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代表取締役社長

木下勝寿

流行に左右されない
「びっくりするほどよい商品」を作り、
一人でも多くのお客様に知っていただき、
使っていただいて満足していただいて
リピートしていただく。
今までもこれからも私たちがやっていることは
ただそれだけです。

しかし、その輪をどんどん大きくして、
いずれ世界を包むような存在になることを
目指しています。

「おもしろい」をカタチにして
世の中をカイテキにする
達人集団。



　当社は、第17期におきましても、集客部門の人員を
大幅に増員し、集客体制をより強化し、広告の自社運用
化を促進いたしました。
　広告の展開手法に関しては、シナリオマーケティング
の導入が大きな成果をあげております。ユーザーの状況、
競合の状況、自社商品の強みなどを従来の広告代理店で
はカバーしきれないレベルで細かく分析した上で商品の
コンセプトや訴求を設定し、そのコンセプトに基づいて
原稿から商品同封物までをシナリオに沿った統一性のあ
るものにすることで、これまで以上にブレのない広告を
展開することが可能となりました。
　また、これらをＷｅｂ広告の配信設定においてもいち

株主の皆様へ

早く導入することによって、きめ細かなターゲッティン
グを実施し、狙ったユーザーのみへの広告配信を可能と
しました。
　各ネットメディアの活用についても、引き続き積極的
に取り組んでおり、新たなネット広告媒体と次々と契約
を行うとともに、各大手ネット広告メディアとは取引額
が大きくなったことからメディア内部に「北の達人」担
当を設置していただくなど、より深い関係を構築するこ
とで一般他社よりも有利な広告運用をできる環境を整え
てまいりました。
　その結果、新規獲得能力の大幅な増強と効率性の向上
の両立を実現し、広告宣伝費への大規模な追加先行投資

を実施したとしても利益を十分に生み出せる体制を確立
するに至っております。
　商品部門につきましても、安定して多数の新商品開
発・リリースの準備を同時に進めることが可能になって
おります。
　第18期におきましても、第17期に確立した高効率か
つ高集客のマーケティング体制を更に進化させて広告効
果の分析力を高めていくとともに、次なる顧客満足度の
高い独自商品の開発を進めていくことで、引き続き、売
上・利益ともに高い成長を目指してまいります。
　株主の皆様には、今後とも一層のご支援を賜りますよ
う心よりお願い申し上げます。

年　月　 分割調整後終値（円） 時価総額（億円）
2018年3月 785.00 1,107.41
2018年2月 712.00 947.01
2017年8月 194.17 258.26
2017年2月 51.50 68.49
2016年8月 35.83 47.65
2016年2月 39.75 52.79
2015年8月 45.00 59.74
2015年2月 32.54 43.09
2014年8月 34.83 43.28
2014年2月 31.04 38.36
2013年8月 25.39 31.19
2013年2月 29.37 35.83
2012年8月 11.21 13.57
2012年5月29日（新規上場時） 5.10 6.17

第17期業績サマリー

売上高 5,292百万円
前期比96.2%増

営業利益 1,403百万円
前期比159.0%増

経常利益 1,403百万円
前期比160.7%増

当期純利益 948百万円
前期比165.9%増

第18期（予想）

売上高 7,589百万円
前期比43.4%増

営業利益 2,430百万円
前期比73.1%増

経常利益 2,430百万円
前期比73.1%増

当期純利益 1,643百万円
前期比73.3%増

株価推移



ニュース

2018年
3月 当社代表取締役社長木下勝寿「紺綬褒章」受章

2月 株式会社はぐくみプラスに対する訴訟提起
効率よく高いレベルのボディメイクが可能に！ 

『BUILD MAKE 24-ビルドメイク24』新発売
蓄積された紫外線ダメージに一点集中狙い撃ち！ 

『RESHINE PATCH-リシャインパッチ』新発売
1月 2017年株価上昇率ランキングにおいて当社が第

１位（約11.6倍）となりました（全上場銘柄が対象
（新規上場銘柄、地方銘柄、外国銘柄を除く））
業績予想の修正（上方）及び配当予想の修正（増配）

『クリアネイルショット』イメージキャラクターに坂
上忍さんを起用
株式分割、定款の一部変更及び配当予想の修正

2017年
11月 株主優待制度の変更

10月 シワの目立たないあの頃の自分へ！ 『WRINKY 
FLAT-リンキーフラット』新発売
業績予想の修正（上方）
まぶたが変わる！ 印象が変わる！ 『LID KIRARA-
リッドキララ』新発売
株式分割、定款の一部変更及び配当予想の修正

7月 業績予想の修正（上方）
キレイなつやめく手へと導く！ 『LUMINAPEEL-ル
ミナピール』新発売

6月 東洋経済ONLINEの「経常利益がケタ違いに伸び
るトップ100社」において当社が23位にランクイ
ンしました
日本取引所グループが制作する上場会社トップイ
ンタビュー「創」に当社代表取締役社長木下勝寿
が掲載されました
みんかぶ社が運営する個人投資家向け株式情報
サイト『株探』の「高成長【始動】候補リスト47社選
出」において、当社が掲載されました

5月 『紅珠漢（こうじゅかん）』が機能性表示食品として
受理されました

4月 「モンドセレクション2017」受賞
3月 5年で9つの10倍株を獲得した著者による相場予

測本「いま仕込んでおくべき10倍株教えます！」に
て当社が紹介されました
株式分割及び定款の一部変更

2017年株価上昇率ランキング第1位 04
2018-01

2017年株価上昇率ランキングにおいて当社が第1位（約
11.6倍）となりました！（全上場銘柄が対象（新規上場銘柄、
地方銘柄、外国銘柄を除く））業績が急拡大したことに併せ、
3回の株式分割の実施により、当社株式の流動性の向上を図
りました。
その結果、当社の株価は2016年末の株価125円（株式分割
を考慮）から2017年12月29日には1,455円と約11.6倍にな
り2017年株価上昇率ランキングで堂々の第1位となりました。

当事業年度の売上高は前事業年度比で196％まで伸び、ま
た、利益面においても、経常利益・当期純利益ともに前事
業年度比で260％を超えるなど、大きく成長することがで
きました。
当社は十分に検討を重ねたうえで業績予想を実施しており
ましたが、新規獲得能力の大幅な増強と効率性の向上のス
ピードは当社の想定を大きく上回っており、その結果、当
事業年度は、2017年7月14日、2017年10月13日、2018
年1月12日と3度の業績予想の上方修正を実施しております。

当社株式の投資単位当たりの金額を引き下げることにより、
投資家層の拡大及び当社株式の流動性の向上を図るため、
当事業年度において2017年4月1日付で1株を2株、2017
年11月6日付で1株を2株、2018年2月15日付で1株を3
株に株式分割しております。

03 株主優待制度の変更について
2017-11

株主の皆様の日頃のご支援に感謝するとともに、当社の事
業内容に対するご理解をより深めていただくことを目的と
して、株主優待制度を導入しております。
昨年は、毛穴集中対策スリーピングパック『CARE NANO 
PACK-ケアナノパック-』を株主優待品として対象の株主様
に贈呈いたしましたが、当社の商品
をより一層ご理解いただきたく、当
社の主力商品のひとつで、大ヒット
ロングセラー商品でもある、『カイテ
キオリゴ』を新たな株主優待品とし
て選定することといたしました。

美しく健康的な爪へと導く爪専用ジェル『クリアネイル
ショット』のイメージキャラクターに坂上忍さんを起用
いたしました。坂上忍さんは、俳優、演出家、司会者、
タレント等マルチにご活躍をされております。幅広い世代、
性別を問わず高い発信力と影響力をお持ちであり、抜群
の知名度で『クリアネイルショット』のターゲット層を
拡大し、商品のよさをより多くのお客様に伝えていただ
けると考えております。

『クリアネイルショット』イメージ
キャラクターに坂上忍さんを起用！ 05

2018-01

『カイテキオリゴ』150g、約１ヶ月分
定価：3,065円（税込）

※  2018年2月末日現在の株主名簿に記載または記録された、1単元（100株）以上保有
されている株主様を対象といたします。

※毎年5月または6月上旬の発送を予定しております。

02 業績予想の修正（上方）及び
配当予想の修正（増配）

2017-07 2017-10 2018-01

01 株式分割の実施について
2017-03 2017-10 2018-01

坂上忍さん
1967年６月１日生まれ
AB型、東京都出身

翌第18期の初旬の主な出来事
2018年4月より、大幅な新卒初任給引上げおよびベースアップを実施しました。（新
卒初任給について現行の月額25万円から月額34万円へ36.0％引上げたほか、総合
職社員を対象に平均21.2％のベースアップ（平均約86万円の年収アップ）を実施い
たしました。）その結果、日本経済新聞の「初任給ランキング2018」において、当
社が国内第4位にランクインしました！（上場企業および有力な非上場企業のうち、
調査回答した2,378社。）この施策により、優秀な人材の確保、社員の士気向上、長
期勤続の促進を図り、これらの取り組みをとおして、お客様へのサービス品質向上、
さらには企業価値・株主価値の向上に繋がると考えております。



新商品のご紹介

商品ラインナップ

2017年7月24日

『ルミナピール』
“手の甲のお悩み”にお応えする
ハンド用ピーリングジェル

2017年10月5日

『リンキーフラット』
塗って1分で見た目年齢が変わる
速効型シワ対策美容ジェル

2017年10月31日

『リッドキララ』
上まぶた専用

“ハリ成分”配合の美容ジェル

2018年2月22日

『ビルドメイク24』
新発想のHMB配合の
ハイブリットプロテインパウダー

2018年2月27日

『リシャインパッチ』
紫外線トラブルに「貼る」
ピンポイント型アプローチシート

Mar. Apr. May Jun. Jul. Aug. Sep. Oct. Nov. Dec. Jan. Feb. Mar. Apr.
2017 2018

■スキンケア ■ヘルスケア
■ビューティーライン ■その他

『みんなの肌潤糖（はだじゅ
んとう）～クリアタイプ～』

ニキビに悩む方のためのス
クラブ状の保湿スキンケア

『みんなの肌潤糖（はだじゅ
んとう）～アトケアタイプ～』

ガサガサ・ゴワゴワ肌のための、
スクラブ状の保湿スキンケア

『みんなの肌潤ろーしょん』
ガサガサ・ゴワゴワ肌
のための低刺激・高保
湿化粧水

『みんなの肌潤風呂』
ガサガサ、ゴワゴワ肌
の方のための、入浴用
うるおい化粧品

『クリアフットヴェール』
「何度も繰り返す悩み」
を終息させるバリア型
フットケア商品

『ノーノースメル』
塗るだけでニオイの原
因に対処！ デオドラント
フットクリーム

『クリアネイルショット』
足の爪のカサカサ・ゴ
ワゴワ・にごりに！ 浸透
力特化型ネイルケア

『カイテキどかスリム茶』

今すぐどうにかしたい
超ガンコなポッコリに

『えぞ式すーすー茶』

つらいグズグズ・ズル
ズルのお悩みに

『北の大地の夢しずく』
北の大地のチカラで生
み出した、新発想の休
息サポート飲料

『紅珠漢（こうじゅかん）』
「低分子化ライチポリフェ
ノール」配合のサプリメン
ト（機能性表示食品）

『ずきしらずの実』
ガンガン ！ とくる、重たい
イヤな感じにお悩みの
方のためのサプリメント

『黒梅日和』
トイレの悩みに怯える
生活を終わらせたいあ
なたへ！

『二十年ほいっぷ』
美容のプロが選ぶ注
目のくすみ用アイテム
No.1！

『アイキララ』

消えない目の下の悩み
用アイショットクリーム

『ツメリッチリペア』

インナードライネイル
に特化した栄養浸透液

『ケアナノパック』
毛穴目立ちのないなめ
らかな肌に導くスリー
ピングパック

『ヒアロディープパッチ』
寝ている間に小じわに
潤いとハリを与える刺
すヒアルロン酸美容

『メイミーホワイト60』

塗って60秒。洗い流す
と理想の美白！

『モサイン』

毛髪を健やかに保つサ
プリメント

『カイテキオリゴ』
腸内フローラの改善に
有効な高純度・高品質
なオリゴ糖



特集～上場６年の軌跡～

第12期 第13期 第14期 第15期 第16期 第17期

新規上場時
6.17億円

35.83億円 38.36億円 43.09億円
52.79億円

68.49億円

947.01億円

1,107.41億円
（2018.3）

1,380百万円

285百万円

1,782百万円

387百万円

1,940百万円

459百万円

2,222百万円

397百万円

2,696百万円

542百万円

5,292百万円

1,403百万円

■札幌証券取引所アン
ビシャス市場への新規
上場

■札幌証券取引所「年
間功労賞」の受賞

■時価総額1,000億円超え
■2017年株価上昇率ランキ
ングにおいて当社が第1位に
ランクイン（約11.6倍）（全
上場銘柄が対象（新規上場
銘柄、地方銘柄、外国銘柄
を除く））
■3度の業績予想の上方修正
■3度の株式分割

2012

■札幌証券取引所 本則
市場への市場変更

■２年連続で札幌証券
取引所の「年間功労賞」
を受賞
■経済産業省「IT経営
力大賞」において大賞
（経済産業大臣賞）を受
賞

2013
■東京証券取引所市場
第二部への上場

■株主優待制度の導入
■米国の経済誌Forbes
アジア版、フォーブス・
アジア（2014年8月号）
が選出する「Asia's 200 
Best Under A Billion
賞」を受賞

2014
■東京証券取引所市場
第一部指定

■東洋経済ONLINEの
「業種別 新・企業力ラ
ンキング」において当
社が食料品部門で第1
位にランクイン
■台湾支社 営業開始

2015 ■『カイテキオリゴ』が
売上実績日本一に

■機動的な資本政策の
遂行を可能とするため、
自己株式を取得

2016 2017

時価総額
売上高
営業利益

上場のあゆみ
　当社は、2012年に札証アンビシャス市場への新規
上場を果たし、2013年には札証において最短での本
則市場への市場変更を果たしました。さらに、2014
年には東京証券取引所市場第二部への新規上場を果た
し、2015年には東京証券取引所市場第一部指定と、
４年連続での新規上場・市場変更を達成いたしました。
　当社の株価は、当事業年度における最高値である
2018年1月22日の終値と、当社が札証アンビシャス
市場に上場いたしました2012年5月29日の初値（株
価はいずれも株式分割調整後）を比較いたしますと、
199倍を超えるまでに成長することが出来ました。
　これもひとえに、株主の皆様をはじめ、多くの関係
者の皆様方の温かいご支援・ご協力の賜物と心より感
謝申し上げます。
　今後も当社は、全社一丸となってさらなる企業価値
の向上を目指し、一層努力してまいります。

「おもしろい」を
カタチにして

世の中をカイテキにする
達人集団。



来期の見通し 会社情報

当期純利益（単位：百万円）

第13期 第14期 第15期 第16期 第18期

236 268 226
356

1,643*

第17期

948
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売上高（単位：百万円）

第13期 第14期 第15期 第16期 第18期
0

1,500
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1,782 1,940
2,222

2,696

7,589*

第17期

5,292

営業利益（単位：百万円）

第13期 第14期 第15期 第16期 第18期

387 459 397
542

2,430*

第17期

1,403
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2,000
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1株当たりの配当金（単位：円） 

（*の数値は見通しです。）

2018年2月期中間は株式分割考慮後

  中間 期末 年間合計

 0.59  1.60  2.19 

 1.60* 2.00* 3.60*

2018年2月期

2019年2月期

2019年2月期の見通し（2018年4月13日時点）

　2017年４月１日付及び2017年11月６日付で
それぞれ普通株式１株につき２株の株式分割を、
更に2018年２月15日付で普通株式１株につき
３株の株式分割を行っております。
　2019年２月期の１株当たり配当金につきまし
ては、中間配当金１円60銭・期末配当金２円00
銭・年間配当金３円60銭を予定しており、実質
的に2019年２月期は、2018年２月期と比較す
ると約64％の増配を予定しております。

売上高 7,589百万円（前期比43.4％増）

営業利益 2,430百万円（前期比73.1％増）

当期純利益1,643百万円（前期比73.3％増）

年間配当金 3.60円（前期比64.4％増）

会社概要
商号 株式会社北の達人コーポレーション

本社 〒060-0807
北海道札幌市北区北七条西一丁目1番地2　SE札幌ビル7階
TEL　011-757-5567　　FAX　011-757-5536

設立 2002年5月（創立2000年5月）

資本金
資本準備金

2億7399万円（2018年3月31日現在）
2億5399万円（2018年3月31日現在）

役員・従業員 97名（2018年3月31日現在）

代表取締役社長 木下　勝寿

株主メモ
事業年度 ３月１日から翌年２月末日まで

定時株主総会 毎事業年度終了後３ヶ月以内

基準日 ２月末日

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

株主名簿管理人
事務取扱場所

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  証券代行部

上場取引所 東京証券取引所市場第一部
札幌証券取引所

公告の方法 電子公告の方法により行います。ただし、
やむを得ない事由により、電子公告によ
ることができない場合は、日本経済新聞
に掲載します。
公告記載URL　 
http://www.kitanotatsujin.com

株式の状況（2018年3月31日現在）

発行可能株式総数 480,000,000株

発行済株式総数 141,072,000株
（自己株式1,405,200株含む）

株主数 31,667名（2018年2月28日現在）

株主構成（2018年3月31日現在）

株主構成 株数 比率

木下勝寿
（代表取締役社長） 72,655,400株 51.50％

役員（上記以外） 1,669,200株 1.18％

自己株式 1,405,200株 1.00％

一般株主等 65,342,200株 46.32％

合計 141,072,000株 100％

IRサイトのご案内
企業情報などの情報は、当社IRサイトをご覧ください。

http://www.kitanotatsujin.com/ir/


