
平成23年4月期 決算短信〔日本基準〕（連結） 
平成23年6月14日

（百万円未満切捨て）

上場会社名 ヤーマン株式会社 上場取引所 東 
コード番号 6630 URL http://www.ya-man.com/
代表者 （役職名） 代表取締役社長 （氏名） 山崎 貴三代
問合せ先責任者 （役職名） 取締役管理本部長 （氏名） 宮崎 昌也 TEL 03-5665-7330
定時株主総会開催予定日 平成23年7月28日 配当支払開始予定日 平成23年7月29日
有価証券報告書提出予定日 平成23年7月29日
決算補足説明資料作成の有無 ： 有
決算説明会開催の有無 ： 有 （機関投資家・アナリスト向け）

1.  平成23年4月期の連結業績（平成22年5月1日～平成23年4月30日） 

平成22年４月期の１株当たり当期純利益につきましては、平成23年３月１日付の株式分割を考慮しておりません。詳しくは、「（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 

平成22年４月期の１株当たり純資産につきましては、平成23年３月１日付の株式分割を考慮しておりません。詳しくは、「（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 ％

23年4月期 19,668 2.9 1,724 3.2 1,699 11.1 941 10.4
22年4月期 19,115 19.4 1,670 57.3 1,530 55.8 852 141.4

（注）包括利益 23年4月期 951百万円 （10.4％） 22年4月期 861百万円 （―％）

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4月期 161.35 ― 17.7 14.8 8.8
22年4月期 326.43 ― 23.0 14.6 8.7

（参考） 持分法投資損益 23年4月期  ―百万円 22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

23年4月期 11,381 5,703 50.1 977.55
22年4月期 11,546 4,953 42.9 1,698.00

（参考） 自己資本   23年4月期  5,703百万円 22年4月期  4,953百万円

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4月期 △843 △213 △792 2,524
22年4月期 390 △213 806 4,385

2.  配当の状況 

平成22年４月期の配当及び平成23年４月期の中間配当は、平成23年３月１日付の株式分割を考慮しておりません。詳しくは、「（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。 

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4月期 ― 0.00 ― 46.00 46.00 134 14.1 3.4
23年4月期 ― 23.00 ― 18.50 41.50 175 18.6 3.3
24年4月期(予想) ― 18.00 ― 18.00 36.00 18.9

3.  平成24年4月期の連結業績予想（平成23年5月1日～平成24年4月30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) 11,059 9.9 1,078 20.1 1,036 14.2 595 18.1 101.91
通期 22,020 12.0 2,017 16.9 1,939 14.1 1,113 18.3 190.81



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19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」をご覧ください。 

(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、添付資料25ページ「１株当たり情報」をご覧ください。 
   ２．平成23年３月１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。 

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4月期 5,834,888 株 22年4月期 2,917,444 株
② 期末自己株式数 23年4月期 116 株 22年4月期 ― 株
③ 期中平均株式数 23年4月期 5,834,785 株 22年4月期 2,612,910 株

（参考）個別業績の概要 

1.  平成23年4月期の個別業績（平成22年5月1日～平成23年4月30日） 

平成22年４月期の１株当たり当期純利益につきましては、平成23年３月１日付の株式分割を考慮しておりません。詳しくは、「（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 

平成22年４月期の１株当たり純資産につきましては、平成23年３月１日付の株式分割を考慮しておりません。詳しくは、「（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 ％

23年4月期 19,286 2.6 1,673 2.3 1,660 10.1 925 11.0
22年4月期 18,804 19.9 1,635 68.6 1,508 67.8 833 173.9

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

23年4月期 158.64 ―
22年4月期 319.15 ―

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4月期 11,175 5,618 50.3 962.87
22年4月期 11,428 4,893 42.8 1,677.36

（参考） 自己資本 23年4月期  5,618百万円 22年4月期  4,893百万円

※ 監査手続の実施状況に関する表示 
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きは実施中であります。 

※ 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「経営成績に関する分析」をご覧ください。 



（参考）株式分割に伴う１株当たり数値の遡及修正 
 平成23年３月１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21年５月１日）に行われたと仮定した場合の１株当たり情
報は、以下のとおりであります。 
 
 
１．１株当たり当期純利益 
 
（連結） 

 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

 23年４月期 

 22年４月期 

161.35

163.21

－

－
 

 
（個別） 

 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

 23年４月期 

 22年４月期 

158.64

159.58

－

－

 
２．１株当たり純資産 
 
（連結） 

 １株当たり純資産 

 円 銭

 23年４月期 

 22年４月期 

977.55

849.00

 
（個別） 

 １株当たり純資産 

 円 銭

 23年４月期 

 22年４月期 

962.87

838.68

 
 

３．配当の状況 
 

 年間配当金 

 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４月期 

 23年４月期 

－ 

－ 

0.00

11.50

－ 

－ 

23.00 

18.50 

23.00

30.00

 24年４月期（予想） － 18.00 － 18.00 36.00
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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、個人消費の低迷が続くものの、設備投資には持ち直し
の兆しが見られ、企業収益の改善も一部に認められる状況でありましたが、本年３月に発生いた
しました東日本大震災の影響は大きく、企業側の生産の落ち込みだけでなく、全国的な消費マイ
ンドの低迷も懸念されており、当社グループの属する美容健康業界を含め、経営環境は先行き不
透明な状況となっております。 

このような状況のなか、当社グループは、脱毛器「no!no!hair」シリーズが、独自の機能性に
ついて消費者に対する影響力の高い雑誌・Web・ブログ等の媒体を中心に積極的な広告宣伝活動
を行ったことにより大きく売上伸長に寄与した他、化粧品「オンリーミネラル」シリーズの販売
が、値頃感のあるセット展開による新規顧客確保と既存顧客への継続フォローによるリピート戦
略の奏功により堅調に推移したことなどから、前連結会計年度を上回る売上高を達成し、利益面
では、インフォマーシャル※１を中心とする広告宣伝活動の費用対効果を見極め、効率的に支出
を行った結果、売上高の伸び率を上回る増益を達成いたしました。 

この結果、当連結会計年度の売上高は19,668百万円（前連結会計年度比2.9％増）、営業利益
は1,724百万円（前連結会計年度比3.2％増）、経常利益は1,699百万円（前連結会計年度比
11.1％増）、当期純利益は941百万円（前連結会計年度比10.4％増）となりました。 

また、当社は、平成 23 年１月 27 日に東京証券取引所市場第二部に上場いたしました。これも
ひとえに皆様のご支援の賜物と厚く御礼申し上げます。なお、これに伴い、株式売買の取引集約
及び重複上場による管理コストの軽減を図ることを目的として、平成 23 年４月８日をもちまし
て大阪証券取引所 JASDAQ（スタンダード）での上場は廃止いたしました。 

 
セグメントの業績を示すと、次のとおりであります。 
① 通販部門 
当セグメントにおきましては、ショッピング専門チャンネルへの販売が痩身アイテムを中心

に好調であった他、地上波通販会社やカタログ通販会社への販売も脱毛分野や化粧品分野で堅
調に推移したことにより、引き続き売上高が伸長した結果、売上高は6,589百万円、セグメン
ト利益は2,498百万円となりました。 
 
② 店販部門 
当セグメントにおきましては、昨年まで売上を支えていた美顔器「プラチナゲルマローラー」

に変わり、脱毛器「no!no!hair」シリーズが、家電量販店向けの売り上げを大幅に伸ばして主
力商品に成長してきたことや、化粧品「オンリーミネラル」シリーズが、店舗ごとに異なる独
自のセット展開により新鮮度・注目度を維持し、かつ、販売促進のための店舗ＢＡ※２を拡充
させたことにより安定して売上を伸ばしたことから、売上高は7,050百万円、セグメント利益
は3,206百万円となりました。 
 
③ 直販部門 
当セグメントにおきましては、化粧品「オンリーミネラル」シリーズのリピート販売増加施

策や脱毛器「no!no!hair」シリーズの効果的なインフォマーシャルへの支出に注力しましたが、
美顔器「プラチナゲルマローラー」のリニューアル品である「プラチナゲルマローラープロ」
の発売開始が当初想定より半年程度遅れたことや、痩身アイテム「加圧エクサ」シリーズの需
要一巡の影響もあり、売上高は5,785百万円、セグメント損失は107百万円となりました。 
 
※１ インフォマーシャルとは、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すること
で、高い販売効果が得られると言われています。 

※２ ＢＡとは、ビューティーアドバイザーの略で、デパートや専門店などの店頭で、カウ
ンセリングを行いながらお客様の肌質や好みに合ったスキンケアやメイク方法を提案す
る販売員です。 
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（次期の見通し） 
次期の見通しにつきましては、東日本大震災影響およびその後の電力供給不足の影響により、

消費マインドの委縮や企業側での生産活動の低下が懸念されており、個人消費の回復も先行き
不透明な状況の長期化が懸念されております。一方で、当社グループの属する美容健康関連業
界は、未だ黎明期にあり市場の拡大は引き続き期待できるものと予想されます。 
こうした状況下、当社グループといたしましては、美容健康関連業界を牽引する企業集団と

して安全・安心な製品・商品の提供および徹底したアフターフォローに努めてまいります。 
次期の連結業績につきましては、売上高22,020百万円、営業利益2,017百万円、経常利益

1,939百万円、当期純利益1,113百万円を見込んでおります。 
 
(2) 財政状態に関する分析 

① 資産、負債及び純資産の状況 
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165百万円（1.4％）減少の

11,381百万円となりました。現金及び預金の減少1,861百万円、受取手形及び売掛金の増加986
百万円、商品及び製品の増加846百万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915百万円（13.9％）減少の5,677百万円となり

ました。長期借入金の減少289百万円、社債の減少190百万円、未払法人税等の減少158百万円
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749百万円（15.1％）増加の5,703百万円とな

りました。当期純利益による利益剰余金の増加941百万円、配当金の支払いによる利益剰余金
の減少201百万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1,861百万円（42.4％）減少して、2,524百万円となりました。 
 

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 
営業活動の結果使用した資金は、843百万円の減少（前連結会計年度は390百万円の獲得）

となりました。これは主に、税金等調整前当期純利益1,661百万円、売上債権の増加△999百
万円、たな卸資産の増加△815百万円、及び法人税等の支払額△852百万円によるものであり
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、213百万円の減少（前連結会計年度は213百万円の使用）

となりました。これは主に、基幹情報システムに係るソフトウェア等の無形固定資産の取得
△162百万円及び金型等の有形固定資産の取得△48百万円によるものであります。 

 
（財務活動によるキャッシュ・フロー） 
財務活動の結果使用した資金は、792百万円の減少（前連結会計年度は806百万円の獲得）

となりました。これは主に、長期借入500百万円、長期借入金の返済△870百万円、社債の償
還△205百万円及び配当金の支払い△200百万円によるものであります。 
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（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 平成23年４月期

自己資本比率（％） 14.0 26.1 42.9 50.1

時価ベースの自己資本比率（％） － － 48.0 44.5

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。 

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。 

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。 

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。 

５．平成23年４月期のキャッシュ・フロー対有利子負債比率及びインタレスト・カバレッジ・レシオ

につきましては、キャッシュ・フローがマイナスのため記載しておりません。 
 

(3) 利益配分に関する基本方針及び当期・次期の配当 
当社グループは、株主の皆様への利益還元を経営上の重要課題のひとつとして位置づけ、配当

につきましては、毎期安定的・継続的な実施を基本方針とし、事業計画に基づく積極的な事業展
開のための企業体質強化、内部留保による財務基盤の強化、配当性向ならびに当期の業績等を総
合的に勘案し決定しております。 
当期の期末配当につきましては、平成23年4月15日に公表いたしました「平成23年４月期（第

37期）配当予想の修正（増配）に関するお知らせ」のとおり、１株当たり18円50銭（年間配当金
41円50銭）とさせていただく予定であります。 
また、次期の配当予想につきましては、１株当たり年間36円00銭（内、中間配当18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１社（LABO WELL株式会社）の計２社で構成されており、美
容健康関連事業を主たる事業として、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。 

なお、前連結会計年度まで連結子会社であったLABOWELL CORPORATIONにつきましては、当連結会
計年度において解散・清算したため、連結の範囲から除いております。 

 
当社グループの事業内容と当社及び当社の子会社の事業における位置づけ、並びにセグメントと

の関連は、次のとおりであります。 
 

(1) 通販部門 
テレビによる通信販売業者を経由した個人消費者への販売、カタログ通販会社向けの販売、イン

ターネット専売業者向けの販売 
（関係会社）当社及びLABO WELL株式会社 

 
(2) 店販部門 

家電量販店、大手百貨店、バラエティショップ等への販売 
（関係会社）当社 

 
(3) 直販部門 

インフォマーシャルや雑誌、新聞、Web等を用いた個人消費者への販売 
（関係会社）当社 

 
[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

商品

 製品・商品

　　商品・製品・原材料 　　　商品

個人消費者

中間業者

仕入先・製造委託先

連結子会社（LABO WELL株式会社）

店販部門 通販部門

家電量販店･大手百貨店・
バラエティショップ等

当社

直販部門 通販部門

通信販売業者
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３．経営方針 

(1)会社の経営の基本方針、(2)目標とする経営指標、(3)中長期的な会社の経営戦略、(4)会社の
対処すべき課題につきましては、平成22年４月期決算短信（平成22年６月11日開示）により開示を
行った内容から重要な変更がないため、開示を省略しております。 

当該決算短信は、次のURLからご覧いただくことができます。 
 
（当社ホームページ） 

http://www.ya-man.com/ir/library.html 
（東京証券取引所ホームページ（上場会社情報検索ページ）） 

http://www.tse.or.jp/listing/compsearch/index.html 
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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22年４月30日) 

当連結会計年度 
(平成23年４月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 4,980,476 3,119,003

受取手形及び売掛金 2,140,515 ※３  3,127,098

有価証券 50,005 50,037

商品及び製品 2,696,542 3,543,346

仕掛品 74,126 5,794

原材料及び貯蔵品 278,313 314,850

繰延税金資産 123,391 113,102

その他 296,856 96,623

貸倒引当金 △35,610 △27,524

流動資産合計 10,604,617 10,342,332

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） ※１  127,521 ※１  132,851

機械装置及び運搬具（純額） 35,510 19,622

土地 ※１  346,393 ※１  346,393

リース資産（純額） 39,288 39,905

建設仮勘定 1,884 1,750

その他（純額） 22,195 16,265

有形固定資産合計 ※２  572,791 ※２  556,788

無形固定資産   

リース資産 17,841 12,307

その他 199,328 327,979

無形固定資産合計 217,169 340,287

投資その他の資産   

投資有価証券 16,868 17,936

繰延税金資産 4,924 6,609

その他 130,613 117,162

投資その他の資産合計 152,406 141,708

固定資産合計 942,367 1,038,783

資産合計 11,546,985 11,381,115
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(単位：千円)

前連結会計年度 
(平成22年４月30日) 

当連結会計年度 
(平成23年４月30日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 ※１  1,337,603 ※１, ※３  1,348,763

1年内返済予定の長期借入金 ※１  833,964 ※１  752,911

1年内償還予定の社債 205,000 190,000

リース債務 15,180 18,373

未払金 1,493,294 1,340,333

未払法人税等 548,084 389,515

賞与引当金 25,000 25,000

返品調整引当金 140,676 129,744

その他 113,541 89,653

流動負債合計 4,712,345 4,284,295

固定負債   

社債 385,000 195,000

長期借入金 ※１  1,447,713 ※１  1,158,630

リース債務 46,671 39,071

その他 1,440 339

固定負債合計 1,880,826 1,393,041

負債合計 6,593,171 5,677,336

純資産の部   

株主資本   

資本金 1,813,796 1,813,796

資本剰余金 1,313,795 1,313,795

利益剰余金 1,835,270 2,575,424

自己株式 － △100

株主資本合計 4,962,862 5,702,915

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 598 969

繰延ヘッジ損益 － △105

為替換算調整勘定 △9,647 －

その他の包括利益累計額合計 △9,049 863

純資産合計 4,953,813 5,703,779

負債純資産合計 11,546,985 11,381,115
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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：千円)

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

当連結会計年度 
(自 平成22年５月１日 
 至 平成23年４月30日) 

売上高 19,115,608 19,668,751

売上原価 ※１  7,067,754 ※１  7,763,956

売上総利益 12,047,853 11,904,795

返品調整引当金戻入額 130,510 140,676

返品調整引当金繰入額 140,676 129,744

差引売上総利益 12,037,688 11,915,726

販売費及び一般管理費   

広告宣伝費 6,184,515 5,336,752

業務委託費 1,060,786 1,219,914

貸倒引当金繰入額 11,311 42

給料及び手当 525,959 569,399

賞与 17,075 19,775

賞与引当金繰入額 25,000 25,000

退職給付費用 9,518 10,441

減価償却費 43,164 57,964

研究開発費 ※２  130,326 ※２  136,700

その他 2,359,333 2,815,037

販売費及び一般管理費合計 10,366,991 10,191,026

営業利益 1,670,696 1,724,699

営業外収益   

受取利息 4,158 2,188

受取配当金 383 550

為替差益 － 43,727

その他 2,861 14,721

営業外収益合計 7,403 61,188

営業外費用   

支払利息 81,952 61,781

融資手数料 13,874 8,789

上場関連費用 23,924 －

その他 28,291 15,767

営業外費用合計 148,043 86,338

経常利益 1,530,057 1,699,549

特別損失   

固定資産除却損 ※３  12,932 ※３  9,696

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 7,937

子会社整理損 － 20,483

特別損失合計 12,932 38,117

税金等調整前当期純利益 1,517,124 1,661,432

法人税、住民税及び事業税 685,895 718,216

法人税等調整額 △21,702 1,759

法人税等合計 664,193 719,976

少数株主損益調整前当期純利益 － 941,456

当期純利益 852,931 941,456
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 連結包括利益計算書 

(単位：千円)

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

当連結会計年度 
(自 平成22年５月１日 
 至 平成23年４月30日) 

少数株主損益調整前当期純利益 － 941,456

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 － 371

繰延ヘッジ損益 － △105

為替換算調整勘定 － 9,647

その他の包括利益合計 － ※２  9,912

包括利益 － ※１  951,368

（内訳）   

親会社株主に係る包括利益 － 951,368

少数株主に係る包括利益 － －
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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21年５月１日 
 至 平成22年４月30日) 

当連結会計年度 
(自 平成22年５月１日 
 至 平成23年４月30日) 

株主資本   

資本金   

前期末残高 1,000,000 1,813,796

当期変動額   

新株の発行 813,796 －

当期変動額合計 813,796 －

当期末残高 1,813,796 1,813,796

資本剰余金   

前期末残高 499,999 1,313,795

当期変動額   

新株の発行 813,796 －

当期変動額合計 813,796 －

当期末残高 1,313,795 1,313,795

利益剰余金   

前期末残高 982,339 1,835,270

当期変動額   

剰余金の配当 － △201,302

当期純利益 852,931 941,456

当期変動額合計 852,931 740,153

当期末残高 1,835,270 2,575,424

自己株式   

前期末残高 － －

当期変動額   

自己株式の取得 － △100

当期変動額合計 － △100

当期末残高 － △100

株主資本合計   

前期末残高 2,482,338 4,962,862

当期変動額   

新株の発行 1,627,593 －

剰余金の配当 － △201,302

当期純利益 852,931 941,456

自己株式の取得 － △100

当期変動額合計 2,480,524 740,052

当期末残高 4,962,862 5,702,915
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(単位：千円)

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

当連結会計年度 
(自 平成22年５月１日 
 至 平成23年４月30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 △1,661 598

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 2,259 371

当期変動額合計 2,259 371

当期末残高 598 969

繰延ヘッジ損益   

前期末残高 － －

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） － △105

当期変動額合計 － △105

当期末残高 － △105

為替換算調整勘定   

前期末残高 △16,408 △9,647

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 6,761 9,647

当期変動額合計 6,761 9,647

当期末残高 △9,647 －

その他の包括利益累計額合計   

前期末残高 △18,070 △9,049

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 9,021 9,912

当期変動額合計 9,021 9,912

当期末残高 △9,049 863

純資産合計   

前期末残高 2,464,268 4,953,813

当期変動額   

新株の発行 1,627,593 －

剰余金の配当 － △201,302

当期純利益 852,931 941,456

自己株式の取得 － △100

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 9,021 9,912

当期変動額合計 2,489,545 749,965

当期末残高 4,953,813 5,703,779
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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21年５月１日 
 至 平成22年４月30日) 

当連結会計年度 
(自 平成22年５月１日 
 至 平成23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 1,517,124 1,661,432

減価償却費 87,390 108,757

貸倒引当金の増減額（△は減少） 11,311 △8,085

返品調整引当金の増減額（△は減少） 10,165 △10,931

受取利息及び受取配当金 △4,542 △2,738

支払利息 81,952 61,781

為替差損益（△は益） 3,077 8,120

固定資産除却損 12,932 9,696

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 7,937

子会社整理損 － 20,483

売上債権の増減額（△は増加） △384,495 △999,936

たな卸資産の増減額（△は増加） △513,767 △815,153

仕入債務の増減額（△は減少） △31,495 153,632

未払金の増減額（△は減少） 51,158 △170,220

その他 74,317 46,400

小計 915,128 71,175

利息及び配当金の受取額 4,624 2,560

利息の支払額 △83,944 △65,337

法人税等の支払額 △445,660 △852,373

営業活動によるキャッシュ・フロー 390,148 △843,974

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 △74,364 △48,691

無形固定資産の取得による支出 △105,652 △162,861

定期預金の預入による支出 △644,623 △644,797

定期預金の払戻による収入 644,313 644,623

その他 △33,465 △1,945

投資活動によるキャッシュ・フロー △213,792 △213,673

財務活動によるキャッシュ・フロー   

長期借入れによる収入 1,000,000 500,000

長期借入金の返済による支出 △1,262,983 △870,135

社債の償還による支出 △548,000 △205,000

リース債務の返済による支出 △9,648 △17,352

株式の発行による収入 1,627,593 －

配当金の支払額 － △200,333

その他 － 814

財務活動によるキャッシュ・フロー 806,961 △792,006

現金及び現金同等物に係る換算差額 △2,990 △11,961

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 980,326 △1,861,615

現金及び現金同等物の期首残高 3,405,531 4,385,858

現金及び現金同等物の期末残高 ※１  4,385,858 ※１  2,524,243
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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 
前連結会計年度 

(自  平成21年５月１日 
至  平成22年４月30日) 

当連結会計年度 
(自  平成22年５月１日 
至  平成23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  

すべての子会社を連結しておりま

す。 

連結子会社の数  １社 

連結子会社の名称 

LABO WELL株式会社 

なお、前連結会計年度において連

結子会社であったLABOWELL CORPORAT

IONにつきましては、当連結会計年度

において解散・清算したため、連結

の範囲から除いております。 

２．持分法の適用に関する事項 該当事項はありません。 同 左 

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。 

該当事項はありません。 

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 

ａ 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 

 

① 有価証券 

ａ その他有価証券 

同  左 

② デリバティブ取引により生ずる債

権及び債務 

時価法 

② デリバティブ取引により生ずる債

権及び債務 

同  左 

 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） 

③ たな卸資産 

ａ 商品、製品、原材料、仕掛品 

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） 
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項目 
前連結会計年度 

(自  平成21年５月１日 
至  平成22年４月30日) 

当連結会計年度 
(自  平成22年５月１日 
至  平成23年４月30日) 

 ｂ 貯蔵品 

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） 

ｂ 貯蔵品 

同  左 

(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。ただ

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 

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。ただ

し、平成10年４月１日以降に取得し

た建物（建物附属設備を除く）につ

いては定額法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。 

② 無形固定資産 

（リース資産を除く） 

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。 

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 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 

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。 

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。 
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項目 
前連結会計年度 

(自  平成21年５月１日 
至  平成22年４月30日) 

当連結会計年度 
(自  平成22年５月１日 
至  平成23年４月30日) 

 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。 

② 賞与引当金 

同  左 

 

 

 

 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。 

③ 返品調整引当金 

同  左 

 

 

 

(4) 重要なヘッジ会計の方法 ① ヘッジ会計の方法 

繰延ヘッジ処理を採用しておりま

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。 

① ヘッジ会計の方法 

繰延ヘッジ処理を採用しておりま

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、為替変動リス

クのヘッジについて振当処理の要件

を充たしている場合には振当処理を

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）（ヘッジ対象） 

金利スワップ 借入金利息 

② ヘッジ手段とヘッジ対象 

（ヘッジ手段）（ヘッジ対象） 

金利スワップ 借入金利息 

為替予約   外貨建金銭債務 

 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。 

③ ヘッジ方針 

借入金の金利変動リスクをヘッジ

する目的で金利スワップ取引を行っ

ており、外貨建輸入取引に係る為替

相場の変動リスクをヘッジする目的

で、為替予約取引を行っておりま

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。 

④ ヘッジ有効性評価の方法 

同  左 
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項目 
前連結会計年度 

(自  平成21年５月１日 
至  平成22年４月30日) 

当連結会計年度 
(自  平成22年５月１日 
至  平成23年４月30日) 

(5) 連結キャッシュ･フロー計

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。 

(6) 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。 

消費税及び地方消費税の会計処理 

同  左 

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の償

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．連結キャシュ・フロー計算

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。 

 

────── 
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(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５月１日 
  至  平成22年４月30日) 

当連結会計年度 

(自  平成22年５月１日 
  至  平成23年４月30日) 

 

────── 

（資産除去債務に関する会計基準等の適用） 

 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、当連結会計年度の営業利益、経常利益

はそれぞれ2,820千円、税金等調整前当期純利益は

10,757千円減少しております。 

 

(8) 表示方法の変更 

 

前連結会計年度 

(自  平成21年５月１日 
  至  平成22年４月30日) 

当連結会計年度 

(自  平成22年５月１日 
  至  平成23年４月30日) 

 

────── 

 

（連結損益計算書関係） 

 当連結会計年度より、「連結財務諸表に関する会計基

準」（企業会計基準第22号 平成20年12月26日）に基づ

き、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規

則等の一部を改正する内閣府令」（平成21年３月24日

内閣府令第５号）を適用し、「少数株主損益調整前当期

純利益」の科目で表示しております。 

 

(9) 追加情報 

 

前連結会計年度 

(自  平成21年５月１日 
  至  平成22年４月30日) 

当連結会計年度 

(自  平成22年５月１日 
  至  平成23年４月30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。 
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(10) 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４月30日) 

当連結会計年度 

(平成23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
 

※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 86,384千円

土地 288,890千円

  計 375,275千円
   

(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) 担保に係る債務 

支払手形（信用状） 715,657千円

1年内返済予定の長期借入金 296,365千円

長期借入金 599,208千円

  計 1,611,231千円
   

※２．有形固定資産の減価償却累計額   187,145千円 
 

※２．有形固定資産の減価償却累計額   244,281千円 
 

 

 

※３．期末日満期手形の会計処理については、手形交

換日をもって決済処理をしております。 

なお、当連結会計年度末日が金融機関の休日で

あったため、次の期末日満期手形が期末残高に含

まれております。 

受取手形 5,788千円

支払手形 69,960千円

  ４．当社は、運転資金の効率的な調達を行うため取

引銀行１行と当座貸越契約を締結しております。 

当連結会計年度末における当座貸越契約に係る

借入未実行残高等は次のとおりであります。 

当座貸越極度額 500,000千円

借入実行残高 －千円

差引額 500,000千円

 

(連結損益計算書関係) 

 
前連結会計年度 

(自  平成21年５月１日 
  至  平成22年４月30日) 

当連結会計年度 
(自  平成22年５月１日 
  至  平成23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

   

※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 

売上原価 28,087千円

   
※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。 
 

※２．一般管理費に含まれる研究開発費は、136,700千

円であります。 
 

※３．固定資産除却損の内訳 

建物及び構築物 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

   

※３．固定資産除却損の内訳 

機械装置及び運搬具 0千円

有形固定資産その他 

（工具、器具及び備品） 
736千円

無形固定資産その他 

（知的財産権仮勘定） 
8,959千円

計 9,696千円
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（連結包括利益計算書関係） 

当連結会計年度（自  平成22年５月１日  至  平成23年４月30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 861,952千円

少数株主に係る包括利益 －千円

計 861,952千円

 
※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 2,259千円

為替換算調整勘定 6,761千円

計 9,021千円

 

(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) 

増加 

(株) 

減少 

(株) 

当連結会計年度末 

(株) 

普通株式 1,000,000 1,917,444 － 2,917,444

Ａ種優先株式 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種優先株式の全部について

取得条項を行使して取得し、同日付で償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 

株式の種類 
前連結会計年度末 

(株) 

増加 

(株) 

減少 

(株) 

当連結会計年度末 

(株) 

Ａ種優先株式 － 222,222 222,222 －

合計 － 222,222 222,222 －

（注）Ａ種優先株式の増加222,222株及び減少222,222株は、平成21年８月20日付でＡ種優先株式の全部について取

得条項を行使して取得し、同日付で償却したことによるものであります。 

 

３．新株予約権等に関する事項 

該当事項はありません。 

 

４．配当に関する事項 

(1) 配当金支払額 

該当事項はありません。 
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(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 46.00 平成22年４月30日 平成22年７月30日

 

当連結会計年度（自  平成22年５月１日  至  平成23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) 

増加 

(株) 

減少 

(株) 

当連結会計年度末 

(株) 

普通株式 2,917,444 2,917,444 － 5,834,888

合計 2,917,444 2,917,444 － 5,834,888

（注）普通株式の発行済株式総数の増加2,917,444株は、平成23年３月１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ものであります。 

 

２．自己株式に関する事項 

株式の種類 
前連結会計年度末 

(株) 

増加 

(株) 

減少 

(株) 

当連結会計年度末 

(株) 

普通株式 － 116 － 116

（注）普通株式の増加116株は、単元未満株式の買取請求による取得によるものが58株、平成23年３月１日付で行っ

た株式分割によるものが58株であります。 

 

３．新株予約権等に関する事項 

該当事項はありません。 

 

４．配当に関する事項 

(1) 配当金支払額 

決議 株式の種類 
配当金の総額

(千円) 

１株当たり配当額

(円) 
基準日 効力発生日 

平成22年７月29日 
定時株主総会 

普通株式 134,202 46.00 平成22年４月30日 平成22年７月30日

平成22年12月14日 
取締役会 

普通株式 67,099 23.00 平成22年10月31日 平成23年１月11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23年７月28日 
定時株主総会 

普通株式 利益剰余金 107,943 18.50 平成23年４月30日 平成23年７月29日
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(連結キャッシュ・フロー計算書関係) 

 
前連結会計年度 

(自  平成21年５月１日 
  至  平成22年４月30日) 

当連結会計年度 
(自  平成22年５月１日 
  至  平成23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か月超の定期預金 △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

   

※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 3,119,003千円

預入期間が３か月超の定期預金 △644,797千円

価格変動リスクの僅少な有価証券 50,037千円

現金及び現金同等物 2,524,243千円

   

 

(セグメント情報等) 

【事業の種類別セグメント情報】 

前連結会計年度（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、記載を省

略しております。 

 

【所在地別セグメント情報】 

前連結会計年度（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合計及び資産の金額の合計額に占める

割合がいずれも90％を超えているため、記載を省略しております。 

 

【海外売上高】 

前連結会計年度（自  平成21年５月１日  至  平成22年４月30日） 

海外売上高は、連結売上高の10％未満であるため、記載を省略しております。 

 

【セグメント情報】 

当連結会計年度（自  平成22年５月１日  至  平成23年４月30日） 

（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）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20年３月21日）を適用しております。 

 

１．報告セグメントの概要 

当社グループの報告セグメントは、当社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、

取締役会が、経営資源の配分の決定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。 

当社グループは、販売チャネルを基礎としたセグメントから構成されており、通販部門、店販部

門、直販部門の三部門を報告セグメントとしております。当社グループの取り扱い製品・商品は主に

「美顔器」「脱毛機器」「痩身機器」「痩身用アパレル」「ミネラルファンデーション」であり、各

報告セグメントで取り扱っております。 
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２．報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、その他の項目の金額の測定方法 

報告されている事業セグメントの会計処理の方法は、「連結財務諸表作成のための基本となる重要

な事項」における記載と概ね同一であります。報告セグメントの利益又は損失（△）は、営業利益ベ

ースの金額であります。セグメント間の内部利益及び振替高は、市場実勢価格に基づいております。 

 

３．報告セグメントごとの売上高、利益又は損失その他の項目の金額に関する情報 

当連結会計年度（自  平成22年５月１日  至  平成23年４月30日） 

（単位：千円） 

 
報告セグメント 

その他
(注)１

合計 
調整額 
(注)２ 

連結 
財務諸表
計上額 
(注)３ 

通販部門 店販部門 直販部門 計 

売上高    

外部顧客への 
売上高 

6,589,316 7,050,735 5,785,217 19,425,269 243,482 19,668,751 － 19,668,751

セグメント間の 
内部売上高又は 
振替高 

－ － － － 215,989 215,989 △215,989 －

計 6,589,316 7,050,735 5,785,217 19,425,269 459,472 19,884,741 △215,989 19,668,751

セグメント利益 
又は損失（△） 

2,498,964 3,206,792 △107,847 5,597,910 149,165 5,747,075 △4,022,375 1,724,699

その他の項目    

 減価償却費 － － － － － － 108,757 108,757

（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、先端電子部門、海外戦略部門

等を含んでおります。 

２．セグメント利益又は損失（△）の調整額△4,022,375千円には、セグメント間取引消去12,000千円、各報

告セグメントに配分していない全社費用△4,034,375千円が含まれております。全社費用は、主に報告セグ

メントに帰属しない販売費及び一般管理費であります。 

３．セグメント利益又は損失（△）は、連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。 

４．当社グループは、報告セグメントに資産を配分していないため、「セグメント資産」及び「有形固定資

産及び無形固定資産の増加額」の記載を省略しております。 
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(１株当たり情報) 

 
前連結会計年度 

(自  平成21年５月１日 
  至  平成22年４月30日) 

当連結会計年度 
(自  平成22年５月１日 
  至  平成23年４月30日) 

１株当たり純資産額 1,698.00円

１株当たり当期純利益金額 326.43円

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。 

前連結会計年度の開始の日（平成20年５月１日）に

当該株式分割が行われたと仮定した場合における前

連結会計年度の（１株当たり情報）の各数値は、以

下のとおりであります。 

１株当たり純資産額 1,008.11円

１株当たり当期純利益金額 151.41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、潜在株式が存在しないため記載しており

ません。 

１株当たり純資産額 977.55円

１株当たり当期純利益金額 161.35円

当社は、平成23年３月１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。 

前連結会計年度の開始の日（平成21年５月１日）に

当該株式分割が行われたと仮定した場合における前

連結会計年度の（１株当たり情報）の各数値は、以

下のとおりであります。 

１株当たり純資産額 849.00円

１株当たり当期純利益金額 163.21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、潜在株式が存在しないため記載しており

ません。 

 

（注）１．１株当たり純資産額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。 

項目 
前連結会計年度末 

(平成22年４月30日) 

当連結会計年度末 

(平成23年４月30日) 

連結貸借対照表の純資産の部の合計額（千円） 4,953,813 5,703,779

普通株式に係る純資産額（千円） 4,953,813 5,703,779

普通株式の発行済株式数（株） 2,917,444 5,834,888

普通株式の自己株式数（株） － 116

１株当たり純資産額の算定に用いられた普通株式の数

（株） 
2,917,444 5,834,772

２．１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。 

項目 
前連結会計年度 

(自  平成21年５月１日 
  至  平成22年４月30日)

当連結会計年度 
(自  平成22年５月１日 
  至  平成23年４月30日)

連結損益計算書上の当期純利益（千円） 852,931 941,456

普通株式に係る当期純利益（千円） 852,931 941,456

普通株式の期中平均株式数（株） 2,612,910 5,834,785

 

(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22年４月30日) 

当事業年度 
(平成23年４月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 4,874,714 3,113,455

受取手形 219,628 182,659

売掛金 1,930,034 2,892,161

有価証券 50,005 50,037

商品及び製品 2,596,404 3,365,801

仕掛品 74,126 5,794

原材料及び貯蔵品 278,313 314,850

前渡金 180,590 41,837

前払費用 50,452 53,085

繰延税金資産 120,200 108,916

その他 38,135 2,362

貸倒引当金 △35,873 △27,923

流動資産合計 10,376,733 10,103,039

固定資産   

有形固定資産   

建物（純額） 127,012 132,456

構築物（純額） 508 394

機械及び装置（純額） 33,437 19,037

車両運搬具（純額） 1,004 585

工具、器具及び備品（純額） 22,152 16,254

土地 346,393 346,393

リース資産（純額） 39,288 39,905

建設仮勘定 1,884 1,750

有形固定資産合計 571,680 556,777

無形固定資産   

特許権 37,497 46,740

ソフトウエア 64,354 63,814

ソフトウエア仮勘定 － 157,921

リース資産 17,841 12,307

その他 96,823 57,462

無形固定資産合計 216,516 338,247

投資その他の資産   

投資有価証券 16,868 17,936

関係会社株式 112,247 35,532

長期前払費用 2,734 233

繰延税金資産 4,924 6,609

その他 126,549 116,928

投資その他の資産合計 263,325 177,240

固定資産合計 1,051,523 1,072,265

資産合計 11,428,256 11,175,304
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(単位：千円)

前事業年度 
(平成22年４月30日) 

当事業年度 
(平成23年４月30日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形 699,770 903,023

買掛金 588,195 364,947

1年内返済予定の長期借入金 833,964 752,911

1年内償還予定の社債 205,000 190,000

リース債務 15,180 18,373

未払金 1,482,878 1,331,924

未払費用 30,629 38,071

未払法人税等 543,950 362,470

前受金 29,727 16,755

預り金 9,153 10,028

賞与引当金 25,000 25,000

返品調整引当金 140,676 129,744

子会社整理損失引当金 10,320 －

その他 39,666 20,911

流動負債合計 4,654,111 4,164,161

固定負債   

社債 385,000 195,000

長期借入金 1,447,713 1,158,630

リース債務 46,671 39,071

その他 1,143 339

固定負債合計 1,880,529 1,393,041

負債合計 6,534,641 5,557,203

純資産の部   

株主資本   

資本金 1,813,796 1,813,796

資本剰余金   

資本準備金 1,313,795 1,313,795

資本剰余金合計 1,313,795 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 1,698,133 2,422,454

利益剰余金合計 1,765,425 2,489,746

自己株式 － △100

株主資本合計 4,893,017 5,617,237

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 598 969

繰延ヘッジ損益 － △105

評価・換算差額等合計 598 863

純資産合計 4,893,615 5,618,101

負債純資産合計 11,428,256 11,175,304
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（２）損益計算書 

(単位：千円)

前事業年度 
(自 平成21年５月１日 
 至 平成22年４月30日) 

当事業年度 
(自 平成22年５月１日 
 至 平成23年４月30日) 

売上高   

美容健康関連事業売上高 18,649,004 19,032,576

先端電子関連事業売上高 155,974 253,972

売上高合計 18,804,979 19,286,548

売上原価   

美容健康関連事業売上原価 6,796,615 7,411,777

先端電子関連事業売上原価 85,227 123,585

売上原価合計 6,881,842 7,535,363

売上総利益 11,923,136 11,751,185

返品調整引当金戻入額 130,510 140,676

返品調整引当金繰入額 140,676 129,744

差引売上総利益 11,912,971 11,762,117

販売費及び一般管理費   

広告宣伝費 6,157,651 5,300,736

業務委託費 1,054,702 1,211,474

貸倒引当金繰入額 11,139 177

給料及び手当 509,562 555,923

賞与 17,075 19,775

賞与引当金繰入額 25,000 25,000

退職給付費用 9,408 10,288

減価償却費 42,922 57,767

研究開発費 128,528 135,974

その他 2,321,279 2,771,154

販売費及び一般管理費合計 10,277,271 10,088,271

営業利益 1,635,699 1,673,845

営業外収益   

受取利息 3,687 2,505

受取配当金 383 550

業務委託料収入 12,000 12,000

為替差益 － 42,966

その他 2,293 11,748

営業外収益合計 18,364 69,770

営業外費用   

支払利息 69,642 54,811

社債利息 11,826 6,332

融資手数料 13,874 8,789

為替差損 8,283 －

上場関連費用 23,924 －

その他 17,984 12,801

営業外費用合計 145,536 82,734

経常利益 1,508,527 1,660,881
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(単位：千円)

前事業年度 
(自 平成21年５月１日 
 至 平成22年４月30日) 

当事業年度 
(自 平成22年５月１日 
 至 平成23年４月30日) 

特別損失   

固定資産除却損 12,932 9,696

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 7,937

子会社整理損失引当金繰入額 10,320 －

子会社整理損 － 12,666

特別損失合計 23,252 30,299

税引前当期純利益 1,485,274 1,630,581

法人税、住民税及び事業税 681,349 695,540

法人税等調整額 △29,991 9,416

法人税等合計 651,358 704,957

当期純利益 833,916 925,623
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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21年５月１日 
 至 平成22年４月30日) 

当事業年度 
(自 平成22年５月１日 
 至 平成23年４月30日) 

株主資本   

資本金   

前期末残高 1,000,000 1,813,796

当期変動額   

新株の発行 813,796 －

当期変動額合計 813,796 －

当期末残高 1,813,796 1,813,796

資本剰余金   

資本準備金   

前期末残高 499,999 1,313,795

当期変動額   

新株の発行 813,796 －

当期変動額合計 813,796 －

当期末残高 1,313,795 1,313,795

資本剰余金合計   

前期末残高 499,999 1,313,795

当期変動額   

新株の発行 813,796 －

当期変動額合計 813,796 －

当期末残高 1,313,795 1,313,795

利益剰余金   

利益準備金   

前期末残高 61,792 61,792

当期変動額   

当期変動額合計 － －

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

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 5,500 5,500

繰越利益剰余金   

前期末残高 864,217 1,698,133

当期変動額   

剰余金の配当 － △201,302

当期純利益 833,916 925,623

当期変動額合計 833,916 724,321

当期末残高 1,698,133 2,422,454

利益剰余金合計   

前期末残高 931,509 1,765,425

当期変動額   

剰余金の配当 － △201,302

当期純利益 833,916 925,623

当期変動額合計 833,916 724,321

当期末残高 1,765,425 2,489,746
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(単位：千円)

前事業年度 
(自 平成21年５月１日 
 至 平成22年４月30日) 

当事業年度 
(自 平成22年５月１日 
 至 平成23年４月30日) 

自己株式   

前期末残高 － －

当期変動額   

自己株式の取得 － △100

当期変動額合計 － △100

当期末残高 － △100

株主資本合計   

前期末残高 2,431,508 4,893,017

当期変動額   

新株の発行 1,627,593 －

剰余金の配当 － △201,302

当期純利益 833,916 925,623

自己株式の取得 － △100

当期変動額合計 2,461,509 724,220

当期末残高 4,893,017 5,617,237

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金   

前期末残高 △1,661 598

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 2,259 371

当期変動額合計 2,259 371

当期末残高 598 969

繰延ヘッジ損益   

前期末残高 － －

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） － △105

当期変動額合計 － △105

当期末残高 － △105

評価・換算差額等合計   

前期末残高 △1,661 598

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 2,259 265

当期変動額合計 2,259 265

当期末残高 598 863

純資産合計   

前期末残高 2,429,846 4,893,615

当期変動額   

新株の発行 1,627,593 －

剰余金の配当 － △201,302

当期純利益 833,916 925,623

自己株式の取得 － △100

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 2,259 265

当期変動額合計 2,463,769 724,485

当期末残高 4,893,615 5,618,101
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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。 
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