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平成１９年３月期 第１四半期財務・業績の概要（非連結） 
平成18年７月28日 

上場会社名  ケンコーコム株式会社             （コード番号：３３２５ 東証マザーズ）      

（URL  http://www.kenko.com）  
本社所在地  東京都港区赤坂３丁目 11 番３号    
問合わせ先  代表者役職・氏名  代表取締役社長  後藤 玄利   TEL 03-3584-4156（代表） 
            責任者役職・氏名    取 締 役  樋口 宣人 
 
1. 四半期財務情報の作成等に係る事項 

①四半期財務諸表の作成基準   ：中間財務諸表作成基準 

②最近事業年度からの会計処理の方法の変更の有無 ：無 

③会計監査人の関与    ：有 
 四半期財務諸表については、東京証券取引所の「上場有価証券の発行者の会社情報の適時開示等に関する規則 
の取扱い」の別添に定められている「四半期財務諸表に対する意見表明に係る基準」に基づく意見表明のための手続 
きを受けております。 
 

2. 平成 19 年３月期第 1 四半期財務・業績の概況（平成 18 年４月１日～平成 18 年６月 30 日） 

(1) 経営成績の進捗状況                               （百万円未満切捨て） 

 売上高 営業利益 経常利益 四半期(当期)純利益

 
平成 18 年３月期第 1 四半期 

     百万円 
  1,124 

%
61.2

  百万円 
31 

%
318.5

   百万円 
  31 

% 
－ 

百万円

30
%
－

平成 19 年３月期第 1 四半期   1,539 37.0 11 △64.1      7 △74.8 4 △83.7
(参考) 平成 18 年 3 月期   4,748  60      51  60  

 
 １株当たり四半期 

（当期）純利益 
潜在株式調整後 
１株当たり四半期 
（当期）純利益 

平成 18 年３月期第 1 四半期 1,106 円 54 銭 1,039 円 77 銭 
平成 19 年３月期第 1 四半期 168 円 79 銭   162 円 72 銭 
(参考) 平成 18 年３月期 2,194 円 29 銭 2,080 円 22 銭 
（注）売上高、営業利益等におけるパーセント表示は、対前年同四半期増減率を示す。 

 
[経営成績の進捗状況に関する定性的情報等] 
 リテイル事業においては、取扱商品数が前事業年度末の 60,394 点から当第１四半期末の 63,053 点へと当事業年度

末の 7 万点に向けて順調に増加しております。また、5 月に白いんげん豆やその含有成分であるファセオラミンのサプ

リメント等がブームになったことなどから、当第１四半期中のサイト訪問者数は好調に推移し 15,207 千人（前年同期

比 58.4%増）となり、出荷件数は 303 千件（前年同期比 58.1%増）となりました。以上より、リテイル事業の売上は

1,508 百万円（前年同期比 34.2%増）となりました。 
 その他の事業においては、ドロップシップ事業及びメディア事業といった新たな取り組みに向けて準備を進めてまい

りました。その他事業の売上は 31 百万円（前年同期の実績は 0 百万円）となっております。 
 販売費及び一般管理費については、減価償却費が前年同期比 21百万円増の 38百万円になるなど、前事業年度 10 月、

3 月等に実施した設備投資等により固定費負担が年度の序盤において相対的に重いものとなりました。また、前年の 8
月初旬に送料無料ラインを 5,000 円から 3,000 円に引き下げたことにより、引き下げ後の当第 1 四半期は変動費率が

引き下げ前の前年同期よりも上昇しております。その結果、営業利益は 11 百万円（前年同期比 64.1%減）となりまし

た。 
 営業外損益及び特別損益については、概ね当初想定どおりとなっております。 
 以上より、経常利益、税引前第１四半期純利益及び第１四半期純利益は、それぞれ７百万円(前年同期比 74.8%減)、
６百万円（前年同期比 80.6%減）及び４百万円（前年同期比 83.7%減）となっております。 
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(2) 財政状態の変動状況                                （百万円未満切捨て） 
 総資産   純資産 自己資本比率 １株当たり 

純資産 
 

平成 18 年３月期第 1 四半期 
百万円

2,063 
百万円

1,475 
% 

71.5 
    円  銭

53,965   25 
平成 19 年３月期第 1 四半期 3,457 1,911 55.3 65,417   62 
(参考)平成 18 年３月期 3,297 1,905 57.8 65,250   52 

 
(3) キャッシュ・フローの状況                              （百万円未満切捨て） 

 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 
 
平成 18 年３月期第 1 四半期 

百万円

27 
百万円

△77 
百万円 

△0 
百万円

873 
平成 19 年３月期第 1 四半期 78 △82 △15 1,548 
(参考) 平成 18 年３月期 64 △532 1,111 1,568 

 
[財政状態の変動状況に関する定性的情報等] 
 前事業年度末から当四半期末までの３ヶ月間における財政状態の主な変動としては、流動資産が 2,283 百万円から

2,396 百万円へ 112 百万円増加したこと、流動負債が 727 百万円から 875 百万円へ 148 百万円増加したことが挙げら

れます。これらは、それぞれ売上の成長に伴う売掛金の増加 147 百万円及び買掛金の増加 106 百万円が主な要因です。 
   
 ＜キャッシュ・フローの状況＞ 
 当第 1 四半期においては、営業活動により獲得した現金及び現金同等物（以下、「資金」と言う）と投資活動により

支出した資金がほぼバランスしており、当第 1 四半期末における資金は前事業年度末比 19 百万円減の 1,548 百万円と

なりました。 
  
（営業活動によるキャッシュ・フロー） 
 当第 1 四半期においては、営業活動により 78 百万円（前年同期比 183.6%増）の資金を獲得しました。この主な要

因としては、仕入債務の増加 106 百万円などが挙げられます。 
 
（投資活動によるキャッシュ・フロー） 
 当第 1 四半期においては、物流拠点新設準備に伴うシステム改修投資など無形固定資産の取得による支出（58 百万

円）等により、合計で 82 百万円(前年同期比 6.1％増）の資金を投資しました。 
 
（財務活動によるキャッシュ・フロー） 
 当第 1 四半期においては、長期借入金の返済（15 百万円）等により、15 百万円（前年同期比 2,817.8%増）の資金

を支出しました。 
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3. 平成 19 年 3 月期の業績予想（平成 18 年 4 月 1 日～平成 19 年３月 31 日） 

 
売上高 経常利益 当期純利益 

 
中間期 

百万円 
2,822 

百万円

19 
百万円

17 
通 期 6,060 70 65 

(参考) １株当たり予想当期純利益（通期）2,247 円 12 銭  

 

[業績予測に関する定性的情報] 
 当期においては、ユーザー参加型コミュニティの強化、アフィリエイトプログラムの活性化、モバイルサイトの拡大

などにより、当社ＥＣサイトの集客基盤の強化を図ってまいります。また、取扱商品数の拡大（6 万商品から 7 万商品

へ）、関東物流センターの設置（秋ごろの稼動開始を予定）、ウェブサービスの開発などＥＣプラットフォームとしての

機能も強化して行く予定となっております。 
  第１四半期が終了した段階で、足許の業績は上記計画を若干上回るペースで推移しており、第２四半期以降も引き続

き、ＥＣサイト及びＥＣプラットフォームの機能強化に取り組み、売上高の成長を維持すべく努めてまいります。また、

前事業年度に実施した設備投資の償却費負担は、年度の序盤において相対的に重くなっておりますが、継続的に堅調な

売上を確保すること及び関東物流センターの稼動開始に伴う各種コスト低減により吸収できる見込みです。 
 以上より、通期の業績予想は、平成 18 年４月 28 日の決算発表時に公表した数値を据え置いております。 
 なお、その他の事業については、ドロップシップ事業やメディア事業など新たな取り組みを行っておりますが、準備

段階にあること、事業規模が大きくないことから上記業績予想数値に含めておりません。 
 
（注）上記予想につきましては、現時点で入手可能な情報に基づき当社で判断したものであります。予想には様々な不

確実要素が内在しており、実際はこれら予想数値と異なる場合がありますので、これら業績等の予想に全面的に依拠し

て投資等の判断を行うことは差し控えてください。 
 
 
4. 配当状況 
・現金配当 １株当たり配当金（円） 
 第１四半期末 中間期末 第３四半期末 期末 その他 年間 
平成 18 年３月期 － － － － － － 
平成 19 年 3 月期（実績） － － － － － － 
平成 19 年 3 月期（予想） － － － － － － 
 



4 

５．四半期財務諸表 
 
(1) 四半期貸借対照表  

 
前第 1 四半期会計期間末 

(平成 17 年 6 月 30 日) 

当第 1 四半期会計期間末 

(平成 18 年 6 月 30 日) 
前事業年度末の 

要約貸借対照表 

(平成 18 年３月 31 日) 

区分 注記 

番号 金額(千円) 
構成比

(％)
金額(千円) 構成比 

(％)
金額(千円) 構成比

(％)

（資産の部）           

Ⅰ 流動資産           

１．現金及び預金     873,400  1,548,882   1,568,259

２．売掛金    402,955  597,619   450,581

３．たな卸資産    126,469  217,358   223,564

４．その他 ※３  32,622  63,285   47,846

  貸倒引当金    △6,890  △8,562   △6,474

 流動資産合計    1,428,558 69.2 2,418,584 69.9  2,283,778 69.2

Ⅱ 固定資産           

(1) 有形固定資産 ※１         

１．建物        178,737  393,312   399,201

２．構築物         20,485  47,312   49,700

３．機械及び装置             －  3,281   －

４．車両運搬具          1,210  1,827   2,051

５．工具器具備品        105,972  191,145   202,284

６．建設仮勘定        133,105  22,854   8,201

 有形固定資産合計        439,511 21.3 659,733 19.1  661,440 20.1

(2) 無形固定資産       

１．ソフトウェア       108,566  284,513   256,258

２．その他         1,964  1,982   2,067

 無形固定資産合計       110,531 5.4 286,496 8.3  258,325 7.8

(3) 投資その他の資産        

１．投資有価証券 ※２        2,160  6,735   7,110

２．差入保証金         80,097  80,102   80,097

３．その他          2,158  1,122   1,227

 投資その他の資産合計         84,416 4.1 87,959 2.5  88,434 2.7

 固定資産合計        634,458 30.8 1,034,189 29.9  1,008,201 30.6

Ⅲ 繰延資産       

１．社債発行費   －  5,206   5,949

繰延資産合計   －  5,206 0.2  5,949 0.2

 資産合計      2,063,016 100.0 3,457,979 100.0  3,297,930 100.0
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前第 1 四半期会計期間末 

(平成 17 年 6 月 30 日) 
当第 1 四半期会計期間末 

(平成 18 年 6 月 30 日) 
前事業年度末の 

要約貸借対照表 

(平成 18 年３月 31 日) 

区分 注記 

番号 金額(千円) 構成比

(％)
金額(千円) 構成比

(％)
金額(千円) 構成比

(％)

（負債の部）                     

Ⅰ 流動負債              

１．買掛金 ※２  318,105 501,710  373,352

２．短期借入金    45,000 －  －

３．１年内償還予定の社債  － 110,000  110,000

４．１年内返済予定の長期

借入金    11,376 60,176  60,176

５．未払金    94,206 171,516  139,930

６．その他 ※３  63,670 54,257  43,662

流動負債合計    532,359 25.8 897,660 25.9  727,121 22.0

Ⅱ 固定負債     

１．社債   － 385,000  385,000

２．長期借入金    50,612 261,236  276,280

３．その他    4,958 3,037  3,691

固定負債合計    55,571 2.7 649,273 18.8  664,971 20.2

負債合計    587,930 28.5 1,546,934 44.7  1,392,093 42.2
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前第 1 四半期会計期間末 

(平成 17 年 6 月 30 日) 
当第 1 四半期会計期間末 

(平成 18 年 6 月 30 日) 
前事業年度末の 

要約貸借対照表 

(平成 18 年３月 31 日) 

区分 注記 

番号 金額(千円) 構成比

(％)
金額(千円) 構成比

(％)
金額(千円) 構成比

(％)

（資本の部）     

Ⅰ 資本金    725,041 35.1 － －  925,139 28.1

Ⅱ 資本剰余金     

１．資本準備金   961,311 － 1,161,409 

資本剰余金合計    961,311 46.6 － －  1,161,409 35.2

Ⅲ 利益剰余金     

１．第 1 四半期(当期)未 

処理損失   211,429 － 181,220 

利益剰余金合計    △211,429 △10.2 － －  △ 181,220 △5.5

Ⅳ その他有価証券 
  評価差額金    162 0.0

－ －
 508 0.0

資本合計    1,475,086 71.5 － －  1,905,837 57.8

負債資本合計    2,063,016 100.0 － －  3,297,930 100.0

               

（純資産の部）     

Ⅰ 株主資本     

  １．資本金   － － 925,264 26.8  － －

 ２．資本剰余金      

(1)．資本準備金   － 1,161,534 － 

資本剰余金合計    － － 1,161,534 33.6  － －

３．利益剰余金     

(1)．その他利益剰余金    

繰越利益剰余金   － △176,290 － 

利益剰余金合計    － － △176,290 △5.1  － －

Ⅱ 評価・換算差額等     

１． その他有価証券 

評価差額金 
 － 285 － 

評価・換算差額等合計  － － 285 0.0  － －

Ⅲ 新株予約権    

  １．新株引受権  － 250 － 

新株予約権合計   － － 250 0.0  － －

純資産合計    － － 1,911,044 55.3  － －

負債純資産合計    － － 3,457,979 100.0  － －
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(2) 四半期損益計算書 

  

前第 1 四半期会計期間 

 (自 平成 17 年４月 １日 

   至 平成 17 年６月 30 日) 

当第 1 四半期会計期間 

 (自 平成 18 年４月 １日 

  至 平成 18 年６月 30 日)

前事業年度の 

要約損益計算書 

 (自 平成 17 年４月 １日 

   至 平成 18 年３月 31 日) 

区分 
注記 

番号 
金額(千円) 

百分比

(％)
金額(千円) 

百分比

(％)
金額(千円) 

百分比

(％)

Ⅰ 売上高    1,124,191 100.0 1,539,884 100.0  4,748,448 100.0

Ⅱ 売上原価    716,369 63.7 988,291 64.2  3,052,260 64.3

売上総利益    407,822 36.3 551,592 35.8  1,696,188 35.7

Ⅲ 販売費及び一般管理費    376,366 33.5 540,292 35.1  1,635,188 34.4

営業利益    31,455 2.8 11,299 0.7  60,999 1.3

Ⅳ 営業外収益 ※１  430 0.0 410 0.0  2,792 0.1

Ⅴ 営業外費用 ※２  531 0.0 3,794 0.2  12,317 0.3

経常利益   31,355 2.8 7,915 0.5  51,474 1.1

Ⅶ 特別利益 ※３   － －  － －  28,479 0.6

Ⅵ 特別損失 ※４   － －  1,839 0.1  14,953 0.3

税引前第 1 四半期

(当期)純利益 
   31,355 2.8 6,075 0.4  64,999 1.4

法人税、住民税 

及び事業税 
  1,145 1,145 4,580 

法人税等調整額   － 1,145 0.1 － 1,145 0.1 － 4,580 0.1

第 1 四半期(当期)

純利益 
   30,210 2.7 4,930 0.3  60,419 1.3

前期繰越損失    241,639 －  241,639

第 1 四半期(当期)

未処理損失 
   211,429 －  181,220

               

 

(3) 四半期株主資本等変動計算書 

 

当第 1四半期会計期間 (自平成 18 年４月１日 至平成 18 年６月 30 日)             （単位：千円） 
株主資本 評価・換算差額等 新株予約権 

利益剰余金 
資本剰余金 

その他利益剰余金 

 

資本金 

資本準備金 繰越利益剰余金 

その他有価証券 

評価差額金 
新株引受権 

前期末残高  925,139 1,161,409 △181,220 508 250

当第 1 四半期変動額   

新株の発行 125 125 － － －

当第 1 四半期純利益 － － 4,930 － －

株主資本以外の項目の

当第 1 四半期変動額

（純額） 

－ － － △222 －

当第 1 四半期変動額合計 125 125 4,930 △222 －

当四半期末残高 925,264 1,161,534 △176,290 285 250
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(4) 四半期キャッシュ・フロー計算書 

  

前第 1 四半期会計期間 

 (自 平成 17 年４月１日

   至 平成 17年６月 30日)

当第 1 四半期会計期間 

(自 平成 18 年４月１日 

 至 平成 18年６月30日)

前事業年度の要約 

キャッシュ・フロー計算書

 (自  平成 17 年４月１日

  至  平成 18年３月 31日)

区分 
注記

番号
金額(千円) 金額(千円) 金額(千円) 

Ⅰ 営業活動によるキャッシュ・フロー         

１．税引前第 1 四半期(当期)純利益   31,355 6,075          64,999 

２．減価償却費   17,643 38,902 95,092 

３．貸倒引当金の増減額   216 2,088 △199 

４．受取利息及び受取配当金   △136 △90 △167 

５．支払利息   308 2,722 6,696 

６．新株発行費   222 28 2,639 

７．社債発行費償却  － 743 2,975 

８．保険差益  － － △17,242 

９．固定資産除却損   － － 3,377 

10．売上債権の増加額   △12,679 △147,037 △60,361 

11．仕入債務の増減額   △39,376 128,358 △101,527 

12．たな卸資産増減額   △4,432 6,205 15,870 

13．前払費用の増加額  △5,597 △6,797 △1,244 

14．未収入金の増減額  208 △13,966 △9,146 

15．未払金の増加額  4,984 48,277 18,790 

16．未払費用の増加額  663 2,649 5,205 

17．未収(未払)消費税等の減少(増加)額   15,325 12,661 29,510 

18．その他   5,003 5,938 1,566 

小計   13,709 86,759 56,833 

19．利息及び配当金の受取額   136 90 167 

20．保険金の受取額  17,242 － 17,242 

21．利息の支払額   △206 △1,240 △6,130 

22．法人税等の支払額   △3,205 △7,124 △3,202 

  営業活動によるキャッシュ・フロー   27,676 78,484 64,911 

Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー      

１．有形固定資産の取得による支出   △58,655 △24,123 △358,995 

２．無形固定資産の取得による支出   △19,183 △58,379 △165,428 

３．短期貸付金の貸付による支出  － － △2,700 

４．投資有価証券の取得による支出  － － △4,367 

５．敷金保証金の差入による支出  － △165 － 

６．敷金保証金の返還による収入  － 85 － 

５．その他   － － △676 

  投資活動によるキャッシュ・フロー   △77,838 △82,582 △532,167 
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前第 1 四半期会計期間 

 (自 平成 17 年４月１日

   至 平成 17年６月 30日)

当第 1 四半期会計期間 

(自 平成 18 年４月１日 

 至 平成 18年６月30日)

前事業年度の要約 

キャッシュ・フロー計算書

 (自  平成 17 年４月１日

  至  平成 18年３月 31日)

区分 
注記

番号
金額(千円) 金額(千円) 金額(千円) 

Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー      

１．短期借入れによる収入   － － 10,000 

２．短期借入金の返済による支出   － － △55,000 

３．長期借入れによる収入  － － 300,000 

４．長期借入金の返済による支出   △2,844 △15,044 △28,376 

５．社債の発行による収入  － － 541,075 

６．社債の償還による支出  － － △55,000 

７．株式の発行による収入   2,777 221 400,556 

８．その他   △456 △456 △1,827 

  財務活動によるキャッシュ・フロー   △523 △15,279 1,111,428 

Ⅳ 現金及び現金同等物の増減額   △50,683 △19,377 644,173 

Ⅴ 現金及び現金同等物の期首残高   924,086 1,568,259 924,086 

Ⅵ 現金及び現金同等物の 

第 1 四半期末(期末)残高 
 ※ 873,400 1,548,882 1,568,259 
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(5) 注記事項等 

四半期財務諸表作成の基本となる重要な事項 

    期別 

   項目 

前第 1 四半期会計期間 

 (自 平成 17 年４月 1 日 

   至 平成 17 年６月 30 日)

当第 1 四半期会計期間 

 (自 平成 18 年４月 1 日 

   至 平成 18 年６月 30 日) 

前事業年度 

 (自 平成 17 年４月 1 日 

  至 平成 18 年３月 31 日) 

１．資産の評価基準及び評価

方法 

 (1) 有価証券 

 その他有価証券 

時価のあるもの 

 第1四半期会計期間末日の市

場価格等に基づく時価法(評価

差額は全部資本直入法により

処理し、売却原価は移動平均法

により算定)を採用していま

す。 

(1) 有価証券 

同   左 

(1) 有価証券 

 その他有価証券 

時価のあるもの 

 決算日の市場価格等に基づ

く時価法(評価差額は全部資本

直入法により処理し、売却原価

は移動平均法により算定)を採

用しています。 

   (2) たな卸資産 

商品 

 移動平均法による原価法を採

用しております。 

貯蔵品 

 総平均法による原価法を採用

しております。 

(2) たな卸資産 

同   左 

(2) たな卸資産 

同   左 

 ２．固定資産の減価償却の

方法 

 (1) 有形固定資産 

 定率法(但し建物(付属設備を除

く)については定額法）を採用して

おります。 

 なお、主な耐用年数は以下のと

おりであります。 

  建物        ６～38 年 

  構築物     10～30 年 

車両運搬具     ４年 

工具器具備品   ４～10 年  

 (1) 有形固定資産      

定率法(但し建物(付属設備を除

く)については定額法）を採用して

おります。 

 なお、主な耐用年数は以下のと

おりであります。 

  建物        ６～38 年 

  構築物     10～30 年 

機械及び装置    12 年 

車両運搬具     ４年 

工具器具備品   ４～10 年 

(1) 有形固定資産 

 定率法(但し建物(付属設備を除

く)については定額法）を採用して

おります。 

 なお、主な耐用年数は以下のと

おりであります。 

  建物        ６～38 年 

  構築物     10～30 年 

車両運搬具         ４年 

工具器具備品   ４～10 年  

   (2) 無形固定資産  

 定額法を採用しております。

 なお、自社利用のソフトウェア

については、社内における見込利

用可能期間(５年)によっておりま

す。  

 (2) 無形固定資産 

同   左 

  

 

 (2) 無形固定資産 

同   左 

  

 

  (3) 長期前払費用  

 均等償却を採用しております。

 (3) 長期前払費用 

同   左 

 (3) 長期前払費用 

同   左 

３．繰延資産の処理方法  (1) 新株発行費 

 支出時に全額費用として処理し

ております。 

(1) 新株発行費 

 同   左 

(1) 新株発行費 

同   左 

 (2) 社債発行費  

-------------- 

 

(2) 社債発行費  

 旧商法施行規則に規定する最長

期間（3 年）で毎期均等償却してお

ります。 

(2) 社債発行費  

同   左 

 

４．引当金の計上基準  貸倒引当金 

 売上債権等の貸倒損失に備える

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。  

 

同   左 

 

同   左 

５．リース取引の処理方法  リース物件の所有権が借主に移

転すると認められるもの以外のフ

ァイナンス・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。 

 

同   左 

 

同   左 
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６．四半期キャッシュ・フロ

ー計算書（キャッシュ・

フロー計算書）における

資金の範囲 

 手許現金、随時引き出し可能な

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。 

 

同   左 

 

同   左 

７．その他四半期財務諸表

（財務諸表）作成のため

の基本となる重要な事項 

 消費税等の会計処理 

税抜方式を採用しております。

 消費税等の会計処理 

同   左 

 消費税等の会計処理 

同   左 

   

（会計方針の変更） 

前第 1 四半期会計期間末 

(平成 17 年 6 月 30 日現在) 

当第 1 四半期会計期間末 

(平成 18 年 6 月 30 日現在) 

前事業年度末 

（平成 18 年３月 31 日現在) 

--------------- 

 

（貸借対照表の純資産の部の表示に関する会

計基準） 

当第 1 四半期より、「貸借対照表の純資産

の部の表示に関する会計基準」（企業会計基

準第５号 平成 17 年 12 月９日）及び「貸借

対照表の純資産の部の表示に関する会計基準

等の適用指針」（企業会計基準適用指針第８

号 平成 17 年 12 月９日）を適用しておりま

す。従来の資本の部の合計に相当する金額は

1,910,794 千円であります。 

なお、財務諸表等規則の改正により、当第 1

四半期における四半期貸借対照表の純資産の

部については、改正後の財務諸表等規則によ

り作成しております。 

（固定資産の減損に係る会計基準） 

当事業年度より、固定資産の減損に係る

会計基準（「固定資産の減損に係る会計基

準の設定に関する意見書」（企業会計審議

会平成 14 年８月９日））及び「固定資産の

減損に係る会計基準の適用指針」（企業会

計基準適用指針第６号 平成 15 年 10 月 31

日）を適用しております。これによる損益

に与える影響はありません。 

 

（追加情報） 

前第 1 四半期会計期間末 

(平成 17 年 6 月 30 日現在) 

当第 1 四半期会計期間末 

(平成 18 年 6 月 30 日現在) 

前事業年度末 

（平成 18 年３月 31 日現在) 

--------------- 

 

--------------- 

 

 第８期（平成 12 年３月期）に発生した社

債発行費につきましては支出時に全額費用

処理をいたしましたが、当期に発生した社

債発行費につきましては繰延資産に計上し

旧商法施行規則に定める最長期間（３年）

で毎期均等償却しております。 

 この理由は、第８期に発行した社債は擬

似ストックオプションを目的とした成功報

酬型ワラント債であり社債元本を短期間で

償還しているのに対し、当期に発行した社

債は設備資金の調達を目的としており、当

該調達による収益への貢献が今後数年に亘

るためであります。 

 これにより、第８期と同様の方法によっ

た場合に比べ経常利益及び税引前当期純利

益が 5,949 千円多く計上されております。
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注記事項 

（四半期貸借対照表関係） 

前第 1 四半期会計期間末 

(平成 17 年 6 月 30 日現在) 

当第 1 四半期会計期間末 

(平成 18 年 6 月 30 日現在) 

前事業年度末 

（平成 18 年３月 31 日現在) 

※１．有形固定資産の減価償却累計額 

94,511千円 

※１．有形固定資産の減価償却累計額 

163,386千円 

※１．有形固定資産の減価償却累計額 

138,989千円 

※２．担保に供している資産 

     投資有価証券 2,160千円 

    上記の担保付債務 

買掛金         1,428千円 

※２．担保に供している資産 

建物     429,818千円 

投資有価証券  6,735千円 

合計     436,553千円 

 上記の担保付債務 

 買掛金         2,147千円 

長期借入金  180,800千円 

（内１年内返済 

長期借入金） 28,800千円 

合計     182,947千円 

※２．担保に供している資産 

建物     387,987千円 

投資有価証券  7,110千円 

合計     395,097千円 

 上記の担保付債務 

 買掛金         1,365千円 

長期借入金  188,000千円 

（内１年内返済 

長期借入金） 28,800千円 

合計     189,365千円 

※３．消費税等の取扱い 

 仮払消費税等及び仮受消費税等は、相

殺のうえ、当該金額 7,591 千円を流動負

債の「その他」に含めて表示しておりま

す。 

※３．消費税等の取扱い 

 仮払消費税等及び仮受消費税等は、相

殺のうえ、当該金額 10,494 千円を流動

負債の「その他」に含めて表示しており

ます。 

※３．   --------------- 

 

 

（四半期損益計算書関係） 

前第 1 四半期会計期間 

 (自 平成 17 年４月 １日 

   至 平成 17 年６月 30 日) 

当第 1 四半期会計期間 

 (自 平成 18 年４月 １日 

   至 平成 18 年６月 30 日) 

前事業年度 

(自 平成 17 年４月 １日 

  至 平成 18 年３月 31 日) 

※１．営業外収益の主なもの 

受取利息及び受取配当金 136千円 

破損商品等弁償金    139千円 

※１．営業外収益の主なもの 

受取利息及び受取配当金  90千円

破損商品等弁償金     61千円

※１．営業外収益の主なもの 

受取利息及び受取配当金 167千円 

破損商品等弁償金     535千円 

市場調査手数料    1,509千円 

※２．営業外費用の主なもの 

支払利息            308千円 

新株発行費          222千円 

 

※２．営業外費用の主なもの 

支払利息             1,255千円 

社債利息            1,466千円 

社債発行費償却         743千円 

新株発行費          28千円 

 

※２．営業外費用の主なもの 

支払利息             3,206千円 

社債利息            3,489千円 

社債発行費償却       2,975千円 

新株発行費       2,639千円 

※３.       --------------- 

 

※３.       --------------- 

 

※３. 特別利益の主なもの 

保険差益      17,242千円 

受取助成金        11,237千円 

※４.       --------------- 

 

※４. 特別損失の主なもの 

過年度消費税等    1,839千円 

※４. 特別損失の主なもの 

倉庫移転費用    11,576千円 

固定資産除却損       3,377千円 

※５．減価償却実施額 

有形固定資産     12,237千円 

無形固定資産      5,406千円 

※５．減価償却実施額 

有形固定資産        24,397千円 

無形固定資産        14,505千円 

※５．減価償却実施額 

有形固定資産         69,076千円

無形固定資産         26,015千円
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（四半期株主資本等変動計算書関係） 

前第 1 四半期会計期間 

 (自 平成 17 年４月 １日 

   至 平成 17 年６月 30 日) 

当第 1 四半期会計期間 

 (自 平成 18 年４月 １日 

   至 平成 18 年６月 30 日) 

前事業年度 

(自 平成 17 年４月 １日 

  至 平成 18 年３月 31 日) 

        ---------------  ※ 発行済株式の種類及び総数に関する事項

発行済株式総数 

前事業年度末  

普通株式 29,208株 

増加した発行済株式数  

普通株式  ５株 

変動事由  新株予約権行使 

当第１四半期会計期間末  

普通株式 29,213株 

       --------------- 

 

 

（四半期キャッシュ・フロー計算書関係） 

前第 1 四半期会計期間 

 (自 平成 17 年４月 １日 

   至 平成 17 年６月 30 日) 

当第 1 四半期会計期間 

(自 平成 18 年４月 １日 

 至 平成 18 年６月 30 日) 

前事業年度 

(自 平成 17 年４月 １日 

  至 平成 18 年３月 31 日) 

※ 現金及び現金同等物の第 1 四半期末残高

と第 1 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 

            （平成 17 年 6 月 30 日現在） 

現金及び預金勘定       873,400 千円 

現金及び現金同等物     873,400 千円 

※ 現金及び現金同等物の第 1 四半期末残高

と第 1 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 

            （平成 18 年 6 月 30 日現在）

現金及び預金勘定       1,548,882 千円 

現金及び現金同等物     1,548,882 千円 

※ 現金及び現金同等物の期末残高と貸借対

照表に掲記されている科目の金額との関係 

 

（平成 18 年３月 31 日現在）

現金及び預金勘定       1,568,259 千円 

現金及び現金同等物     1,568,259 千円 
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（リース取引関係） 

前第 1 四半期会計期間 

(自 平成 17 年４月 １日 

  至 平成 17 年６月 30 日) 

当第 1 四半期会計期間 

(自 平成 18 年４月 １日 

  至 平成 18 年６月 30 日) 

前事業年度 

(自 平成 17 年４月 １日 

  至 平成 18 年３月 31 日) 

リース物件の所有権が借主に移転すると認

められるもの以外のファイナンス・リース取

引 

１．リース物件の取得価額相当額、減価償

却累計額相当額および第 1 四半期末残

高相当額 

  

取得価額

相当額 

(千円) 

減価償却

累計額相

当額 

(千円) 

第1四半期

末残高相

当額 

(千円) 

工具器具

備品 
54,429 24,202 30,227 

ソフトウ

ェア 
6,245 4,059 2,185 

合計 60,675 28,261 32,413 

  

リース物件の所有権が借主に移転すると認

められるもの以外のファイナンス・リース

取引 

１．リース物件の取得価額相当額、減価償

却累計額相当額および第1四半期期末

残高相当額 

  

取得価額

相当額

(千円)

減価償却

累計額相

当額 

(千円)

第1四半期

末残高相

当額 

(千円)

工具器具

備品 
54,429 34,994 19,434

ソフトウ

ェア 
6,245 5,308 936

合計 60,675 40,303 20,371
 

リース物件の所有権が借主に移転すると認

められるもの以外のファイナンス・リース取

引 

１．リース物件の取得価額相当額、減価償却

累計額相当額および期末残高相当額 

 

  

取得価額

相当額 

(千円) 

減価償却

累計額相

当額 

(千円) 

期末残高

相当額

(千円)

工具器具

備品 
54,429 32,296 22,133

ソフトウ

ェア 
6,245 4,996 1,249

合計 60,675 37,293 23,382
 

２．未経過リース料第 1 四半期末残高相当

額 

１年内 12,202 千円 

１年超 21,794 千円 

合計 33,996 千円 

  

２．未経過リース料第 1 四半期末残高相当

額 

１年内 11,997 千円 

１年超  9,797 千円 

合計 21,794 千円 
 

２．未経過リース料期末残高相当額 

 

１年内 12,627 千円 

１年超 12,269 千円 

合計 24,897 千円 
 

３．当第 1 四半期の支払リース料、減価償

却費相当額および支払利息相当額 

支払リース料 3,375 千円 

減価償却費相当額 3,010 千円 

支払利息相当額 411 千円 

  

３．当第 1 四半期期の支払リース料、減価

償却費相当額および支払利息相当額 

支払リース料 3,375 千円

減価償却費相当額 3,010 千円

支払利息相当額 272 千円
 

３．当期の支払リース料、減価償却費相当額

および支払利息相当額 

支払リース料 13,503 千円

減価償却費相当額 12,041 千円

支払利息相当額 1,438 千円
 

４．減価償却費相当額の算定方法 

リース期間を耐用年数とし、残存価額

を零とする定額法によっております。 

  

４．減価償却費相当額の算定方法 

同   左 

４．減価償却費相当額の算定方法 

同   左 

５．利息相当額の算定方法 

リース料総額とリース物件の取得価額

相当額との差額を利息相当額とし、各

期への配分方法については、利息法に

よっております。  

５．利息相当額の算定方法 

同   左 

５．利息相当額の算定方法 

同   左 
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（有価証券関係） 

前第 1四半期会計期間末（平成 17 年６月 30 日現在） 

有価証券 

１．その他有価証券で時価のあるもの （単位：千円）

前第1四半期会計期間末（平成17年６月30日現在） 

 
取 得 原 価 

貸 借 対 照 表 

計 上 額 
差 額 

株式 1,885 2,160 275 

合計 1,885 2,160 275 

 

当第 1四半期会計期間末（平成 18 年 6月 30 日現在） 

有価証券 

１．その他有価証券で時価のあるもの （単位：千円）

当第1四半期会計期間末（平成18年6月30日現在） 

 
取 得 原 価 

貸 借 対 照 表 

計 上 額 
差 額 

株式 6,252 6,735 482 

合計 6,252 6,735 482 

 

前事業年度末（平成18年３月31日現在） 

有価証券 

１．その他有価証券で時価のあるもの （単位：千円）

前事業年度末（平成18年３月31日現在） 

 
取 得 原 価 

貸 借 対 照 表 

計 上 額 
差 額 

株式 6,252 7,110 857 

合計 6,252 7,110 857 

 

 

（デリバティブ取引関係） 

前第 1四半期会計期間（自 平成 17 年４月１日 至 平成 17 年 6 月 30 日） 

      当社は、デリバティブ取引を全く行っておりませんので、該当事項はありません。 

 

当第 1四半期会計期間（自 平成 18 年４月１日 至 平成 18 年 6 月 30 日） 

      当社は、デリバティブ取引を全く行っておりませんので、該当事項はありません。 

 

前事業年度（自 平成 17 年４月１日 至 平成 18 年３月 31 日） 

      当社は、デリバティブ取引を全く行っておりませんので、該当事項はありません。 

 

 

（持分法損益等） 

前第 1四半期会計期間（自 平成 17 年４月１日 至 平成 17 年 6 月 30 日） 

      当社は、関連会社がありませんので、該当事項はありません。 

 

当第 1四半期会計期間（自 平成 18 年４月１日 至 平成 18 年 6 月 30 日） 

      当社は、関連会社がありませんので、該当事項はありません。 

 

前事業年度（自 平成 17 年４月１日 至 平成 18 年３月 31 日） 

      当社は、関連会社がありませんので、該当事項はありません。 
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（１株当たり情報） 

前第 1 四半期会計期間 

(自 平成 17 年４月 １日 

  至 平成 17 年６月 30 日) 

当第 1 四半期会計期間 

(自 平成 18 年４月 １日 

  至 平成 18 年６月 30 日) 

前事業年度 

(自 平成 17 年４月 １日 

  至 平成 18 年３月 31 日) 

１株当たり純資産額      53,965円25銭 

１株当たり第1四半期純利益  1,106円54銭 

１株当たり純資産額        65,417円62銭 

１株当たり第1四半期純利益   168円79銭 

１株当たり純資産額    65,250円52銭 

１株当たり当期純利益     2,194円29銭 

潜在株式調整後 

１株当たり第1四半期純利益   1,039円77銭 

潜在株式調整後 

１株当たり第1四半期純利益   162円72銭 

潜在株式調整後 

１株当たり当期純利益    2,080円22銭 

 

 （注）１株当たり第 1 四半期（当期）純利益金額及び潜在株式調整後１株当たり第 1 四半期（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。 

 前第 1 四半期会計期間

(自 平成 17 年４月 １日

 至 平成 17 年６月 30 日)

当第 1 四半期会計期間 

(自 平成 18 年４月１日 

至 平成 18 年６月 30 日) 

前事業年度 

(自 平成 17 年４月 １日

 至 平成 18 年３月 31 日)

第１四半期（当期）純利益（千円） 30,210 4,930 60,419

普通株主に帰属しない金額（千円）               －                －                －

普通株式に係る第1四半期（当期）純利益（千円） 30,210 4,930 60,419

期中平均株式数 （株） 27,301.69 29,208.22 27,535.03

第１四半期（当期）純利益調整額（千円）               －                －                －

普通株式増加数 (株) 1,753.09 1,089.16  1,509.87

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後 1 株当たり

第 1 四半期（当期）純利益の算定に含めなかった潜在株

式の概要 

              －
新株予約権２種類 

(新株予約権の数 484個) 

新株予約権２種類 

(新株予約権の数 498個)
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（ストックオプション等関係） 

（１）ストックオプションの内容 

 新株引受権付社債 新株引受権 第１回新株予約権 第２回新株予約権 

株主総会決議年月日 平成13年６月20日 平成12年12月20日 平成14年10月10日 平成15年６月26日 

付与対象者の区分及び数 

当社取締役 ２名 

当社監査役 １名 

当社従業員 ６名 

当社取締役 ２名 

当社従業員 16名 

当社取締役 ３名 

当社監査役 １名 

当社従業員 40名 

①当社取締役 ５名 

当社監査役 １名 

当社従業員 18名 

②外部協力者 10名 

ストックオプションの数 普通株式 800株(注) 普通株式 570株(注) 普通株式  830株 普通株式  566株 

付与日 平成13年７月15日 平成12年12月21日 平成15年６月９日 平成15年８月１日 

権利行使期間 
自平成15年８月１日 

至平成23年３月31日 

自平成15年１月１日 

至平成22年12月20日 

自平成16年10月11日 

至平成24年９月30日 

 

①自平成17年７月１日 

至平成25年６月25日 

②自平成15年９月１日 

至平成25年６月25日 

 

権利行使条件 

--------------- １ 新株予約権（新株引受権）の割当を受けた当社の取締役、監査役及び従業員は、

権利行使時において当社の取締役、監査役、従業員の地位にあることを要する。

２ 新株予約権（新株引受権）の割当を受けた当社外部の事業協力者は、権利行使

時においても同等の地位にあること、または当社の取締役、監査役、従業員の

地位にあることを要する。 

３ その他の条件については、当社と対象者との間で締結する「新株予約権（新株

引受権）割当契約書」に定めるところによる。 

 

 第３回新株予約権 第４回新株予約権 第５回新株予約権 第６回新株予約権 

株主総会決議年月日 平成15年11月７日 平成16年１月21日 平成17年６月28日 平成17年６月28日 

付与対象者の区分及び数 

①当社取締役 １名 

当社監査役 １名 

当社従業員 10名 

②外部協力者 １名 

①当社従業員 10名 

②外部協力者 ３名 

当社取締役 ６名 

当社監査役 ３名 

当社従業員 68名 

当社従業員 20名 

ストックオプションの数 普通株式  199株 普通株式  135株 普通株式  433株 普通株式  66株 

付与日 平成15年11月７日 平成16年２月４日 平成17年６月28日 平成17年12月20日 

権利行使期間 

 

①自平成17年12月１日 

至平成25年10月31日 

②自平成15年12月１日 

至平成25年10月31日 

 

 

①自平成18年３月１日 

至平成25年12月31日 

②自平成16年３月１日 

至平成25年12月31日 

自平成19年７月１日 

至平成26年12月31日 

自平成20年１月１日 

至平成26年12月31日 

権利行使条件 

１ 新株予約権の割当を受けた当社の取締役、監査役及び従業員は、権利行使時において当社の取締役、監査役、

従業員の地位にあることを要する。 

２ 新株予約権の割当を受けた当社外部の事業協力者は、権利行使時においても同等の地位にあること、または

当社の取締役、監査役、従業員の地位にあることを要する。 

３ その他の条件については、当社と対象者との間で締結する「新株予約権割当契約書」に定めるところによる。

（注）平成 13 年 11 月２日付で株式分割を行ったことに伴い、株式数は調整されております。 
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（２）ストックオプションの規模及びその変動状況 

  当第1四半期会計期間(自平成18年４月１日 至平成18年６月30日)において存在したストックオプションを対象

とし、ストックオプションの数については、株式数に換算して記載しております。 

① ストックオプションの数 

 新株引受権付社債 新株引受権 第１回新株予約権 第２回新株予約権 

株主総会決議年月日 平成13年６月20日 平成12年12月20日 平成14年10月10日 平成15年6月26日 

前事業年度末 500株 115株 324株 405株 

権利行使 － － 5株 － 

消却・消滅 － － － － 

末行使残 500株 115株 319株 405株 

 

 第３回新株予約権 第４回新株予約権 第５回新株予約権 第６回新株予約権 

株主総会決議年月日 平成15年11月７日 平成16年１月21日 平成17年６月28日 平成17年６月28日 

前事業年度末 86株 63株 432株 66株 

権利行使 － － － － 

消却・消滅 － － 11株 3株 

末行使残 86株 63株 421株 63株 

 

② 単価情報 

 新株引受権付社債 新株引受権 第１回新株予約権 第２回新株予約権 

株主総会決議年月日 平成13年６月20日 平成12年12月20日 平成14年10月10日 平成15年6月26日 

権利行使価格 （円） 50,000円(注) 40,000 円(注) 50,000 円 61,000 円 

行使時平均株価（円）  － － 159,000 円 － 

 

 第３回新株予約権 第４回新株予約権 第５回新株予約権 第６回新株予約権 

株主総会決議年月日 平成15年11月７日 平成16年１月21日 平成17年６月28日 平成17年６月28日 

権利行使価格 （円） 65,000円 65,000 円 369,214 円 307,125 円 

行使時平均株価（円）  － － － － 

(注)平成 13 年 11 月２日付で株式分割を行ったことに伴い、権利行使価格は調整されております。 

 

（重要な後発事象） 

前第 1 四半期会計期間 

(自 平成 17 年４月 １日 

  至 平成 17 年６月 30 日) 

当第 1 四半期会計期間 

(自 平成 18 年４月 １日 

  至 平成 18 年６月 30 日) 

前事業年度 

(自 平成 17 年４月 １日 

  至 平成 18 年３月 31 日) 

──────────── ──────────── ──────────── 
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(6) 事業部門別売上高 
 

（単位：百万円） 

事業部門別 

前第 1 四半期会計期間 

 (自 平成 17 年４月 １日

   至 平成 17 年６月 30 日)

当第 1 四半期会計期間 

 (自 平成 18 年４月 １日 

  至 平成 18 年６月 30 日) 

前事業年度 

(自 平成 17 年４月 １日

  至 平成 18 年３月 31 日)

  リテイル事業 1,123 1,508 4,708 

    Ｅリテイル事業 1,110 1,498 4,661 

    その他リテイル 12 9 46 

  その他の事業 0 31 39 

合計 1,124 1,539 4,748 

 


