当事業は、家庭用美容健康機器(フェイスケア・ボディケア等)の研究・開発、製造、仕入販売、化粧品の

仕入販売及び生活雑貨等の仕入販売を行っております。当事業は、販売チャネルの違いにより大きく以下の

3 つに区分されます。 

① 通販部門 

CSショッピング専用チャンネル及び地上波テレビ局による通信販売事業者経由での販売、カタログ通販

会社向け販売、インターネット専売業者向け販売 

② 店販部門 

大型家電量販店、バラエティショップや生活雑貨店等への卸売販売 

③ 直販部門 

インフォマーシャル(*１)やWeb等を用いた個人消費者への直接販売 

(*１) インフォマーシャルは、インフォメーションとコマーシャルを合わせた造語であり、欧米で登場

したテレビショッピングの手法です。通常１アイテムを20～30分程度かけて紹介します。また、１

アイテムを１～２分程度で紹介するスポット広告と連動させることで高い販促効果が得られると

言われています。 

 

(主な関係会社)当社、LABO WELL 株式会社及び LABOWELL CORPORATION 

 

(2) 先端電子関連事業 

当事業は、先端電子機器(検査装置及び生産設備機器)の輸入販売をしております。主な販路は、国内大手

半導体メーカーであります。 

 

(主な関係会社)当社及び LABOWELL CORPORATION 
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[事業の系統図] 

 

以上述べた事項を事業系統図によって示すと次のとおりであります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

製品・商品

製品・商品 製品・商品

製品・商品

商品 製品・商品

市場調査 商品

製品・商品 商品

商品

一般顧客

販売先

連結子会社（LABO WELL株式会社）

当社

連結子会社（LABOWELL CORPORATION）

仕入先・製造委託先
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３．経営方針 

(1) 会社の経営の基本方針 

当社グループは、「“エステ発想のヤーマン”として、お客様の美と健康に対する向上心を充足するた

めに、先端技術に裏づけられた“志”ある商品を提供する」という経営理念のもと、お客様のために今

自分ができること・すべきことを全社員が常に意識し、研究開発活動、製品・商品のご提供、そしてお

問い合わせ応対に取り組んでおります。 

また、当社のスローガンは「Do What You Love！（好きなこと・得意なことをしましょう！）」であり、

自分が好きなこと・得意なことに対して、自分が納得いくまでとことん取り組むことにより社員それぞ

れが強みを活かし、お互いに弱みをカバーしあうことで高付加価値な製品・商品の提供、効果的な販売

戦略が実現し、結果として企業グループ価値の向上、株主の皆様の長期的な利益につながるものと考え

ております。 

 

(2) 目標とする経営指標 

当社グループは、経営基盤の強化の観点から、毎期、安定的に売上高、売上総利益を計上し、長期的

に利益率の向上を図ることで株主利益の確保につなげ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、「美容健康機器業界のデファクトスタンダードを確立する」を中期経営戦略としてお

ります。その実現のために、以下の取り組みを実践しております。 

① ヤーマンのブランド確立 

当社グループは、長年、プロの業務用機器開発を手がけ、美容健康機器オンリーメーカーとして蓄積

したデータ、仕入商品の精査により培ったノウハウ・技術力により可能になった“エステ発想”を全面

に打ち出すことで他社と一線を画す独自ブランドの構築を図っております。 

②ロイヤルカスタマーの獲得 

直接販売の大幅躍進により蓄積された、ロイヤルカスタマーとなる顧客情報を活用することにより、

今後の二次・三次販売展開を図っております。 

トータルフェイスケアを目的とした製品・商品を販売し、美容機器と美容機器用基礎化粧品のリピー

ターを創出し、売上の拡大を図っております。 

③ 独創性のある魅力的な製品の開発・開拓 

研究開発体制の強化(人員補強・環境整備)により引き続き新技術開発を行い、積極的な製品開発によ

り得られた既存特許技術を今まで以上に応用することで、より効果的な当社グループにしかできない製

品の提供を目指しております。 

また、社長直轄の商品開拓チームを新設することにより、情報収集の効率化及び意思決定の迅速化を

図っております。 

 

(4) 会社の対処すべき課題 

 ① 安全・安心な製品・商品の提供 

 美容健康業界自体は数十年前からわが国に存在するものの、業界内には多数のメーカー、取扱業者が玉

石混淆しており、安価なだけで安全性、安心感の必ずしも高くない商品、品質に見合わない高額な商品な

ども少なからずあったのではないかと思われます。当社グループは、美容健康業界のデファクトスタンダ

ードたる立場を目指し、またメーカーとして製品に対する責任を十分に果たすことができる、消費者の皆

様に安心して製品・商品を購買しご利用いただける企業として美容健康の分野で幅広く事業を展開してま

いります。ヤーマンの製品・商品であれば満足できる、ヤーマンの製品・商品であれば安全・安心である、

ヤーマンの製品・商品ならその金額は妥当だ、という評価が得られるよう、消費者の皆様が満足感を得ら

れる安全・安心な製品・商品を、適正な価格で提供していくことを最重要テーマとして進めてまいります。 

  

ヤーマン㈱（6630）平成22年４月期決算短信

- 9 -



 

 
 

② コールセンターの拡充 

 そのために、まずコールセンターの拡充に注力してまいります。製品・商品を売りっぱなしにするので

はなく、販売した後のお客様に対するケアについても十分に行っていくことにより、製品・商品に対する

不満を解消し、お客様のニーズを的確に把握して顧客満足のさらなる向上を目指してまいります。一般的

にコールセンターでは主として受注業務が行われておりますが、当社コールセンターではカウンセリング

業務を主とし、お客様の安心感を高めて頂くとともに、当社の製品開発・商品開拓にも活かしていくこと

が重要だと考えております。 

 

③ リピート戦略の展開 

 次に、継続した売上成長、安定した利益計上のためには、直販部門において新規顧客を獲得するだけで

なく、一度ご購入頂いたお客様にリピーターとして再度関連商品や別の商品をご購入頂くことが重要とな

ります。本来、当社で取り扱っている製品・商品群には一度購入すると再度購入頂くことはあまりないと

考えられるものも多く含まれておりますが、当社が美容健康分野でのデファクトスタンダード企業と位置

付けられ、美容健康製品・商品を買うならヤーマンと言われるような高い知名度を得ることができるよう

になれば、一度購入した製品・商品群を超えて別の製品・商品をリピート購入頂くケースが増えてまいり

ます。そのために、安心感の醸成だけでなく、知名度の向上を目的の一つとして、ジャスダック証券取引

所への上場を果たしました。今後はさらにブランド価値を高めるよう製品・商品の品質向上に尽力すると

ともに、効果的な広告宣伝活動を積極的に行い、高い成長を維持できる体質づくりに取り組んでまいりま

す。 
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4.【連結財務諸表】 
(1)【連結貸借対照表】 

(単位：千円)

前連結会計年度 
(平成21年４月30日) 

当連結会計年度 
(平成22年４月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 4,049,844 4,980,476 

受取手形及び売掛金 1,761,918 2,140,515 

有価証券 － 50,005 

たな卸資産 2,535,208 － 

商品及び製品 － 2,696,542 

仕掛品 － 74,126 

原材料及び貯蔵品 － 278,313 

繰延税金資産 92,611 123,391 

その他 205,003 296,856 

貸倒引当金 △24,299 △35,610 

流動資産合計 8,620,288 10,604,617 

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 104,085 ※1  127,521 

機械装置及び運搬具（純額） 16,460 35,510 

土地 346,393 ※1  346,393 

リース資産（純額） 15,255 39,288 

建設仮勘定 8,996 1,884 

その他（純額） 17,477 22,195 

有形固定資産合計 508,667 ※2  572,791 

無形固定資産   

リース資産 23,374 17,841 

その他 153,432 199,328 

無形固定資産合計 176,806 217,169 

投資その他の資産   

投資有価証券 12,738 16,868 

繰延税金資産 8,912 4,924 

その他 103,649 130,613 

投資その他の資産合計 125,300 152,406 

固定資産合計 810,773 942,367 

資産合計 9,431,062 11,546,985 
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(単位：千円)

前連結会計年度 
(平成21年４月30日) 

当連結会計年度 
(平成22年４月30日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 1,271,974 ※1  1,337,603 

1年内返済予定の長期借入金 1,029,393 ※1  833,964 

1年内償還予定の社債 548,000 205,000 

リース債務 9,227 15,180 

未払金 1,426,863 1,493,294 

未払法人税等 280,689 548,084 

賞与引当金 25,000 25,000 

返品調整引当金 130,510 140,676 

その他 101,869 113,541 

流動負債合計 4,823,529 4,712,345 

固定負債   

社債 590,000 385,000 

長期借入金 1,515,268 ※1  1,447,713 

リース債務 32,501 46,671 

その他 5,495 1,440 

固定負債合計 2,143,264 1,880,826 

負債合計 6,966,794 6,593,171 

純資産の部   

株主資本   

資本金 1,000,000 1,813,796 

資本剰余金 499,999 1,313,795 

利益剰余金 982,339 1,835,270 

株主資本合計 2,482,338 4,962,862 

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △1,661 598 

為替換算調整勘定 △16,408 △9,647 

評価・換算差額等合計 △18,070 △9,049 

純資産合計 2,464,268 4,953,813 

負債純資産合計 9,431,062 11,546,985 
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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20年５月１日 

 至 平成21年４月30日) 

当連結会計年度 
(自 平成21年５月１日 

 至 平成22年４月30日) 

売上高 16,013,493 19,115,608 

売上原価 6,570,139 ※1  7,067,754 

売上総利益 9,443,353 12,047,853 

返品調整引当金戻入額 66,448 130,510 

返品調整引当金繰入額 130,510 140,676 

差引売上総利益 9,379,291 12,037,688 

販売費及び一般管理費   

広告宣伝費 4,740,942 6,184,515 

業務委託費 870,537 1,060,786 

貸倒引当金繰入額 － 11,311 

給料及び手当 487,092 525,959 

賞与 14,762 17,075 

賞与引当金繰入額 25,000 25,000 

退職給付費用 7,833 9,518 

減価償却費 30,832 43,164 

研究開発費 113,007 ※2  130,326 

その他 2,026,936 2,359,333 

販売費及び一般管理費合計 8,316,942 10,366,991 

営業利益 1,062,349 1,670,696 

営業外収益   

受取利息 7,746 4,158 

受取配当金 41 383 

金融派生商品収益 81,347 － 

債務勘定整理益 12,363 － 

その他 4,346 2,861 

営業外収益合計 105,844 7,403 

営業外費用   

支払利息 108,702 81,952 

融資手数料 36,974 13,874 

上場関連費用 － 23,924 

その他 40,410 28,291 

営業外費用合計 186,088 148,043 

経常利益 982,105 1,530,057 
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(単位：千円)

前連結会計年度 
(自 平成20年５月１日 
 至 平成21年４月30日) 

当連結会計年度 
(自 平成21年５月１日 
 至 平成22年４月30日) 

特別利益   

貸倒引当金戻入額 743 － 

特別利益合計 743 － 

特別損失   

固定資産除却損 5,777 ※3  12,932 

たな卸資産評価損 234,372 － 

投資有価証券評価損 3,259 － 

割増退職金 63,266 － 

特別損失合計 306,676 12,932 

税金等調整前当期純利益 676,173 1,517,124 

法人税、住民税及び事業税 356,215 685,895 

法人税等調整額 △33,328 △21,702 

法人税等合計 322,887 664,193 

当期純利益 353,285 852,931 
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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20年５月１日 

 至 平成21年４月30日) 

当連結会計年度 
(自 平成21年５月１日 
 至 平成22年４月30日) 

株主資本   

資本金   

前期末残高 500,000 1,000,000 

当期変動額   

新株の発行 － 813,796 

優先株式の発行 500,000 － 

当期変動額合計 500,000 813,796 

当期末残高 1,000,000 1,813,796 

資本剰余金   

前期末残高 － 499,999 

当期変動額   

新株の発行 － 813,796 

優先株式の発行 499,999 － 

当期変動額合計 499,999 813,796 

当期末残高 499,999 1,313,795 

利益剰余金   

前期末残高 679,053 982,339 

当期変動額   

剰余金の配当 △50,000 － 

当期純利益 353,285 852,931 

当期変動額合計 303,285 852,931 

当期末残高 982,339 1,835,270 

株主資本合計   

前期末残高 1,179,053 2,482,338 

当期変動額   

新株の発行 － 1,627,593 

優先株式の発行 999,999 － 

剰余金の配当 △50,000 － 

当期純利益 353,285 852,931 

当期変動額合計 1,303,284 2,480,524 

当期末残高 2,482,338 4,962,862 
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(単位：千円)

前連結会計年度 
(自 平成20年５月１日 

 至 平成21年４月30日) 

当連結会計年度 
(自 平成21年５月１日 
 至 平成22年４月30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 2,781 △1,661 

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △4,443 2,259 

当期変動額合計 △4,443 2,259 

当期末残高 △1,661 598 

為替換算調整勘定   

前期末残高 △5,229 △16,408 

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △11,179 6,761 

当期変動額合計 △11,179 6,761 

当期末残高 △16,408 △9,647 

評価・換算差額等合計   

前期末残高 △2,447 △18,070 

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △15,622 9,021 

当期変動額合計 △15,622 9,021 

当期末残高 △18,070 △9,049 

純資産合計   

前期末残高 1,176,605 2,464,268 

当期変動額   

新株の発行 － 1,627,593 

優先株式の発行 999,999 － 

剰余金の配当 △50,000 － 

当期純利益 353,285 852,931 

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △15,622 9,021 

当期変動額合計 1,287,662 2,489,545 

当期末残高 2,464,268 4,953,813 
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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20年５月１日 

 至 平成21年４月30日) 

当連結会計年度 
(自 平成21年５月１日 
 至 平成22年４月30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 676,173 1,517,124 

減価償却費 66,302 87,390 

貸倒引当金の増減額（△は減少） △743 11,311 

賞与引当金の増減額（△は減少） 2,500 － 

返品調整引当金の増減額（△は減少） 64,062 10,165 

受取利息及び受取配当金 △7,787 △4,542 

支払利息 108,702 81,952 

為替差損益（△は益） 18,520 3,077 

金融派生商品収益 △81,347 － 

固定資産除却損 5,777 12,932 

投資有価証券評価損益（△は益） 3,259 － 

割増退職金 63,266 － 

売上債権の増減額（△は増加） △99,338 △384,495 

たな卸資産の増減額（△は増加） △34,565 △513,767 

仕入債務の増減額（△は減少） 51,503 △31,495 

未払金の増減額（△は減少） 632,983 51,158 

その他 △28,356 74,317 

小計 1,440,912 915,128 

利息及び配当金の受取額 7,876 4,624 

利息の支払額 △113,669 △83,944 

法人税等の支払額 △189,210 △445,660 

割増退職金の支払額 △63,266 － 

営業活動によるキャッシュ・フロー 1,082,641 390,148 

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 △49,571 △74,364 

無形固定資産の取得による支出 △63,455 △105,652 

差入保証金の回収による収入 66,160 － 

定期預金の預入による支出 △814,313 △644,623 

定期預金の払戻による収入 823,179 644,313 

金融派生商品の解約による支出 △389,149 － 

その他 8,526 △33,465 

投資活動によるキャッシュ・フロー △418,623 △213,792 
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(単位：千円)

前連結会計年度 
(自 平成20年５月１日 
 至 平成21年４月30日) 

当連結会計年度 
(自 平成21年５月１日 

 至 平成22年４月30日) 

財務活動によるキャッシュ・フロー   

短期借入れによる収入 100,000 － 

短期借入金の返済による支出 △134,800 － 

長期借入れによる収入 1,150,000 1,000,000 

長期借入金の返済による支出 △1,727,017 △1,262,983 

社債の発行による収入 350,000 － 

社債の償還による支出 △343,000 △548,000 

リース債務の返済による支出 △5,922 △9,648 

株式の発行による収入 999,999 1,627,593 

配当金の支払額 △50,000 － 

財務活動によるキャッシュ・フロー 339,258 806,961 

現金及び現金同等物に係る換算差額 △23,173 △2,990 

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 980,103 980,326 

現金及び現金同等物の期首残高 2,425,428 3,405,531 

現金及び現金同等物の期末残高 3,405,531 ※1  4,385,858 
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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。 
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(6) 連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項 
 

項目 
当連結会計年度 

(自  平成21年５月１日 
至  平成22年４月30日) 

１  連結の範囲に関する

事項 
すべての子会社を連結しております。 

連結子会社の数 ２社 

連結子会社の名称 

LABO WELL 株式会社 

LABOWELL CORPORATION 

２  持分法の適用に関す

る事項 
該当事項はありません。 

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、LABOWELL CORPORATIONの決算日は、１月31日であり

ます。 

連結財務諸表の作成にあたっては、同日現在の財務諸表を作成し、連結決

算日との間に生じ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 

期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） 

時価のないもの 

移動平均法による原価法 

 ② デリバティブ取引により生ずる債権及び債務 

時価法 

 ③ たな卸資産 

ａ 商品、製品、原材料、仕掛品 

主として総平均法による原価法（貸借対照表価額については、収益

性の低下に基づく簿価切下げの方法により算定） 

 ｂ 貯蔵品 

最終仕入原価法（貸借対照表価額については、収益性の低下に基づ

く簿価切下げの方法により算定） 

(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（リース資産を除く） 

定率法によっております。但し、当社及び国内連結子会社は、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

法を採用しております。 

なお、主な耐用年数は次のとおりであります。 

建物    10～50年 

機械及び装置  ２～17年 

 ② 無形固定資産（リース資産を除く） 

定額法によっております。 

なお、ソフトウエア（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。 
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項目 
当連結会計年度 

(自  平成21年５月１日 
至  平成22年４月30日) 

  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。 

なお、所有権移転外ファイナンス・リース取引のうち、リース取引

開始日が平成20年４月30日以前のリース取引については、通常の賃貸

借取引に係る方法に準じた会計処理によっております。 

(3) 重要な引当金の計上

基準 

① 貸倒引当金 

当社及び国内連結子会社は、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。 

 ② 賞与引当金 

当社は、従業員への賞与の支給に充てるため、支給見込額のうち当連

結会計年度の負担額を計上しております。 

 ③ 返品調整引当金 

当社は、連結会計年度末日後の返品による損失に備えるため、過去の

返品実績等に基づき、将来の返品による損失見込額を計上しておりま

す。 

(4) 重要なヘッジ会計の

方法 

① ヘッジ会計の方法 

繰延ヘッジ会計を採用しております。なお、金利スワップについては、

特例処理の要件を充たしている場合には特例処理を採用しております。 

 ② ヘッジ手段とヘッジ対象 

ヘッジ手段・・・金利スワップ 

ヘッジ対象・・・借入金利息 

 ③ ヘッジ方針 

借入金の金利変動リスクをヘッジすることを目的として行っており

ます。 

 ④ ヘッジ有効性評価の方法 

ヘッジ対象とヘッジ手段の相場変動又はキャッシュ・フロ－変動を直

接結び付けてヘッジ有効性を評価しております。なお、特例処理を採用

しているものについては、その判定をもってヘッジの有効性の判定に代

えております。 

(5) その他連結財務諸表

作成のための重要な

事項 

消費税及び地方消費税の会計処理 

税抜方式によっております。 
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項目 
当連結会計年度 

(自  平成21年５月１日 

 至  平成22年４月30日) 

５  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。 

６  のれん及び負ののれ

ん償却に関する事項 
のれん及び負ののれんの償却については、個別案件ごとに判断し、20年

以内の合理的な年数で均等償却しております。その他合理的な年数が見積

もれないものは５年間で均等償却しております。 

ただし、金額が僅少である場合には、発生時に一括償却しております。 

７  連結キャッシュ・フ

ロ－計算書における

資金の範囲 

手許現金、随時引出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ヶ月以内に償還

期限の到来する短期投資からなっております。 

 

(7)  表示方法の変更 

 
当連結会計年度 

(自  平成21年５月１日 

 至  平成22年４月30日) 

(連結貸借対照表) 

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、連結貸借対照表の明瞭性を

高めるため、当連結会計年度から「商品及び製品」「仕掛品」「原材料及び貯蔵品」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」「仕掛品」「原材料及び

貯蔵品」は、それぞれ2,361,306千円、35,504千円、138,397千円であります。 
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(8) 連結財務諸表に関する注記事項 
(連結貸借対照表関係) 

 
当連結会計年度 

(平成22年４月30日) 

※１ 担保に供している資産及び担保に係る債務は次のとおりであります。 
(1) 担保に供している資産 

建物 90,733 千円 

土地 288,890 千円 

  計 379,624 千円 

   

(2) 担保に係る債務 

支払手形（信用状） 81,651 千円 

1 年内返済予定の長期借入金 308,854 千円 

長期借入金 570,855 千円 

  計 961,361 千円 

   
※２ 有形固定資産の減価償却累計額     187,145千円 
 
   
 

(連結損益計算書関係) 

 
当連結会計年度 

(自  平成21年５月１日 
  至  平成22年４月30日) 

※１ 通常の販売目的で保有するたな卸資産の収益性の低下による簿価切下額（△は戻入額） 

売上原価  △39,108 千円 

   

※２ 一般管理費に含まれる研究開発費は、130,326 千円であります。 

 

※３ 固定資産除却損の内訳 

建物 800千円  

無形固定資産その他 
(知的財産権仮勘定) 

12,131千円  

 計 12,932千円 
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(連結株主資本等変動計算書関係) 

当連結会計年度（自  平成21年５月１日  至  平成22年４月30日） 

１  発行済株式に関する事項 

株式の種類 
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) 

普通株式(注)１ 1,000,000 1,917,444 － 2,917,444 

Ａ種優先株式(注)２ 222,222 － 222,222 － 

合計 1,222,222 1,917,444 222,222 2,917,444 

(注)１ 普通株式の発行済株式総数の増加1,917,444株は、平成21年8月20日付のＡ種優先株式の株主への普通

株式の交付による増加222,222株、平成21年9月15日付で1株につき2株の割合をもって株式分割を行っ

たことによる増加1,222,222株及び平成21年12月22日を払込期日とする公募による株式発行による増

加473,000株であります。 

２ Ａ種優先株式の発行済株式総数の減少222,222株は、平成21年8月20日付でＡ種優先株式の取得条項を

行使して取得し、消却したことによるものであります。  

 

２  自己株式に関する事項 

該当事項はありません。 

 

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 

該当事項はありません。 

(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 

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7月29日 
定時株主総会 

普通株式  利益剰余金 134,202  46 平成22年4月30日 平成22年７月30日 

 

(連結キャッシュ・フロー計算書関係) 

 
当連結会計年度 

(自  平成21年５月１日 
  至  平成22年４月30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 

現金及び預金勘定 4,980,476千円 

預入期間が３ヶ月超の定期預金 △644,623千円 

価格変動リスクの僅少な有価証券 50,005千円 

現金及び現金同等物 4,385,858千円 
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(セグメント情報) 

【事業の種類別セグメント情報】 

当連結会計年度（自  平成21年５月１日  至  平成22年４月30日） 

美容健康関連事業の売上高、営業損益及び資産の金額は、全セグメントの売上高の合計、営業損益及び全セ

グメント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。 

 

【所在地別セグメント情報】 

当連結会計年度（自  平成21年５月１日  至  平成22年４月30日） 

本邦の売上高及び資産の金額は、全セグメントの売上高の合計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、所在地別セグメント情報の記載を省略しております。 

 

【海外売上高】 

当連結会計年度（自  平成21年５月１日  至  平成22年４月30日） 

海外売上高は、いずれも連結売上高の10％未満であるため、海外売上高の記載を省略しております。 

 

(１株当たり情報) 
 

当連結会計年度 
(自  平成21年５月１日 

  至  平成22年４月30日) 

１株当たり純資産額 1,698円00銭 

１株当たり当期純利益金額 326円43銭 

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、潜在株式が存在しないため記

載しておりません。 

 

(注)  算定上の基礎 

１ １株当たり純資産額 

 

項目 
当連結会計年度末 
(平成22年４月30日) 

純資産の部の合計額（千円） 4,953,813 

純資産の部の合計額から控除する金額（千円） － 

普通株式に係る期末の純資産額（千円） 4.953,813 

1株当たり純資産額の算定に用いられた期末普通株式の数（千株） 2,917 

 

２  １株当たり当期純利益金額 

項目 
当連結会計年度 

(自  平成21年５月１日 
  至  平成22年４月30日) 

当期純利益（千円） 852,931 

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） 852,931 

普通株式の期中平均株式数（千株） 2,612 

 

３ 当社は、平成21年９月15日付で普通株式１株につき２株の割合をもって株式分割をしております。また、

平成21年８月20日付でＡ種優先株式の全部について取得条項を行使し、その取得と引換にＡ種優先株式の

株主に普通株式を交付するとともに、同日付で自己株式を消却いたしました。なお、Ａ種優先株式は普通

株式と同等の株式として取扱っております。 
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（記載の省略） 

リース取引、関連当事者との取引、税効果会計、金融商品、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、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ます。 

 

(重要な後発事象) 

該当事項はありません。 
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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21年４月30日) 

当事業年度 
(平成22年４月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 3,888,394 4,874,714 

受取手形 267,260 219,628 

売掛金 1,525,132 1,930,034 

有価証券 － 50,005 

商品及び製品 2,302,455 2,596,404 

仕掛品 35,504 74,126 

原材料及び貯蔵品 138,397 278,313 

前渡金 88,061 180,590 

前払費用 38,775 50,452 

繰延税金資産 87,772 120,200 

その他 72,455 38,135 

貸倒引当金 △24,734 △35,873 

流動資産合計 8,419,475 10,376,733 

固定資産   

有形固定資産   

建物（純額） 103,448 127,012 

構築物（純額） 636 508 

機械及び装置（純額） 13,512 33,437 

車両運搬具（純額） 1,722 1,004 

工具、器具及び備品（純額） 17,404 22,152 

土地 346,393 346,393 

リース資産（純額） 15,255 39,288 

建設仮勘定 8,996 1,884 

有形固定資産合計 507,369 571,680 

無形固定資産   

特許権 44,045 37,497 

ソフトウエア 41,532 64,354 

リース資産 23,374 17,841 

その他 67,652 96,823 

無形固定資産合計 176,604 216,516 

投資その他の資産   

投資有価証券 12,738 16,868 

関係会社株式 112,247 112,247 

長期前払費用 9,238 2,734 

繰延税金資産 8,912 4,924 

その他 93,084 126,549 

投資その他の資産合計 236,221 263,325 

固定資産合計 920,195 1,051,523 

資産合計 9,339,670 11,428,256 
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(単位：千円)

前事業年度 
(平成21年４月30日) 

当事業年度 
(平成22年４月30日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形 565,982 699,770 

買掛金 696,333 588,195 

1年内返済予定の長期借入金 1,029,393 833,964 

1年内償還予定の社債 548,000 205,000 

リース債務 9,227 15,180 

未払金 1,424,431 1,482,878 

未払費用 34,362 30,629 

未払法人税等 243,428 543,950 

前受金 35,722 29,727 

預り金 12,071 9,153 

賞与引当金 25,000 25,000 

返品調整引当金 130,510 140,676 

子会社整理損失引当金 － 10,320 

その他 12,733 39,666 

流動負債合計 4,767,197 4,654,111 

固定負債   

社債 590,000 385,000 

長期借入金 1,515,268 1,447,713 

リース債務 32,501 46,671 

その他 4,857 1,143 

固定負債合計 2,142,626 1,880,529 

負債合計 6,909,823 6,534,641 

純資産の部   

株主資本   

資本金 1,000,000 1,813,796 

資本剰余金   

資本準備金 499,999 1,313,795 

資本剰余金合計 499,999 1,313,795 

利益剰余金   

利益準備金 61,792 61,792 

その他利益剰余金   

別途積立金 5,500 5,500 

繰越利益剰余金 864,217 1,698,133 

利益剰余金合計 931,509 1,765,425 

株主資本合計 2,431,508 4,893,017 

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △1,661 598 

評価・換算差額等合計 △1,661 598 

純資産合計 2,429,846 4,893,615 

負債純資産合計 9,339,670 11,428,256 
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(2)【損益計算書】 

(単位：千円)

前事業年度 
(自 平成20年５月１日 

 至 平成21年４月30日) 

当事業年度 
(自 平成21年５月１日 

 至 平成22年４月30日) 

売上高   

美容健康関連事業売上高 15,334,969 18,649,004 

先端電子関連事業売上高 350,031 155,974 

売上高合計 15,685,000 18,804,979 

売上原価   

美容健康関連事業売上原価 6,178,527 6,796,615 

先端電子関連事業売上原価 218,843 85,227 

売上原価合計 6,397,371 6,881,842 

売上総利益 9,287,629 11,923,136 

返品調整引当金戻入額 66,448 130,510 

返品調整引当金繰入額 130,510 140,676 

差引売上総利益 9,223,567 11,912,971 

販売費及び一般管理費   

広告宣伝費 4,722,202 6,157,651 

業務委託費 864,408 1,054,702 

貸倒引当金繰入額 － 11,139 

給料及び手当 467,395 509,562 

賞与 14,762 17,075 

賞与引当金繰入額 25,000 25,000 

退職給付費用 7,712 9,408 

減価償却費 30,478 42,922 

研究開発費 121,581 128,528 

その他 2,000,123 2,321,279 

販売費及び一般管理費合計 8,253,664 10,277,271 

営業利益 969,902 1,635,699 

営業外収益   

受取利息 6,970 3,687 

受取配当金 41 383 

金融派生商品収益 81,347 － 

業務委託料収入 12,000 12,000 

債務勘定整理益 12,363 － 

その他 4,050 2,293 

営業外収益合計 116,773 18,364 

営業外費用   

支払利息 93,279 69,642 

社債利息 13,634 11,826 

社債発行費 5,803 － 

融資手数料 36,974 13,874 

為替差損 13,734 8,283 

上場関連費用 － 23,924 

その他 24,499 17,984 

営業外費用合計 187,925 145,536 

経常利益 898,751 1,508,527 
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(単位：千円)

前事業年度 
(自 平成20年５月１日 
 至 平成21年４月30日) 

当事業年度 
(自 平成21年５月１日 
 至 平成22年４月30日) 

特別利益   

貸倒引当金戻入額 362 － 

特別利益合計 362 － 

特別損失   

固定資産除却損 7,572 12,932 

たな卸資産評価損 231,750 － 

投資有価証券評価損 3,259 － 

割増退職金 63,266 － 

子会社整理損失引当金繰入額 － 10,320 

特別損失合計 305,848 23,252 

税引前当期純利益 593,264 1,485,274 

法人税、住民税及び事業税 318,595 681,349 

法人税等調整額 △29,738 △29,991 

法人税等合計 288,856 651,358 

当期純利益 304,408 833,916 
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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５月１日 

 至 平成21年４月30日) 

当事業年度 
(自 平成21年５月１日 
 至 平成22年４月30日) 

株主資本   

資本金   

前期末残高 500,000 1,000,000 

当期変動額   

新株の発行 － 813,796 

優先株式の発行 500,000 － 

当期変動額合計 500,000 813,796 

当期末残高 1,000,000 1,813,796 

資本剰余金   

資本準備金   

前期末残高 － 499,999 

当期変動額   

新株の発行 － 813,796 

優先株式の発行 499,999 － 

当期変動額合計 499,999 813,796 

当期末残高 499,999 1,313,795 

資本剰余金合計   

前期末残高 － 499,999 

当期変動額   

新株の発行 － 813,796 

優先株式の発行 499,999 － 

当期変動額合計 499,999 813,796 

当期末残高 499,999 1,313,795 

利益剰余金   

利益準備金   

前期末残高 56,792 61,792 

当期変動額   

剰余金の配当 5,000 － 

当期変動額合計 5,000 － 

当期末残高 61,792 61,792 

その他利益剰余金   

別途積立金   

前期末残高 5,500 5,500 

当期末残高 5,500 5,500 

繰越利益剰余金   

前期末残高 614,808 864,217 

当期変動額   

剰余金の配当 △55,000 － 

当期純利益 304,408 833,916 

当期変動額合計 249,408 833,916 

当期末残高 864,217 1,698,133 
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(単位：千円)

前事業年度 
(自 平成20年５月１日 
 至 平成21年４月30日) 

当事業年度 
(自 平成21年５月１日 
 至 平成22年４月30日) 

利益剰余金合計   

前期末残高 677,100 931,509 

当期変動額   

剰余金の配当 △50,000 － 

当期純利益 304,408 833,916 

当期変動額合計 254,408 833,916 

当期末残高 931,509 1,765,425 

株主資本合計   

前期末残高 1,177,100 2,431,508 

当期変動額   

新株の発行 － 1,627,593 

優先株式の発行 999,999 － 

剰余金の配当 △50,000 － 

当期純利益 304,408 833,916 

当期変動額合計 1,254,407 2,461,509 

当期末残高 2,431,508 4,893,017 

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金   

前期末残高 2,781 △1,661 

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △4,443 2,259 

当期変動額合計 △4,443 2,259 

当期末残高 △1,661 598 

評価・換算差額等合計   

前期末残高 2,781 △1,661 

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △4,443 2,259 

当期変動額合計 △4,443 2,259 

当期末残高 △1,661 598 

純資産合計   

前期末残高 1,179,882 2,429,846 

当期変動額   

新株の発行 － 1,627,593 

優先株式の発行 999,999 － 

剰余金の配当 △50,000 － 

当期純利益 304,408 833,916 

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △4,443 2,259 

当期変動額合計 1,249,964 2,463,769 

当期末残高 2,429,846 4,893,615 
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 (4) 継続企業の前提に関する事項 

該当事項はありません。 
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６．その他 

(1）役員の異動 

開示内容が定まった時点で開示いたします。 

 

(2）生産、受注及び販売の状況 

 

 ① 生産実績 

当連結会計年度の生産実績は、次のとおりであります。 

事業の種類別セグメントの名称  生産高(千円)  前年同期比(%)  

美容健康関連事業 2,640,147 △11.6  

合計 2,640,147 △11.6  

(注) １ 金額は、販売価格によっております。 

２ 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

 
② 商品仕入実績 

当連結会計年度における商品仕入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  商品仕入高(千円)  前年同期比(%)  

美容健康関連事業 5,910,677 22.6  

先端電子関連事業 84,922 △60.4  

合計 5,995,600 20.9  

(注) １ セグメント間取引については、相殺消去しております。 

２ 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

 
③ 受注実績 

該当事項はありません。 

 

④ 販売実績 

当連結会計年度における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  販売高(千円)  前年同期比(%)  

美容健康関連事業 18,959,634 21.0  

先端電子関連事業 155,974 △55.4  

合計 19,115,608 19.4  

(注)１ セグメント間取引については、相殺消去しております。 

２ 主な相手先別の販売実績及び当該販売実績の総販売実績に対する割合 

 

相手先 
当連結会計年度 

販売高（千円） 割合（％） 

小泉成器㈱ 2,236,825 11.7 

３ 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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