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株主の皆様には、平素より格別のご高配、ご支援を賜り厚くお礼申しあげます。
さて、ここに2016年4月期（2015年5月1日から2016年4月30日まで）のYA-MAN 

REPORTをお届けし、当期の経営成績などについてご報告いたします。

代表取締役社長　山﨑 貴三代

当連結会計年度におけるわが国経済は、企業収益の回復
や雇用・所得環境の改善により、緩やかな回復基調で推移し
たものの、不安定な国際情勢や為替・株価の乱高下などの
懸念材料もあり、依然として先行き不透明な状況が続いてお
ります。

このような状況の下、当社グループでは、コスト削減や在庫
圧縮などに注力するとともに、海外展開やブランドイメージの

向上にも積極的に経営資源を投下し、足元の体質強化に努
めてまいりました。

この結果、当連結会計年度の売上高は16,310百万円（前
連結会計年度比22.1％増）、営業利益は1,028百万円（前連
結会計年度比58.8％増）、経常利益は1,002百万円（前連結
会計年度比94.7％増）、親会社株主に帰属する当期純利益
は591百万円（前連結会計年度比89.7％増）となりました。

当期の事業環境と業績について

連結財務ハイライト Financial Highlights
●2017年4月期見通し（単位：百万円） 当期比

売 上 高 17,101 4.8％増

営 業 利 益 1,201 16.8％増

経 常 利 益 1,179 17.7％増

親会社株主に帰属する
当 期 純 利 益 733 23.9％増

●2016年4月期 （単位：百万円） 前期比

売 上 高 16,310 22.1％増

営 業 利 益 1,028 58.8％増

経 常 利 益 1,002 94.7％増

親会社株主に帰属する
当 期 純 利 益 591 89.7％増

トップメッセージ
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当期の期末配当につきましては、当初予想どおり、１株当た
り18円00銭（年間配当金36円00銭）とさせていただきました。

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。

わが国経済の今後の見通しにつきましては、様々な懸念材
料はあるものの、全体としては緩やかな回復基調で推移する
ものと見込まれます。

当社グループの属する美容健康関連業界は、これからも成
長が期待される業界であり、ますます競争が激しくなっていくも
のと予想されます。

こうした状況の下、当社グループといたしましては、お客様の

次期の見通しについて

株主様への利益還元について

2016年7月28日の定時株主総会開催後に、株主優待品を
順次発送いたします。

また、定時株主総会の終了後には当社製品・商品の展示
販売会を行い、ご好評をいただきました。当日お買い上げくだ
さいました皆様、ありがとうございました。

今後も株主の皆様のご意見をうかがいながら、株主優待を
実施してまいりたいと考えておりますので、引き続きご支援を賜
りますようお願い申しあげます。

株主優待

36
（予想）

1818

36

1818

2017年4月期（予想）

36

2016年4月期

1818

2015年4月期

■上期　■年間合計
●1株当たり配当金（円）

ニーズをいち早く汲み取り、多数の中から選ばれる製品・商品
を生み出すとともに、ヤーマンブランドの浸透にも注力し、中長
期的な業績拡大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17,101百万円、営
業利益1,201百万円、経常利益1,179百万円、親会社株主に
帰属する当期純利益733百万円を見込んでおります。

▶	株主優待品（500株以上）
	 30,000円相当の自社商品

▼

	株主優待品
	 （100株以上500株未満）
	 10,000円相当の自社商品

Top Message
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26.8%店販
部門 39.3%39.3%直販

部門29.2%通販
部門

通販部門 店販部門 直販部門

● 売上高  4,770百万円  
● セグメント利益  1,367百万円

● 売上高   4,364百万円  
● セグメント利益  1,393百万円

● 売上高  6,406百万円  
● セグメント利益  1,546百万円

主に雑誌やテレビを利用して
通信販売を行う事業者向け
卸売事業

主に家電量販店や
バラエティショップ向け
販売事業

インフォマーシャルや雑誌、
新聞、Web等の媒体利用による
個人向け直接販売事業

売上高構成比

5月16日（月）から18日（水）まで、東京ビッグサイトで開
催された日本最大の国際総合ビューティ見本市

『ビューティワールド』にて、プロのための美容機器ブ
ランド「YA-MAN Professional」ブースを出展しまし
た。 製品のご紹介のみにとどまらず、サロン経営者
やエステティシャンを対象に、トリートメントのノウハウを
レクチャーするセミナーも実施。プロフェッショナル美容
市場でも、ヤーマンならではの新たな価値提案を積
極的に行ってまいります。 

日本最大の
国際総合ビューティ見本市
『ビューティワールド』に出展	

報告セグメント別概況 Reportable Segment
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科 目
前 期

2015年4月30日現在
当 期

2016年4月30日現在

資産の部
流動資産 9,425 10,528
固定資産 870 845
有形固定資産 500 532
無形固定資産 212 157
投資その他の資産 157 154
資産合計 10,295 11,373
負債の部
流動負債 2,854 3,457
固定負債 703 1,098
負債合計 3,557 4,556
純資産の部
株主資本 6,730 6,819
資本金 1,813 1,813
資本剰余金 1,313 1,313
利益剰余金 3,603 3,984
自己株式 △0 △292
その他の包括利益累計額 7 △1
その他有価証券評価差額金 7 2
為替換算調整勘定 ─ △4
純資産合計 6,738 6,817
負債純資産合計 10,295 11,373

科 目
前 期

自 2014年 5 月 1 日
至 2015年 4 月30日

当 期
自 2015年 5 月 1 日
至 2016年 4 月30日

売上高 13,363 16,310

売上原価 5,933 6,850

売上総利益 7,430 9,460

返品調整引当金戻入額 126 128

返品調整引当金繰入額 128 115

差引売上総利益 7,428 9,473

販売費及び一般管理費 6,780 8,445

営業利益 647 1,028

営業外収益 9 11

営業外費用 142 37

経常利益 514 1,002

特別損失 10 17

税金等調整前当期純利益 504 984

法人税等 192 392

当期純利益 311 591

親会社株主に帰属する当期純利益 311 591

その他有価証券評価差額金 4 △4

為替換算調整勘定 ─ △4

包括利益 316 582

連結損益及び包括利益計算書	 （単位：百万円）連結貸借対照表	 （単位：百万円）

科 目
前 期

自 2014年 5 月 1 日
至 2015年 4 月30日

当 期
自 2015年 5 月 1 日
至 2016年 4 月30日

営業活動によるキャッシュ・フロー 1,013 2,211
投資活動によるキャッシュ・フロー △81 △159
財務活動によるキャッシュ・フロー △651 27
現金及び現金同等物に係る換算差額 6 △6
現金及び現金同等物の増減額 286 2,073
現金及び現金同等物の期首残高 2,859 3,145
現金及び現金同等物の期末残高 3,145 5,219

連結キャッシュ・フロー計算書	 （単位：百万円）

連結財務諸表 Financial Statements
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オールイン
ワン
美顔器

多くの女性が抱えるお肌の悩みに対して、
たった1台でケアできる美顔器

年齢を重ねるにつれて、スキンケアだけではケア 
しきれないお肌の悩み。RFボーテ フォトPLUSは、
5つの機能でハリとうるおいが満ちた素肌へと導く
オールインワン美顔器です。大好評のプラチナホワ
イト RFの温め・クレンジング・うるおい・表情筋 
ケア・冷却の機能はそのままに、新たにフォト機能
を追加。赤色フォトをあてることによりお肌にさらに
うるおいを与えます。さらにイオンの力とバイブレー
ションのWケアを新搭載。こまやかな振動で、クレ
ンジング・保湿をサポートします。コンパクトなデ
ザインで、いつでも手軽にトリートメントでき、美
顔器デビューの方でも気軽にお使いいただけます。

5つのモードでエステのフルコース

※1	角質層まで

モード CLEAN MOISTURE EMS UP RF LED COOL
機能 RFクレンジング RFモイスチャー RF EMS UP RF LED クール

表示
お肌の深部まで※1温めなが
ら、洗顔では落としきれない
汚れを吸着し、クリア肌に整
えます。振動で更に体感
アップ。

お肌の深部まで※1温めなが
ら、お肌の角質層まで美容
成分を浸透させ、みずみず
しいお肌に導きます。振動
で更に体感アップ。

お肌の深部まで※1温めなが
ら、筋肉を刺激し、ハリのあ
るお肌に整えます。
※首や肩にもご使用になれます。

お肌の深部まで※1温めなが
ら、お肌に光をあててトリー
トメントします。目もとケアに
も。（まぶたに直接押当てないで
ご使用ください。）

冷やすことでハリとキメの
整ったお肌に導きます。

コットン あり あり・なし あり なし なし
使用頻度 週に2〜3回トリートメント 毎日でもOK

ＲＦボーテ フォトPLUS

新製品トピックス
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1台5役! オールインワンのエイジングケア美顔器

フォト
エステサロンのフェイシャルケアにも用いられる赤色LEDで
お肌にアプローチし、うるおいに満ちた理想の肌へ導きます。

※4	角質層まで

引き締め※5

引き上げ

クールモード
冷却機能でお肌を引き締め、温冷美容でうるおいをキープします。

イオン導出入
イオンの力で、美容成分の浸透※4をサポート	し、

毛穴の奥の汚れを取り去ります。

ラジオ波（ＲＦ）
1ＭＨｚのラジオ波によるお肌のすみずみ（角質層）から温めて、

お肌をひきしめます。

ＥＭＳ
電気信号で表情筋を刺激して、ハリ・弾力をアップさせます。

※5	お肌の引き締め

RFリフトテクノロジー
エステでも採用される1MHzの
ラジオ波を出力するヤーマンの
ペア電極は肌を「面」で捉える独
自形状。引き上げるようにケアす
る事で深く※3長く温めます。

※3	角質層まで※2	RF	LEDモードでまぶたを閉じ、
5cm以上離して使用

赤色LEDで
お肌を光エステ。
目もと※2にも
使えます。

NEW

バイブレーションを
プラス

汚れスッキリ &
うるおいあふれる

素肌へ

前
ぜんとうきん
頭筋

しゅう眉
び
筋
きん

口
こうりんきん
輪筋

頬
きょう
筋
きん
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本　　　店	 東京都江東区古石場1-4-4
本社営業所	 東京都江東区東陽2-4-2				TEL	03-5665-7330㈹
http://www.ya-man.com/ヤーマン株式会社

会社概要 （2016年4月30日現在）

商号 ヤーマン株式会社
設立 1978年（昭和53年）5月27日
資本金 1,813百万円
従業員 155名
事業内容 美容健康関連機器及び化粧品の研究開発・製

造・販売、バラエティ雑貨等の仕入販売

株式の状況 （2016年4月30日現在）

発行可能株式総数 19,555,552株
発行済株式総数 5,834,888株
株主数 9,863名
単元株式数 100株

合計
5,834,888株（100.00%）

●外国法人等
561,326株（9.62%）

●自己名義株式
132,039株（2.26%）

●その他国内法人 10,900株（0.19%）●証券会社 29,469株（0.51%）

●金融機関 833,388株（14.28%）●個人・その他 4,267,766株（73.14%）
所有者別分布状況

大株主
株主名 持株数（株）持株比率（%）
山﨑　行輝 888,960 15.58
山﨑　貴三代 620,460 10.87
山﨑　静子 595,440 10.44
日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社（信託口） 380,800 6.67
株式会社日本政策投資銀行 291,788 5.11
山﨑　光英 245,360 4.30
Victoria Yamazaki 208,000 3.64
山﨑　知美 208,000 3.64
山﨑　岩男 147,360 2.58
資産管理サービス信託銀行株式会社（信託口） 104,300 1.82

株主メモ 

事業年度 毎年5月1日から翌年4月30日まで
定時株主総会 毎年7月
基準日 定時株主総会　　  4月30日

期末配当金　　  　4月30日
中間配当金　　 　10月31日

公告方法 電子公告。ただし、事故その他やむを得な
い事由によって電子公告による公告をするこ
とができない場合は、日本経済新聞に掲載。

単元株式数 100株
株主名簿管理人 東京都千代田区丸の内一丁目４番1号

三井住友信託銀行株式会社
郵便物送付先 〒168-0063

東京都杉並区和泉二丁目8番4号
三井住友信託銀行株式会社  証券代行部

（電話照会先） 0120-782-031（フリーダイヤル）
取次事務は三井住友信託銀行株式会社の
本店及び全国各支店で行っております。

■ 住所変更、単元未満株式の買取等のお申出先について
株主様の口座のある証券会社にお申出ください。

■ 未払配当金の支払いについて
株主名簿管理人である三井住友信託銀行株式会社にお申出ください。

役員一覧 （2016年7月28日現在）

代表取締役社長 山﨑貴三代 常勤監査役＊2 岩﨑　榮治
取締役副社長 伊藤千保美 監 査 役＊2 山田　勝利
取 締 役 山﨑　岩男 監 査 役＊2 亀岡　義一 
取 締 役 宮﨑　昌也
取 締 役 戸田　正太 ＊1　社外取締役

＊2　社外監査役
取 締 役＊1 繁野　径子
取 締 役＊1 石田　和男

（注）	１．持株比率は、小数第３位以下を切り捨てて表示しております。
	 ２．持株比率は、自己株式を控除して計算しております。

会社概要・株式状況 Corporate Data / Stock Information
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