
（単位：百万円）

前連結会計年度
(2021年3月31日)

当連結会計年度
(2022年3月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 16,143 20,018

受取手形及び売掛金 9,081 9,227

商品及び製品 8,931 8,511

仕掛品 352 456

原材料及び貯蔵品 3,047 3,152

その他 2,230 1,524

貸倒引当金 △11 △22

流動資産合計 39,775 42,868

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物 30,519 32,012

減価償却累計額 △14,477 △15,588

建物及び構築物（純額） 16,041 16,423

機械装置及び運搬具 26,294 26,987

減価償却累計額 △17,046 △19,392

機械装置及び運搬具（純額） 9,248 7,595

工具、器具及び備品 7,397 7,784

減価償却累計額 △6,414 △7,003

工具、器具及び備品（純額） 983 781

土地 1,143 1,213

リース資産 4 4

減価償却累計額 △0 △1

リース資産（純額） 3 2

使用権資産 682 874

減価償却累計額 △312 △538

使用権資産（純額） 369 335

建設仮勘定 598 308

有形固定資産合計 28,387 26,660

無形固定資産

のれん 2,835 2,821

商標権 866 861

顧客関係資産 1,352 1,346

ソフトウエア 2,132 1,825

その他 530 388

無形固定資産合計 7,716 7,243

投資その他の資産

投資有価証券 10,735 7,405

退職給付に係る資産 252 309

繰延税金資産 462 627

その他 589 663

貸倒引当金 △8 △10

投資その他の資産合計 12,031 8,995

固定資産合計 48,135 42,899

資産合計 87,911 85,767

3．連結財務諸表及び主な注記
（1）連結貸借対照表
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（単位：百万円）

前連結会計年度
(2021年3月31日)

当連結会計年度
(2022年3月31日)

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 1,374 3,188

短期借入金 3,694 226

未払金 3,608 4,111

未払法人税等 290 151

賞与引当金 841 654

変動役員報酬引当金 54 37

返品調整引当金 481 －

その他 1,954 2,863

流動負債合計 12,298 11,233

固定負債

繰延税金負債 2,157 1,621

退職給付に係る負債 2,456 2,580

その他 1,285 1,280

固定負債合計 5,899 5,482

負債合計 18,198 16,716

純資産の部

株主資本

資本金 11,394 11,394

資本剰余金 11,013 11,058

利益剰余金 50,662 48,513

自己株式 △6,826 △6,589

株主資本合計 66,245 64,376

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 4,825 3,348

為替換算調整勘定 △6,933 △4,555

退職給付に係る調整累計額 85 152

その他の包括利益累計額合計 △2,023 △1,055

非支配株主持分 5,491 5,729

純資産合計 69,713 69,051

負債純資産合計 87,911 85,767
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（単位：百万円）

前連結会計年度
(自　2020年4月1日

　 至　2021年3月31日)

当連結会計年度
(自　2021年4月1日

　 至　2022年3月31日)

売上高 63,310 57,361

売上原価 33,882 33,964

売上総利益 29,427 23,397

販売費及び一般管理費

販売促進費 4,836 2,021

販売報奨金 1,366 －

広告宣伝費 3,416 3,204

運送費及び保管費 3,060 2,997

報酬及び給料手当 7,473 7,450

賞与引当金繰入額 648 524

退職給付費用 391 296

減価償却費 1,409 1,429

のれん償却額 216 226

研究開発費 1,480 1,399

その他 5,922 6,156

販売費及び一般管理費合計 30,221 25,706

営業損失（△） △793 △2,308

営業外収益

受取利息 199 193

受取配当金 131 108

持分法による投資利益 95 162

その他 212 157

営業外収益合計 638 622

営業外費用

支払利息 23 22

コミットメントフィー 15 12

売上割引 11 －

支払補償費 34 103

為替差損 13 2

その他 20 29

営業外費用合計 118 170

経常損失（△） △273 △1,856

特別利益

固定資産売却益 1 3

投資有価証券売却益 1,791 1,162

特別利益合計 1,793 1,165

特別損失

固定資産売却損 4 2

固定資産除却損 291 68

減損損失 2 －

投資有価証券売却損 1 －

その他 － 0

特別損失合計 299 71

税金等調整前当期純利益又は

税金等調整前当期純損失（△）
1,221 △762

法人税、住民税及び事業税 777 132

法人税等調整額 △280 △59

法人税等合計 496 72

当期純利益又は当期純損失（△） 724 △834

非支配株主に帰属する当期純損失（△） △136 △212

親会社株主に帰属する当期純利益又は

親会社株主に帰属する当期純損失（△）
860 △621

（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）
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（単位：百万円）

前連結会計年度
(自　2020年4月1日

　 至　2021年3月31日)

当連結会計年度
(自　2021年4月1日

　 至　2022年3月31日)

当期純利益又は当期純損失（△） 724 △834

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 △553 △1,476

為替換算調整勘定 △1,796 2,884

退職給付に係る調整額 277 138

持分法適用会社に対する持分相当額 △44 108

その他の包括利益合計 △2,117 1,654

包括利益 △1,393 820

（内訳）

親会社株主に係る包括利益 △785 346

非支配株主に係る包括利益 △608 474

（連結包括利益計算書）
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（単位：百万円）

株主資本

資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計

当期首残高 11,394 11,013 51,911 △6,826 67,494

当期変動額

剰余金の配当 △2,109 △2,109

親会社株主に帰属する
当期純利益

860 860

自己株式の取得 △0 △0

自己株式の処分 △0 0 0

株主資本以外の項目の
当期変動額（純額）

当期変動額合計 － △0 △1,249 △0 △1,249

当期末残高 11,394 11,013 50,662 △6,826 66,245

その他の包括利益累計額

非支配株主持分 純資産合計
その他有価証券
評価差額金

為替換算
調整勘定

退職給付に係る
調整累計額

その他の包括利
益累計額合計

当期首残高 5,379 △5,542 △213 △377 6,335 73,452

当期変動額

剰余金の配当 △2,109

親会社株主に帰属する
当期純利益

860

自己株式の取得 △0

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）

△553 △1,391 299 △1,645 △843 △2,489

当期変動額合計 △553 △1,391 299 △1,645 △843 △3,739

当期末残高 4,825 △6,933 85 △2,023 5,491 69,713

（3）連結株主資本等変動計算書

前連結会計年度（自2020年4月1日　至2021年3月31日）
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（単位：百万円）

株主資本

資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計

当期首残高 11,394 11,013 50,662 △6,826 66,245

当期変動額

剰余金の配当 △1,527 △1,527

親会社株主に帰属する
当期純損失（△）

△621 △621

自己株式の取得 △0 △0

自己株式の処分 △9 236 227

非支配株主との取引に
係る親会社の持分変動

53 53

株主資本以外の項目の
当期変動額（純額）

当期変動額合計 － 44 △2,149 236 △1,868

当期末残高 11,394 11,058 48,513 △6,589 64,376

その他の包括利益累計額

非支配株主持分 純資産合計
その他有価証券
評価差額金

為替換算
調整勘定

退職給付に係る
調整累計額

その他の包括利
益累計額合計

当期首残高 4,825 △6,933 85 △2,023 5,491 69,713

当期変動額

剰余金の配当 △1,527

親会社株主に帰属する
当期純損失（△）

△621

自己株式の取得 △0

自己株式の処分 227

非支配株主との取引に
係る親会社の持分変動

53

株主資本以外の項目の
当期変動額（純額）

△1,477 2,377 67 968 238 1,206

当期変動額合計 △1,477 2,377 67 968 238 △662

当期末残高 3,348 △4,555 152 △1,055 5,729 69,051

当連結会計年度（自2021年4月1日　至2022年3月31日）
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（単位：百万円）

前連結会計年度
(自　2020年4月1日

　 至　2021年3月31日)

当連結会計年度
(自　2021年4月1日

 　至　2022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又は

税金等調整前当期純損失（△）
1,221 △762

減価償却費 4,818 5,337

のれん償却額 216 226

減損損失 2 －

貸倒引当金の増減額（△は減少） △4 12

返品調整引当金の増減額（△は減少） 303 △481

賞与引当金の増減額（△は減少） △45 △190

退職給付に係る負債の増減額（△は減少） 212 △3

受取利息及び受取配当金 △330 △302

為替差損益（△は益） △174 △105

持分法による投資損益（△は益） △95 △162

有形固定資産除却損 291 68

投資有価証券売却損益（△は益） △1,790 △1,162

固定資産売却損益（△は益） 2 △1

売上債権の増減額（△は増加） 2,494 319

棚卸資産の増減額（△は増加） 2,364 964

仕入債務の増減額（△は減少） △1,045 1,743

未払金の増減額（△は減少） △1,128 △251

その他 △458 2,557

小計 6,853 7,807

利息及び配当金の受取額 459 482

利息の支払額 △23 △22

法人税等の支払額 △1,080 △573

営業活動によるキャッシュ・フロー 6,208 7,693

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出 △3,346 △3,264

定期預金の払戻による収入 4,259 2,678

有形固定資産の取得による支出 △8,219 △1,741

無形固定資産の取得による支出 △660 △350

投資有価証券の取得による支出 △8 △8

投資有価証券の売却及び償還による収入 2,344 2,462

その他 △49 39

投資活動によるキャッシュ・フロー △5,680 △185

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少） 3,650 △3,476

リース債務の返済による支出 △178 △200

配当金の支払額 △2,109 △1,525

非支配株主への配当金の支払額 △235 △3

連結の範囲の変更を伴わない

子会社株式の取得による支出
－ △178

その他 △0 △0

財務活動によるキャッシュ・フロー 1,125 △5,385

現金及び現金同等物に係る換算差額 △270 851

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 1,383 2,974

現金及び現金同等物の期首残高 11,657 13,040

現金及び現金同等物の期末残高 13,040 16,015

（4）連結キャッシュ・フロー計算書
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（5）連結財務諸表に関する注記事項

（継続企業の前提に関する注記）

　該当事項はありません。

（会計方針の変更）

（収益認識に関する会計基準等の適用）

　「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号　2020年3月31日。以下「収益認識会計基準」という。）

等を当連結会計年度の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又はサー

ビスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することといたしました。

　これにより、従来、出荷時に収益を認識していた製品等の販売について、顧客に製品等を引き渡した時点で支配

が移転するため、当該時点で収益を認識することとしております。また、販売奨励金等の顧客に支払われる対価に

ついて、従来、販売費及び一般管理費、営業外費用に計上しておりましたが、取引価格から減額する方法に変更し

ております。さらに、従来、返品による損失に備えるため損失見込額を返品調整引当金として計上しておりました

が、予想される返品部分に関しては、販売時に収益を認識しない方法に変更しております。

　収益認識会計基準等の適用については、収益認識会計基準第84項ただし書きに定める経過的な取扱いに従ってお

り、当連結会計年度の期首より前に新たな会計方針を遡及適用した場合の累積的影響額を、当連結会計年度の期首

の利益剰余金に加減し、当該期首残高から新たな会計方針を適用しております。ただし、収益認識会計基準第86項

に定める方法を適用し、当連結会計年度の期首より前までに従前の取扱いに従ってほとんどすべての収益の額を認

識した契約に、新たな会計方針を遡及適用しておりません。

　この結果、当連結会計年度の売上高が2,354百万円減少、売上原価が113百万円増加、販売費及び一般管理費が

2,384百万円減少、営業外費用が8百万円減少し、売上総利益が2,467百万円減少、営業損失が83百万円増加、経常

損失および税金等調整前当期純損失が74百万円増加しております。また、利益剰余金の当連結会計年度の期首残高

に与える影響はありません。

（時価の算定に関する会計基準等の適用）

　「時価の算定に関する会計基準」（企業会計基準第30号  2019年7月4日。以下「時価算定会計基準」という。）

等を当連結会計年度の期首から適用し、時価算定会計基準第19項及び「金融商品に関する会計基準」（企業会計基

準第10号  2019年7月4日）第44-2項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準等が定める新たな会計方

針を、将来にわたって適用することといたしました。これによる連結財務諸表への影響はありません。
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（単位：百万円）

報告セグメント
調整額
（注）1

連結財務諸表
計上額
（注）2日本 インドネシア 海外その他 計

売上高

外部顧客への売上高 38,847 12,102 12,360 63,310 － 63,310

セグメント間の内部
売上高又は振替高 3,571 2,615 370 6,558 △6,558 －

計 42,418 14,718 12,731 69,868 △6,558 63,310

セグメント利益

又は損失（△）
△255 △899 361 △793 － △793

セグメント資産 50,754 16,674 20,483 87,911 － 87,911

その他の項目

減価償却費 2,967 1,353 496 4,818 － 4,818

のれん償却額 － － 216 216 － 216

持分法適用会社への

投資額
－ － 854 854 － 854

有形固定資産及び無

形固定資産の増加額
7,900 308 279 8,487 － 8,487

（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

会が、経営資源の配分の決定およ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、主に化粧品製品等を生産・販売しており、国内においては当社および国内子会社が、海

外においてはインドネシアの地域をPT MANDOM INDONESIA Tbk他1社が、マレーシア、タイ、中国等のアジア

各地域を現地法人がそれぞれ担当しております。現地法人はそれぞれ独立した経営単位であり、取り扱う製

品について各地域の包括的な戦略を立案し、事業活動を展開しております。

したがって、当社グループは、生産・販売体制を基礎とした地域別のセグメントから構成されており、

「日本」、「インドネシア」、「海外その他」の3つを報告セグメントとしております。

2．報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、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、連結財務諸表を作成するために採用される会計方針

に準拠した方法であります。

事業セグメントの利益は営業利益をベースとした数値であります。

セグメント間の売上高は、第三者間取引価格に基づいております。

注記事項（会計方針の変更）に記載のとおり、当連結会計年度の期首から収益認識会計基準等を適用し、

収益認識に関する会計処理方法を変更したため、事業セグメントの利益の算定方法を同様に変更しておりま

す。

当該変更により、従来の方法に比べて、当連結会計年度の「日本」の売上高が2,354百万円減少、セグメ

ント損失が83百万円増加しております。

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

前連結会計年度（自2020年4月1日　至2021年3月31日）

（注）1．セグメント売上高の調整額は、セグメント間取引消去であります。

2．セグメント利益又は損失（△）は、連結損益計算書の営業損失であります。
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（単位：百万円）

報告セグメント
調整額
（注）1

連結財務諸表
計上額
（注）2日本 インドネシア 海外その他 計

売上高

外部顧客への売上高 32,595 11,751 13,015 57,361 － 57,361

セグメント間の内部
売上高又は振替高 4,192 2,465 229 6,887 △6,887 －

計 36,787 14,217 13,244 64,249 △6,887 57,361

セグメント利益

又は損失（△）
△1,473 △1,204 369 △2,308 － △2,308

セグメント資産 46,645 18,451 20,670 85,767 － 85,767

その他の項目

減価償却費 3,608 1,234 494 5,337 － 5,337

のれん償却額 － － 226 226 － 226

持分法適用会社への

投資額
－ － 944 944 － 944

有形固定資産及び無

形固定資産の増加額
1,693 472 178 2,345 － 2,345

男性分野 女性分野 その他 合計

外部顧客への売上高 37,889 18,783 6,637 63,310

日本 インドネシア その他 合計

38,380 10,106 14,823 63,310

日本 インドネシア その他 合計

21,565 6,119 702 28,387

顧客の名称又は氏名 売上高 関連するセグメント名

㈱ＰＡＬＴＡＣ 23,126 日本

PT. Asia Paramita Indah 10,369 インドネシア

当連結会計年度（自2021年4月1日　至2022年3月31日）

（注）1．セグメント売上高の調整額は、セグメント間取引消去であります。

2．セグメント利益又は損失（△）は、連結損益計算書の営業損失であります。

【関連情報】

前連結会計年度（自2020年4月1日　至2021年3月31日）

1．製品及びサービスごとの情報

（単位：百万円）

2．地域ごとの情報

(1) 売上高

（単位：百万円）

（注）売上高は顧客の所在地を基準とし、国又は地域に分類しております。

(2) 有形固定資産

（単位：百万円）

3．主要な顧客ごとの情報

（単位：百万円）
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男性分野 女性分野 その他 合計

外部顧客への売上高 33,461 16,685 7,214 57,361

日本 インドネシア その他 合計

31,857 9,576 15,927 57,361

日本 インドネシア その他 合計

19,864 6,153 642 26,660

顧客の名称又は氏名 売上高 関連するセグメント名

㈱ＰＡＬＴＡＣ 18,876 日本

PT. Asia Paramita Indah 9,508 インドネシア

（単位：百万円）

日本 インドネシア 海外その他 合計

当期償却額 － － 216 216

当期末残高 － － 2,835 2,835

（単位：百万円）

日本 インドネシア 海外その他 合計

当期償却額 － － 226 226

当期末残高 － － 2,821 2,821

当連結会計年度（自2021年4月1日　至2022年3月31日）

1．製品及びサービスごとの情報

（単位：百万円）

2．地域ごとの情報

(1) 売上高

（単位：百万円）

（注）売上高は顧客の所在地を基準とし、国又は地域に分類しております。

(2) 有形固定資産

（単位：百万円）

3．主要な顧客ごとの情報

（単位：百万円）

【報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報】

前連結会計年度（自2020年4月1日　至2021年3月31日）

重要な減損損失はありません。

当連結会計年度（自2021年4月1日　至2022年3月31日）

該当事項はありません。

【報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報】

前連結会計年度（自2020年4月1日　至2021年3月31日）

当連結会計年度（自2021年4月1日　至2022年3月31日）

【報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報】

該当事項はありません。
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前連結会計年度
(自　2020年4月1日
 至　2021年3月31日)

当連結会計年度
(自　2021年4月1日
 至　2022年3月31日)

1株当たり純資産額 1,431円42銭 1,407円65銭

1株当たり当期純利益又は

1株当たり当期純損失（△）
19円17銭 △13円84銭

前連結会計年度
(2021年3月31日)

当連結会計年度
(2022年3月31日)

純資産の部の合計額（百万円） 69,713 69,051

純資産の部の合計額から控除する金額（百万円） 5,491 5,729

（うち非支配株主持分（百万円）） (5,491) (5,729)

普通株式に係る期末の純資産額（百万円） 64,222 63,321

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（千株）
44,866 44,983

前連結会計年度
(自　2020年4月1日
 至　2021年3月31日)

当連結会計年度
(自　2021年4月1日
 至　2022年3月31日)

親会社株主に帰属する当期純利益又は親会社株主

に帰属する当期純損失（△）（百万円）
860 △621

普通株主に帰属しない金額（百万円） － －

普通株式に係る親会社株主に帰属する当期純利益

又は親会社株主に帰属する当期純損失（△）

（百万円）

860 △621

普通株式の期中平均株式数（千株） 44,870 44,936

（1株当たり情報）

（注）1．当連結会計年度の潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、1株当たり当期純損失であり、また、潜在

株式が存在しないため記載しておりません。なお、前連結会計年度の潜在株式調整後1株当たり当期純利益に

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株当たり純資産額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

3．1株当たり当期純利益又は1株当たり当期純損失の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

（重要な後発事象）

該当事項はありません。
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