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1.  平成24年4月期の連結業績（平成23年5月1日～平成24年4月30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 ％

24年4月期 20,490 4.2 1,811 5.0 1,783 4.9 1,035 10.0
23年4月期 19,668 2.9 1,724 3.2 1,699 11.1 941 10.4

（注）包括利益 24年4月期 1,033百万円 （8.7％） 23年4月期 951百万円 （10.4％）

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 ％ ％ ％

24年4月期 177.51 ― 16.9 16.1 8.8
23年4月期 161.35 ― 17.7 14.8 8.8

（参考） 持分法投資損益 24年4月期  ―百万円 23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

24年4月期 10,833 6,524 60.2 1,118.22
23年4月期 11,381 5,703 50.1 977.55

（参考） 自己資本   24年4月期  6,524百万円 23年4月期  5,703百万円

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

24年4月期 952 △116 △1,174 2,184
23年4月期 △843 △213 △792 2,524

2.  配当の状況 

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 ％ ％

23年4月期 ― 23.00 ― 18.50 41.50 175 18.6 3.3
24年4月期 ― 18.00 ― 18.00 36.00 210 20.3 3.4
25年4月期(予想) ― 18.00 ― 18.00 36.00 18.0

3. 平成25年 4月期の連結業績予想（平成24年 5月 1日～平成25年 4月30日）  
（％表示は、通期は対前期、四半期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) 10,866 2.1 935 △19.6 908 △23.5 510 △23.9 87.41
通期 22,540 10.0 2,128 17.5 2,075 16.4 1,167 12.7 200.01



※  注記事項 
(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) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 

(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23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会計方針の変更  ： 無
② ①以外の会計方針の変更  ： 無
③ 会計上の見積りの変更  ： 無
④ 修正再表示  ： 無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 24年4月期 5,834,888 株 23年4月期 5,834,888 株
② 期末自己株式数 24年4月期 116 株 23年4月期 116 株
③ 期中平均株式数 24年4月期 5,834,772 株 23年4月期 5,834,785 株

（参考）個別業績の概要 

平成24年4月期の個別業績（平成23年5月1日～平成24年4月30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 ％

24年4月期 19,975 3.6 1,742 4.1 1,722 3.7 1,002 8.3
23年4月期 19,286 2.6 1,673 2.3 1,660 10.1 925 11.0

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

24年4月期 171.75 ―
23年4月期 158.64 ―

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

24年4月期 10,668 6,405 60.0 1,097.77
23年4月期 11,175 5,618 50.3 962.87

（参考） 自己資本 24年4月期  6,405百万円 23年4月期  5,618百万円

※ 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22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。 
 
 
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

 23年４月期 

 24年４月期 

－ 

－ 

11.50

18.00

－ 

－ 

18.50 

18.00 

30.00

36.00

 25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世界経済は、欧州の金融不安や米国の景気減速懸念、タイ洪水の影響

など、景気下振れの要素が存在し、先行きは予断を許さない状況で推移しました。 

一方、わが国経済は、東日本大震災による影響が引き続き見られるものの、復旧・復興に向け

た需要の拡大もあり、経済活動や個人消費は一部で持ち直しの兆しが見られてきております。 

そうした中、当社グループの属する美容健康機器関連業界は、テレビや雑誌等のメディアから

の注目度が大きく上昇し、「おうちエステ」が一部のコアな個人消費者だけではなく、一般消費

者に広く認知されるような状況を迎えているといえます。 

このような状況の下、当社グループは、脱毛器「no!no!HAIR」シリーズについて、店舗販売と

通信販売の両面においてテレビ・雑誌・ブログ媒体等を通じて積極的に販売促進活動を行い、売

上が堅調に推移した他、化粧品「オンリーミネラル」シリーズについて、販路ごとに独自感のあ

る限定セットを数多く用意して新規顧客を獲得しつつ、更に既存顧客に対する継続使用の促進に

注力してリピート売上を維持できたことなどから、前連結会計年度を上回る売上高を達成するこ

とができました。 

また、利益面では、売上伸長に伴う売上総利益の増加を確保し、経費では、インフォマーシャ

ル※を中心とする広告宣伝活動を積極展開する一方、物流コストを中心に効率的な支出に努めた

結果、増益を達成することができました。 

この結果、当連結会計年度の売上高は20,490百万円（前連結会計年度比4.2％増）、営業利益は

1,811百万円（前連結会計年度比5.0％増）、経常利益は1,783百万円（前連結会計年度比4.9％

増）、当期純利益は1,035百万円（前連結会計年度比10.0％増）となりました。 

また、当社は、平成 24 年１月 27 日に東京証券取引所市場第一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。 

 

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、地上波通販会社やカタログ通販会社への販売で、フィットネ

ス器具等が若干伸び悩んだものの、ショッピング専門チャンネルへの機能性アパレル商材や脱

毛器「no!no!HAIR」シリーズ、痩身器具「アセチノセルビー」等の販売が好調に推移し、売上

高は6,977百万円、セグメント利益は2,574百万円と前年を上回る結果となりました。 

 

② 店販部門 

当セグメントにおきましては、化粧品「オンリーミネラル」シリーズが大手百貨店での店頭

販売でブランドイメージを向上させたことや有名雑誌を中心に積極的に広告展開を進めたこと

が奏功し売上を増加させた他、脱毛器「no!no!HAIR」シリーズが需要期である第１・第４四半

期に大きく伸長したものの、美顔器「プラチナゲルマローラー」が大きく売り上げを減らした

ことから、売上高は6,163百万円、セグメント利益は2,812百万円と前年を下回る結果となりま

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」シリーズがリピート売上にも下

支えされ安定して売上の伸長に貢献した他、空気清浄機「イオニックプロターボ」がインフォ

マーシャル※の積極展開で好調に推移し、売上高は7,153百万円、セグメント利益は223百万円

と前年を上回る結果となりました。 

 

※ 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。  
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（今後の見通し） 

今後の見通しにつきましては、復興需要を背景とした景気回復や個人消費マインドの改善傾向

等により期待の持てる状況にあるものの、依然として欧州政府債務危機を巡るリスクが懸念され

るなど、先行きは予断を許さない状況であると言えます。 

一方、当社グループの属する美容健康関連業界は、テレビ・雑誌等のメディアに取り上げられ

るケースが増加するなど注目度が非常に高まっており、家電量販店や通販媒体での取り扱いも引

き続き堅調に推移す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るとともに、ブランド

イメージの向上に尽力して売上高を増加させ、加えて様々なコストの効率的な支出により増益を

目指してまいります。 

次期の連結業績につきましては、売上高22,540百万円、営業利益2,128百万円、経常利益2,075

百万円、当期純利益1,167百万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資産は、前連結会計年度末に比べ547百万円（4.8％）減少し、

10,833百万円となりました。現金及び預金の減少339百万円、受取手形及び売掛金の増加212百

万円、商品及び製品の減少600百万円が主な要因であります。 

負債は、前連結会計年度末に比べ1,368百万円（24.1％）減少し、4,309百万円となりました。

長期借入金の減少752百万円、社債の減少190百万円、支払手形及び買掛金の減少267百万円、未

払金の減少245百万円が主な要因であります。 

純資産は、前連結会計年度末に比べ820百万円（14.4％）増加して、6,524百万円となりまし

た。当期純利益の計上1,035百万円及び剰余金の配当212百万円による利益剰余金の増加822百万

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339百万円（13.5％）減少して、2,184百万円となりました。 

 

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

営業活動の結果獲得した資金は、952百万円（前連結会計年度は843百万円の使用）となり

ました。これは主に、税金等調整前当期純利益1,774百万円、たな卸資産の減少562百万円、

仕入債務の減少△270百万円、及び法人税等の支払額△737百万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、116百万円（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、ソフトウェア等の無形固定資産の取得による支出△102百万円及び金型

等の有形固定資産の取得による支出△56百万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、1,174百万円（前連結会計年度は792百万円の使用）とな

りました。これは主に、長期借入金の返済による支出△752百万円、社債の償還による支出△

190百万円び配当金の支払い△212百万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 平成24年４月期

自己資本比率（％） 14.0 26.1 42.9 50.1 60.2

時価ベースの自己資本比率（％） － － 48.0 44.5 69.7

キャッシュ・フロー対有利子負債

比率（年） 
3.2 3.4 7.4 － 1.5

インタレスト・カバレッジ・レシ

オ（倍） 
8.4 9.5 4.6 － 19.8

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な課題の一つとして位置付けており

ます。配当金につきましては、積極的な事業展開による収益基盤の強化や内部留保による財務体

質の強化を維持しつつ、当期の業績と配当性向とを勘案して決定しております。 

当期の期末配当につきましては、平成23年6月14日に公表いたしました「平成23年４月期決算短

信」に記載のとおり、１株当たり18円00銭（年間配当金36円00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。 

 

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

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

個人消費者

中間業者
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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 

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 

 

(4) 会社の対処すべき課題 

① 安心・安全な製品・商品の提供 

当社グループが属する美容健康関連業界は、大手から中小企業まで多数のメーカーや取扱業者が

参入しており、近年では、いわゆる「おうち美容」意識の高まりも受け、活況を呈している業界で

あると言えます。一方、美容健康関連機器の多くは直接または間接的に身体に接触させる特性を持

っていることから、安全性と安心感のある製品・商品を提供することは当業界に属する企業の必須

課題であると考えております。 

そこで、当社グループは、品質管理の強化を経営上の重要課題として位置づけ、研究開発段階に

おける安全性の検証や効果・効能の測定等を徹底して実施しております。 
「ヤーマンの製品・商品であれば満足できる」、「ヤーマンの製品・商品であれば安全・安心で

ある」、「ヤーマンの製品・商品ならその金額は妥当だ」という評価が得られるような製品・商品

の提供に努めてまいります。 

② 広告宣伝活動の効果測定と適正な支出 

当社グループの販売チャネルのうち、特に直販部門につきましては、インフォマーシャルや新

聞・雑誌媒体等に対する広告支出の時期・量・内容等が大きく売上の増減に影響し、その結果が大

きく損益に影響を与えることが想定されます。 

広告宣伝活動の費用対効果の予測及び実績効果の測定は非常に難しく、今後、広告宣伝活動の費

用対効果の実証分析結果を蓄積し、効果予測精度のアップを図ってまいります。加えて、来期より

社長直轄の企画室プロモーション企画グループを新設し、全社統括的に広報企画活動を行うことに

より、これまで各部門で独自に行っていた広告宣伝活動をより効果的・効率的に展開し、結果とし

て広告支出の効果増大を図ってまいります。 

③ リピート戦略の展開 

当社グループが安定的・継続的に売上高及び利益を拡大していくためには、一度ご購入いただい

た製品・商品を継続してご購入いただくことのみならず、美容健康に関連する他の製品・商品にも

強い関心を抱いていただくことが非常に重要であると考えております。 

当社グループが美容健康分野でのデファクトスタンダード企業と位置づけられ、「美容健康製

品・商品を買うならヤーマン」と言われるような知名度と安心感を確立することができれば、一度

ご購入いただいた製品・商品群を超えて別の製品・商品をお試しいただく積極的な動機となります。 

当社グループは、平成24年１月27日に東京証券取引所市場第一部指定銘柄に承認されております。

今後も、美容健康機器のヤーマンとして品質の高い製品・商品を幅広く取り揃えるとともに、積極

的な広告宣伝活動を行い、継続的な成長を維持していく所存です。 
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４．連結財務諸表 
（１）連結貸借対照表 

(単位：千円)

前連結会計年度 
(平成23年４月30日) 

当連結会計年度 
(平成24年４月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 3,119,003 2,779,470

受取手形及び売掛金 3,127,098 ※３  3,339,534

有価証券 50,037 50,069

商品及び製品 3,543,346 2,943,232

仕掛品 5,794 37,203

原材料及び貯蔵品 314,850 320,789

繰延税金資産 113,102 107,649

その他 96,623 250,659

貸倒引当金 △27,524 △5,887

流動資産合計 10,342,332 9,822,722

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） ※１  132,851 ※１  130,679

機械装置及び運搬具（純額） 19,622 25,854

土地 ※１  346,393 ※１  346,393

リース資産（純額） 39,905 49,362

建設仮勘定 1,750 1,286

その他（純額） 16,265 12,423

有形固定資産合計 ※２  556,788 ※２  565,999

無形固定資産   

リース資産 12,307 6,774

その他 327,979 323,371

無形固定資産合計 340,287 330,146

投資その他の資産   

投資有価証券 17,936 14,894

繰延税金資産 6,609 7,582

その他 117,162 92,500

投資その他の資産合計 141,708 114,977

固定資産合計 1,038,783 1,011,123

資産合計 11,381,115 10,833,845
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(単位：千円)

前連結会計年度 
(平成23年４月30日) 

当連結会計年度 
(平成24年４月30日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 ※１  1,348,763 ※１, ※３  1,081,268

1年内返済予定の長期借入金 ※１  752,911 ※１  518,299

1年内償還予定の社債 190,000 160,000

リース債務 18,373 23,329

未払金 1,340,333 1,094,731

未払法人税等 389,515 385,148

賞与引当金 25,000 27,500

返品調整引当金 129,744 155,504

その他 89,653 150,335

流動負債合計 4,284,295 3,596,118

固定負債   

社債 195,000 35,000

長期借入金 ※１  1,158,630 ※１  640,330

リース債務 39,071 37,759

その他 339 81

固定負債合計 1,393,041 713,171

負債合計 5,677,336 4,309,289

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 2,575,424 3,398,214

自己株式 △100 △100

株主資本合計 5,702,915 6,525,705

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 969 △1,149

繰延ヘッジ損益 △105 －

その他の包括利益累計額合計 863 △1,149

純資産合計 5,703,779 6,524,555

負債純資産合計 11,381,115 10,833,845
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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22年５月１日 
 至 平成23年４月30日) 

当連結会計年度 
(自 平成23年５月１日 
 至 平成24年４月30日) 

売上高 19,668,751 20,490,890

売上原価 ※１  7,763,956 ※１  7,992,597

売上総利益 11,904,795 12,498,292

返品調整引当金戻入額 140,676 129,744

返品調整引当金繰入額 129,744 155,504

差引売上総利益 11,915,726 12,472,533

販売費及び一般管理費   

広告宣伝費 5,336,752 5,751,289

業務委託費 1,219,914 1,208,602

貸倒引当金繰入額 42 －

給料及び手当 569,399 587,725

賞与 19,775 24,856

賞与引当金繰入額 25,000 27,500

退職給付費用 10,441 12,154

減価償却費 57,964 95,957

研究開発費 ※２  136,700 ※２  116,291

その他 2,815,037 2,836,775

販売費及び一般管理費合計 10,191,026 10,661,153

営業利益 1,724,699 1,811,379

営業外収益   

受取利息 2,188 1,080

受取配当金 550 481

為替差益 43,727 －

貸倒引当金戻入額 － 21,637

保険解約返戻金 － 21,313

違約金収入 － 9,800

その他 14,721 10,997

営業外収益合計 61,188 65,311

営業外費用   

支払利息 61,781 48,954

支払保証料 5,724 11,103

為替差損 － 28,190

その他 18,832 5,373

営業外費用合計 86,338 93,621

経常利益 1,699,549 1,783,069

特別損失   

固定資産除却損 ※３  9,696 ※３  8,548

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 38,117 8,548

税金等調整前当期純利益 1,661,432 1,774,520

法人税、住民税及び事業税 718,216 733,052

法人税等調整額 1,759 5,709

法人税等合計 719,976 738,761

少数株主損益調整前当期純利益 941,456 1,035,758

当期純利益 941,456 1,035,758
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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22年５月１日 
 至 平成23年４月30日) 

当連結会計年度 
(自 平成23年５月１日 
 至 平成24年４月30日) 

少数株主損益調整前当期純利益 941,456 1,035,758

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 371 △2,118

繰延ヘッジ損益 △105 105

為替換算調整勘定 9,647 －

その他の包括利益合計 9,912 △2,012

包括利益 951,368 1,033,745

（内訳）   

親会社株主に係る包括利益 951,368 1,033,745

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22年５月１日 
 至 平成23年４月30日) 

当連結会計年度 
(自 平成23年５月１日 
 至 平成24年４月30日) 

株主資本   

資本金   

当期首残高 1,813,796 1,813,796

当期末残高 1,813,796 1,813,796

資本剰余金   

当期首残高 1,313,795 1,313,795

当期末残高 1,313,795 1,313,795

利益剰余金   

当期首残高 1,835,270 2,575,424

当期変動額   

剰余金の配当 △201,302 △212,969

当期純利益 941,456 1,035,758

当期変動額合計 740,153 822,789

当期末残高 2,575,424 3,398,214

自己株式   

当期首残高 － △100

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 △100

株主資本合計   

当期首残高 4,962,862 5,702,915

当期変動額   

剰余金の配当 △201,302 △212,969

当期純利益 941,456 1,035,758

自己株式の取得 △100 －

当期変動額合計 740,052 822,789

当期末残高 5,702,915 6,525,705

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金   

当期首残高 598 969

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 371 △2,118

当期変動額合計 371 △2,118

当期末残高 969 △1,149

繰延ヘッジ損益   

当期首残高 － △105

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △105 105

当期変動額合計 △105 105

当期末残高 △105 －

為替換算調整勘定   

当期首残高 △9,647 －

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 9,647 －

当期変動額合計 9,647 －

当期末残高 － －
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(単位：千円)

前連結会計年度 
(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 
(自 平成23年５月１日 
 至 平成24年４月30日) 

その他の包括利益累計額合計   

当期首残高 △9,049 863

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 9,912 △2,012

当期変動額合計 9,912 △2,012

当期末残高 863 △1,149

純資産合計   

当期首残高 4,953,813 5,703,779

当期変動額   

剰余金の配当 △201,302 △212,969

当期純利益 941,456 1,035,758

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） 9,912 △2,012

当期変動額合計 749,965 820,776

当期末残高 5,703,779 6,524,555
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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22年５月１日 
 至 平成23年４月30日) 

当連結会計年度 
(自 平成23年５月１日 
 至 平成24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 1,661,432 1,774,520

減価償却費 108,757 141,179

貸倒引当金の増減額（△は減少） △8,085 △21,637

賞与引当金の増減額（△は減少） － 2,500

返品調整引当金の増減額（△は減少） △10,931 25,759

受取利息及び受取配当金 △2,738 △1,561

支払利息 61,781 48,954

為替差損益（△は益） 8,120 945

固定資産除却損 9,696 8,548

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） △999,936 △228,968

たな卸資産の増減額（△は増加） △815,153 562,765

仕入債務の増減額（△は減少） 153,632 △270,451

未払金の増減額（△は減少） △170,220 △215,402

その他 46,400 △90,373

小計 71,175 1,736,776

利息及び配当金の受取額 2,560 1,244

利息の支払額 △65,337 △48,115

法人税等の支払額 △852,373 △737,371

営業活動によるキャッシュ・フロー △843,974 952,535

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 △48,691 △56,574

無形固定資産の取得による支出 △162,861 △102,731

定期預金の預入による支出 △644,797 △644,855

定期預金の払戻による収入 644,623 644,797

その他 △1,945 42,870

投資活動によるキャッシュ・フロー △213,673 △116,492

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 500,000 －

長期借入金の返済による支出 △870,135 △752,911

社債の償還による支出 △205,000 △190,000

リース債務の返済による支出 △17,352 △19,444

配当金の支払額 △200,333 △212,299

その他 814 －

財務活動によるキャッシュ・フロー △792,006 △1,174,655

現金及び現金同等物に係る換算差額 △11,961 △945

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △1,861,615 △339,558

現金及び現金同等物の期首残高 4,385,858 2,524,243

現金及び現金同等物の期末残高 ※１  2,524,243 ※１  2,184,684
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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 

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   １社 

連結子会社の名称  LABO WELL株式会社 

 

２．持分法の適用に関する事項 

該当事項はありません。 

 

３．連結子会社の事業年度等に関する事項 

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 

② デリバティブ取引により生ずる債権及び債務 

時価法 

③ たな卸資産 

ａ 商品、製品、原材料、仕掛品 

総平均法による原価法 

（貸借対照表価額については、収益性の低下に基づく簿価切下げの方法により算定） 

ｂ 貯蔵品 

終仕入原価法 

（貸借対照表価額については、収益性の低下に基づく簿価切下げの方法により算定） 

 

(2) 重要な減価償却資産の減価償却の方法 

① 有形固定資産（リース資産を除く） 

定率法によっております。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。 

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。 
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(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。 

② 賞与引当金 

当社は、従業員への賞与の支給に充てるため、支給見込額のうち当連結会計年度の負担額

を計上しております。 

③ 返品調整引当金 

当社は、連結会計年度末日後の返品による損失に備えるため、過去の返品実績等に基づ

き、将来の返品による損失見込額を計上しております。 

 

(4) 重要なヘッジ会計の方法 

① ヘッジ会計の方法 

繰延ヘッジ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 

 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。 

 

(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。 
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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 

該当事項はありません。 

 

(8) 表示方法の変更 

（連結損益計算書関係） 

前連結会計年度において「営業外費用」の「その他」に含めていた「支払保証料」は、金額的

重要性が増したため、当連結会計年度より独立掲記することとしております。 

また、前連結会計年度において「営業外費用」に独立掲記していた「融資手数料」は、金額的

重要性が乏しいため、当連結会計年度より「その他」に含めて表示しております。 

この表示方法の変更を反映させるため、前連結会計年度の連結財務諸表の組替えを行っており

ます。 

この結果、前連結会計年度の連結損益計算書において「営業外費用」の「その他」に表示して

いた5,724千円は「支払保証料」5,724千円に、「営業外費用」の「融資手数料」に表示していた

8,789千円は「その他」8,789千円に、それぞれ組み替えております。 

 

 

(9) 追加情報 

１．会計上の変更及び誤謬の訂正に関する会計基準等の適用 

当連結会計年度の期首以後に行われる会計上の変更及び過去の誤謬の訂正より、「会計上の変

更及び誤謬の訂正に関する会計基準」（企業会計基準第24号  平成21年12月４日）及び「会計上

の変更及び誤謬の訂正に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第24号  平成21年

12月４日）を適用しております。 

 

２．法定実効税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正 

「経済社会の構造の変化に対応した税制の構築を図るための所得税法等の一部を改正する法律」

（平成23年法律第114号）及び「東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財

源の確保に関する特別措置法」（平成23年法律第117号）が平成23年12月２日に公布され、平成24

年５月１日以降に開始する連結会計年度から法人税率の引き下げ及び復興特別法人税の課税が行

われることになりました。 

これに伴い、繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用する法定実効税率は、従来の40.69％

から、平成24年５月１日に開始する連結会計年度から平成26年５月１日に開始する連結会計年度

までに解消が見込まれる一時差異については38.01％、平成27年５月１日に開始する連結会計年度

以降に解消が見込まれる一時差異等については35.64％となります。 

この税率変更により、繰延税金資産の金額が8,800千円、その他有価証券評価差額金が90千円それ

ぞれ減少し、法人税等調整額が8,710千円増加しております。 
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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） 

※１．担保に供している資産並びに担保付債務は以下のとおりであります。 

(1) 担保に供している資産 
 

 
前連結会計年度 

(平成23年４月30日) 
当連結会計年度 

(平成24年４月30日) 

建物 86,384千円 82,661千円

土地 288,890千円 288,890千円

計 375,275千円 371,552千円

 

(2) 担保に係る債務 

 

 
前連結会計年度 

(平成23年４月30日) 
当連結会計年度 

(平成24年４月30日) 

支払手形（信用状） 715,657千円 460,933千円

１年内返済予定の長期借入金 296,365千円 213,031千円

長期借入金 599,208千円 386,176千円

計 1,611,231千円 1,060,142千円

 

※２．有形固定資産の減価償却累計額 
 

 
前連結会計年度 

(平成23年４月30日) 
当連結会計年度 

(平成24年４月30日) 

有形固定資産の減価償却累計額 244,281千円 308,773千円

 

※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、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。 

 

 
前連結会計年度 

(平成23年４月30日) 
当連結会計年度 

(平成24年４月30日) 

受取手形 5,788千円 5,184千円

支払手形 69,960千円 39,106千円

 

 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。 

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。 

 

 
前連結会計年度 

(平成23年４月30日) 
当連結会計年度 

(平成24年４月30日) 

当座貸越極度額 500,000千円 500,000千円

借入実行残高 －千円 －千円

差引額 500,000千円 500,000千円
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（連結損益計算書関係） 

※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）は、次の

とおりであります。 
 

 
前連結会計年度 

(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 
(自  平成23年５月１日 
  至  平成24年４月30日) 

売上原価 28,087千円 △17,740千円

 

※２．一般管理費に含まれる研究開発費は、次のとおりであります。 

 

 
前連結会計年度 

(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 
(自  平成23年５月１日 
  至  平成24年４月30日) 

研究開発費 136,700千円 116,291千円

 

※３．固定資産除却損の内訳は、次のとおりであります。 

 

 
前連結会計年度 

(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 
(自  平成23年５月１日 
  至  平成24年４月30日) 

機械装置及び運搬具 0千円 －千円

有形固定資産その他 
（工具、器具及び備品） 

736千円 －千円

無形固定資産その他 
（知的財産権仮勘定） 

8,959千円 8,548千円

計 9,696千円 8,548千円
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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 
当連結会計年度期首 

(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

（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 
当連結会計年度期首 

(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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当連結会計年度（自  平成23年５月１日  至  平成24年４月30日） 

１．発行済株式に関する事項 

株式の種類 
当連結会計年度期首 

(株) 

増加 

(株) 

減少 

(株) 

当連結会計年度末 

(株) 

普通株式 5,834,888 － － 5,834,888

 

２．自己株式に関する事項 

株式の種類 
当連結会計年度期首 

(株) 

増加 

(株) 

減少 

(株) 

当連結会計年度末 

(株) 

普通株式 116 － － 116

 

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23年７月28日 
定時株主総会 

普通株式 107,943 18.50 平成23年４月30日 平成23年７月29日

平成23年12月14日 
取締役会 

普通株式 105,025 18.00 平成23年10月31日 平成24年１月10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24年7月27日 
定時株主総会 

普通株式 利益剰余金 105,025 18.00 平成24年４月30日 平成24年７月30日

 

（連結キャッシュ・フロー計算書関係） 

※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は、次の

とおりであります。 
 

 
前連結会計年度 

(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 
(自  平成23年５月１日 
  至  平成24年４月30日) 

現金及び預金勘定 3,119,003千円 2,779,470千円

預入期間が３か月超の定期預金 △644,797千円 △644,855千円

価格変動リスクの僅少な有価証券 50,037千円 50,069千円

現金及び現金同等物 2,524,243千円 2,184,684千円
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（セグメント情報等） 

【セグメント情報】 

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

「美容家電」「ウェルネス家電・フィットネス器具」「化粧品・バラエティ雑貨」に区分され、各報

告セグメントで取り扱っております。 

 

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 

前連結会計年度（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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当連結会計年度（自  平成23年５月１日  至  平成24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 

6,977,413 6,163,268 7,153,970 20,294,652 196,237 20,490,890 － 20,490,890

セグメント間の 
内部売上高又は 
振替高 

－ － － － 230,152 230,152 △230,152 －

計 6,977,413 6,163,268 7,153,970 20,294,652 426,389 20,721,042 △230,152 20,490,890

セグメント利益 
又は損失（△） 

2,574,535 2,812,668 223,727 5,610,931 99,987 5,710,919 △3,899,539 1,811,379

その他の項目    

 減価償却費 － － － － － － 141,179 141,179

（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△3,899,539千円には、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△3,911,539千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。 

 

（１株当たり情報） 

 

 
前連結会計年度 

(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 
(自  平成23年５月１日 
  至  平成24年４月30日) 

１株当たり純資産額 977.55円 1,118.22円 

１株当たり当期純利益金額 161.35円 177.51円 

（注）１．潜在株式調整後１株当たり当期純利益については、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。 

２．１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 

(平成23年４月30日) 
当連結会計年度 

(平成24年４月30日) 

純資産の部の合計額(千円) 5,703,779 6,524,555 

普通株式に係る期末の純資産額(千円) 5,703,779 6,524,555 

１株当たり純資産額の算定に用いられた期末の普通
株式の数(株) 

5,834,772 5,834,772 
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３．１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22年５月１日 
  至  平成23年４月30日) 

当連結会計年度 
(自  平成23年５月１日 
  至  平成24年４月30日) 

１株当たり当期純利益金額   

当期純利益(千円) 941,456 1,035,758 

普通株式に係る当期純利益(千円) 941,456 1,035,758 

普通株式の期中平均株式数(株) 5,834,785 5,834,772 

 

(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23年４月30日) 

当事業年度 
(平成24年４月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 3,113,455 2,709,318

受取手形 182,659 219,643

売掛金 2,892,161 3,159,341

有価証券 50,037 50,069

商品及び製品 3,365,801 2,731,447

仕掛品 5,794 37,203

原材料及び貯蔵品 314,850 320,789

前渡金 41,837 45,878

前払費用 53,085 54,351

繰延税金資産 108,916 106,535

未収入金 2,151 149,877

その他 211 45,615

貸倒引当金 △27,923 △5,887

流動資産合計 10,103,039 9,624,183

固定資産   

有形固定資産   

建物（純額） 132,456 130,338

構築物（純額） 394 341

機械及び装置（純額） 19,037 25,513

車両運搬具（純額） 585 341

工具、器具及び備品（純額） 16,254 12,412

土地 346,393 346,393

リース資産（純額） 39,905 49,362

建設仮勘定 1,750 1,286

有形固定資産合計 556,777 565,988

無形固定資産   

特許権 46,740 40,940

ソフトウエア 63,814 223,281

ソフトウエア仮勘定 157,921 －

リース資産 12,307 6,774

その他 57,462 57,275

無形固定資産合計 338,247 328,271

投資その他の資産   

投資有価証券 17,936 14,894

関係会社株式 35,532 35,532

長期前払費用 233 －

繰延税金資産 6,609 7,582

その他 116,928 92,500

投資その他の資産合計 177,240 150,509

固定資産合計 1,072,265 1,044,769

資産合計 11,175,304 10,668,953
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(単位：千円)

前事業年度 
(平成23年４月30日) 

当事業年度 
(平成24年４月30日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形 903,023 556,350

買掛金 364,947 498,308

1年内返済予定の長期借入金 752,911 518,299

1年内償還予定の社債 190,000 160,000

リース債務 18,373 23,329

未払金 1,331,924 1,091,138

未払費用 38,071 40,060

未払法人税等 362,470 374,761

前受金 16,755 114

預り金 10,028 9,985

賞与引当金 25,000 27,500

返品調整引当金 129,744 155,504

その他 20,911 95,201

流動負債合計 4,164,161 3,550,555

固定負債   

社債 195,000 35,000

長期借入金 1,158,630 640,330

リース債務 39,071 37,759

その他 339 81

固定負債合計 1,393,041 713,171

負債合計 5,557,203 4,263,727

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 2,422,454 3,211,592

利益剰余金合計 2,489,746 3,278,884

自己株式 △100 △100

株主資本合計 5,617,237 6,406,375

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 969 △1,149

繰延ヘッジ損益 △105 －

評価・換算差額等合計 863 △1,149

純資産合計 5,618,101 6,405,226

負債純資産合計 11,175,304 10,668,953
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（２）損益計算書 

(単位：千円)

前事業年度 
(自 平成22年５月１日 
 至 平成23年４月30日) 

当事業年度 
(自 平成23年５月１日 
 至 平成24年４月30日) 

売上高   

美容健康関連事業売上高 19,032,576 19,822,953

先端電子関連事業売上高 253,972 152,132

売上高合計 19,286,548 19,975,085

売上原価   

美容健康関連事業売上原価 7,411,777 7,573,116

先端電子関連事業売上原価 123,585 64,126

売上原価合計 7,535,363 7,637,242

売上総利益 11,751,185 12,337,842

返品調整引当金戻入額 140,676 129,744

返品調整引当金繰入額 129,744 155,504

差引売上総利益 11,762,117 12,312,083

販売費及び一般管理費   

広告宣伝費 5,300,736 5,720,734

業務委託費 1,211,474 1,204,559

運賃 452,890 544,477

貸倒引当金繰入額 177 －

給料及び手当 555,923 572,118

賞与 19,775 24,606

賞与引当金繰入額 25,000 27,500

退職給付費用 10,288 11,950

減価償却費 57,767 95,700

研究開発費 135,974 116,291

その他 2,318,264 2,251,503

販売費及び一般管理費合計 10,088,271 10,569,441

営業利益 1,673,845 1,742,642

営業外収益   

受取利息 2,505 2,432

受取配当金 550 481

業務委託料収入 12,000 12,000

為替差益 42,966 －

貸倒引当金戻入額 － 22,036

保険解約返戻金 － 21,313

違約金収入 － 9,800

その他 11,748 6,349

営業外収益合計 69,770 74,413

営業外費用   

支払利息 54,811 44,187

社債利息 6,332 4,377

支払保証料 5,724 11,103

為替差損 － 29,175

その他 15,866 5,373

営業外費用合計 82,734 94,216

経常利益 1,660,881 1,722,839
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(単位：千円)

前事業年度 
(自 平成22年５月１日 
 至 平成23年４月30日) 

当事業年度 
(自 平成23年５月１日 
 至 平成24年４月30日) 

特別損失   

固定資産除却損 9,696 8,548

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 12,666 －

特別損失合計 30,299 8,548

税引前当期純利益 1,630,581 1,714,290

法人税、住民税及び事業税 695,540 709,546

法人税等調整額 9,416 2,637

法人税等合計 704,957 712,183

当期純利益 925,623 1,002,106
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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22年５月１日 
 至 平成23年４月30日) 

当事業年度 
(自 平成23年５月１日 
 至 平成24年４月30日) 

株主資本   

資本金   

当期首残高 1,813,796 1,813,796

当期末残高 1,813,796 1,813,796

資本剰余金   

資本準備金   

当期首残高 1,313,795 1,313,795

当期末残高 1,313,795 1,313,795

資本剰余金合計   

当期首残高 1,313,795 1,313,795

当期末残高 1,313,795 1,313,795

利益剰余金   

利益準備金   

当期首残高 61,792 61,792

当期末残高 61,792 61,792

その他利益剰余金   

別途積立金   

当期首残高 5,500 5,500

当期末残高 5,500 5,500

繰越利益剰余金   

当期首残高 1,698,133 2,422,454

当期変動額   

剰余金の配当 △201,302 △212,969

当期純利益 925,623 1,002,106

当期変動額合計 724,321 789,137

当期末残高 2,422,454 3,211,592

利益剰余金合計   

当期首残高 1,765,425 2,489,746

当期変動額   

剰余金の配当 △201,302 △212,969

当期純利益 925,623 1,002,106

当期変動額合計 724,321 789,137

当期末残高 2,489,746 3,278,884

自己株式   

当期首残高 － △100

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 △100

株主資本合計   

当期首残高 4,893,017 5,617,237

当期変動額   

剰余金の配当 △201,302 △212,969

当期純利益 925,623 1,002,106

自己株式の取得 △100 －

当期変動額合計 724,220 789,137

当期末残高 5,617,237 6,406,375
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(単位：千円)

前事業年度 
(自 平成22年５月１日 
 至 平成23年４月30日) 

当事業年度 
(自 平成23年５月１日 
 至 平成24年４月30日) 

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金   

当期首残高 598 969

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 371 △2,118

当期変動額合計 371 △2,118

当期末残高 969 △1,149

繰延ヘッジ損益   

当期首残高 － △105

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △105 105

当期変動額合計 △105 105

当期末残高 △105 －

評価・換算差額等合計   

当期首残高 598 863

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 265 △2,012

当期変動額合計 265 △2,012

当期末残高 863 △1,149

純資産合計   

当期首残高 4,893,615 5,618,101

当期変動額   

剰余金の配当 △201,302 △212,969

当期純利益 925,623 1,002,106

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） 265 △2,012

当期変動額合計 724,485 787,124

当期末残高 5,618,101 6,405,226
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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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