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1.  22年7月期の連結業績（平成21年8月1日～平成22年7月31日） 

 

(2) 連結財政状態 

 

(3) 連結キャッシュ・フローの状況 

  

(1) 連結経営成績 （％表示は対前期増減率）

売上高 営業利益 経常利益 当期純利益
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

22年7月期 31,789 22.7 8,370 54.9 8,376 55.4 4,699 54.2
21年7月期 25,899 19.8 5,403 41.6 5,391 41.0 3,046 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 ％ ％ ％

22年7月期 17,365.76 17,344.76 34.1 45.6 26.3
21年7月期 11,208.43 11,185.38 27.9 37.8 20.9

（参考） 持分法投資損益 22年7月期  ―百万円 21年7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7月期 21,519 15,741 73.2 58,155.35
21年7月期 15,252 11,779 77.2 43,540.94

（参考） 自己資本   22年7月期  15,741百万円 21年7月期  11,779百万円

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7月期 6,583 △452 △712 10,735
21年7月期 2,802 △674 △1,391 5,330

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7月期 ― ― ― 2,700.00 2,700.00 730 24.1 6.7
22年7月期 ― ― ― 3,200.00 3,200.00 866 18.4 6.3

23年7月期 
（予想）

― ― ― 3,300.00 3,300.00 16.9

3.  23年7月期の連結業績予想（平成22年8月1日～平成23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

17,160 13.8 4,530 5.9 4,530 6.1 2,500 4.1 9,235.90

通期 36,000 13.2 9,600 14.7 9,600 14.6 5,270 12.1 19,469.27
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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  
(注)詳細は6ページ「企業集団の状況」をご覧下さい。 

(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） 

（注）詳細は14ページ「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更」をご覧下さい。 

(3) 発行済株式数（普通株式） 

（注）1株当たり当期純利益（連結）の算定の基礎となる株式数については、17ページ「1株当たり情報」をご覧下さい。 

① 会計基準等の改正に伴う変更 有

② ①以外の変更 無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 22年7月期 280,496株 21年7月期 280,348株

② 期末自己株式数 22年7月期  9,813株 21年7月期  9,813株

（参考）個別業績の概要 

1.  22年7月期の個別業績（平成21年8月1日～平成22年7月31日） 

 

(2) 個別財政状態 

  

(1) 個別経営成績 （％表示は対前期増減率）

売上高 営業利益 経常利益 当期純利益
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

22年7月期 31,365 23.3 8,362 54.9 8,354 55.5 4,688 63.1
21年7月期 25,436 21.6 5,398 41.3 5,371 39.2 2,874 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

22年7月期 17,326.10 17,305.14
21年7月期 10,573.66 10,551.92

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7月期 21,572 15,807 73.3 58,399.95
21年7月期 15,312 11,836 77.3 43,753.05

（参考） 自己資本 22年7月期  15,807百万円 21年7月期  11,836百万円

※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、海外の新興国市場の回復を背景に、輸出関連企業に業績回復の兆しが見ら

れましたが、円高が一層進行したことによる企業業績への影響が懸念され始めるとともに、国内ではデフレ傾向はい

まだ継続しており、消費や雇用環境は低迷が続く先行き不透明な状況で推移しました。 

 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３年目として、中期計画の 終利益目標を達成すべ

く、ブランドの育成と顧客層の拡大に向けた施策を積極的に展開してまいりました。 

 国内においては、通信販売が好調に推移いたしました。お客様へのサービスを向上させることで、既存のお客様の

購入回数が増加すると同時に、引き続き40歳以上の新規のお客様を獲得する施策を強化することで、40歳台のお客様

のみならず、50歳台以上のお客様のご購入が増加し、売上高が大きく伸長いたしました。また比較的高い年齢層のお

客様が増加したことにより、健康食品の需要が高まり、主に定期配送サービスで健康食品をご購入されるお客様が増

加し、安定的な売上高の拡大にも繋がりました。こうしたことにより、通信販売の売上高は18,167百万円となり、前

年同期と比較して30.2％増加しました。 

 対面型店舗販売においては、百貨店に７店舗、GMSに３店舗出店する一方、効率性を重視し、百貨店４店舗、GMS１

店舗を閉店いたしました。百貨店については、百貨店業界の状況が厳しい中、既存顧客の囲い込みに注力した結果、

微増ながらも売上高は伸長いたしました。また、GMSは新規顧客の獲得が順調に推移したため、堅調に売上高を伸ば

すことができました。こうしたことから対面型店舗販売の売上高は4,431百万円となり、前年同期と比較して5.8％増

加しました。 

 卸売販売においては、ドラッグストアへの展開強化とBBパーフェクトクリームの拡販を中心として、売上高の伸長

を図りました。また、生協のカタログ販売に商品を展開するなど新規販路の開拓にも力を入れ、大きく実績を伸ばす

ことが出来ました。更に大手流通企業との共同開発商品の発売といった新たな取り組みも行い、ブランドの強化と売

上高の伸長に効果をもたらすことができました。こうしたことから卸売販売の売上高は8,420百万円となり、前年同

期と比較して18.5％増加しました。 

 海外においては、中心地域である台湾が、成長基調に戻りつつある状況です。特に今期から強化をしているテレビ

ショッピング販路が、順調に売上高を伸ばしている状況であり、主力販路である百貨店とともに、販路の柱とするべ

く、今後は更に強化する計画です。香港においては、中国本土からの旅行者への認知を広げる役割を強化すべくショ

ッピングモールなどでの販売を強化しております。米国においては、効率性を重視していることにより、売上高の伸

長は見られないものの、黒字化を達成し、今後は新規販路の開拓にも着手する見込みです。販売代理店を通して展開

するシンガポール、マレーシア地域は新規店舗を２店舗開店するなど、順調に取引高を増加させております。こうし

たことから海外事業の売上高は769百万円となり、前年同期と比較して18.4％増加しました。 

 利益面においては、通信販売販路を中心として各販路において販売が好調であったこと、新規顧客の獲得を効率的

に行うことができたことにより販売促進費の対売上高比率が低下したことに加え、費用の効率を図り、通信販売の既

存顧客に対する会報誌、ダイレクトメールの発送に関する費用やＩＴシステムに関連する費用などの増加を抑えたた

め、対売上高に対する利益率が大幅に向上いたしました。 

 以上の結果、売上高は 百万円（前年同期比22.7％増）、経常利益は 百万円（前年同期比55.4％増）、

当期純利益は 百万円（前年同期比54.2％増）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、ドクターシーラボブランドでは、既存商品のリニューアルを積極的に行っ

たほか、メイクアップやヘアケア等のスキンケア商品以外の商品の充実も図りました。その中でも、特にアクアコラ

ーゲンゲルシリーズとＢＢパーフェクトクリームが好調に推移しました。アクアコラーゲンゲルシリーズでは、エン

リッチリフトＥＸがお客様のニーズを捉えるとともに積極的なプロモーション活動を行ったことにより、大きく売上

高を伸ばしました。また、200ｇの徳用サイズの種類を増やすとともに冬季と夏季の２度発売したことが、売上高を

押し上げる要因となりました。ＢＢパーフェクトクリームは、リニューアルを行ったことにより全販路で拡販を図る

ことで、特に店頭での販売が好調に推移し、新たな顧客層の開拓にも寄与いたしました。また、テレビインフォマー

シャルやラジオＣＭを通した新規顧客の獲得が順調に推移し、顧客層が拡大するとともに売上高の伸長に繋がりまし

た。 

１．経営成績

31,789 8,376

4,699
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 ラボラボブランドでは、ファーストエイジングケアラインを新たに発売し、ドラッグストアの新規取扱い店舗数を

拡大させました。また、大手流通企業との共同開発商品としてアスタモイスチャーゲルを発売し、売上高の伸長に大

きく貢献しました。 

 ジェノマーブランドは、ファンデーションアイテムを投入したほか、ナイトアップクリームなどの主力商品をリニ

ューアルし、拡販活動を推進しました。また、通信販売でも取扱いを開始したことで、新たな顧客層を獲得し、売上

高が伸長しました。 

 dr.brandtは、新たな取組みとしてテレビショッピングでの取扱いを開始しました。しかし、効率性を考慮し、店

舗を縮小したことにより、売上高は減少しております。 

 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（前年同期比20.9％増）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、定期配送サービスの認知度が向上し、大きく売上高を伸長することがで

きました。また、ラジオＣＭにて青汁をはじめとした健康食品を取扱うことで新たな顧客層を獲得することに注力し

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（前年同期比114.8％増）となりまし

た。  

＜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などの美容機器の化粧品との

セット販売が好調に推移したことにより、売上高を伸ばすことができました。 

 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（前年同期比25.6％増）となりまし

た。 

  

③次期の見通し 

 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不透明な状況が継続することが予想され、厳しい市場環

境となることが想定されます。 

 その中で、当社グループは、第３次中期計画の初年度として、既存事業の成長基調を維持しつつ、新たな成長基盤

の確立を目指してまいります。ドクターシーラボブランドでは、薬用アクアコラーゲンゲル美白を発売し、積極的に

拡販を図ってまいります。美白という幅広い年齢層に需要の高いカテゴリーの商品をアクアコラーゲンゲルシリーズ

で投入することにより、新たな顧客層の開拓を図ります。 

 各販路においては、通信販売、卸売販売を中心に売上高の伸長を目指します。通信販売では、既存のお客様との関

係を更に緊密にするべくサービスを向上させ、年間の購入回数の増加に結び付ける施策を展開します。それに加え、

比較的高い年齢層のお客様を開拓できていることから、健康食品の需要が増加しておりますので、健康食品の展開も

積極的に行っていく計画です。また、アンチエイジングブランドのジェノマーも通信販売で展開を始めており、アン

チエイジングの需要も掘り起こす計画です。卸売販売は、専売商品の投入によりドラッグストアの展開を更に強化す

ると同時に、ラボラボブランドの広告を積極的に行うことで、売上高の伸長を図ります。また、生協カタログ販路の

展開などで、新規顧客を獲得する施策も強化します。対面型店舗販売では、全体的な百貨店業界の状況が改善しない

ものの、ＧＭＳは比較的堅調に推移しているため、ジェノマーブランドの投入などにより、ＧＭＳの展開を強化する

ことで、売上高の伸長を図ります。   

 海外においては、既存の進出地域においては、アジアを中心に売上高を伸ばす計画です。台湾においては、既存の

百貨店販路に加え、テレビ通販を強化することで、販路の充実を図ります。香港においては、中国からの旅行者への

認知を広げるべく店舗を増加する予定です。更に、新規地域への進出も積極的に検討しており、着実に進出準備を行

ってまいります。  

 以上により、次期の見通しにつきましては、売上高36,000百万円（前期比13.2％増）、営業利益9,600百万円（前

期比14.7％増）、経常利益9,600百万円（前期比14.6％増）、当期純利益5,270百万円（前期比12.1％増）を見込んで

おります。  

  

30,331

1,076

381
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(2）財政状態に関する分析 

①財政状態の変動状況  

 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。これは主に仕入、製

造の増加に伴う買掛金の増加 百万円、未払金の増加 百万円、未払法人税等の増加 百万円によるもので

す。純資産は利益剰余金の増加 百万円を主因として、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。 

  

②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） 

 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

されたことに加え、未払金の増加 百万円により資金の増加要因となった一方、売上債権の増加 百万円、法人税

等の支払 百万円により資金減少要因となったことによります。 

（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。これは主に有形固定資産の取得による支

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。  

(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。 

 上記方針によりまして、当期におきましては1株当たり年間3,200円の配当を予定しております。次期におきまして

は、1株当たり年間3,300円の配当を予定しております。 

   

21,519 6,267

5,405 815

5,777 2,304

129 585 1,313

3,968 3,962 15,741

6,583 8,325

515 797

2,487

452

157 305

712 726

  平成20年７月期  平成21年７月期  平成22年７月期  

自己資本比率（％）  ％ 75.6 ％  77.2 ％  73.2

時価ベースの自己資本比率（％）  ％ 327.4 ％  283.6 ％  331.7

債務償還年数（年）  年 0.0 年  － 年  －

インタレスト・カバレッジ・レシオ(倍)  倍 323.3 倍  2,501.6 倍  －
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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。なお、連結子会社の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は、実質的に事業を行っておりませんので、事業等系図から除外しており

    ます。 
 

    

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、既存事業の成長の維持に加え、新たな成長基盤の確立を目指してまいります。そのため、売上高

の伸長を も重要視いたしますが、収益性も十分に注視しており、現状の対売上高経常利益率を維持してまいりま

す。  

  

(3）中長期的な会社の経営戦略 

   当社グループは、お客様の価値高度化への挑戦を基本方針に掲げ、お客様の目線に立った経営を一層推進し、成長

を維持してまいります。重点事項として、①化粧品・健康食品市場において圧倒的に差別性のあるメディカルプロダ

クトの開発、②各販路の応対力を高度化した上で複数販路の 適活用によるお客様のご利用頻度向上、③新規市場・

顧客の獲得による長期的成長基盤の確立を軸に、事業の拡大に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次中期経営計画においては、厳しい経済環境にも関わらず、利益目標を大幅に上回る成果を

上げることができました。第３次中期経営計画においては、既存事業の成長基調の維持と同時に、新たな成長基盤の

確立を目指しており、そのために以下の項目が重要課題と認識しております。 

  

① お客様目線に立った商品の開発、サービス提供の徹底 

これからの消費者動向においては、企業の一方的な情報発信やマスメディア情報に消費者が追随するという受身

的な消費行動は減退してゆき、消費者自らが選択し行動する主体的な消費行動が一層顕著になるため、商品、サー

ビス全ての面で選択の柔軟性と利便性を持った企業が選ばれていくと考えております。そのため当社グループはこ

れまで以上に、お客様の目線に立った商品の開発及びサービスの提供が、企業の継続的な成長には欠かせない事項

であると認識しており、こうした事項の徹底のために、社員教育の充実や、お客様の声を経営に生かすためのイン

フラの整備を図ってまいります。  

  

② 海外事業の充実 

国内の化粧品市場は、当社のようなメディカルコスメの需要は伸びていると認識しておりますが、全体的には大

きな伸長は期待できず、当社グループの中期的な視野において、海外事業の充実は重要な課題と認識しておりま

す。全ての既存進出地域で黒字化を達成したことにより、今後は着実に事業を拡大していく段階に移行していくと

同時に、新規地域への進出も積極的に検討すべき事項であるため、グループを包含した体制の強化が急務であると

認識しております。  

  

③ 人材の補強及び組織体制の強化 

当社グループは、今後の積極的な事業拡大と海外の新規地域への進出を検討しております。こうした事業の拡大

や新規地域への進出のためには人材の補強と組織体制の強化が急務であると認識しております。そのため社員の業

務遂行能力の向上のための教育に加えて、社外からの人材登用も積極的に行ってまいります。また、更に組織間の

連携を高めるために、人材の活用と情報の共有を進め、組織力の強化を図ってまいります。 

  

３．経営方針
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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７月31日) 

当連結会計年度 
(平成22年７月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 5,330,500 10,735,959

売掛金 3,634,243 4,449,456

有価証券 290,561 290,844

商品及び製品 1,505,467 1,483,596

原材料及び貯蔵品 768,044 810,724

前払費用 90,742 91,332

繰延税金資産 218,156 373,341

その他 148,544 151,709

貸倒引当金 △56,282 △136,091

流動資産合計 11,929,978 18,250,873

固定資産   

有形固定資産   

建物 200,319 198,301

減価償却累計額 △94,385 △103,358

建物（純額） 105,934 94,942

工具、器具及び備品 899,342 950,302

減価償却累計額 △603,593 △664,980

工具、器具及び備品（純額） 295,749 285,322

有形固定資産合計 401,683 380,265

無形固定資産   

ソフトウエア 850,865 880,078

ソフトウエア仮勘定 8,823 －

商標権 23,321 28,216

その他 227 185

無形固定資産合計 883,237 908,480

投資その他の資産   

投資有価証券 166,091 140,001

関係会社株式 5,000 5,000

長期前払費用 27,939 12,101

敷金差入保証金 222,291 210,816

繰延税金資産 26,541 27,263

投資用不動産 1,653,289 1,628,634

減価償却累計額 △75,123 △62,448

投資用不動産（純額） 1,578,166 1,566,185

その他 11,548 18,640

投資その他の資産合計 2,037,580 1,980,009

固定資産合計 3,322,501 3,268,755

資産合計 15,252,480 21,519,629
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（単位：千円）

前連結会計年度 
(平成21年７月31日) 

当連結会計年度 
(平成22年７月31日) 

負債の部   

流動負債   

買掛金 524,117 653,912

未払金 1,125,518 1,710,747

未払法人税等 1,449,332 2,762,543

未払消費税等 141,746 252,237

預り金 37,622 103,930

賞与引当金 55,909 80,037

ポイントサービス引当金 43,564 113,730

繰延税金負債 － 189

その他 50,531 42,663

流動負債合計 3,428,342 5,719,992

固定負債   

繰延税金負債 3,868 6,816

退職給付引当金 37,493 49,907

その他 3,427 1,248

固定負債合計 44,789 57,972

負債合計 3,473,131 5,777,965

純資産の部   

株主資本   

資本金 1,162,198 1,169,368

資本剰余金 1,639,598 1,646,768

利益剰余金 10,709,996 14,678,661

自己株式 △1,669,873 △1,669,873

株主資本合計 11,841,920 15,824,925

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 3,127 2,261

為替換算調整勘定 △65,699 △85,522

評価・換算差額等合計 △62,571 △83,260

純資産合計 11,779,348 15,741,664

負債純資産合計 15,252,480 21,519,629
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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８月１日 
 至 平成21年７月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成21年８月１日 
 至 平成22年７月31日) 

売上高 25,899,885 31,789,535

売上原価 4,905,832 5,845,425

売上総利益 20,994,052 25,944,109

販売費及び一般管理費 ※1, ※2  15,590,535 ※1, ※2  17,573,427

営業利益 5,403,516 8,370,681

営業外収益   

受取利息 8,196 2,459

受取配当金 1,153 1,108

受取百貨店作業協力金 15,584 12,036

商品破損受取賠償金 4,906 20,437

その他 4,839 9,048

営業外収益合計 34,679 45,090

営業外費用   

支払利息 1,120 －

為替差損 31,093 22,963

投資事業組合運用損 2,660 2,674

減価償却費 10,494 13,669

支払手数料 994 －

その他 390 196

営業外費用合計 46,753 39,503

経常利益 5,391,442 8,376,268

特別利益   

固定資産売却益 ※3  1,942 －

受取和解金 13,000 －

その他 680 －

特別利益合計 15,622 －

特別損失   

固定資産除却損 ※4  96,027 ※3  24,810

投資有価証券評価損 － 21,960

減損損失 － ※4  3,871

特別損失合計 96,027 50,641

税金等調整前当期純利益 5,311,037 8,325,627

法人税、住民税及び事業税 2,146,861 3,779,106

法人税等調整額 117,445 △152,588

法人税等合計 2,264,307 3,626,518

当期純利益 3,046,730 4,699,109

(株)ドクターシーラボ（4924）平成22年７月期 決算短信

－10－



（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８月１日 
 至 平成21年７月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成21年８月１日 
 至 平成22年７月31日) 

株主資本   

資本金   

前期末残高 1,157,099 1,162,198

当期変動額   

新株の発行 5,099 7,170

当期変動額合計 5,099 7,170

当期末残高 1,162,198 1,169,368

資本剰余金   

前期末残高 1,634,699 1,639,598

当期変動額   

新株の発行 4,899 7,170

当期変動額合計 4,899 7,170

当期末残高 1,639,598 1,646,768

利益剰余金   

前期末残高 8,508,571 10,709,996

当期変動額   

剰余金の配当 △842,325 △730,444

当期純利益 3,046,730 4,699,109

連結除外に伴う剰余金の減少 △2,978 －

当期変動額合計 2,201,425 3,968,664

当期末残高 10,709,996 14,678,661

自己株式   

前期末残高 △1,269,884 △1,669,873

当期変動額   

自己株式の取得 △399,989 －

当期変動額合計 △399,989 －

当期末残高 △1,669,873 △1,669,873

株主資本合計   

前期末残高 10,030,486 11,841,920

当期変動額   

新株の発行 9,998 14,340

剰余金の配当 △842,325 △730,444

当期純利益 3,046,730 4,699,109

連結除外に伴う剰余金の減少 △2,978 －

自己株式の取得 △399,989 －

当期変動額合計 1,811,434 3,983,004

当期末残高 11,841,920 15,824,925
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（単位：千円）

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

当連結会計年度 
(自 平成21年８月１日 
 至 平成22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 △1,832 3,127

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 4,960 △866

当期変動額合計 4,960 △866

当期末残高 3,127 2,261

為替換算調整勘定   

前期末残高 △2,539 △65,699

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △63,159 △19,822

当期変動額合計 △63,159 △19,822

当期末残高 △65,699 △85,522

評価・換算差額等合計   

前期末残高 △4,372 △62,571

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △58,199 △20,689

当期変動額合計 △58,199 △20,689

当期末残高 △62,571 △83,260

純資産合計   

前期末残高 10,026,113 11,779,348

当期変動額   

新株の発行 9,998 14,340

剰余金の配当 △842,325 △730,444

当期純利益 3,046,730 4,699,109

連結除外に伴う剰余金の減少 △2,978 －

自己株式の取得 △399,989 －

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △58,199 △20,689

当期変動額合計 1,753,235 3,962,315

当期末残高 11,779,348 15,741,664
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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８月１日 
 至 平成21年７月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成21年８月１日 
 至 平成22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 5,311,037 8,325,627

減価償却費 517,238 511,015

長期前払費用償却額 27,715 21,489

貸倒引当金の増減額（△は減少） △7,877 66,518

賞与引当金の増減額（△は減少） 4,099 24,127

ポイント引当金の増減額（△は減少） △174,698 70,166

退職給付引当金の増減額（△は減少） 15,118 12,413

受取利息及び受取配当金 △9,349 △3,567

支払利息 1,120 －

固定資産売却損益（△は益） △1,942 －

固定資産除却損 96,027 24,810

投資有価証券評価損益（△は益） － 21,960

減損損失 － 3,871

売上債権の増減額（△は増加） △863,076 △797,056

たな卸資産の増減額（△は増加） △602,485 △28,146

仕入債務の増減額（△は減少） △2,872 134,835

未払金の増減額（△は減少） 156,003 515,660

未払消費税等の増減額（△は減少） 23,776 110,491

その他 54,811 53,889

小計 4,544,646 9,068,104

利息及び配当金の受取額 8,648 3,213

利息の支払額 △1,120 －

法人税等の支払額 △1,749,264 △2,487,750

営業活動によるキャッシュ・フロー 2,802,910 6,583,567

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 △145,754 △157,336

有形固定資産の売却による収入 3,154 －

無形固定資産の取得による支出 △256,651 △305,594

敷金及び保証金の差入による支出 △13,172 △2,928

敷金及び保証金の回収による収入 28,008 13,709

投資活動によるキャッシュ・フロー △674,415 △452,149

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 △164,000 －

株式の発行による収入 9,998 14,340

自己株式の取得による支出 △399,989 －

配当金の支払額 △837,582 △726,610

財務活動によるキャッシュ・フロー △1,391,573 △712,270

現金及び現金同等物に係る換算差額 △37,672 △13,689

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 699,248 5,405,458

現金及び現金同等物の期首残高 4,645,168 5,330,500

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 5,330,500 10,735,959
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 該当事項はありません。 

  

    近の有価証券報告書（平成21年10月28日提出）における記載から重要な変更がない為、開示を省略致します。 

  

  

 当連結会計年度（自 平成21年８月１日 至 平成22年７月31日） 

 （会計方針の変更） 

   当連結会計年度より、「「退職給付に係る会計基準」の一部改正（その３）」（企業会計基準第19号 平成20年７

  月31日）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。 

  

継続企業の前提に関する注記

連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項

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
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注記事項

（連結損益計算書関係）

前連結会計年度 
（自 平成20年８月１日 
至 平成21年７月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成21年８月１日 
至 平成22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 3,659,322

販売促進費   千円 2,645,953

給与手当   千円 1,666,092

支払手数料 千円 1,767,077

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

広告宣伝費   千円 4,620,362

販売促進費   千円 2,506,181

給与手当 千円 1,789,040

支払手数料 千円 2,241,424

賞与引当金繰入額      千円 80,037

退職給付費用      千円 19,717

ポイントサービス引当金繰入額      千円 70,166

貸倒引当金繰入額      千円 85,506

※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 ※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。 

176,737

※３．固定資産売却益  

工具、器具及び備品      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。

※３．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1,401

工具、器具及び備品        千円10,438

ソフトウエア        千円79,759

長期前払費用         千円4,427

合計        千円96,027

建物          千円5,499

工具、器具及び備品      千円13,499

ソフトウエア          千円1,198

長期前払費用          千円1,748

投資用不動産         千円2,865

合計         千円24,810

  ※４. 減損損失 

   当連結会計年度において、当社グループは以下の

資産グループについて減損損失を計上しました。 

   （単位：千円）

  

   減損損失を認識するに至った経緯 

     店舗については、取得時の事業計画で想定し 

    ていた収益が見込めない為、当連結会計年度末  

    に未償却残高3,871千円を減損損失として特別損 

    失に計上しております。 

用途 種類  金額  場所

店舗 器具及び

備  品 

   3,871 千葉県柏

市 
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 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21年８月１日 至 平成22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。 

  

当連結会計年度（自 平成21年８月１日 至 平成22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。 

  

当連結会計年度（自 平成21年８月１日 至 平成22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20年８月１日 
至 平成21年７月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成21年８月１日 
至 平成22年７月31日） 

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

１株当たり純資産額      円58,155.35

１株当たり当期純利益金額      円17,365.76

潜在株式調整後１株当たり当期純利益

金額 
    円17,344.76

  
前連結会計年度

（自 平成20年８月１日 
至 平成21年７月31日） 

当連結会計年度
（自 平成21年８月１日 
至 平成22年７月31日） 

１株当たり当期純利益金額     

当期純利益（千円）       3,046,730          4,699,109

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）       3,046,730           4,699,109

期中平均株式数（株）       271,825           270,596

      

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）       560          328

（うち新株予約権） ( ) 560 ( ) 328

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   

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21年７月31日) 

当事業年度 
(平成22年７月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 5,090,842 10,497,662

売掛金 3,631,951 4,466,050

有価証券 200,401 200,595

製品 1,381,222 1,334,948

商品 55,510 61,589

原材料及び貯蔵品 759,542 793,754

前払費用 82,524 86,022

繰延税金資産 202,406 353,972

その他 142,835 145,109

貸倒引当金 △63,423 △132,334

流動資産合計 11,483,814 17,807,370

固定資産   

有形固定資産   

建物 190,418 190,029

減価償却累計額 △88,642 △97,024

建物（純額） 101,775 93,005

工具、器具及び備品 875,706 929,010

減価償却累計額 △586,133 △648,401

工具、器具及び備品（純額） 289,572 280,608

有形固定資産合計 391,347 373,614

無形固定資産   

ソフトウエア 849,166 879,791

ソフトウエア仮勘定 8,823 －

商標権 23,321 28,216

その他 227 185

無形固定資産合計 881,538 908,193

投資その他の資産   

投資有価証券 54,800 40,000

関係会社株式 466,260 466,260

その他の関係会社有価証券 154,889 139,583

関係会社長期貸付金 35,612 21,675

長期前払費用 25,790 12,471

敷金差入保証金 212,665 203,488

投資用不動産 1,653,289 1,628,634

減価償却累計額 △75,123 △62,448

投資用不動産（純額） 1,578,166 1,566,185

繰延税金資産 33,572 31,652

破産更生債権 14,853 1,543

その他 11,548 18,640

貸倒引当金 △32,660 △17,880

投資その他の資産合計 2,555,500 2,483,619

固定資産合計 3,828,385 3,765,427

資産合計 15,312,200 21,572,797
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（単位：千円）

前事業年度 
(平成21年７月31日) 

当事業年度 
(平成22年７月31日) 

負債の部   

流動負債   

買掛金 526,892 679,425

未払金 1,118,282 1,698,352

未払法人税等 1,475,764 2,752,877

未払消費税等 139,603 250,593

預り金 37,129 103,682

賞与引当金 55,909 80,037

ポイントサービス引当金 43,564 113,730

その他 40,826 36,317

流動負債合計 3,437,973 5,715,017

固定負債   

退職給付引当金 37,493 49,907

固定負債合計 37,493 49,907

負債合計 3,475,466 5,764,924

純資産の部   

株主資本   

資本金 1,162,198 1,169,368

資本剰余金   

資本準備金 1,639,598 1,646,768

資本剰余金合計 1,639,598 1,646,768

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 5,560,000 5,560,000

繰越利益剰余金 5,140,882 9,098,813

利益剰余金合計 10,701,417 14,659,348

自己株式 △1,669,873 △1,669,873

株主資本合計 11,833,341 15,805,611

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 3,392 2,261

評価・換算差額等合計 3,392 2,261

純資産合計 11,836,733 15,807,873

負債純資産合計 15,312,200 21,572,797
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（２）損益計算書 

（単位：千円）

前事業年度 
(自 平成20年８月１日 
 至 平成21年７月31日) 

当事業年度 
(自 平成21年８月１日 
 至 平成22年７月31日) 

売上高   

製品売上高 24,842,009 30,663,302

商品売上高 594,584 702,607

売上高合計 25,436,593 31,365,909

売上原価   

製品期首たな卸高 1,001,908 1,381,222

当期製品製造原価 5,476,374 5,832,091

製品他勘定振替高 376,777 280,712

製品期末たな卸高 1,381,222 1,334,948

製品売上原価 4,720,282 5,597,652

商品期首たな卸高 64,929 55,510

当期商品仕入高 215,921 308,840

商品他勘定振替高 46,084 18,692

商品期末たな卸高 55,510 61,589

商品売上原価 179,255 284,069

売上原価合計 4,899,538 5,881,722

売上総利益 20,537,055 25,484,187

販売費及び一般管理費   

役員報酬 108,020 109,340

給与手当 1,535,479 1,679,935

賞与 255,105 333,890

法定福利費 262,049 309,666

賞与引当金繰入額 55,909 80,037

退職給付費用 18,081 15,916

人材派遣費 478,489 440,050

広告宣伝費 3,615,994 4,555,502

販売促進費 2,619,475 2,480,208

消耗品費 152,140 146,571

地代家賃 377,440 400,709

リース料 102,529 81,583

減価償却費 486,058 479,781

貸倒引当金繰入額 42,093 62,302

ポイントサービス引当金繰入額 43,564 70,166

通信費 929,323 1,067,550

荷造運搬費 1,356,177 1,579,518

支払報酬 116,069 54,004

支払手数料 1,764,373 2,239,781

研究開発費 156,131 176,737

その他 664,412 758,882

販売費及び一般管理費合計 15,138,918 17,122,136

営業利益 5,398,137 8,362,051
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（単位：千円）

前事業年度 
(自 平成20年８月１日 
 至 平成21年７月31日) 

当事業年度 
(自 平成21年８月１日 
 至 平成22年７月31日) 

営業外収益   

受取利息 7,776 3,321

受取配当金 1,035 1,045

受取百貨店作業協力金 15,584 12,036

商品破損受取賠償金 4,906 20,437

業務委託収入 2,400 304

雑収入 3,569 7,927

営業外収益合計 35,272 45,073

営業外費用   

支払利息 1,021 －

支払手数料 994 －

株式交付費 104 150

減価償却費 10,494 13,669

為替差損 28,558 25,031

貸倒引当金繰入額 17,806 10,837

投資事業組合持分損失 2,571 2,585

その他 79 43

営業外費用合計 61,630 52,318

経常利益 5,371,779 8,354,806

特別利益   

固定資産売却益 1,942 －

受取和解金 13,000 －

特別利益合計 14,942 －

特別損失   

固定資産除却損 93,550 21,357

関係会社株式評価損 164,435 －

投資有価証券評価損 － 21,228

減損損失 － 3,871

特別損失合計 257,986 46,456

税引前当期純利益 5,128,735 8,308,350

法人税、住民税及び事業税 2,173,812 3,768,851

法人税等調整額 80,739 △148,876

法人税等合計 2,254,551 3,619,975

当期純利益 2,874,183 4,688,375

(株)ドクターシーラボ（4924）平成22年７月期 決算短信

－21－



 （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20年８月１日 
至 平成21年７月31日） 

当事業年度 
（自 平成21年８月１日 
至 平成22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         2,125,424      37.5           2,363,624  39.6

Ⅱ 当期製品仕入高        3,546,898      62.5          3,598,487      60.4

Ⅲ その他費用 注３       746       0.0           671      0.0

当期総製造費用         5,673,069  100.0           5,962,783     100.0

他勘定振替高 注４       196,695            130,691   

当期製品製造原価         5,476,374             5,832,091   
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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８月１日 
 至 平成21年７月31日) 

当事業年度 
(自 平成21年８月１日 
 至 平成22年７月31日) 

株主資本   

資本金   

前期末残高 1,157,099 1,162,198

当期変動額   

新株の発行 5,099 7,170

当期変動額合計 5,099 7,170

当期末残高 1,162,198 1,169,368

資本剰余金   

資本準備金   

前期末残高 1,634,699 1,639,598

当期変動額   

新株の発行 4,899 7,170

当期変動額合計 4,899 7,170

当期末残高 1,639,598 1,646,768

資本剰余金合計   

前期末残高 1,634,699 1,639,598

当期変動額   

新株の発行 4,899 7,170

当期変動額合計 4,899 7,170

当期末残高 1,639,598 1,646,768

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 5,080,000 5,560,000

当期変動額   

別途積立金の積立 480,000 －

当期変動額合計 480,000 －

当期末残高 5,560,000 5,560,000

繰越利益剰余金   

前期末残高 3,589,024 5,140,882

当期変動額   

別途積立金の積立 △480,000 －

剰余金の配当 △842,325 △730,444

当期純利益 2,874,183 4,688,375

当期変動額合計 1,551,857 3,957,930

当期末残高 5,140,882 9,098,813
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（単位：千円）

前事業年度 
(自 平成20年８月１日 
 至 平成21年７月31日) 

当事業年度 
(自 平成21年８月１日 
 至 平成22年７月31日) 

利益剰余金合計   

前期末残高 8,669,559 10,701,417

当期変動額   

剰余金の配当 △842,325 △730,444

当期純利益 2,874,183 4,688,375

当期変動額合計 2,031,857 3,957,930

当期末残高 10,701,417 14,659,348

自己株式   

前期末残高 △1,269,884 △1,669,873

当期変動額   

自己株式の取得 △399,989 －

当期変動額合計 △399,989 －

当期末残高 △1,669,873 △1,669,873

株主資本合計   

前期末残高 10,191,474 11,833,341

当期変動額   

新株の発行 9,998 14,340

剰余金の配当 △842,325 △730,444

当期純利益 2,874,183 4,688,375

自己株式の取得 △399,989 －

当期変動額合計 1,641,866 3,972,270

当期末残高 11,833,341 15,805,611

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金   

前期末残高 △1,597 3,392

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 4,989 △1,131

当期変動額合計 4,989 △1,131

当期末残高 3,392 2,261

評価・換算差額等合計   

前期末残高 △1,597 3,392

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 4,989 △1,131

当期変動額合計 4,989 △1,131

当期末残高 3,392 2,261

純資産合計   

前期末残高 10,189,877 11,836,733

当期変動額   

新株の発行 9,998 14,340

剰余金の配当 △842,325 △730,444

当期純利益 2,874,183 4,688,375

自己株式の取得 △399,989 －

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 4,989 △1,131

当期変動額合計 1,646,856 3,971,139

当期末残高 11,836,733 15,807,873
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 該当事項はありません。 

  

 (1)役員の異動 

  該当事項はありません。  

継続企業の前提に関する注記

６.その他
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