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第一部 【企業情報】

第１ 【企業の概況】

１ 【主要な経営指標等の推移】

提出会社の経営指標等

　

回次
第30期

第２四半期累計期間

第30期

第２四半期会計期間
第29期

会計期間
自　平成20年４月１日

至　平成20年９月30日

自　平成20年７月１日

至　平成20年９月30日

自　平成19年４月１日

至　平成20年３月31日

売上高 (千円) 1,828,184 979,179 4,104,508

経常利益 (千円) 183,772 137,607 814,633

四半期(当期)純利益 (千円) 73,554 50,122 425,902

持分法を適用した場合の
投資利益

(千円) ― ― ―

資本金 (千円) ― 387,800 387,800

発行済株式総数 (株) ― 7,950,000 7,950,000

純資産額 (千円) ― 3,897,582 3,928,443

総資産額 (千円) ― 4,699,182 4,995,400

１株当たり純資産額 (円) ― 490.39 494.25

１株当たり四半期(当期)
　　　純利益

(円) 9.25 6.31 53.58

潜在株式調整後１株当た
り四半期(当期)純利益

(円) ― ― ―

１株当たり配当金 (円) ― ― 14.00

自己資本比率 (％) ― 82.9 78.6

営業活動による　　　　　　　
キャッシュ・フロー

(千円) 80,719 ― 604,000

投資活動による　　　　　　　
キャッシュ・フロー

(千円) △74,749 ― △429,796

財務活動による　　　　　　　
キャッシュ・フロー

(千円) △110,937 ― △111,285

現金及び現金同等物の　　
　　　　四半期末(期末)残高

(千円) ― 1,092,669 1,197,637

従業員数 (名) ― 200 191

(注) １　当社は四半期連結財務諸表を作成しておりませんので、四半期連結会計期間等に係る主要な連結経営指標等の

推移については記載しておりません。

２　売上高には消費税等は含まれておりません。

３　当社には関連会社がありませんので、持分法を適用した場合の投資利益については記載しておりません。

４　潜在株式が存在しないため、潜在株式調整後１株当たり四半期(当期)純利益については記載しておりません。
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２ 【事業の内容】

当第２四半期会計期間において、当社において営まれている事業の内容に重要な変更はありません。

　

３ 【関係会社の状況】

該当事項はありません。

　

４ 【従業員の状況】

提出会社の状況

平成20年９月30日現在

従業員数(名) 200

(注) 従業員数は、就業人員を示しております。
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第２ 【事業の状況】

１ 【生産、受注及び販売の状況】

(1) 生産実績

当第２四半期会計期間における生産実績を品目別に示すと、次のとおりであります。

区分 金額(千円)

トイレタリー 534,703

整髪料 206,117

カラー剤 326,326

育毛剤 48,784

パーマ剤 83,409

合計 1,199,341

(注)　上記金額は「生産本数×代理店納入価」により算出しており、消費税等は含まれておりません。

　

(2) 商品仕入実績

当第２四半期会計期間における商品仕入実績は、次のとおりであります。

区分 金額(千円)

商品 27,666

(注) １　上記金額は実際仕入額であり、消費税等は含まれておりません。

２　商品の主な内容は、美容室で利用されるＤＭやチラシ等の販促物のほか、美容器具、施術時に使用する

美容小物品等であります。

　

(3) 外注実績

製品の製造において一部を外注に依存しております。

当第２四半期会計期間における外注実績を品目別に示すと、次のとおりであります。

区分 金額(千円)

トイレタリー 1,884

整髪料 10,259

カラー剤 66,262

育毛剤 3,917

パーマ剤 8,430

合計 90,753

(注)　上記金額は外注加工費の金額であり、消費税等は含まれておりません。
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(4) 販売実績

当第２四半期会計期間における販売実績を品目別に示すと、次のとおりであります。

区分 区分 金額(千円)

製品

トイレタリー 543,508

整髪料 169,544

カラー剤 136,481

育毛剤 41,929

パーマ剤 54,332

小計 945,797

商品 32,239

受取販売手数料 1,142

合計 979,179

(注) １　上記金額には、消費税等は含まれておりません。

２　総販売実績のうち輸出高は、7,382千円（総販売実績に占める割合0.8％）であります。

３　総販売実績に対する売上高の割合が10％を超える販売先はありません。

４　商品の主な内容は、美容室で利用されるＤＭやチラシ等の販促物のほか、美容器具、施術時に使用する

小物品等であります。

５　受取販売手数料は、美容室等の店舗増改築及び美容室専用の集客支援ソフト推進による業者等から受け

取る紹介手数料等であります。

　

２ 【経営上の重要な契約等】

当第２四半期会計期間において、経営上の重要な契約等は行われておりません。

　

３ 【財政状態及び経営成績の分析】

文中の将来に関する事項は、本四半期報告書提出日(平成20年11月13日)現在において当社が判断したも

のであります。

(１) 経営成績の分析

　当第２四半期会計期間におけるわが国経済は、米国発のサブプライム問題を起点とした金融市場の混乱

を背景に、株価の急落及び円高の急進が一気に景気悪化を導く懸念材料となり、世界的な金融不安に加

え、エネルギー・原材料価格の高騰等による設備投資や個人消費の鈍化もあり、先行きの展望にも不透明

感さを残す状況が続きました。

　このような状況のもと当社では、顧客美容室の経営体質の強化へ向け、自社開発による美容室専用の経

営分析システム「旬報店システム」（売上高、総客数、客単価及び来店サイクルなどのあらゆる経営デー

タを基に分析を行うシステム）を基盤に、「レッツプラン」と称する「将来ビジョン・現状分析による

課題・生産性の向上」を基本施策に組み入れた事業計画を提案し、「売上至上型」から「利益重視型経

営」へ向けての支援活動に取り組んでまいりました。 

　また、当社課題の一つである首都圏市場におけるシェア拡大へ向けては、昨年の横浜営業所の開設に続

く新たな営業拠点といたしまして、今年の７月に千葉営業所(千葉市中央区)を開設しており、さらなる未

開拓市場の活性化に邁進していく所存でございます。

　売上高状況といたしましては、主力製品である「コタ　アイケア」シリーズを中心に、スキャルプケア製

品「コタ　セラ」シリーズ（医薬部外品）や昨年８月に発売した業務用及びホームケア用トリートメン

ト「コタ　クオリア」シリーズなどのトイレタリー製品が堅調に推移したこと、さらに今年５月に発売し

たカラー剤「グラフィカ」83色に対するお客様からの支持を得たこともあり、売上全体としては前年同

期を上回ることができました。 
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　費用面におきましては、トイレタリー製品をはじめ新製品カラー剤の拡販へ向けた販促費や見本費及び

出荷・配送業務に掛かる物流コストなどによる販売直接費の増加、また営業活動における体制強化に係

る人件費及びその他関連費用の増加、さらには設備投資の拡大による減価償却費の増加などが販売費及

び一般管理費の主な増加要因となり、一方、製造原価におきましては、生産増に加え、仕入価格の高騰など

の影響から原材料費が増加し、また必要人員の拡大に伴う労務費の増加や危険物倉庫の建設及び新製品

関連の金型などによる減価償却費の増加が経費を重ねる大きな要因となりました。

　これらの結果、当第２四半期会計期間の業績といたしましては、売上高979,179千円、営業利益134,989千

円、経常利益137,607千円、四半期純利益50,122千円となりました。 

なお、分類別売上高は次のとおりであります。 

① トイレタリー 

　多様化するヘアスタイルを背景に顧客ニーズもさらに細分化が進み、ダメージ補修・保護機能を訴求し

たヘアケア製品への需要のほか、近年ではスキャルプケア製品にもメーカー各社の開発・拡販に注力が

集まっております。また、一般ルート品との差別化や市場規模拡大へ向けては、メーカー各社における高

性能トリートメントのメニュー化提案によるホームケア製品の推進活動も見受けられるなど、一般市場

を含めたメーカー各社の競合は一段と激しさを増しております。 

　このような状況のもと当社におきましては、主力製品である「コタ　アイケア」シリーズを中心に、ス

キャルプケア製品「コタ　セラ」シリーズ（医薬部外品）や昨年８月に発売した業務用及びホームケア

用のトリートメント「コタ　クオリア」シリーズへの顧客評価も高く堅調に推移させることができまし

た。 

　これらの結果、当第２四半期会計期間における売上高としては543,508千円となりました。 

② 整髪料 

　ヘアスタイルのトレンドの影響からニーズの細分化は続く一方、美容室をはじめ一般ルート市場でもス

タイリング剤における使用量の低下により、市場全体は縮小傾向を続けておりますが、近年みられるヘア

ケアへの関心の高まりから、女性ユーザーを中心にトリートメント機能を合わせ持つ整髪料の需要にお

いては拡大傾向をみせております。 

　このような状況のもと、当社では性能及び品質面におきましても顧客ニーズに的確に対応できる整髪料

「コタ　キュアデュ」シリーズを中心に一層の拡販に努める一方、さらなる市場の拡大へ向けた新たな製

品への研究開発にも取り組んでおります。 

　当第２四半期会計期間における売上高としては、169,544千円となりました。 

③ カラー剤 

　急速に需要を獲得してきたファッションカラーも市場を一巡したことで落ち着きをみせ、また近年みら

れる低明度カラーへのトレンドの移り変わりからグレイカラーの需要は拡大しているものの、全体の市

場規模としては横ばいでの推移が続いております。 

　このような状況のもと、当社におきましては低明度カラー「コタ　カラーアート　グレイ」に続く新たな

市場獲得へ向け、今年５月に当社初となるファッションカラー剤「グラフィカ」83色を新製品として注

力し、需要拡大に取り組んでまいりました。 

　これらの結果、当第２四半期会計期間における売上高としては、特に新製品に対する高い顧客評価のも

と、136,481千円と大きく推移させることができました。

④ 育毛剤 

　美容室ルートでの需要の拡大は困難な市場とされておりますが、ヘアカラーやパーマなどの普及の影響

もあり、傷んだ髪に悩む女性ユーザーのヘアケアに対する関心の高まりに併せ、スキャルプケアへの視野

が少しずつ拡がりを見せはじめております。 
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　このような状況のもと、当社ではスキャルプケア製品「コタ　セラ」シリーズ（医薬部外品）における

スキャルプローションを中心とした拡販活動に注力し、お客様からの安定的な支持を得ることにより、当

第２四半期会計期間の売上高としては、41,929千円となりました。 

⑤ パーマ剤 

　近年、ヘアスタイルの動向から需要の減少が続き、メーカー各社におきましても商品面や技術面など

様々な対策が講じられていますが、市場回復とまでは至らず、暫くは減少傾向での推移が続くものと見ら

れております。 

　厳しい状況が続く中、当社におきましても市場の巻き返しへ向け、主力製品である「シンクス」シリー

ズの拡販はもとより、今年８月には同シリーズにおける追加新製品としてストレートパーマ剤「シンク

ス　エアストラ」を発売し、さらなる市場拡大へ向け取り組んでまいりました。一方、営業活動におきまし

ては、パーマ講習会などの実施による技術面での強化指導、また研究活動におきましても、性能及び品質

面をはじめとする顧客評価の向上に繋がる製品開発への取り組みなど、市場拡大へ向け注力してまいり

ました。

　これらの結果、当第２四半期会計期間の売上高としては、54,332千円となりました。 

⑥ 商品・受取販売手数料 

　商品売上としては、美容室で利用されるチラシ・ＤＭなどを中心とした販促物や施術時に使用する美容

小物品が安定的な売上となっておりましたが、近年ではＩＴ環境の充実によりホームページなどによる

販促活動へとシフトしていることから減少傾向が続いております。また、美容室の改装や新規出店に伴う

美容器具類の販売や店舗増改築の際の業者から受け取る仲介手数料については、不定期かつ金額がかさ

むことから売上にも大きく影響する市場であります。 

　このような状況のもと、当第２四半期会計期間の売上高としては、33,381円となりました。

　

(２) 財政状態の分析

(総資産)

当第２四半期会計期間末の総資産は、前事業年度末より296,217千円減少し、4,699,182千円となりま

した。

　主な要因といたしましては、現金及び預金123,506千円及びたな卸資産の209,918千円の増加に対し、

売掛金414,499千円及び有価証券228,474千円の減少などによるものであります。

(負債)

当第２四半期会計期間末の負債合計は、前事業年度末より265,356千円減少し、801,599千円となりま

した。

　主な要因といたしましては、売上割戻引当金68,680千円の増加に対し、未払金（その他流動負債）

203,990千円及び未払法人税等153,200千円の減少などによるものであります。
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(純資産)

当第２四半期会計期間末の純資産は、前事業年度末から30,860千円減少し、3,897,582千円となりま

した。

　主な要因といたしましては、当第２四半期累計期間における四半期純利益73,554千円を計上しており

ますが、前期末の剰余金処分における配当金111,276千円などにより減少いたしました。

　これらの結果、自己資本比率は前事業年度末に比べ4.3ポイント改善し、82.9％となりました。

　

(３) キャッシュ・フローの状況

当第２四半期会計期間末における現金及び現金同等物（以下「資金」という）の残高は、第１四半

期会計期間末と比べ213,387千円増加し、また前事業年度末と比べ104,967千円減少して、1,092,669千

円となりました。

　当第２四半期会計期間における各キャッシュ・フローの状況は次のとおりであります。

① 営業活動により得られた資金は、284,923千円となりました。

　収入の主な要因としては、税引前四半期純利益80,421千円、減価償却費40,832千円、賞与引当金の増加

63,159千円及び売上債権の減少156,322千円であり、支出の主な要因は、たな卸資産の増加105,889千円

などによるものであります。

　その結果、当第２四半期累計期間における営業活動により得られた資金は、80,719千円となりました。

② 投資活動により使用した資金は、49,850千円となりました。

　これは、投資有価証券の取得による支出11,960千円及び有形固定資産の取得による支出29,562千円な

どによるものであります。

　その結果、当第２四半期累計期間における投資活動により使用した資金は、74,749千円となりました。

③ 財務活動により使用した資金は、21,685千円となりました。

　これは、配当金の支払いによる支出であります。

　その結果、当第２四半期累計期間における財務活動により使用した資金は、110,937千円となりまし

た。

　

(４) 事業上及び財務上の対処すべき課題

当第２四半期会計期間において、当社の事業上及び財務上の対処すべき課題に重要な変更及び新た

に生じた課題はありません。

　

(５) 研究開発活動

当第２四半期会計期間の研究開発費の総額は48,600千円であります。

　当第２四半期会計期間における研究開発活動の状況及びその成果は、次のとおりであります。

①　製品開発

　ａ）パーマ剤部門

　　　カラーやストレートパーマを繰り返したダメージ毛から健康毛まで対応できるストレート

　　パーマシリーズの「シンクス エアストラ」６品（「シンクス エアストラ ハード」・「シ

　　ンクス エアストラ ノーマル」・「シンクス エアストラ ピュアデリケート１」・「シンク

　　ス エアストラ ピュアデリケート２」・「シンクス エアストラ スピリエンス」・「シンク

　　ス エアストラ ヒートカットオイル」）を開発いたしました。また、お客様のくせ毛の悩み

　　を解決するストレートメニューを同時に提案することで、多彩なバリエーションや施術時間

　　短縮が可能となりました。

　ｂ）ヘアカラー部門

　　　美容室でのヘアカラー率を向上させるためには、ホームカラーとの差別化、他店との差別

EDINET提出書類

コタ株式会社(E01059)

四半期報告書

 8/27



　　化が求められますが、差別化を図れるヘアカラーとして、カラー率100％を可能にするヘア

　　カラー剤をコンセプトに「グラフィカ」（ファッションシェード１剤全57色、グレイシェー

　　ド１剤全26色、２剤６％・３％・ＡＣ２％の３アイテム）を開発いたしました。

　　　「グラフィカ」は、彩度毎にゾーン分けすることにより、彩度の違いを判りやすくしたゾ

　　ーンコンシャス、色彩学に基づいたカウンセリング法でカラー提案をするコンポジットカラ

　　ー、染料の浸透性を向上させるＡＬＣ処方、１剤のアルカリを低下できるトーンダウン専用

　　のアルカリキャンセル２剤等の特徴により、お客様に満足いただけるヘアカラーに創り上げ

　　ることができました。

②　基礎研究

　現在の基礎研究の課題は、下記の３点に重点をおいて研究しております。

　ａ）新規還元剤の特徴及び効果

　ｂ）パーマ処理における毛髪内部構造変化の解明

　ｃ）成分粒子の大きさ（ナノ粒子）による効果への影響

　なお、上記の研究については、外部研究機関及び大学の協力を得ながら行っております。

　

(６) 経営成績に重要な影響を与える要因及び経営戦略の現状と見通し

① 経営成績に重要な影響を与える要因

当社を取り巻く事業環境は顧客獲得競争がさらに激しくなるなど非常に厳しい状況であり、既存取

引先との継続取引を安定的なものとするため、顧客ニーズに合致した製品開発に注力することは勿論、

当社独自である「旬報店システム」を中心としたソフト面での付加価値販売により差別化を図ること

が当社の特徴であり、旬報店数の増減は売上高に影響を及ぼす要因と考えております。 

② 経営戦略の現状と見通し

市場の成熟化や美容室間の顧客獲得争いの激化、さらには雇用問題（スタッフ人員の確保）への不

安など、美容業界を取り巻く環境は依然として厳しい状況が続いており、美容室をはじめメーカー各社

や販売代理店の業績にも優劣が大きく表れてくるものと考えております。 

　当社といたしましては、常に新規開拓による取引口座数の増大を念頭におき、優位性とする提案営業

（コンサルティングセールス）のもと取引先美容室が繁栄し、当社の成長へと繋がる基盤を確立させ

ることが重要と考えております。 

　また、業容拡大には必要不可欠とされる首都圏市場でのシェア獲得へ向け、東京支店、横浜営業所なら

びに当社製品販売代理店に続く販売拠点の充実及び獲得を図る（今年７月には千葉営業所を開設して

おります。）とともに、顧客満足度を高める提案営業（コンサルティングセールス）の日常的な取り組

みを基礎とした質の高いサービスの提供を行うため、優秀な人材確保と教育制度の充実に注力し、着実

な成長戦略を目指しております。 

　当社は、市場獲得競争が激化する厳しい経営環境においてこそ、当社の勧めるお客様に真の満足をい

ただける提案営業（コンサルティングセールス）が、大きな力を発揮すると確信しております。
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第３ 【設備の状況】

(１) 主要な設備の状況

当第２四半期会計期間において、主要な設備に重要な異動はありません。

　

　

(２) 設備の新設、除却等の計画

当第２四半期会計期間において、第１四半期会計期間末に計画中であった重要な設備の新設、除却等につ

いて、重要な変更はありません。

　また、当第２四半期会計期間において、新たに確定した重要な設備の新設、除却等の計画はありません。
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第４ 【提出会社の状況】

１ 【株式等の状況】

(1) 【株式の総数等】

① 【株式の総数】

種類 発行可能株式総数(株)

普通株式 12,000,000

計 12,000,000

　

② 【発行済株式】

種類
第２四半期会計期間
末現在発行数(株)
(平成20年９月30日)

提出日現在
発行数(株)

(平成20年11月13日)

上場金融商品取引所
名又は登録認可金融
商品取引業協会名

内容

普通株式 7,950,000 7,950,000
大阪証券取引所　(市

場第二部)
株主としての権利内容に制限
のない、標準となる株式

計 7,950,000 7,950,000― ―

　

(2) 【新株予約権等の状況】

該当事項はありません。

　

(3) 【ライツプランの内容】

該当事項はありません。

　

(4) 【発行済株式総数、資本金等の推移】

　

年月日
発行済株式
総数増減数
(株)

発行済株式
総数残高
(株)

資本金増減額
(千円)

資本金残高
(千円)

資本準備金
増減額
(千円)

資本準備金
残高
(千円)

平成20年９月30日 ― 7,950,000― 387,800― 330,800
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(5) 【大株主の状況】

平成20年９月30日現在

氏名又は名称 住所
所有株式数
(千株)

発行済株式
総数に対する
所有株式数
の割合(％)

有限会社英和商事 京都市山科区大塚高岩６－37 1,329 16.7

小　田　英　二 京都市山科区 823 10.4

小　田　博　英 京都府宇治市 369 4.6

小　田　和　子 京都市山科区 224 2.8

加　藤　賢　二 滋賀県大津市 186 2.3

竹　田　和　平 愛知県名古屋市天白区 165 2.1

斉　藤　義　継 京都市伏見区 163 2.1

株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行 東京都千代田区丸の内２丁目７－１ 150 1.9

大成化工株式会社 大阪市北区本庄西２丁目12－20 150 1.9

片　山　正　規 京都府京田辺市 135 1.7

計 ― 3,695 46.5

　

(6) 【議決権の状況】

① 【発行済株式】

平成20年９月30日現在

区分 株式数(株) 議決権の数(個) 内容

無議決権株式 ― ― ―

議決権制限株式(自己株式等) ― ― ―

議決権制限株式(その他) ― ― ―

完全議決権株式(自己株式等)
(自己保有株式)　普
通株式  　2,000

― ―

完全議決権株式(その他) 普通株式7,947,000 15,894 ―

単元未満株式 普通株式 　 1,000 ― ―

発行済株式総数 7,950,000― ―

総株主の議決権 ― 15,893 ―

(注) １　「完全議決権株式(その他)」欄の普通株式には、証券保管振替機構名義の株式500株（議決権１個）含まれて

おります。

２　「単元未満株式」の欄には、当社所有の自己株式が106株含まれております。

３　「総株主の議決権」の欄の議決権の数には、証券保管振替機構名義の株式分は含まれておりません。　
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② 【自己株式等】

平成20年９月30日現在

所有者の氏名
又は名称

所有者の住所
自己名義
所有株式数
(株)

他人名義
所有株式数
(株)

所有株式数
の合計
(株)

発行済株式
総数に対する
所有株式数
の割合(％)

(自己保有株式)　　
　　コタ株式会社

京都府久世郡久御山町田井
新荒見77

2,000 ― 2,000 0.0

計 ― 2,000 ― 2,000 0.0

　

２ 【株価の推移】

【当該四半期累計期間における月別最高・最低株価】

月別
平成20年
　４月

　
　５月

　
　６月

　
　７月

　
　８月

　
　９月

最高(円) 715 714 719 750 749 725

最低(円) 690 690 695 701 700 690

(注)　最高・最低株価は、大阪証券取引所市場第二部におけるものです。

　

３ 【役員の状況】

前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期報告書提出日までの役員の異動はありません。
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第５ 【経理の状況】

１　四半期財務諸表の作成方法について

当社の四半期財務諸表は、「四半期財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(平成19年内閣

府令第63号。以下「四半期財務諸表等規則」という。)に基づいて作成しております。

　

２　監査証明について

当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、当第２四半期会計期間(平成20年７月1日か

ら平成20年９月30日まで)及び当第２四半期累計期間(平成20年４月１日から平成20年９月30日まで)に係

る四半期財務諸表について、監査法人和宏事務所により四半期レビューを受けております。

　

３　四半期連結財務諸表について

当社は、子会社がありませんので、四半期連結財務諸表を作成しておりません。
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１【四半期財務諸表】
(1)【四半期貸借対照表】

（単位：千円）

当第２四半期会計期間末
(平成20年９月30日)

前事業年度末に係る
要約貸借対照表

(平成20年３月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 349,051 225,544

受取手形 27,157 26,824

売掛金 415,685 830,184

有価証券 743,618 972,092

商品 31,545 11,135

製品 451,735 266,722

原材料 104,293 99,370

仕掛品 4,138 4,209

貯蔵品 18,850 19,206

その他 115,476 80,354

貸倒引当金 △360 △599

流動資産合計 2,261,191 2,535,046

固定資産

有形固定資産

建物（純額） 675,977 678,841

土地 901,739 901,739

その他（純額） 213,373 229,998

有形固定資産合計 ※１
 1,791,090

※１
 1,810,579

無形固定資産 40,331 39,780

投資その他の資産

投資有価証券 273,727 305,732

その他 332,842 304,261

投資その他の資産合計 606,569 609,994

固定資産合計 2,437,990 2,460,354

資産合計 4,699,182 4,995,400
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（単位：千円）

当第２四半期会計期間末
(平成20年９月30日)

前事業年度末に係る
要約貸借対照表

(平成20年３月31日)

負債の部

流動負債

買掛金 93,905 93,238

未払法人税等 99,000 252,200

賞与引当金 63,159 55,722

役員賞与引当金 11,242 －

売上割戻引当金 68,680 －

その他 105,758 337,023

流動負債合計 441,745 738,184

固定負債

役員退職慰労引当金 277,322 253,480

長期預り保証金 82,532 75,292

固定負債合計 359,854 328,772

負債合計 801,599 1,066,956

純資産の部

株主資本

資本金 387,800 387,800

資本剰余金 330,800 330,800

利益剰余金 3,197,080 3,234,801

自己株式 △1,115 △833

株主資本合計 3,914,564 3,952,567

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 △16,981 △24,123

評価・換算差額等合計 △16,981 △24,123

純資産合計 3,897,582 3,928,443

負債純資産合計 4,699,182 4,995,400
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(2)【四半期損益計算書】
【第２四半期累計期間】

（単位：千円）

当第２四半期累計期間
(自 平成20年４月１日
　至 平成20年９月30日)

売上高 1,828,184

売上原価 498,586

売上総利益 1,329,598

販売費及び一般管理費 ※１
 1,152,032

営業利益 177,565

営業外収益

受取利息 591

有価証券利息 3,657

受取配当金 1,679

その他 6,065

営業外収益合計 11,994

営業外費用

たな卸資産廃棄損 4,541

賃貸費用 1,081

その他 164

営業外費用合計 5,787

経常利益 183,772

特別利益

貸倒引当金戻入額 239

特別利益合計 239

特別損失

固定資産除却損 433

投資有価証券評価損 56,935

特別損失合計 57,368

税引前四半期純利益 126,643

法人税、住民税及び事業税 95,335

法人税等調整額 △42,246

法人税等合計 53,088

四半期純利益 73,554
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【第２四半期会計期間】
（単位：千円）

当第２四半期会計期間
(自 平成20年７月１日
　至 平成20年９月30日)

売上高 979,179

売上原価 260,755

売上総利益 718,423

販売費及び一般管理費 ※１
 583,433

営業利益 134,989

営業外収益

受取利息 415

有価証券利息 1,626

受取配当金 425

その他 4,292

営業外収益合計 6,758

営業外費用

たな卸資産廃棄損 3,748

賃貸費用 374

その他 17

営業外費用合計 4,140

経常利益 137,607

特別利益

貸倒引当金戻入額 158

特別利益合計 158

特別損失

固定資産除却損 409

投資有価証券評価損 56,935

特別損失合計 57,345

税引前四半期純利益 80,421

法人税、住民税及び事業税 94,443

法人税等調整額 △64,144

法人税等合計 30,298

四半期純利益 50,122
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(3)【四半期キャッシュ・フロー計算書】
（単位：千円）

当第２四半期累計期間
(自 平成20年４月１日
　至 平成20年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前四半期純利益 126,643

減価償却費 78,393

貸倒引当金の増減額（△は減少） △239

賞与引当金の増減額（△は減少） 7,437

役員賞与引当金の増減額（△は減少） 11,242

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 23,842

その他の引当金の増減額（△は減少） 66,246

受取利息及び受取配当金 △5,928

売上債権の増減額（△は増加） 414,144

たな卸資産の増減額（△は増加） △209,918

仕入債務の増減額（△は減少） 666

その他 △189,202

小計 323,325

利息及び配当金の受取額 5,928

法人税等の支払額 △248,535

営業活動によるキャッシュ・フロー 80,719

投資活動によるキャッシュ・フロー

投資有価証券の取得による支出 △42,972

投資有価証券の償還による収入 30,000

有形固定資産の取得による支出 △53,736

その他 △8,040

投資活動によるキャッシュ・フロー △74,749

財務活動によるキャッシュ・フロー

自己株式の取得による支出 △281

配当金の支払額 △110,655

財務活動によるキャッシュ・フロー △110,937

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △104,967

現金及び現金同等物の期首残高 1,197,637

現金及び現金同等物の四半期末残高 1,092,669
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【継続企業の前提に重要な疑義を抱かせる事象又は状況】

当第２四半期会計期間(自　平成20年７月１日　至　平成20年９月30日)

該当事項はありません。

　

【四半期財務諸表作成のための基本となる重要な事項等の変更】

当第２四半期累計期間
(自　平成20年４月１日
至　平成20年９月30日)

たな卸資産の評価基準及び評価方法の変更

通常の販売目的で保存するたな卸資産については、従来、主として総平均法による原価法によっておりました

が、第１四半期会計期間より「棚卸資産の評価に関する会計基準」（企業会計基準第９号　平成18年７月５日）

が適用されたことに伴い、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）により算定しております。

　なお、これによる影響額はありません。

　

【簡便な会計処理】

当第２四半期累計期間(自　平成20年４月１日　至　平成20年９月30日)

該当事項はありません。

　

【四半期財務諸表の作成に特有の会計処理】

当第２四半期累計期間(自　平成20年４月１日　至　平成20年９月30日)

該当事項はありません。

　

【追加情報】

当第２四半期累計期間
(自　平成20年４月１日
至　平成20年９月30日)

有形固定資産の耐用年数の変更

法人税法の改正（所得税法等の一部を改正する法律　平成20年４月30日　法律第23号）に伴い、法定耐用年数

及び資産区分が見直されました。これにより、当社の機械装置については、従来耐用年数を９年としておりまし

たが、第１四半期会計期間より８年に変更しております。

　なお、この変更が損益に与える影響額は軽微であります。
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【注記事項】

(四半期貸借対照表関係)

　
当第２四半期会計期間末

(平成20年９月30日)

前事業年度末

(平成20年３月31日)

※１　有形固定資産の減価償却累計額

914,234千円

※１　有形固定資産の減価償却累計額

846,155千円
 

　

(四半期損益計算書関係)

第２四半期累計期間

当第２四半期累計期間
(自　平成20年４月１日 
  至　平成20年９月30日)

※１　販売費及び一般管理費の主なもの

給料及び手当　　　　　　　　　353,789千円

販売奨励金　　　　　　　　　　 73,528千円

販売促進費　　　　　　　　　 　77,995千円

旅費交通費　　　　　　　　　　 79,592千円

減価償却費　　　　 　　　　　　58,153千円

役員退職慰労引当金繰入額　 　　23,842千円

 

　

第２四半期会計期間

当第２四半期会計期間
(自　平成20年７月１日 
  至　平成20年９月30日)

※１　販売費及び一般管理費の主なもの

給料及び手当　　　　　　　　　143,400千円

販売奨励金　　　　　　　　　　 42,305千円

販売促進費　　　　　　　　　　 40,291千円

旅費交通費　　　　　　　　　　 39,797千円

減価償却費　　　　 　　　　　　30,432千円

役員退職慰労引当金繰入額　 　　11,919千円

 

　

(四半期キャッシュ・フロー計算書関係)

　
当第２四半期累計期間
(自　平成20年４月１日 
  至　平成20年９月30日)

　現金及び現金同等物の四半期末残高と四半期貸借対

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 349,051千円

有価証券勘定 743,618千円

現金及び現金同等物 1,092,669千円
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(株主資本等関係)

　
当第２四半期会計期間末（平成20年９月30日）及び当第２四半期累計期間(自　平成20年４月１日　至　

平成20年９月30日)

１　発行済株式に関する事項

株式の種類 当第２四半期会計期間末

普通株式(株) 7,950,000

　

２　自己株式に関する事項

株式の種類 当第２四半期会計期間末

普通株式(株) 2,106

　

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 配当の原資

平成20年６月24日
定時株主総会

普通株式 111,276 14平成20年３月31日 平成20年６月25日 利益剰余金

　

　(2) 基準日が当事業年度の開始の日から当四半期会計期間末までに属する配当のうち、配当の効力発生日

が当四半期会計期間の末日後となるもの

　　　該当事項はありません。

　

５　株主資本の著しい変動に関する事項

株主資本の金額は、前事業年度末日と比較して著しい変動がありません。

　

　

(リース取引関係)

該当事項はありません。
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(有価証券関係)

　

当第２四半期会計期間末（平成20年９月30日）

　その他有価証券で時価のあるもの

区分 取得原価(千円)
四半期貸借対照表
計上額(千円)

差額(千円)

株式 41,703 47,284 5,581

非上場外国債券 148,912 113,639 △35,272

その他 49,491 50,710 1,218

合計 240,107 211,634 △28,473

(注)　当第２四半期会計期間末において、その他有価証券で時価のある有価証券については56,935千円の減損処理

　　　を行っており、減損後の金額を取得原価としております。

　　　なお、減損処理にあたっては、四半期会計年度末における時価が取得原価に比べ50％以上下落した場合には

　　　全て減損処理を行い、30～50％程度下落した場合には、回復可能性等を考慮して必要と認められた額につい

　　　て減損処理を行っております。

　

(デリバティブ取引関係)

当社は、デリバティブ取引を全く利用していないため、該当事項はありません。

　

(ストック・オプション等関係)

該当事項はありません。

　

(企業結合等関係)

該当事項はありません。

　

(持分法損益等)

当社には関連会社がないため、持分法を適用した該当事項はありません。
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(１株当たり情報)

１　１株当たり純資産額

当第２四半期会計期間末
(平成20年９月30日)

前事業年度末
(平成20年３月31日)

490円39銭 494円25銭

　

(注)　１株当たり純資産額の算定上の基礎

項目
当第２四半期会計期間末
(平成20年９月30日)

前事業年度末
(平成20年３月31日)

貸借対照表の純資産の部の合計額(千円) 3,897,582 3,928,443

普通株式に係る純資産額(千円) 3,897,582 3,928,443

差額の主な内訳(千円) ― ―

普通株式の発行済株式数(株) 7,950,000 7,950,000

普通株式の自己株式数(数) 2,106 1,707

１株当たり純資産額の算定に用いられた普通株式数

(株)
7,947,894 7,948,293

　

２　１株当たり四半期純利益及び潜在株式調整後１株当たり四半期純利益

第２四半期累計期間

当第２四半期累計期間
(自　平成20年４月１日 
  至　平成20年９月30日)

１株当たり四半期純利益 ９円25銭

潜在株式調整後１株当たり四半期純利益 ―

(注) １．潜在株式調整後１株当たり四半期純利益については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。

２．１株当たり四半期純利益算定上の基礎

項目
当第２四半期累計期間
(自　平成20年４月１日 
  至　平成20年９月30日)

四半期損益計算書上の四半期純利益(千円) 73,554

普通株式に係る四半期純利益(千円) 73,554

普通株主に帰属しない金額(千円) ―

普通株式の期中平均株式数(株) 7,947,894
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第２四半期会計期間

当第２四半期会計期間
(自　平成20年７月１日 
  至　平成20年９月30日)

１株当たり四半期純利益 ６円31銭

潜在株式調整後１株当たり四半期純利益 ―

(注) １．潜在株式調整後１株当たり四半期純利益については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。

２．１株当たり四半期純利益算定上の基礎

項目
当第２四半期会計期間
(自　平成20年７月１日 
  至　平成20年９月30日)

四半期損益計算書上の四半期純利益(千円) 50,122

普通株式に係る四半期純利益(千円) 50,122

普通株主に帰属しない金額(千円) ―

普通株式の期中平均株式数(株) 7,947,894

　

(重要な後発事象)

該当事項はありません。

　

２【その他】

　

該当事項はありません。
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第二部 【提出会社の保証会社等の情報】

該当事項はありません。
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独立監査人の四半期レビュー報告書

　

平成20年11月12日

コタ株式会社

取締役会　御中

　

監査法人和宏事務所

　

代表社員
業務執行社員

公認会計士　　高　　木　　快　　雄　　印

　

代表社員
業務執行社員

公認会計士　　南　　　　　幸　　治　　印

　

当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられているコタ

株式会社の平成20年４月１日から平成21年３月31日までの第30期事業年度の第２四半期会計期間(平成20年

７月１日から平成20年９月30日まで)及び第２四半期累計期間(平成20年４月１日から平成20年９月30日ま

で)に係る四半期財務諸表、すなわち、四半期貸借対照表、四半期損益計算書及び四半期キャッシュ・フロー計

算書について四半期レビューを行った。この四半期財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は

独立の立場から四半期財務諸表に対する結論を表明することにある。

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に準拠して四半期レ

ビューを行った。四半期レビューは、主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対し

て実施される質問、分析的手続その他の四半期レビュー手続により行われており、我が国において一般に公正

妥当と認められる監査の基準に準拠して実施される年度の財務諸表の監査に比べ限定された手続により行わ

れた。

当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期財務諸表が、我が国において一般に公正妥当

と認められる四半期財務諸表の作成基準に準拠して、コタ株式会社の平成20年９月30日現在の財政状態、同日

をもって終了する第２四半期会計期間及び第２四半期累計期間の経営成績並びに第２四半期累計期間の

キャッシュ・フローの状況を適正に表示していないと信じさせる事項がすべての重要な点において認められ

なかった。

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

　

以　上

　
 
(注) １　上記は、四半期レビュー報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(四半期報告

書提出会社)が別途保管しております。

２　四半期財務諸表の範囲にはXBRLデータ自体は含まれていません。
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