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1.  平成23年3月期の連結業績（平成22年4月1日～平成23年3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 ％

23年3月期 22,203 △5.3 3,505 △7.9 2,818 △13.6 1,574 △44.7

22年3月期 23,436 △5.1 3,805 23.3 3,261 48.3 2,847 112.2

（注）包括利益 23年3月期 529百万円 （△76.5％） 22年3月期 2,258百万円 （―％）

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 ％ ％ ％

23年3月期 63.70 ― 31.7 9.5 15.8
22年3月期 115.17 115.17 69.0 10.6 16.2

（参考） 持分法投資損益 23年3月期  ―百万円 22年3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

23年3月期 28,846 5,221 17.5 203.98
22年3月期 30,527 5,056 16.0 197.60

（参考） 自己資本   23年3月期  5,040百万円 22年3月期  4,884百万円

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

23年3月期 2,645 333 △875 8,285
22年3月期 4,172 △364 △2,049 6,807

2.  配当の状況 

（注） 当社は定款において配当基準日を3月31日及び9月30日と定めておりますが、現時点では当該基準日における配当予想額は未定であります。 

年間配当金 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 ％ ％

22年3月期 ― 15.00 ― 15.00 30.00 741 26.0 18.0
23年3月期 ― 0.00 ― 0.00 0.00 ― ― ―

24年3月期(予想) ― ― ― ― ― ―

3.  平成24年3月期の連結業績予想（平成23年4月1日～平成24年3月31日） 
（％表示は、通期は対前期、第2四半期(累計)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) 10,735 △4.6 1,329 △28.6 1,008 △37.5 595 △20.1 24.08
通期 22,364 0.7 2,769 △21.0 2,100 △25.5 1,239 △21.3 50.14



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) 会計処理の原則・手続、表示方法等の変更 

（注） 詳細は、添付資料Ｐ.17「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更」をご覧ください。 

(3) 発行済株式数（普通株式） 

新規 ―社 （社名） 、 除外 ―社 （社名）

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） 23年3月期 25,920,000 株 22年3月期 25,920,000 株

② 期末自己株式数 23年3月期 1,206,991 株 22年3月期 1,202,469 株

③ 期中平均株式数 23年3月期 24,715,935 株 22年3月期 24,720,597 株

※ 監査手続の実施状況に関する表示 
この決算短信は、金融商品取引法に基づく監査手続の対象外であり、この決算短信の開示時点において、金融商品取引法に基づく監査手続は終了していませ
ん。 

※ 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。業績予想の前提となる条件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、添付資
料２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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（重要な後発事象）･････････････････････････････････････････････････････････････････   37 

５．その他････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････   38 

（１）生産、受注及び販売の状況･･････････････････････････････････････････････････････････   38 
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１．経営成績 

(1) 経営成績に関する分析 

当連結会計年度のわが国の経済は、回復のきざしは見られたものの、平成 23 年 3 月 11 日に発生し

た「東日本大震災」による国内経済への影響は計り知れず、先行きを見通せない状況となっておりま

す。 

このような厳しい経済環境の中で、当社としては、新製品の開発、新規メンバーの開拓、セールス

リーダーの育成に力を注いでまいりました。この結果海外での売上高は、特に中国において増加して

おりますが、一方米国と日本では前年度に引き続き消費者の買い控え傾向の影響が続いております。 

当期の当社グループ売上高は、総売上高は 38,684 百万円（前年同期比 4.2%減少）、純売上高（売

上割戻差引後）22,203 百万円（前年同期比 5.3％減少）となり、ともに昨年に比べて減少する結果と

なりましたが、これは、為替変動の影響によるところが大きく、この影響を除けば、総売上高は 1.3％

の増加、純売上高は 0.2％の増加となります。 

また前年度に引き続き原価管理を徹底し、販管費の削減努力を継続してまいりましたが、営業利益

は 3,505 百万円（前年同期比 7.9％減少）、為替の影響を除くと前年同期比 4.6％減少となります。経

常利益は 2,818 百万円（前年同期比 13.6％減少）となりました。経常利益の減少は、営業利益の減少

に加えてローンの借り換えに伴う当初借入金の金融付随費用の未償却部分の一括償却 103 百万円があ

ったことによります。この一過性の費用及び為替の影響を除くと経常利益は前年同期比 8.2％減少と

なります。 

当期純利益は 1,574 百万円（前年同期比 44.7％減少）となりましたが、この大幅な減少の要因は、

前年度に米国において退職後医療費給付制度の変更による一時的な特別利益及び同じく現金移動を伴

わない税金費用の減少の合計 1,125 百万円が発生したこと、また当期において資産除去債務の会計基

準の適用による特別損失 114 百万円が発生したことによるものです。これらの現金の移動を伴わない

一時的な損益及び為替の影響を除くと当期純利益は前年同期比 1.4％の増加となります。 

 

 なお次期の見通しは、グループ全体としての売上高は前年と同水準を見込んでおります。収益的に

は営業利益は21.0%減の2,769百万円、経常利益は25.5％減の2,100百万円、純利益は21.3％減の1,239

百万円を予想しております。 
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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 

当連結会計年度末の資産につきましては、現金及び預金が 1,479 百万円増加しましたが、有形・無

形固定資産が償却等により 2,310 百万円減少したことや、円高の影響で海外子会社の資産の評価額が

減少したこと等により、総資産は前連結会計年度末に比べ 1,681 百万円の減少となりました。 

負債につきましては、買掛金、未払費用が支払のタイミングにより減少したことに加え、リース債

務の返済がすすんだことや為替の影響等により、総負債は前連結会計年度末に比べ 1,846 百万円の減

少となりました。  

純資産につきましては、当期純利益の計上により 1,574 百万円増加しましたが、配当金の支払いに

より 370 百万円減少しました。また、期末時点の為替の影響により、為替換算調整勘定が△1,042 百

万発生しました。これらの結果純資産は前連結会計年度末に比べ 164 百万円の増加にとどまりました。 

 

②キャッシュ・フローの状況 

当連結会計年度における現金及び現金同等物（以下「現金」という。）は、営業活動によるキャッ

シュ・フローが 2,645 百万円、投資活動によるキャッシュ・フローが 333 百万円に対し、財務活動に

よるキャッシュ・フローが△875 百万円だったことにより 1,478 百万円増加（前年同期比 21.7％増）

し、当連結会計年度末には 8,285 百万円となりました。 

当連結会計年度における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。 

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

営業活動の結果得られた資金は、2,645 百万円（対前期比 1,527 百万円減）となりました。 

これは主に税金等調整前当期純利益、法人税等の支払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） 

投資活動の結果得られた資金は 333 百万円（同 697 百万円増）となりました。 

これは主に長期性預金の解約による収入があった一方、有形・無形固定資産の取得等のための支出に

よるものであります。 

（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

財務活動の結果使用した資金は、875 百万円（同 1,174 百万円減）となりました。 

これは主に配当金の支払及びリース債務の返済による支出等によるものであります。 

 

(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、株主価値の向上を経営上の 重要課題のひとつとして認識しており、厳しい経営環境のも

とにおいても、株主価値の向上を目的として、売上及び利益の向上、財務体質の改善など経営基盤の

強化に努めております。 

配当金につきましては、会社の今後の業績および将来の成長を図るための投資の必要性などを勘案

し、適切な配当政策を検討しております。なお当期末配当金につきましては見送らせていただきます

が、来期配当金の予想につきましては上記事情を勘案し未定とさせていただきます。 
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２．企業集団の状況 

(1) 企業集団の状況 

当社グループ（当社及び当社の関係会社）が営んでいる主な事業内容と企業集団を構成する各会社の

当該事業における位置づけの概要は次のとおりであります。 

［栄養補給食品、パーソナルケア製品及びホームケア製品］  会社総数 23 社 

当社グループはシャクリー・グローバル・グループ（株）を持株会社とし、その傘下に各事業

会社を配置しております。 

（国内） 日本シャクリー（株）が、シャクリーファミリー（スーパーバイザー、ディストリビ

ューター及びメンバーで構成）を通じて、国内の消費者へ販売しております。 

なお、原料及び製品の一部をシャクリーコーポレーションより購入し、製造技術等使

用料を支払っております。また、シャクリー工業日本(株)へは製品の加工を委託してお

ります。 

（海外） シャクリーコーポレーションが製造し、北米、東南アジアにおいてシャクリーファミ

リーを通じて消費者へ販売しております。 

 

以上に述べた企業集団の概要図は次のとおりであります。 

 
 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                            

シャクリー（チャ

イナ）Co.Ltd. 

 
シャクリー・グローバル・グループ（株） 

(国内) (海外) 

 
日本シャクリー（株） 

(製品の加工の委託) 

製造技術等使用料の支払 

シャクリーU.S.ホールディン

グ・コーポレーション 

(栄養補給食品等) 

シャクリーコーポレーション 

(栄養補給食品等) 

シャクリー工業日本(株) 

ゴールデンゲイトマ

ネージメント,Inc. 

シャクリー

U.S.,LLC 

（原料・製品の供給）

シャクリーインターナ

ショナル,Inc.他 14 社 
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連結

(2) 関係会社の状況 

子会社 

主 要 な 事
名 称 住 所 資 本 金

業 の 内 容

議決権の所有割合

又は被所有割合

関 係 内 容

日本ｼｬｸﾘｰ

（株） 

 

東京都港区西

麻布 

百万円

400

栄養補給食

品等の製造

販売 

％

100 

（直接） 

役員の兼任８名 

ｼｬｸﾘｰ U.S. 

ﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｺ

ｰﾎﾟﾚｰｼｮﾝ 

 

米国ｶﾘﾌｫﾙﾆｱ州 

米ﾄﾞﾙ

30百万

米国持株会

社 

％

100 

（直接） 

役員の兼任１名 

ｼｬｸﾘｰ工業

日本（株） 

静岡県富士郡

芝川町 

百万円

30

栄養補給食

品の加工 

 

％

100 

（間接） 

－ 

ｼｬｸﾘｰｺｰﾎﾟﾚ

ｰｼｮﾝ 

 

米国ｶﾘﾌｫﾙﾆｱ州 

米ﾄﾞﾙ

１

栄養補給食

品等の製造

販売 

％

100 

（間接） 

役員の兼任３名 

ｼ ｬ ｸ ﾘ ｰ

U.S., 

LLC 

 

米国ｶﾘﾌｫﾙﾆｱ州 

米ﾄﾞﾙ

1

栄養補給食

品等の販売

 

％

100 

（間接） 

役員の兼任１名 

ｼｬｸﾘｰｲﾝﾀｰﾅ

ｼｮﾅﾙ ｲﾝｸ 

 

米国ｶﾘﾌｫﾙﾆｱ州 

米ﾄﾞﾙ

45

栄養補給食

品等の販売

％

100 

（間接） 

役員の兼任１名 

その他16社  
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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「自然との調和」を企業理念として、優れた科学技術力を背景に、科学性、実証性を

持った高品質な製品（栄養補給食品、パーソナルケア製品、ホームケア製品）を世界で７０万人を超え

る愛用者に提供しております。 

今後も栄養補給食品ならびにダイレクトセリング業界のパイオニアとしての社会的使命を認識し、市

場のニーズを捉えた製品開発を積極的に推進し、人々の 適な健康の実現を通して社会に貢献していく

ことを経営の基本方針と考えております。 

また、健康関連企業としての社会的責任を深く自覚し、法令やルールの遵守、高い倫理観をもった行

動はもちろん、地球環境の保全にも継続的に取り組んでまいります。 

 
(2) 目標とする経営指標 

当社グループの目標は、売上高ならびに売上高営業利益率の向上及び１株当たり利益（ＥＰＳ）の向

上であります。 

 

(3) 中長期的な会社の経営戦略 

当社グループの主要製品である栄養補給食品の市場につきましては、日本を含む欧米先進国の高齢化

や医療費負担の増大などを背景に今後も成長が見込まれます。しかしながら、異業種企業からの参入も

含め、競争はますます激化するものと思われます。そのような環境下で、当社グループの持っている理

念、製品、マーケティングプランのそれぞれのディファレンスを 大限に活用し、グローバルなシャク

リーの発展を目指し、売上及び利益の向上を図ってまいります。 

具体的には以下の点を基本施策とし、速やかに実行してまいります。 

１）新規愛用者の拡大とシャクリーのリーダー育成に焦点をあてた諸施策の企画と実施。 

２）市場のニーズや社会環境の変化を先取りした新製品の開発及びリニューアル。 

３）ホームオフィスの効率的運営とフィールドサポート体制の強化。 

また、現在 7 ヶ国で展開しているビジネスを今後さらにグローバルに展開していくために、以下の点

に取り組んでまいります。 

１）製品開発から組織運営にいたるまでビジネス全般の改革・革新を行う。 

２）幅広く 適な人材を登用する。 

３）売上で得た利益は成長に向けて再投資し、成長を確かなものにする。 

 

(4) 会社の対処すべき課題 

シャクリーの世界的なビジネスは、今後とも世界的な景気後退や不安定な経済状況の影響を受け続け

ることになります。さらに世界の多くの国で景気活性化策としてとられている財政による景気刺激策は

次年度において更なるインフレ要因となり当社のコストを上昇させる要因ともなりかねません。また、

業界内でのさらなる厳しい競争、その他の業界からの競争者の参入による競争の激化は、当グループの

今後の売上、収益に大きな影響となります。 

勿論、引続き、当グループは経費削減に努めるとともに、新製品の開発、付加価値の増大をメンバー

に提供し、営業基盤を強化し、売上増加に努めてまいります。 
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４．連結財務諸表 
（１）連結貸借対照表 

（単位：百万円）

前連結会計年度 
(平成22年３月31日) 

当連結会計年度 
(平成23年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 6,810 8,289

売掛金 2,008 1,736

商品及び製品 1,646 1,568

原材料及び貯蔵品 ※1  1,281 ※1  901

前払費用 370 410

繰延税金資産 911 846

その他 100 431

貸倒引当金 △55 △63

流動資産合計 13,073 14,121

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 2,878 2,599

減価償却累計額 △915 △965

建物及び構築物（純額） 1,962 1,634

機械及び装置 2,277 2,236

減価償却累計額 △1,885 △1,861

機械及び装置（純額） 392 375

車両運搬具 1,370 1,308

減価償却累計額 △472 △562

車両運搬具（純額） 898 745

工具、器具及び備品 855 769

減価償却累計額 △808 △734

工具、器具及び備品（純額） 46 35

建設仮勘定 147 44

その他 215 239

減価償却累計額 △74 △94

その他（純額） 141 145

有形固定資産合計 3,587 2,980

無形固定資産   

のれん 7,156 5,958

商標 3,557 3,179

その他 845 717

無形固定資産合計 11,559 9,856

投資その他の資産   

長期貸付金 332 127

長期前払費用 128 384

繰延税金資産 669 901

その他 1,178 477

貸倒引当金 △2 △2

投資その他の資産合計 2,306 1,888

固定資産合計 17,454 14,725

資産合計 30,527 28,846
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（単位：百万円）

前連結会計年度 
(平成22年３月31日) 

当連結会計年度 
(平成23年３月31日) 

負債の部   

流動負債   

買掛金 1,496 961

1年内返済予定の長期借入金 ※2  1,047 ※2  932

1年以内のリース債務 469 481

未払売上割戻金 1,642 1,610

未払法人税等 518 541

未払費用 1,617 1,237

代理店研修会議費引当金 418 388

ポイント引当金 － 4

その他 760 609

流動負債合計 7,971 6,767

固定負債   

長期借入金 ※2  13,170 ※2  12,874

長期リース債務 2,558 2,074

退職給付引当金 881 801

役員退職慰労引当金 42 49

その他 847 1,058

固定負債合計 17,499 16,857

負債合計 25,471 23,625

純資産の部   

株主資本   

資本金 1,296 1,296

利益剰余金 5,756 6,960

自己株式 △972 △974

株主資本合計 6,080 7,281

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 5 2

為替換算調整勘定 △1,201 △2,243

その他の包括利益累計額合計 △1,196 △2,241

新株予約権 172 180

純資産合計 5,056 5,221

負債純資産合計 30,527 28,846
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（２）連結損益計算書及び連結包括利益計算書 
（連結損益計算書） 

（単位：百万円）

前連結会計年度 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成22年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成23年３月31日) 

売上高 23,436 22,203

売上原価 ※1  8,466 ※1  8,021

売上総利益 14,970 14,181

販売費及び一般管理費 ※2, ※3  11,164 ※2, ※3  10,675

営業利益 3,805 3,505

営業外収益   

受取利息 10 17

受取配当金 1 0

デリバティブ評価益 32 －

為替差益 45 63

債務勘定整理益 51 －

その他 25 12

営業外収益合計 166 94

営業外費用   

支払利息 575 562

支払手数料 69 179

その他 66 39

営業外費用合計 710 781

経常利益 3,261 2,818

特別利益   

退職後医療費給付制度変更戻入益 299 －

新株予約権戻入益 40 －

特別利益合計 339 －

特別損失   

固定資産除却損 ※4  0 －

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 114

災害による損失 － ※4  18

特別損失合計 0 132

税金等調整前当期純利益 3,600 2,685

法人税、住民税及び事業税 1,448 995

法人税等調整額 △694 115

法人税等合計 753 1,110

当期純利益 2,847 1,574
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（連結包括利益計算書） 

（単位：百万円）

前連結会計年度 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成22年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成23年３月31日) 

当期純利益 － 1,574

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 － △2

為替換算調整勘定 － △1,041

その他の包括利益合計 － ※2  △1,044

包括利益 － ※1  529

（内訳）   

親会社株主に係る包括利益 － 529
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（３）連結株主資本等変動計算書 

（単位：百万円）

前連結会計年度 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成22年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成23年３月31日) 

株主資本   

資本金   

前期末残高 1,296 1,296

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 1,296 1,296

利益剰余金   

前期末残高 3,651 5,756

当期変動額   

剰余金の配当 △741 △370

当期純利益 2,847 1,574

自己株式の処分 △0 －

当期変動額合計 2,105 1,203

当期末残高 5,756 6,960

自己株式   

前期末残高 △968 △972

当期変動額   

自己株式の取得 △4 △2

自己株式の処分 0 －

当期変動額合計 △4 △2

当期末残高 △972 △974

株主資本合計   

前期末残高 3,979 6,080

当期変動額   

剰余金の配当 △741 △370

当期純利益 2,847 1,574

自己株式の取得 △4 △2

自己株式の処分 0 －

当期変動額合計 2,101 1,201

当期末残高 6,080 7,281
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（単位：百万円）

前連結会計年度 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成22年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成23年３月31日) 

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金   

前期末残高 5 5

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △0 △2

当期変動額合計 △0 △2

当期末残高 5 2

為替換算調整勘定   

前期末残高 △612 △1,201

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △588 △1,041

当期変動額合計 △588 △1,041

当期末残高 △1,201 △2,243

その他の包括利益累計額合計   

前期末残高 △607 △1,196

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △588 △1,044

当期変動額合計 △588 △1,044

当期末残高 △1,196 △2,241

新株予約権   

前期末残高 201 172

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △29 7

当期変動額合計 △29 7

当期末残高 172 180

純資産合計   

前期末残高 3,573 5,056

当期変動額   

剰余金の配当 △741 △370

当期純利益 2,847 1,574

自己株式の取得 △4 △2

自己株式の処分 0 －

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △618 △1,036

当期変動額合計 1,482 164

当期末残高 5,056 5,221
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（４）連結キャッシュ・フロー計算書 

（単位：百万円）

前連結会計年度 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成22年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成23年３月31日) 

営業活動によるキャッシュ・フロー   

税金等調整前当期純利益 3,600 2,685

減価償却費 1,778 1,424

貸倒引当金の増減額（△は減少） 16 10

受取利息及び受取配当金 △11 △17

支払利息 575 562

為替差損益（△は益） △7 △11

有形固定資産除売却損益（△は益） 0 －

デリバティブ評価損益（△は益） △32 －

売上債権の増減額（△は増加） △60 226

たな卸資産の増減額（△は増加） △37 225

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 114

災害損失 － 18

長期前払費用の増減額（△は増加） － △436

仕入債務の増減額（△は減少） 84 △405

未払費用の増減額（△は減少） △40 48

代理店研修会議費引当金の増減額（△は減少） 77 △10

退職給付引当金の増減額（△は減少） △494 △1

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 4 7

その他 94 △104

小計 5,547 4,335

利息及び配当金の受取額 9 18

利息の支払額 △540 △458

法人税等の支払額 △1,136 △1,322

法人税等の還付額 293 72

営業活動によるキャッシュ・フロー 4,172 2,645

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 △145 △106

無形固定資産の取得による支出 △184 △109

従業員に対する貸付けによる支出 △46 －

従業員に対する貸付金の回収による収入 12 51

長期性預金の解約による収入 － 500

長期性預金の預入による支出 △1 △1

投資活動によるキャッシュ・フロー △364 333

財務活動によるキャッシュ・フロー   

長期借入金の借入れによる収入 － 13,855

長期借入金の返済による支出 △853 △13,938

配当金の支払額 △741 △370

リース債務の返済による支出 △449 △420

自己株式の取得による支出 △4 △2

財務活動によるキャッシュ・フロー △2,049 △875

現金及び現金同等物に係る換算差額 △223 △626

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 1,535 1,478

現金及び現金同等物の期首残高 5,271 6,807

現金及び現金同等物の期末残高 ※1  6,807 ※1  8,285
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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）連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項 

項目 
前連結会計年度 

（自 平成21年４月１日 
 至 平成22年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成22年４月１日 
 至 平成23年３月31日） 

１．連結の範囲に関する事

項 

(1)連結子会社の数    22社 

 主要な連結子会社名 

日本シャクリー（株）、シャクリーＵ.Ｓ.

ホールディングコーポレーション、シャク

リー工業日本（株）、シャクリーコーポレ

ーション、シャクリーＵ.Ｓ.,LLC 、 シャ

クリーインターナショナル インク 

(1)連結子会社の数    22社 

 主要な連結子会社名 

同左 

 (2) 主要な非連結子会社の名称等 (2) 主要な非連結子会社の名称等 

 該当ありません。 同左 

２．連結子会社の事業年度

等に関する事項 

すべての連結子会社の決算期の末日は、連

結決算日と一致しております。 

連結子会社のうちシャクリー(チャ

イナ)Co.Ltd.及びシャクリーメキシコ

S.A.de C.V.の決算日は12月31日であり

ます。 

連結財務諸表の作成に当たって、こ

れらの会社については、連結決算日現在

で実施した仮決算に基づく財務諸表を

使用しております。 

３．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 

①有価証券 

その他有価証券 

  時価のあるものは、連結決算日の市場

価格等に基づく時価法（評価差額は全部

純資産直入法により処理し、売却原価は

移動平均法により算定）。 

       同左 

 ②デリバティブ              

  時価法によっております。        

 ③たな卸資産 ②たな卸資産 

  国内連結子会社は主として先入先出法        同左 

 による原価法（貸借対照表価額は収益  

 性の低下に基づく簿価切下げの方法によ

り算定）、また在外子会社は先入先出法

による低価法。 

 

 

(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） 

 建物及び構築物・・・・・定額法 

①有形固定資産（リース資産を除く） 

同左 

 機械装置及び車両運搬具・・・定率法  

 工具、器具及び備品・・・・・定率法  

  ただし、在外連結子会社については、

定額法によっております。なお、主な耐

用年数は以下のとおりであります。 

 

     建物及び構築物     5年～45年  

     機械装置及び車両運搬具 2年～6年  

     工具、器具及び備品   3年～20年  
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項目 
前連結会計年度 

（自 平成21年４月１日 
 至 平成22年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成22年４月１日 
 至 平成23年３月31日） 

 ②無形固定資産・・・定額法 ②無形固定資産 

  なお、ソフトウェア（自社利用）につ

いては、社内における利用可能期間（3

年～8年）に基づいております。 

同左 

 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。

③リース資産 

同左 

(3)重要な引当金の計上基

準 

①貸倒引当金 

 債権の貸倒れによる損失に備えるため、

一般債権については貸倒実績率により、貸

倒懸念債権等特定の債権については個別に

回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計

上しております。 

①貸倒引当金 

同左 

 ②代理店研修会議費引当金 

販売代理店であるスーパーバイザーは特

定計算期間において所定の販売目標を達成

した場合に特定の国内または海外研修会議

の参加資格を与えられます。代理店研修会議

費引当金は計算期間内に参加資格を獲得す

るであろうスーパーバイザーに係る会社負

担経費の見積額のうち、計算期間が当連結会

計年度に対応する部分に係る見積額であり

ます。 

②代理店研修会議費引当金 

同左 

            

 

 

 

③ポイント引当金 

国内の一部の連結子会社は販売促進を

目的とするポイント制度に基づき、顧客

へ付与したポイントの利用に備えるた

め、当連結会計年度末において将来利用

されると見込まれる額を計上しており

ます。 
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項目 
前連結会計年度 

（自 平成21年４月１日 
 至 平成22年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成22年４月１日 
 至 平成23年３月31日） 

 ③退職給付引当金 

当社及び国内連結子会社は、退職一時金

及び適格退職年金制度に基づく従業員の退

職給付に備えるため、当連結会計年度末に

おける在籍従業員に係る自己都合要支給額

及び年金受給者・待期者に係る責任準備金

の額の合計額から年金資産を控除した額を

計上しております。 

 また、在外連結子会社については、退職

年金制度に基づく従業員の退職給付に備え

るため、当連結会計年度末における退職給

付債務及び年金資産の見込額に基づき計上

しております。 

 数理計算上の差異の処理については、平

均残存勤務期間6.7年による定額法により

按分した額をそれぞれ発生の翌連結会計年

度から費用処理することとしております。

④退職給付引当金 

同左 

 ④役員退職慰労引当金 

 役員の退任に伴う退職慰労金の支出に備

えるため、内規に基づく必要額を計上してお

ります。 

⑤役員退職慰労引当金 

同左 

(4)重要な外貨建の資産又

は負債の本邦通貨へ

の換算の基準 

 外貨建金銭債権債務は、連結決算日の直物

為替相場により円貨に換算し、換算差額は

損益として処理しております。 

 なお、在外子会社の資産及び負債は連結

決算日の直物為替相場により円貨に換算

し、収益及び費用は期中平均相場により円

貨に換算し、換算差額は純資産の部におけ

る「為替換算調整勘定」に含めて計上して

おります。 

同左 

(5)のれんの償却方法及び

償却期間 

 

           のれんの償却については、20年間の均等償

却を行っております。 

(6)連結キャッシュ・フロー

計算書における資金の範

囲 

           連結キャッシュ・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ヵ

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。 
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項目 
前連結会計年度 

（自 平成21年４月１日 
 至 平成22年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成22年４月１日 
 至 平成23年３月31日） 

(7)その他連結財務諸表作

成のための基本とな

る重要な事項 

消費税等の会計処理方法 

  税抜方式によっております。 

           

①消費税等の会計処理方法 

同左 

②連結納税制度の適用 

当社及び国内の連結子会社は、平成24

年３月期より連結納税制度の適用を受

けることについて、国税庁長官の承認を

受けました。これを受けて、当連結会計

年度より「連結納税制度を適用する場合

の税効果会計に関する当面の取扱い（そ

の１）」（実務対応報告第５号）及び「連

結納税制度を適用する場合の税効果会

計に関する当面の取扱い（その２）」（実

務対応報告第７号）に基づき、連結納税

制度の適用を前提とした会計処理及び

表示をしております。 

４．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。

            

５．のれん及び負ののれん

の償却に関する事項 

のれんの償却については、20年間の均等

償却を行っております。 

            

６．連結キャッシュ・フロ

ー計算書における資

金の範囲 

 

 

 

 

連結キャッシュ・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ヵ月以

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）連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更 

前連結会計年度 
（自 平成21年４月１日 
 至 平成22年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成22年４月１日 
 至 平成23年３月31日） 

           

 

(資産除去債務に関する会計基準) 

当連結会計年度より、「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。 

これにより、営業利益、経常利益はそれぞれ4百

万円減少しており、税金等調整前当期純利益は118

百万円減少しております。 
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（８）追加情報 

前連結会計年度 
（自 平成21年４月１日 
 至 平成22年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成22年４月１日 
 至 平成23年３月31日） 

           

 
当連結会計年度より、「包括利益の表示に関する

会計基準」（企業会計基準第25号 平成22年6月30日）

を適用しております。ただし、「その他の包括利益

累計額」及び「その他の包括利益累計額合計」の前

連結会計年度の金額は、「評価・換算差額等」及び

「評価・換算差額等合計」の金額を記載しておりま

す。 
  

 

 

 

 

（９）連結財務諸表に関する注記事項 

（連結貸借対照表関係） 

前連結会計年度 
（平成22年３月31日） 

当連結会計年度 
（平成23年３月31日） 

※１.原材料及び貯蔵品には仕掛品325百万円が含

まれております。 

 

※２ 担保資産及び担保付債務 

※１.原材料及び貯蔵品には仕掛品209百万円が含

まれております。 

 

※２ 担保資産及び担保付債務 

   担保に供している資産は、次のとおりであり

ます。 

   担保に供している資産は、次のとおりであり

ます。 

投資有価証券 834百万円 
 

投資有価証券 4,358百万円
 

 上記の投資有価証券は、連結子会社株式であり、

連結貸借対照表には計上されておりません。 

 

 上記の投資有価証券は、連結子会社株式であり、

連結貸借対照表には計上されておりません。 

 担保付債務は、次のとおりであります。  担保付債務は、次のとおりであります。 

 

１年内返済予定の

長期借入金 
1,015百万円

長期借入金 13,133百万円
 

  

１年内返済予定の

長期借入金 
899百万円

長期借入金 12,874百万円
 

  

 ３．特定融資枠契約  ３．特定融資枠契約 

特定融資枠契約額 4,000百万円
 

特定融資枠契約額 4,000百万円
 

借入実行残高 －百万円

未実行残高 4,000百万円
 

借入実行残高 －百万円

未実行残高 4,000百万円
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（連結損益計算書関係） 

前連結会計年度 
（自 平成21年４月１日 
至 平成22年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成22年４月１日 
至 平成23年３月31日） 

※１ 期末たな卸高は収益性の低下に伴う簿価切下後

の金額であり、次のたな卸資産評価損が売上原価

に含まれております。 

                  66百万円 

※１ 期末たな卸高は収益性の低下に伴う簿価切下後

の金額であり、次のたな卸資産評価損が売上原価

に含まれております。 

                 △6百万円 

※２ 販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金

額は次のとおりであります。 

※２ 販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金

額は次のとおりであります。 

代理店研修会議費引当金繰入額 241百万円

従業員給料・手当・賞与 3,584百万円

退職給付費用 293百万円
 

代理店研修会議費引当金繰入額 250百万円

従業員給料・手当・賞与 3,386百万円

退職給付費用 121百万円
 

※３ 研究開発費の総額は 431百万円であります。 ※３ 研究開発費の総額は 428百万円であります。 

※４ 固定資産除却損の内訳は、次のとおりでありま

す。 

建物及び構築物 -百万円

機械及び装置 0百万円

車両運搬具 0百万円

工具、器具及び備品 0百万円

 計 0百万円

 
 

          

          ※４ 災害による損失は、平成23年3月11日に発生した

東日本大震災により主に棚卸資産に受けた損失

であります。 

 

 

（連結包括利益計算書関係） 

当連結会計年度（自 平成22年４月１日 至 平成23年３月31日） 

※１ 当連結会計年度の直前連結会計年度における包括利益 

親会社株主に係る包括利益  2,258百万円 

計  2,258百万円 
 

※２ 当連結会計年度の直前連結会計年度におけるその他の包括利益 

その他有価証券評価差額金  △0百万円 

為替換算調整勘定  △588百万円 

計  △588百万円 
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（連結株主資本等変動計算書関係） 

前連結会計年度（自 平成 21 年 4月１日 至 平成 22 年３月 31 日） 

１．発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項 
 前連結会計年度末

株式数（千株） 

当連結会計年度増

加株式数（千株） 

当連結会計年度減

少株式数（千株） 

当連結会計年度末

株式数（千株） 

発行済株式  

 普通株式 25,920 － － 25,920

合計 25,920 － － 25,920

自己株式  

 普通株式（注）1.2 1,196 6 0 1,202

合計 1,196 6 0 1,202

（注）1.普通株式の自己株式の株式数の増加６千株は、単元未満株式の買取りによる増加であります。 

2.普通株式の自己株式の株式数の減少０千株は、単元未満株式の売渡しによる減少であります。 

 
２．新株予約権及び自己新株予約権に関する事項 

新株予約権の目的となる株式の数（株）  

区分 

 

新株予約権の内

訳 

新株予約権

の目的とな

る株式の種

類 

前連結会計

年度末 

当連結会計

年度増加 

当連結会計

年度減少 

当連結会計年

度末 

当連結会計

年度末残高

（百万円） 

提出会社 

（親会社） 

ｽﾄｯｸ･ｵﾌﾟｼｮﾝとし

ての新株予約権 － － －

 

－ － 172

（注）上記の新株予約権のうち、平成 21 年８月 18 日付与の第 9回新株予約権及び平成 22 年３月２日付与の第 9回の 2新 

株予約権の一部については、権利行使日到来前のものが含まれております。 

 

３．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 
（百万円） 

1 株当たり配当

額（円） 

基準日 効力発生日 

平成21年５月19日 

  取締役会 

 
普通株式 

 

370

 

15

 
平成21年３月31日 

 
平成21年６月24日 

平成21年11月11日 

  取締役会 

 
普通株式 

 

370

 

15

 
平成21年９月30日 

 

平成21年12月28日 

 

 

（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 配当金の総額

（百万円） 

配当の原資 1 株当たり配

当額（円） 

基準日 効力発生日 

平成22年５月19日 

  取締役会 

 
普通株式 

 

370

 
利益剰余金 

 

15

 
平成22年３月31日 

 

平成22年６月24日
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当連結会計年度（自 平成 22 年 4月１日 至 平成 23 年３月 31 日） 

１．発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項 
 前連結会計年度末

株式数（千株） 

当連結会計年度増

加株式数（千株） 

当連結会計年度減

少株式数（千株） 

当連結会計年度末

株式数（千株） 

発行済株式  

 普通株式 25,920 － － 25,920

合計 25,920 － － 25,920

自己株式  

 普通株式（注） 1,202 4 － 1,206

合計 1,202 4 － 1,206

（注）普通株式の自己株式の株式数の増加４千株は、単元未満株式の買取りによる増加であります。 

 
２．新株予約権及び自己新株予約権に関する事項 

新株予約権の目的となる株式の数（株）  

区分 

 

新株予約権の内

訳 

新株予約権

の目的とな

る株式の種

類 

前連結会計

年度末 

当連結会計

年度増加 

当連結会計

年度減少 

当連結会計年

度末 

当連結会計

年度末残高

（百万円） 

提出会社 

（親会社） 

ｽﾄｯｸ･ｵﾌﾟｼｮﾝとし

ての新株予約権 － － －

 

－ － 180

（注）上記の新株予約権のうち、平成 21 年８月 18 日付与の第 9回新株予約権及び平成 22 年３月２日付与の第 9回の 2新 

株予約権の一部については、権利行使日到来前のものが含まれております。 

 

３．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 
（百万円） 

1 株当たり配当

額（円） 

基準日 効力発生日 

平成22年５月19日 

  取締役会 

 
普通株式 

 

370

 

15

 
平成22年３月31日 

 

平成22年６月24日 

 
（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 

該当事項はありません。 
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（自 平成21年４月１日 
   ） 

（自 平成22年４月１日 
   ） 

（連結キャッシュ・フロー計算書関係） 

前連結会計年度 

 至 平成22年３月31日

当連結会計年度 

 至 平成23年３月31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

810百万円 

預入期間が３ヵ月を超える    

定期預金            

る科目の金額との関係 

（平成22年３月31日現在） 

現金及び預金勘定       6,

△2百万円 

現金及び現金同等物      6,807百万円 

２ 重要な非資金取引の内容 

ナンス・リ

ース取引に係る資産及び債務の額は、それぞれ  526

百万円、545百万円であります。 

※ 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 

89百万円 

預入期間が３ヵ月を超える    

定期預金            

 

当連結会計年度に新たに計上したファイ

（平成23年３月31日現在） 

現金及び預金勘定       8,2

△3百万円 

現金及び現金同等物      8,285百万円 

２ 重要な非資金取引の内容 

  当連結会計年度に新たに計上したファイナンス・リ

ース取引に係る資産及び債務の額は、それぞれ

 

 

 

252 百万円、261 百万円であります。 

 

 

（

（自 平成22年４月１日 

リース取引関係） 

前連結会計年度 
（自 平成21年４月１日 

  至 平成22年３月31日） 

当連結会計年度 

  至 平成23年３月31日） 

１．ファイナンス・リース取引 

所有権移転外ファイナンス・リース取引 

 ①リース資産の内容 

  有形固定資産 

   主として、在外子会社における建物及び構築物、

国内子会社における車両運搬具であります。 

  ②リース資産の減価償却の方法 

   連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項

却資産の減価償却の方法」に記載

の通りであります。 

 

２.オペレーティ

  オペレーティング・リース取引のうち解約不能のもの

に係る未経過リース料 

 

１年内 296 百万円

１年超 885 百万円

合計 1,182 百万円

 

3(2)「重要な減価償

ング・リース取引 

 

１

所有権移転外ファイナンス・リース取引 

 ①リース資産の内容 

            同左 

 

 

 

②リース資産の減価償却の方法 

同左 

 

 

 

２.オペレーテ

  オペレーティング・リース取引のうち解約不能のも

のに係る未経過リース料 

 

１年内 393 百万円

１年超 911 百万円

合計 1,305 百万円

．ファイナンス・リース取引 

ィング・リース取引 
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（金融商品関係）

   

 
（有価
前連結会計年度（平成 22 年３月 31 日） 

１．その他有価証券で時価のあるもの 

貸借対照表計上

（ 万円） （百万円） 

差額 

（百万円） 

 
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。

証券関係） 

  

種類 

連結

額 百

取得原価 

(1) 株式 19 10 9 

(2) 債券 － － － 

(3) その他 － － － 

 

合計  9 

 

連結貸借対照表計上額が

取得原価を超えるもの 
19 10

 

当連結会計年度（平成 23 年３月

１．その 券で時価のある

種類 

連結貸借対照表

額（百万円） 

取得原価 

（百万円） 

 

（百万円） 

31 日） 

他有価証 もの 

  計上 差額

(1) 株式 14 10 4 

(2) 債券 － － － 

(3) その他 － － － 

 

 

連結貸借対照表計上額が

取得原価を超えるもの 
合計 14 10 4 

 

 
 
（デリバティブ取引関係） 

 

    前連結会計年度（平成 22 年 3 月 31 日） 

デリバティブ取引は当連結会計年度末に終了しており、該当事項はありません。 

 

（平成 23 年 3 月 31 日） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    当連結会計年度

   該当事項はありません。 
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（退職給付関係） 

 当社 ています。なお、一部の在外連

結子会社は、確定給付型の制度のほか、確定拠出型の制度を設けております。 

 

２．退職給付債務に関する事項

 
前連結会計年度 

  （平成22年３月31日） 
当連結会計年度 

  （平成23年３月31日） 

１．採用している退職給付制度の概要 

グループは、確定給付型の制度として、退職年金制度及び退職一時金制度を採用し

 

(1) 退職給付債務（百万円） △2,410 △2,314 

(2) 年金資産（百万円） 1,395 1,296 

(3) 未積立退職給付債務 (1)＋(2)（百万円） △1,014 △1,017 

(4) 会計基準変更時差異の未処理額（百万円）      －      － 

(5) 未認識数理計算上の差異（百万円） 131 214 

(6) 未認識過去勤務債務（百万円） － － 

(7) 連結貸借対照表計上額純額(3)+(4)+(5)+(6)

（百万円） 

△883 △803 

(8) 前払年金費用（百万円）      －      － 

(9) 未払費用（百万円）      1      1 

(10) 退職給付引当金 (7)－(8)＋（9）（百万円） △881 △801 

(注)当社及び国内連結子会社は、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。 

．退職給付費用に関する事項 

 
前連結会計年度 

（自平成21年４月１日 
    至平成22年３月31日） 

当連結会計年度 
（自平成22年４月１日 

    至平成23年３月31日） 

 

３

 (1)勤務費用（百万円） 215 44 

 (2)利息費用（百万円） 120 100 

 (3)期待運用収益（百万円） △94 △73 

 (4)会計基準変更時差異の処理額（百万円） － － 

 (5)数理計算上の差異の費用処理額（百万円） 19 18 

 － － (6)過去勤務債務の費用処理額（百万円） 

 (7)その他（百万円） 72 70 

 334 160 退職給付費用（百万円） 

退職給付引当金戻入益（百万円） － － 

退職後医療費給付制度変更戻入益（百万円） △299 － 

計（百万円） 34 160 

(注)１．簡便法を採用している会社の退職給付費用は、「勤務費用」に含めております。 
 

４．退職給付債務等の計算の基礎に関する事項 

前連結会計年度
  （平成22年３月31日

当連結会計年度
  （平成23年３月31日

２．「（7）その他」は、確定拠出年金への掛金支払額及び在外子会社における退職金支払相当額であります。

 

 
 
） 

 
） 

在外連結子会社   

(1)退職給付見込額の期間配分方法 支給倍率基準 同左 

(2)割引率 6.3 5.8％ ％ 

(3)期待運用収益率 8.0％ 7.0％  

(4)数理計算上の差異の処理方法 6.7年にわたっ

ります。 

6.7年にわたっ

却してお

ります。 

て定額

法により償却してお 法により償

て定額
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（ストック・オプション等関係） 

21 年４月１日 至 平成 22 年３月 31 日） 

内容、規模及びその変動状況 

  

 約権 第３回新株予約権 第 4回新株予約権 

（企業結合等関係） 

  該当事項はありません。 

前連結会計年度（自 平成

１．ストック・オプションの

（１）ストック・オプションの内容

第２回新株予

付与対象者の 当社関係会社の取締役２名 当社執行役  当社執行役  

社関係会社の執行役１名

区分及び人数 

当社関係会社の従業員６名  当

１名  1 名

当社関係会社の従業員２名

株式の種類別のストック・オ

プションの付与数（注） 
普通株式 16,000 株 普通株式  100,000 株 普通株式 12,000 株 

付与日（割当日）  平成 16 年 12 月 10 日 平成 17 年 7月 8日 平成 16 年 10 月 1 日

権利確定条件 なし し し な な

対象勤務期間 発行総数の 25%について

は対象勤務期間なし。他の

25%については平成 16 年

日から平成 17 年

月 30 日。他の 25%につい

ては平成16年10月1日か

成 18 年 9 月 30 日。残

りの 25%については平成

16年10月1日から平成19

年 9月 30 日。 

は対象勤務期間なし。他の

25%については平成 16 年

から平成 17 年

12 月 の 25%につい

ては 年 12 月 10 日

9 日

12 月 9日。 

3%につい

ては平成 17 年 7 月 8 日か

ら平成 19 年 7 月 7 日。他

の ついては平成

17 年 7 月 8 日から平成 20

年 。残りの 33.4%

7 年 7 月

10 月 1 9 12 月 10 日

ら平

発行総数の 25%について

9日。他

平成 16

から平成 18 年 12 月

残りの 25%については平

成 16 年 12 月 10 日から平

成 19 年

。 については平成 1

8 日から平成 21 年 7 月 8

日。 

発行総数の 33.

33.3%に

7 月 7日

権利行使期間 自平成 16 年 10 月１日 

至平成 26 年 9 月 30 日 

 ただし、新株予約権は、

発行日から４年間、毎年

25％ずつ行使可能になる

が、発行日から 10 年経過し

た日以降は行使することは

できない。 

自平成 16 年 12 月 10 日 

至平成 26 年 12 月 9 日 

 ただし、新株予約権は、

発行日から４年間、毎年

25％ずつ行使可能になる

が、発行日から 10 年経過し

た日以降は行使することは

できない。 

自平成 19 年 7 月 8日 

至平成 27 年 7 月 7日 

 ただし、本新株予約権は、

本新株予約権の発行日の２

年後の日に付与された新株

予約権の総数の 33.3％が、

本新株予約権の発行日の３

年後に付与された新株予約

権の 33.3％が、本新株予約

権の発行日の４年後の日に

付与された新株予約権の

33.4％が行使可能になる

が、発行日から 10 年経過し

た日以降は行使することは

できない。 
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第 7 回新株予約権 第 8回新株予約権 第 9回新株予約権 

付与対象者の区分及び人数 当社執行役 1 名 当社子会社のオフィサー 

１名 

当社子会社のオフィサー 

１名 

株式の種類別のストック・オ

プションの付与数（注） 
普通株式 1,036,800 株 普通株式  247,430 株 普通株式  100,000 株 

付与日（割当日） 平成 18 年 7月 1日 平成 18 年 7月 1日 平成 21 年 8月 18 日 

権利確定条件 なし なし なし 

対象勤務期間 発行総数の 33.3%につい

ては平成 8 年 7 月 1 日1 か

3

21 か

ら平成 19 年 6 月 30 日。他

の 33.3%については平成

18 年 7 月 1 日から平成 20

年 6月 30日。残りの33.4%

については平成 18 年 7 月

1 日から平成 21 年 6 月 30

日。 

発行総数の 33.3%につい

ては平成 18 年 7 月 1 日か

ら平成 19 年 6 月 30 日。他

の 33.3%については平成

18 年 7 月 1 日から平成 20

年 6月 30日。残りの33.4%

については平成 18 年 7 月

1 日から平成 21 年 6 月 30

日。 

発行総数の 3 .3%につい

ては平成 年8月18日

ら平成 23 年 8 月 17 日。他

の 33.3%については平成

21年8月18日から平成24

年 8月 17日。残りの33.4%

については平成 21 年 8 月

18日から平成25年8月17

日。 

権利行使期間 自平成 19 年 7 月１日 

至平成 28 年 6 月 30 日 

 ただし、本新株予約権は、

付与された本新株予約権の

総数の33.3％が本新株予約

権の割当日の１年後の応当

日に、付与された本新株予

約権の総数の33.3％が本新

株予約権の割当日の２年後

の応当日に、付与された本

新株予約権の33.4％が本新

株予約権の割当日の３年後

の応当日に、それぞれ行使

可能になるが、割当日から

10年後の応当日以降は行使

することができない。 

自平成 19 年 7 月１日 

至平成 28 年 6 月 30 日 

 ただし、本新株予約権は、

付与された本新株予約権の

総数の33.3％が本新株予約

権の割当日の１年後の応当

日に、付与された本新株予

約権の総数の33.3％が本新

株予約権の割当日の２年後

の応当日に、付与された本

新株予約権の33.4％が本新

株予約権の割当日の３年後

の応当日に、それぞれ行使

可能になるが、割当日から

10年後の応当日以降は行使

することができない。 

約権の総数の33.3％が本新

株予約権の割当日の３年後

の応当日に、付与された本

新株予約権の33.4％が本新

株予約権の割当日の４年後

の応当日に、それぞれ行使

可能になるが、割当日から

10年後の応当日以降は行使

することができない。 

自平成 23 年 8 月 18 日 

至平成 31 年 8 月 17 日 

 ただし、本新株予約権は、

付与された本新株予約権の

総数の33.3％が本新株予約

権の割当日の２年後の応当

日に、付与された本新株予

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

シャクリー・グローバル・グループ(株) (8205) 平成23年３月期 決算短信

26



   

権  第 9回の 2新株予約

付与対象者の区分及び人数  当社子会社のオフィサー

１名 

株式の種類別のストック・オ

プションの付与数（注） 
普通株式   50,000 株 

付与日（割当日） 平成 22 年 3月 2日 

権利確定条件 なし 

対象勤務期間 発行総数の 33.3%について

は平成 22年 3月 2日から平

成24年3月1日。他の33.3%

については平成 22 年 3 月 2

日から平成 25 年 3月 1日。

残りの 33.4%については平

成22年3月2日から平成26

年 3月 1日。 

権利行使期間 自平成 24 年 3 月 2日 

至平成 32 年 3 月 1日 

 ただし、本新株予約権は、

付与された本新株予約権の

総数の 33.3％が本新株予約

権の割当日の２年後の応当

日に、付与された本新株予約

権の総数の 33.3％が本新株

予約権の割当日の３年後の

応当日に、付与された本新株

予約権の 33.4％が本新株予

約権の割当日の４年後の応

当日に、それぞれ行使可能に

なるが、割当日から 10 年後

の応当日以降は行使するこ

とができない。 

（注）株式数に換算して記載しております。 
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クオプションの規

 当連結会計年度（平成 22 年 3月 3 ・オプションを対象とし、ストック・オプション

の数については、株式数に換算して記載しております。 

①ストック・オプションの数

 第 2回ス

トックオ

プション

第 6回ス

トックオ

プション

第 7回ス

トックオ

プション

第 8回ス

トックオ

プション 

第 9回ス

トックオ

プション

第9回の2

ストック

オプショ

ン 

 （2）ストッ 模及びその変動状況 

1 日）において存在したストック

 

 

第 3回ス

トックオ

プション

第 4回ス

トックオ

プション

権利確定前（株）         

前連結会計年度末 
   － 66,700 346,291 124,392    －  －    －   5,678

 付与 
   －    －     －    － 100,000  50,000    －    －

 失効 
   －  33,400     －    －    －    －    －    －

 権利確定 
   －   5,678  33,300   346,291  124,392     －       －    －

 未確定残 
   －    －    －    －     －    － 100,000  50,000

権利確定後（株）         

前連結会計年度末 
93,000 105,000 11,322  33,300 690,509 248,038    －    －

 権利確定 
    －    －   5,678  33,300 346,291 124,392    －    －

 権利行使 
    －    －    －    －     －    －    －    －

 失効 
77,000   5,000   5,000  66,600     － 125,000    －    －

 未行使残 
16,000  100,000  12,000    － 1,036,800  247,430     －    －

 

②単価情報 

第 2回ス

トックオ

プション 

第 3回ス

トックオ

プション 

第 4回ス

トックオ

プション 

第 6回ス

トックオ

プション 

第 7回ス

トックオ

プション 

第 8回ス

トックオ

プション 

第 9回ス

トックオ

プション 

第9回の2

ストック

オプショ

ン 

 

権利行使価格（円） 
 1,430    1,343   1,050     985   1,313   1,071    747    598 

行使時平均株価（円）
   －    －    －    －    －    －    －    － 

付与日における公正

な評価単価（円） 
   －    －    －     200     121     171     161     112 

 

 

２．ストック・オプションの公正な評価単価の見積方法 

  当連結会計年度において付与された平成 21 年ストックオプションについての公正な評価単価の見積もり方法は以

下のとおりであります。 
  ①使用した評価技法         ブラック・ショールズ式 

  ②主な基礎数値及び見積方法 

  第９回新株予約権 第９回の 2新株予約権 

 

 

 

 株価変動性（注１） 34.93％ 35.33％ 

 予想残存期間（注２） 6.5 年 6.5 年 

 予想配当（注３） 30 円/株 30 円/株 

 無リスク利子率（注４） 500.862％ 0.7 ％ 

        （注）１予想残存期間に対応する期間の過去の株価情報を用いております。 

            ２予想残 理 も あ 利 の の り

            ３平成 21 年３月期の配当実績によっております。 

 残 期間に対応 る期間の 債の利回り あります。

 

 

 

 

 

 

 

存期間の合 的な見積 りが困難で るため、権 行使期間 中間点まで 期間であ ます。 

           ４予想 存 す 国 で  
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３．ストック・オプションの権利確定数の見積方法 

４．連結財務諸表への影響額

 び一般管理費の株式報酬費用  10 百万円 

 利益の新株予約権戻入益      40 百万円 

 

 

当連結会計年度（自 平成 22 年４月１日 至 平成 23 年３月 31 日） 

１ ストック・オプショ 当 費

 販売費及び一般管理費の株式報酬費用 

 

２ ン 変

 第２回新株予約権 第３回新株予約権 第 4回新株予約権 

基本的には、将来の失効数の合理的な見積りは困難であるため、実績の失効数のみを反映させる方法を採用して

おります。 
 

 

  販売費及

  特別

 

． ンにかかる 連結会計年

 7 百万円 

度における 用計上額及び科目名 

.ストック・オプショ の内容、規模及びその 動状況 

 （１）ストック・オプションの内容 

付与対象者の区分及び人数 

当社関係会社の従業員６名

１名 

 

 

当社関係会社の執行役１名

当社関係会社の従業員２名

当社関係会社の取締役２名 当社執行役 当社執行役 1 名

株式の種類別のストック・オ 普通株式 12,000 株 
プションの付与数（注） 

普通株式  100,000 株 普通株式 12,000 株 

付与日 平成 16 年 10 月 1 日 平成 16 年（割当日） 12 月 10 日 平成 17 年 7月 8日 

権利確定条件 なし なし なし 

対象勤務期間 発行総数の 25%について

は対象勤務期間なし。

5%については平成 1

月 1 日から平成 17 年 9

月 30 日。他の 25%につ

ては平成16年10月1

18 年 9 月 30 日。残

25%については

の

%については平成

12 月 10 日から平成 17 年

2月 9日。他の 25%に

は平成 16 年 12

から平成 18 年 12 月 9 日。

25%につい

数の 33.3%につい

17 年 7 月 8 日か

ら平成 19 年 7 月 7 日。他

の 33.3%については平成

17 年 7 月 8 日から平成 20

年 7月 7日。残りの 33.4%

については平成 17 年 7 月

8 日から平成 21 年 7 月 8

日。 

他の

発行総数

は対象勤務期間なし。

2 6 年 25

10

い 1

日か て

ら平成

りの 平成 残りの

16年10月1日から平成19 成 16 年 12 月 10 日から平

年 9月 30 日。 成 19 年 12 月 9 日。 

25%について

他の

発行総

ては平成

16 年

つい

月 10 日

ては平

権利行使期間 
至平成 26 年 9 月 30 日 至平成 26 年 12

自平成 16 年 10 月１日 自平成

 ただし、新株予約権は、

発行日から４年間、毎年

25％ずつ行使可能になる

が、発行日から 10 年経過し

た日以降は行使することは

できない。 

16 年 12 月 10 日 

月 9日 

 ただし、新株予約権は、

発行日から４年間、毎年

25％ずつ行使可能になる

が、発行日から 10 年経過し

た日以降は行使することは

できない。 

自平成 19 年 7 月 8日 

至平成 27 年 7 月 7日 

 ただし、本新株予約権は、

本新株予約権の発行日の２

年後の日に付与された新株

予約権の総数の 33.3％が、

本新株予約権の発行日の３

年後に付与された新株予約

権の 33.3％が、本新株予約

権の発行日の４年後の日に

33.4％が行使可能になる

が、発行日から 10 年経過し

た日以降は行使することは

できない。 

付与された新株予約権の
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第 7回新株予約権 第 8回新株予約権 第 9回新株予約権  

付与対象者の区分及び人数 当社執行役 1 名 当社子会社のオフィサー 

１名 

当社子会社のオフィサー 

１名 

株式の種類別のストック・オ

ションの付与数（注） 
普通株式 1,036,800 株 普通株式  247,430 株 普通株式  100,000 株 

プ

付与日（割当日） 平成 18 年 7月 1日 平成 18 年 7月 1日 平成 21 年 8月 18 日 

権利確定条件 なし なし なし 

対象勤務期間 発行総数の 33.3%につい

ては平成 18 年 7 月 1 日か

他

成

18 年 7 月 1 平成 20

か

19 年 6 他

成

18 年 7 月 1 平成 20

日か

23 年 月 日。他

つ て 平成

21年8月18 平成24

ら平成 19 年 6 月 30 日。

の 33.3%については平

日から

年6月 30日。残りの33.4%

については平成 18 年 7 月

1 日から平成 21 年 6 月 30

日。 

発行総数の 33.3%につい

ては平成 18 年 7 月 1 日

ら平成 月 30 日。

の 33.3%については平

日から

年6月 30日。残りの33.4%

については平成 18 年 7 月

1 日から平成 21 年 6 月 30

日。 

発行総数の 33.3%につい

ては平成21年8月18

ら平成 8 17

の 33.3%に い は

日から

年8月 17日。残りの33.4%

については平成 21 年 8 月

18日から平成25年8月17

日。 

権利行使期間 

後の応当

予

新

、割当日から

10年後の応当日以降は行使

することができない。 

応当

新

、割当日から

10年後の応当日以降は行使

することができない。 

33.3％が本新株予約

権の割当日の２年後の応当

予

自平成 19 年 7 月１日 

至平成 28 年 6 月 30 日 

 ただし、本新株予約権は、

付与された本新株予約権の

総数の33.3％が本新株予約

権の割当日の１年

日に、付与された本新株

約権の総数の33.3％が本新

株予約権の割当日の２年後

の応当日に、付与された本

新株予約権の33.4％が本

株予約権の割当日の３年後

の応当日に、それぞれ行使

可能になるが

自平成 19 年 7 月１日 

至平成 28 年 6 月 30 日 

 ただし、本新株予約権は、

付与された本新株予約権の

総数の33.3％が本新株予約

権の割当日の１年後の

日に、付与された本新株予

約権の総数の33.3％が本

株予約権の割当日の２年後

の応当日に、付与された本

新株予約権の33.4％が本新

株予約権の割当日の３年後

の応当日に、それぞれ行使

可能になるが

自平成 23 年 8 月 18 日 

至平成 31 年 8 月 17 日 

 ただし、本新株予約権は、

付与された本新株予約権の

総数の

日に、付与された本新株

約権の総数の33.3％が本新

株予約権の割当日の３年後

の応当日に、付与された本

新株予約権の33.4％が本新

株予約権の割当日の４年後

の応当日に、それぞれ行使

可能になるが、割当日から

10年後の応当日以降は行使

することができない。 
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 第 9 回の 2新株予約権 

付与対象者の区分及び人数 当社子会社のオフィサー 

１名 

株式の種類別のストック・オ

プションの付与数（注） 
普通株式   50,000 株 

付与日（割当日） 平成 22 年 3月 2日 

権利確定条件 なし 

対象勤務期間 数の 33.3%について

ら平

.3%

発行総

は平成 22年 3月 2日か

成24年3月1日。他の33

については平成 22 年 3 月 2

日から平成 25 年 3月 1日。

残りの 33.4%については平

成22年3月2日から平成26

年 3月 1日。 

権利行使期間 

の

応当日に、付与された本新株

予約権の 33.4％が本新株予

約権の割当日の４年後の応

当日に、それぞれ行使可能に

なるが、割当日から 10 年後

の応当日以降は行使するこ

とができない。 

自平成 24 年 3 月 2日 

至平成 32 年 3 月 1日 

 ただし、本新株予約権は、

付与された本新株予約権の

総数の 33.3％が本新株予約

権の割当日の２年後の応当

日に、付与された本新株予約

権の総数の 33.3％が本新株

予約権の割当日の３年後

（注）株式数に換算して記載しております。 
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クオプションの規

 当連結会計年度（平成 23

の数については、株式数に換算して記載しております。 

①ストック・オプションの数

 第2回ス

ックオプ

ション ション 

第7回スト

ックオプ

ション 

第8回スト

ックオプ

ション 

第9回スト

ックオプ

ション 

第 9回の 2ス

トックオプ

ション 

 （2）ストッ 模及びその変動状況 

年 3月期）において存在したストック・オプションを対象とし、ストック・オプション

 

ト 第3回スト

ックオプ

ション 

第4回スト

ックオプ

権利確定前（株）        

 前連結会計年度末 
        －     －  100,000   50,000 －     －     －

 付与 
    －     －     －     －     －      －     －

 失効 
        －     －     －     － －     －     －

 権利確定 
    －     －     －      －        －      －     －

 未確定残 
        －     －  100,000   50,000 －     －    －

権利確定後（株）        

 前連結会計年度末 
16,0 0 1,036,800  247,430    －    － 00   100,000   12,00

 権利確定 
         －     －    －    － －     －     －

 権利行使 
         －     －    －    － －     －     －

 失効 
4,0     －     －     －    －    － 00     －

 未行使残 
12,000  100,000   12,000 1,036,800  247,430     －     － 

 

②単価情報 

第2回スト

ックオプ

ション 

第3回スト

ックオプ

ション 

第4回スト

ックオプ

ション 

第7回スト

ックオプ

ション 

第8回スト

ックオプ

ション 

第9回スト

ックオプ

ション 

第 9回の 2ス

トックオプ

ション 

 

権利行使価格（円） 
 1,430   1,343  1,050   1,313   1,071     747    598 

行使時平均株価（円）
   －    －    －    －    －    －    － 

付与日における公正
   －    －    －     121     171     161     112 

な評価単価（円） 

 

３．ストック・オプションの公正な評価単価の見積方法 

   当連結会計年度において付与されたストック・オプションはありません。 

．ストック・オプションの権利確定数の見積方法 

基本的には、将来の失効数の合理的な見積りは困難であるため、実績の失効数のみを反映させる方法を採用しており

ます。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

４
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（税効果会計関係） 

前連結会計年度 
（平成22

当連結会計年度 
年３月31日） （平成23年３月31日） 

１．繰延税金資産及び繰

内

延税金負債の発生の主な原因 １．繰延

別の内訳 

税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因

別の 訳 

 
（単位：百万円）

 

8

超過額 0

投資有価証券評価損

評価損否

当金損金算入限度超過額 241

有給休暇引当金 

会議費引当金

たな卸資産評価損等 35

未払事業税等否認 157

金損金算入限度超過額 347

研究開発費否認 

未確定債務 243

繰越欠損金 162

2,648

繰延税金資産 

貸倒引当金損金算入限度超過額 

減価償却費

否認 15

その他投資 認 17

賞与引

51

代理店研修 否認 295

退職給付引当

56

その他 1,014

繰延税金資産小計 

評価性引当額 △439

繰延税金資産合計 2,209

繰延税金負債 

その他有価証券評価差額金  △3

その他 △624

繰延税金負債合計 △628

繰延税金資産（負債）の純額 1,581

  
 

 
（単位：百万円）

繰延税金資産  

倒 算 額

減価償却費超過額 0

賞与引当金損金算入限度超過額 188

理 費  

たな卸資産評価損等 29

未払事業税等否認 139

退職給付引当金損金算入限度超過額 305

 

確

繰越

繰延税金資産小計 2,910

貸 引当金損金 入限度超過  9

投資有価証券評価損否認 15

その他投資評価損否認 17

有給休暇引当金 52

代 店研修会議 引当金否認 272

研究

未

開発費否認

定債務 

欠損金 

51

230

292

その他 1,305

評価性引当額 △340

繰延税金資産合計 2,569

繰延税

その他有価証券評価差額金  △1

その他 △820

△821

金負債 

繰延税金負債合計 

繰延税金資産（負債）の純額 1,747

  
 

繰延税金資産の純額は、連結貸借対照表の以下の

項目に含

繰延税金資産の純額は、連結貸借対照表の以下の

まれております。 項目に含まれております。 

（百万円） （百万円）

流動資産－繰延税金資産 911 流動資産－繰延税金資産 846 

固定資産－繰延税金資産 669 固定資産－繰延税金資産 901 

固定負債－繰延税金負債  － 固定負債－繰延税金負債  － 

    

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 

２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負

担率との差異の原因となった主な項目別の内訳 

（％） 

法定実効税率               40.5 

（調整） 

交際費等永久に損金に算入されない項目   1.8 

税制の恩恵を受けない海外損失        6.4 

評価性引当額             △12.4 

海外子会社におけるのれんの税効果の影 △12.4 

響額 

  △2.9その他                

  20.9税効果会計適用後の法人税等の負担率  

 

  

法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負

担率との間の差異が法定実効税率の100分の５以下

であるため注記を省略しております。 
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（資産除去債務関係） 

  当連結会計年度末（平成 23

 のうち連結貸借対照表 上している

 

  要  

上に代え 不動産 が 終的に見 ないと認

 

   (2) 当該資産除去債務の金額の算定方法 

  用年数 積り資 。 

 

計年度における当該資産除去 の総額の

計年度の期首時点において、 の回収 込めないと認められる金額として した金額

百万円であります。また、資産 務の総額 おける増減は、上記算定金額以外 せん。 

 
（賃貸等不動産関係） 
 りません。 

 

 

（セグメント情報等） 
ａ.事業の種

前連結会計年度（自平成 31

当社グループは栄養補給食品等以外に事業の種類がないため該当事項はありません。 

 

ｂ.所在地別セグメント情報 

 前連結 月１日 22 年３月 31

 日本 

(百 万 円

北米 

百 万 円 )

そ

の

(百 万 円 )

消去又は全社

（百 万 円

連 結 

(百 万 円 )

年３月 31 日） 

  資産除去債務 に計 もの 

(1) 当該資産除去債務の概

 一部の国内子会社の建物の不動産賃貸借契約に基づき、退去時における原状回復にかかる債務を資産除去債務

として認識しております。 

なお、資産除去債務の負債計 て、 賃貸借契約に関連する敷金の回収 込め

められる金額を合理的に見積もり、そのうち当期の負担に属する金額を費用に計上する方法によっております。 

  使用見込期間を当該建物の残存耐 と見 産除去債務の金額を計算しております

(3）当連結会 債務 増減 

当連結会 敷金 が 終的に見 算定

は191 除去債 の期中に ありま

 

 該当事項はあ

類別セグメント情報 

21 年４月１日 至平成 22 年３月 日） 

会計年度（自平成 21 年４ 至平成 日） 

) (

の他 計 

地域 (百 万 円 ) ） 

Ⅰ売上高及び営業損益   

 売上高   

( 041)外部顧客に対する売上高 7,748 14,6 1,083 23,436 － 23,436

(

  売上高又は振替高 

957 － 977 △977 －2)セグメント間の内部 20 

計 7,768 15,562 1,083 24,414 △977 23,436

営業費用 5,872 13,302 1,094 20,269 △638 19,631

営業利益(又は営業損失) 1,896 2,259 △11 4,144 △339 3,805

Ⅱ 63 81 30,527資産 23,115 23,1 1,229 47,509 △16,9

（注）１.国又は地域の区分は地理的近接度によっております。 

        ２.各区分に属する主な国又は地域の内訳は次のとおりであります。 

  キシコ 

     （２）その他の地域・・・マレーシア、台湾、中国 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   （１）北米・・・・・・・米国、カナダ、メ
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ｃ.海外売上

  前連

北米 その他の 

地域 

計 

高 

結会計年度（自平成 21 年４月１日 至平成 22 年３月 31 日） 

 

Ⅰ海外売上高（百万円） 14,513 1,174 15,688 

Ⅱ連結売上高（百万円） － － 23,436 

Ⅲ連結売上高に占める海外売上

高の割合（％）

 
 61.9 5.0

 

66.9 

（注）１.国又は地域の区分は地理的近接度によっております。 

        ２.各区分に属する主な国又は地域の内訳は次のとおりであります。 

     

     

   ３.海外売上高は、当社及び連結子会社の日本以外の国又は地域における売上高であります。 

４月１日 至平成 23 年３月 31 日） 

当社グループの報告セグメントは、当社グループの構成単位のうち分離された財務情報が入手可能であり、取締役

及び業績を評価するために定期的に検討を行う対象となっているものであります。 

内及び海外においては北米、アジア地域にそれぞ

れ現地法人を通じて事業活動を展開しております。 

 グループの管理体制においては日本、北米（米国、カナダ、メキシコ）、その他（マレーシア、台湾、中国等アジ

ア地域）の地域的区分において経営戦略、製品開発計画を立案し、業績評価を行っております。 

は、経営管理単位 基礎とした地域別のセグメントから構成されており、「 本」、「北米」

報告セグメントとしております 各報告セグメントでは、栄養補給食品のほかパーソナル ア製品及びホー

り

２.報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産、負債その他の項目の金額の算定方法 

    報告されている事業セグメントの会計処理の方法は、「連 諸表作 の基本と 要な おけ

る記載と同一であります。セグメント間の内部収益及び振替高は市場実勢価格に基づいております。 

 

グメントごとの売上高、利 失 負債そ 項目の する

             （単位：百万円） 

 

（１）北米・・・・・・・米国、カナダ、メキシコ 

（２）その他の地域・・・マレーシア、台湾、中国、シンガポール 

 

ｄ.セグメント情報 

当連結会計年度（自平成 22 年

 

１.報告セグメントの概要 

会が経営資源の配分の決定

 当社グループは、主に栄養補給食品等を生産・販売しており、国

 従って当社グループ を 日

の２つを 。 ケ

ムケア製品を生産・販売してお ます。 

 

結財務 成のため なる重 事項」に

３.報告セ 益又は損 、資産、 の他の 金額に関 情報 

前連結会計年度 （自平成 21 年 4 月 1日 至平成 22 年 3 月 31 日） 

 報告セグメント 

 
日本 北米 計 

その他 

(注)1 合計 

調整額 

(注)2 

連結財務諸

表計上額

(注)3 

売上高        

外部顧客への売上高 7,748 14,604 22,353 1,083 23,436       -  23,436

セグメント間の内部 

売上高又は振替高 20 957 977       -  977 △977      -

計 
7,768 15,562 23,330 1,083 24,414 △977 23,436

セグメント利益（又は損失）
1,896 2,259 4,155 △12 4,144 △339 3,805

セグメント資産 23,115 23,163 46,279 1,229 47,509 △16,981 30,527

セグメント負債 17,759 19,763 37,523 1,595 39,118 △13,648 25,471

その他の項目 
   

減価償却費 
398 505 904 28 932       -  932

有形固定資産及び無形固

定資産の増加額 528 175 703 56 759       -  759

(注)1. 「その他」の区分は、報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、日本以外のアジア地域の現地法人の

事業活動を含んでおります。 

2.「セグメント利益」、「セグメント資産」、「セグメント負債」の調整額は、セグメント間取引消去によるもので

あります。 

3.セグメント利益は、連結財務諸表の営業利益と調整を行っております。 
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当連結会計年度 （自平成 22 年 4 月 1日 23 年 3 月 ）              （単位：百万円） 

報告セグメント  

 

至平成 31 日

 

 
日本 北米 計 (注)1 

その他 

合計 

調整額 

(注)2 

連結財務諸

表計上額

(注)3 

売上高        

外部顧客への売上高 7,441 12,778 20,219 1,983 22,203       -  22,203

セグメント間の内部 

59 1,106 1,165       -  1,165 △1,165      -売上高又は振替高 

計 
7,500 13,884 21,385 1,983 23,368 △1,165 22,203

セグメント利益 
2,025 1,510 3,536 424 3,960 △455 3,505

セグメント資産 23,259 20,637 43,896 1,523 45,420 △16,573 28,846

セグメント負債 17,250 17,755 35,006 1,955 36,962 △13,337 23,625

そ
  

の他の項目 
 

減価償却費 
357 390 748 27 776       -  776

有形固定資産

固定資産の増加額 

及び無形

254 164 418 41 460       -  460

(注)1. 「その他」の区分は、報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、日本以外のアジア地域の現地法人の

事業活動を含んでおります。 

間取引消去によるもので

3

及

び「セグメント情報等の開示に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第 20 号 平成 2 日）

を適用しております。 

ｅ.関連情報 

会計年度 （自平成 2 4 月 1  至平成 2 3 月 31 日） 

 

１.製品及びサービスごとの情報         ） 

 栄養補給食品 その他 合計 

2.「セグメント利益」、「セグメント資産」、「セグメント負債」の調整額は、セグメント

あります。 

.セグメント利益は、連結財務諸表の営業利益と調整を行っております。 

 

（追加情報） 

  当連結会計年度より「セグメント情報等の開示に関する会計基準」（企業会計基準第 17 号 平成 21 年 3 月 27 日）

0年 3月 21

 

当連結 2年 日 3年

                 （単位：百万円

 

 高 17,960 2 外部顧客への売上 4,24 22,203

 

２.地域ごとの情報 

            位：  

日本 米国 その他 合計 

（1）売上高                      （単 百万円）

7,441 11,661 3,100 22,203

（注）売上高は顧客の所在地を 、国 に分 おりま

（2）有形固定資産                             （単位：百万円） 

 国 の他 

基礎とし 又は地域 類して す。 

 

日本 米 そ 合計 

861 1,932 186 2,980

 

単一の顧客で外部顧客への売上高の 10％以上を占める顧客はありません。 

 

 

 

 

３.主要な顧客ごとの情報 
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.報告セグメントごとの固定 減損損 する情報

年 4 月 1日 至平成 23 年 3 月 31 日） 

 

ｇ. 報告セグメントごとののれんの償却及び未償却残高に関する情報  

当連結会計年度 （自平成 22 年 4 月 1日 至平成 23 年 3 月 31 日） 

                位

  日本 北米 その他 全社・消去 合計 

ｆ 資産の 失に関  

当連結会計年度 （自平成

該当事項はありません。 

22

                        （単 ：百万円） 

当期償却額 - 1- 471 - 47

当期末残高 - 5,958 - 8- 5,95

 

 

報） 
おける開示の必要性が きくないと考えられるため、開示を省略しておりま 。 

 

（１株当たり情報）

連結会計年度 当 結会計年

（関連当事者情
  決算短信に 大 す

 

前  
（自 平成21年４月１日 
至 平成22年３月31日） 

（自 平成22年４月１日 
至 平成23年３月31日） 

連 度 

１株当たり純資産額 197.60円 １株当たり純資産額 203.98円 

１株 額 63.70円 当たり当期純利益金額 115.17円 １株当たり当期純利益金

潜在株式調整後1株当たり当
利益金額 

115.17円 
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、希薄化効果を有している潜在株
式が存在しないため記載しておりません。 

期純

（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 
あります。 

 
（自 平成21年４月１日 

当連結会計年度 
（自 平成22年４月１日 

 

とおりで

前連結会計年度 

至 平成22年３月31日） 至 平成23年３月31日）

１株当たり当期純利益金額   

 当期純利益（百万円） 2,847 1,574 

 普通株式に帰属しない金額（百万円） － － 

 普通株式 当期純利益（百万円 847 1,574 に係る ） 2,

 期中平均株式数（千株） 24,7  20 24,715

   

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（百万円） － － 

 普通株式増加数（千株） 0 0 

  （うち新株予約権） (0) (0) 

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 

新株予約権６種類（新株予約

権の数 1,512,230 個） 
新株予約権７種類（新株予約

権の数 1,558,230 個） 

 

（重要な後発事象） 

連結会計年度（自 平成 21 年４月１日 至 平成 22 年３月 31 日）   

該当事項はありません。 

連結会計年度（自 平成 22 年４月１日 至 平成 23 年３月 31 日）   

 

前

当

該当事項はありません。 
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５.その他 

（１

  生産実績 

  当連結会計年度の生産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 金額（百万円） 前年同期比（％） 

）生産、受注及び販売の状況 

① 

栄養補給食品等 34,597 95.2 

合計 34,597 95.2 

（注）１.金額は当社グループの販売価格（売上割戻高控除前）換算で表示しております。 

２.上 は含まれておりません。

 

  

産を行っ せんの ん。 

 

  

  

業の種類別セグメントの名称 金額（百万円） 前年同期比（％） 

記の金額には、消費税等  

②受注状況 

当社グループは受注生 ておりま で、該当事項はありませ

③販売実績 

  当連結会計年度の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

栄養補給食品等 22,203 94.7 

合計 22,203 94.7 

（ 消費税等は含まれておりません。 

 

 

 

 

 

 

注）上記の金額には、
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