
 

平成 23 年３月期 第３四半期決算短信〔日本基準〕（非連結） 
 

平成 23 年２月１日 
 
上 場 会 社 名 コタ株式会社 上場取引所 大証第二部 
コ ー ド 番 号 ４９２３ ＵＲＬ http://www.cota.co.jp 
代 表 者 (役職名) 代表取締役社長 (氏名) 小田 博英   
問合せ先責任者 (役職名) 取締役経理部長 (氏名) 廣瀬 俊二 ＴＥＬ (0774)44-4923 
四半期報告書提出予定日 平成 23 年２月４日  配当金支払開始予定日 － 
四半期決算補足説明資料作成の有無  ： 有・無   
四半期決算説明会開催の有無  ： 有・無  
 

（百万円未満切捨て） 
１．平成 23 年３月期第３四半期の業績（平成 22 年４月１日～平成 22 年 12 月 31 日） 
（１） 経営成績（累計） （％表示は、対前年同四半期増減率） 

 売  上  高 営業利益 経常利益 四半期純利益 

 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

23 年３月期第３四半期 3,847 6.9 818 12.3 814 10.9 391 5.0
22 年３月期第３四半期 3,599 7.2 728 8.0 734 7.4 373 17.5

 

 
１株当たり 
四半期純利益 

潜在株式調整後 
１株当たり 
四半期純利益 

 円  銭 円  銭

23 年３月期第３四半期 49 32 －
22 年３月期第３四半期 46 98 －

 
（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

23 年３月期第３四半期 6,016 4,876 81.0 613 57
22 年３月期 5,952 4,689 78.8 589 97

（参考） 自己資本  23 年３月期第３四半期 4,876 百万円  22 年３月期 4,689 百万円 
 
２．配当の状況 

 年間配当金 

（基準日） 第１四半期末 第２四半期末 第３四半期末 期  末 合  計 

 円  銭 円  銭 円  銭 円  銭 円  銭 

22 年３月期 － 0 00 － 24 00 24 00 

23 年３月期 － 0 00 －   

23 年３月期(予想)  18 00 18 00 

（注）配当予想の当四半期における修正の有無 ： 有・無 
 
３．平成 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、対前期増減率） 

 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

通     期 5,200 6.1 1,108 10.0 1,108 11.2 480 △8.6 60 39

（注）業績予想の当四半期における修正の有無 ： 有・無 



 

４．その他 （詳細は、【添付資料】P.３「その他の情報」をご覧下さい。） 
 

（１） 簡便な会計処理及び特有の会計処理の適用 ： 有・無 
（注）簡便な会計処理及び四半期財務諸表の作成に特有の会計処理の適用の有無となります。 

 
（２） 会計処理の原則・手続、表示方法等の変更 

① 会計基準等の改正に伴う変更 ： 有・無 

② ①以外の変更 ： 有・無 
（注）「その他の情報」に記載される四半期財務諸表作成に係る会計処理の原則・手続、表示方法等の変更の

有無となります。 

 
（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） 

 23 年３月期第３四半期 7,950,000 株 22 年３月期 7,950,000 株

② 期末自己株式数 

 23 年３月期第３四半期 2,106 株 22 年３月期 2,106 株

③ 期中平均株式数（四半期累計期間） 

 23 年３月期第３四半期 7,947,894 株 22 年３月期第３四半期 7,947,894 株
 
 
※ 四半期レビュー手続の実施状況に関する表示 

この四半期決算短信は、金融商品取引法に基づく四半期レビュー手続の対象外であり、この四半期決算短信の開

示時点において、金融商品取引法に基づく四半期財務諸表のレビュー手続が実施中です。 
 
※ 業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項

上記に記載した予想数値は、現時点で入手可能な情報に基づき作成したものであり、実際の業績等は今後様々な

要因により予想数値と異なる可能性があります。なお、上記予想に関する事項については、【添付資料】Ｐ.３「（３）

業績予想に関する定性的情報」をご覧下さい。 
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１．当四半期の業績等に関する定性的情報 

（１） 経営成績に関する定性的情報 

当第３四半期累計期間におけるわが国経済は、新興国を中心とした輸出に支えられ景気は回復基調

にあったものの、政府の各種補助金政策の終了等を背景に回復の足取りが鈍化し、国内景気の先行き

に対する不安から個人消費や雇用情勢等は不透明な状況で推移いたしました。 

このような状況の中、美容業界におきましても、美容室顧客の来店サイクルの長期化や来店客数の

減少、客単価の低下など、美容室経営にとって引き続き厳しい経営環境が続きました。 

当第３四半期累計期間におきましては、当社の創業精神である「美容業界の近代化」をベースに、

美容室の経営管理システムである「旬報店システム」を軸とした「コンサルティング・セールス」に

より、引き続き美容室の繁栄・成長を目指してまいりました。また、美容室の顧客に対する毛髪のカ

ウンセリングとトイレタリー（シャンプー、トリートメント）を中心とした店販の強化及び提案、ま

た新規旬報店の開拓やカラー剤の拡販に努めました。 

費用につきましては、11月と12月に開催した「コタ全国店販コンクール」により、店販の対象とな

るトイレタリーの販売が前年実績を上回ったことから原価率が低下するとともに、販管費についても

全社的なコスト意識の徹底に取り組みました。一方、研究職、営業職の採用増に伴い人件費が増加し

ております。また、特別損失には退職給付債務の計算方法の変更に伴い、過年度退職給付費用134百

万円を計上しております。 

これらの結果、当第３四半期累計期間の売上高は3,847百万円（前年同四半期比6.9％増）、営業利

益は818百万円（前年同四半期比12.3％増）、経常利益は814百万円（前年同四半期比10.9％増）、四半

期純利益は391百万円（前年同四半期比5.0％増）となり増収増益となりました。 

 

（２） 財政状態に関する定性的情報 

① 資産、負債及び純資産の状況 

（総資産） 

当第３四半期会計期間末の総資産は、前事業年度末から64百万円増加し、6,016百万円となりまし

た。 

主な要因としては、現金及び預金250百万円が増加した一方、売掛金50百万円及び投資有価証券69

百万円が減少したことによるものであります。 

（負債） 

当第３四半期会計期間末の負債は、前事業年度末から123百万円減少し、1,140百万円となりました。 

主な要因としては、販売奨励引当金169百万円が増加した一方、未払法人税等117百万円及び未払金

（その他流動負債）209百万円が減少したことによるものであります。 

（純資産） 

当第３四半期会計期間末の純資産は、前事業年度末から187百万円増加し、4,876百万円となりまし

た。 

主な要因としては、利益剰余金201百万円が増加したことによるものであります。なお、自己資本

比率は、81.0％（前事業年度末78.8％）となりました。 
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② キャッシュ・フローの状況 

当第３四半期会計期間末における現金及び現金同等物(以下「資金」という)は、前事業年度末より

174百万円減少し、1,693百万円（前年同四半期比175百万円増）となりました。 

当第３四半期会計期間末における各キャッシュ・フローの状況は以下のとおりであります。 

(a) 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、392百万円（前年同四半期比74百万円増）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661百万円及び販売奨励引当金の増加（その他の引

当金の増減額）169百万円であり、支出の主な要因としては、法人税等の支払い457百万円であり

ます。 

(b) 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、375百万円（前年同四半期比163百万円増）となりました。 

収入の主な要因としては、投資有価証券の償還による収入30百万円であり、支出の主な要因と

しては、定期預金の預入による支出400百万円であります。 

(c) 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、190百万円（前年同四半期比70百万円増）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。 

 

（３） 業績予想に関する定性的情報 

平成23年３月期の業績予想につきましては、当第３四半期会計期間において売上高が当初計画を下

回った一方、原価及び販管費の低減に努めたことから、平成22年11月４日に公表した通期の業績予想

数値を、次のとおり修正いたします。 

 
平成 23 年３月期 個別業績予想の修正（平成 22 年４月１日～平成 23 年３月 31 日） 

 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

前回予想（Ａ） 
百万円 百万円 百万円 百万円 円   銭

5,400 1,025 1,021 470 59 14

今回修正（Ｂ） 5,200 1,108 1,108 480 60 39

増減額（Ｂ－Ａ） △ 200 83 87 10 － 

増 減 率 
％ ％ ％ ％ ％

△ 3.7 8.1 8.5 2.1 － 

（ご参考）前期実績 

（平成 22 年３月期） 
4,900 1,007 996 525 66 10

 
 

２．その他の情報 

（１） 簡便な会計処理及び四半期財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 

(簡便な会計処理) 

① たな卸資産の評価方法 

当第３四半期会計期間末のたな卸高の算出に関しては、実地たな卸を省略し、第２四半期会計期

間末の実地たな卸高を基礎として合理的な方法により算定する方法によっております。 

また、たな卸資産の簿価切下げに関しては、収益性の低下が明らかなものについてのみ正味売却

価額を見積り、簿価切下げを行う方法によっております。 
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② 法人税等の計上基準 

法人税等の納付税額の算定に関しては、加味する加減算項目や税額控除項目を重要なものに限定

する方法によっております。 

(四半期財務諸表の作成に特有の会計処理) 

該当事項はありません。 

 

（２） 四半期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 

① 会計処理基準に関する変更 

「資産除去債務に関する会計基準」等の適用 

第１四半期会計期間より、「資産除去債務に関する会計基準」（企業会計基準第18号 平成20年３

月31日）及び「資産除去債務に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第21号 平成

20年３月31日）を適用しております。 

これによる営業利益、経常利益及び税引前四半期純利益に与える影響は軽微であります。 

② 表示方法の変更 

（四半期キャッシュ・フロー計算書関係） 

前第３四半期累計期間において、「営業活動によるキャッシュ・フロー」の「その他」に含めて

いた「前払年金費用の増減額（△は増加）」は重要性が増加したため、当第３四半期累計期間では

区分掲記することとしております。 

なお、前第３四半期累計期間の「営業活動によるキャッシュ・フロー」の「その他」に含まれる

「前払年金費用の増減額（△は増加）」は9,547千円であります。 

 

（追加情報） 

（退職給付関係） 

退職給付債務の計算方法について、従来簡便法によっておりましたが、期間損益計算の一層の精

緻化を図るため、第１四半期会計期間から原則法に変更しております。 

この変更に伴い、従来と同一の方法によった場合に比べ販売費及び一般管理費が1,561千円増加

し、営業利益及び経常利益がそれぞれ1,561千円減少しております。 

さらに、簡便法から原則法への変更時差異134,710千円を特別損失に計上しているため、税引前

四半期純利益が136,272千円減少しております。 
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3. 四半期財務諸表 
(1) 四半期貸借対照表 

(単位：千円)

当第３四半期会計期間末 
(平成22年12月31日) 

前事業年度末に係る 
要約貸借対照表 

(平成22年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 556,216 305,448

受取手形 43,461 26,968

売掛金 920,280 970,332

有価証券 1,536,919 1,561,983

商品及び製品 387,052 399,949

仕掛品 10,022 6,472

原材料及び貯蔵品 147,085 158,842

その他 158,283 79,442

貸倒引当金 △877 △699

流動資産合計 3,758,445 3,508,741

固定資産   

有形固定資産   

建物（純額） 567,680 595,270

土地 1,104,273 1,104,273

その他（純額） 133,199 147,192

有形固定資産合計 1,805,153 1,846,735

無形固定資産 29,421 37,760

投資その他の資産   

投資有価証券 162,458 231,803

その他 261,483 327,452

投資その他の資産合計 423,942 559,255

固定資産合計 2,258,516 2,443,752

資産合計 6,016,961 5,952,493

負債の部   

流動負債   

買掛金 89,750 82,041

未払法人税等 205,940 323,000

賞与引当金 41,550 68,527

役員賞与引当金 13,801 －

販売奨励引当金 175,470 6,333

その他 237,292 362,507

流動負債合計 763,803 842,409

固定負債   

退職給付引当金 32,682 －

役員退職慰労引当金 255,470 334,470

長期預り保証金 88,400 86,587

固定負債合計 376,552 421,057

負債合計 1,140,356 1,263,466
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(単位：千円)

当第３四半期会計期間末 
(平成22年12月31日) 

前事業年度末に係る 
要約貸借対照表 

(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 330,800 330,800

利益剰余金 4,154,280 3,953,043

自己株式 △1,115 △1,115

株主資本合計 4,871,764 4,670,528

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 4,840 18,499

評価・換算差額等合計 4,840 18,499

純資産合計 4,876,605 4,689,027

負債純資産合計 6,016,961 5,952,493
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(2) 四半期損益計算書 
【第３四半期累計期間】 

(単位：千円)

前第３四半期累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年12月31日) 

当第３四半期累計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22年12月31日) 

売上高 3,599,656 3,847,886

売上原価 986,822 994,669

売上総利益 2,612,833 2,853,216

販売費及び一般管理費 1,883,870 2,034,530

営業利益 728,962 818,686

営業外収益   

受取利息 921 642

有価証券利息 1,960 1,184

受取配当金 3,362 1,871

投資有価証券売却益 5,520 5,215

受取賃貸料 2,243 2,203

その他 4,208 6,130

営業外収益合計 18,217 17,247

営業外費用   

投資有価証券売却損 3,555 －

たな卸資産廃棄損 4,399 19,365

賃貸費用 1,135 1,307

その他 3,996 1,258

営業外費用合計 13,087 21,930

経常利益 734,092 814,003

特別利益   

その他 25,307 －

特別利益合計 25,307 －

特別損失   

固定資産売却損 12,657 －

固定資産除却損 4,243 －

投資有価証券評価損 238 －

減損損失 85,450 －

過年度退職給付費用 － 134,710

その他 17,999 17,881

特別損失合計 120,589 152,592

税引前四半期純利益 638,810 661,410

法人税、住民税及び事業税 320,212 340,146

法人税等調整額 △54,794 △70,720

法人税等合計 265,417 269,425

四半期純利益 373,392 391,985
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(3) 四半期キャッシュ・フロー計算書 

(単位：千円)

前第３四半期累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年12月31日) 

当第３四半期累計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22年12月31日) 

営業活動によるキャッシュ・フロー   

税引前四半期純利益 638,810 661,410

減価償却費 108,509 82,964

減損損失 85,450 －

貸倒引当金の増減額（△は減少） 213 177

賞与引当金の増減額（△は減少） △61,981 △26,977

役員賞与引当金の増減額（△は減少） 15,435 13,801

退職給付引当金の増減額（△は減少） － 32,682

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 20,551 △79,000

その他の引当金の増減額（△は減少） 152,208 169,136

受取利息及び受取配当金 △6,244 △3,698

投資有価証券売却損益（△は益） △1,965 △5,215

投資有価証券評価損益（△は益） 238 －

有形固定資産売却損益（△は益） 12,657 －

売上債権の増減額（△は増加） 20,563 26,024

たな卸資産の増減額（△は増加） △152,603 21,104

仕入債務の増減額（△は減少） 27,668 7,708

前払年金費用の増減額（△は増加） － 88,064

その他 △181,278 △142,374

小計 678,232 845,809

利息及び配当金の受取額 6,193 3,468

法人税等の支払額 △366,712 △457,206

営業活動によるキャッシュ・フロー 317,713 392,072

投資活動によるキャッシュ・フロー   

定期預金の預入による支出 － △400,000

定期預金の払戻による収入 100,000 －

有形固定資産の取得による支出 △332,269 △23,277

有形固定資産の売却による収入 6,967 －

投資有価証券の取得による支出 △1,180 △60

投資有価証券の売却による収入 50,435 20,109

投資有価証券の償還による収入 603 30,000

その他 △37,400 △2,700

投資活動によるキャッシュ・フロー △212,843 △375,928

財務活動によるキャッシュ・フロー   

配当金の支払額 △119,855 △190,439

財務活動によるキャッシュ・フロー △119,855 △190,439

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △14,984 △174,296

現金及び現金同等物の期首残高 1,532,447 1,867,432

現金及び現金同等物の四半期末残高 1,517,462 1,693,136
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（４） 継続企業の前提に関する注記 

該当事項はありません。 

 

（５） 株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記 

該当事項はありません。 

 

（６） 重要な後発事象 

（株式分割） 

当社は、平成23年２月１日開催の取締役会において、株式の分割を行うことを下記のとおり決議い

たしました。 

① 株式分割の目的 

株主に対する利益還元および株式の流動性を高めるために実施するものであります。 

 

② 株式分割の概要 

(a) 分割の方法 

平成23年３月31日（木曜日）最終の株主名簿に記載又は記録された株主の所有普通株式１株に

つき、1.1株の割合をもって分割いたします。ただし、分割の結果生ずる１株未満の端数株式は、

これを一括売却又は買受けし、その処分代金を端数の生じた株主に対し、その端数に応じて配分

いたします。 

 

(b) 分割により増加する株式数 

株式分割前の当社発行済株式総数   7,950,000株 

今回の分割により増加する株式数    795,000株 

株式分割後の当社発行済株式総数   8,745,000株 

株式分割後の発行可能株式総数    26,400,000株 

 

③ 日程 

(a) 基準日公告日  平成23年３月15日（火曜日） 

(b) 基準日     平成23年３月31日（木曜日） 

(c) 効力発生日   平成23年４月１日（金曜日） 

 

④ 当該株式分割が前事業年度の開始の日に行われたと仮定した場合の１株当たり情報及び当事業年

度の開始の日に行われたと仮定した場合の１株当たり情報は、以下のとおりとなります。 

 

１株当たり純資産額 

当第３四半期会計期間末 前事業年度末 

557円79銭 536円34銭 
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１株当たり四半期純利益金額等 

前第３四半期累計期間 当第３四半期累計期間 

１株当たり四半期純利益金額 42円71銭

潜在株式調整後１株当たり 

四半期純利益金額 
―

１株当たり四半期純利益金額 44円84銭

潜在株式調整後１株当たり 

四半期純利益金額 
―

 

前第３四半期会計期間 当第３四半期会計期間 

１株当たり四半期純利益金額 34円10銭

潜在株式調整後１株当たり 

四半期純利益金額 
―

１株当たり四半期純利益金額 40円77銭

潜在株式調整後１株当たり 

四半期純利益金額 
―

（注） 潜在株式調整後１株当たり四半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。 

 

４．補足情報 

生産、受注及び販売の状況 

（１） 生産実績 

当第３四半期累計期間における生産実績をセグメントごとに示すと、次のとおりであります。 

セグメントの名称  金額(千円) 

トイレタリー 2,146,145

整髪料 659,491

カラー剤 384,687

育毛剤 160,808

パーマ剤 118,265

合計 3,469,398

（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） 外注実績 

製品の製造において一部を外注しております。 

当第３四半期累計期間における外注実績をセグメントごとに示すと、次のとおりであります。 

セグメントの名称  金額(千円) 

トイレタリー 5,677

整髪料 47,083

カラー剤 80,779

育毛剤 12,440

パーマ剤 15,459

合計 161,440

（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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（３） 販売実績 

当第３四半期累計期間における販売実績をセグメントごとに示すと、次のとおりであります。 

セグメントの名称 金額(千円) 

トイレタリー 2,296,645

整髪料 765,504

カラー剤 377,983

育毛剤 183,757

パーマ剤 124,640

その他 99,354

合計 3,847,886

(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、26,628千円（総販売実績に占める割合0.7％）であります。 

３ 総販売実績に対する売上高の割合が10％を超える販売先はありません。 

４ その他の主な内容は、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

る小物品等や、美容室等の店舗増改築による業者等から受け取る紹介手数料等であります。 
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