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平成 19 年３月期 第３四半期財務・業績の概要（非連結） 
平成19年２月９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  代表取締役社長  後藤 玄利   TEL 03-3584-4156（代表） 
            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３四半期財務・業績の概況（平成 18 年４月１日～平成 18 年 12 月 31 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 19 年３月期第３四半期 

     百万円 
  4,912 

%
42.2

  百万円 
14 

%
△66.3

   百万円 
 3 

% 
△91.9 

百万円

△2
%
－

平成 18 年３月期第３四半期 3,455 50.4   43 117.5    38 － 50 －

(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 19 年３月期第３四半期 △88 円 93 銭        － 
平成 18 年３月期第３四半期 1,850 円 37 銭  1,748 円 15 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、前年度に引き続き品揃えの拡充に努め、取扱商品数は前事業年度末の 60,394 点から当第

3 四半期末の 69,153 点へと順調に増加しました。また、上半期においては、白いんげん豆（及びその含有成分である

ファセオラミン）、杜仲茶などが大きな人気を集めました。その結果、当第３四半期 9 ヶ月間におけるリテイル事業の

売上高は、前年同期比 35.5％増の 4,661 百万円となりました。なお、当第３四半期 9 ヶ月間におけるサイト訪問者数

は 46,738 千人（前年同期比 61.8％増）、出荷件数は 955 千件（前年同期比 51.4％増）となっております。 
 その他の事業のおいては、ドロップシップ事業の強化やメディア事業の開始などの取り組みを行いました。当第３四

半期 9 ヶ月間におけるその他の事業の売上高は、前年同期比 1,560.0％増の 250 百万円となりました。 
 売上総利益率については、上半期において仕入原価低減活動の進捗が当初予定より遅れましたが、10 月以降は宇都

宮物流センター稼動により仕入先の選択肢が拡がったことから原価低減が進みました。これに加え、相対的に粗利率の

低いその他の事業の売上高が増加したことにより、売上総利益率は前年同期比 0.3 ポイント減の 35.4％となっており

ます。販売費及び一般管理費については、宇都宮物流センターの開業など事業基盤の整備により固定費が当初想定どお

りの増加となりました。また、物流センターにおけるコスト効率が上半期に想定外の低下となり、変動費率が上昇しま

した。10 月以降は、宇都宮物流センター稼動により配送距離が短縮されたこと等から物流コストの削減が進みました。

これらの結果、営業利益は 14 百万円（前年同期比 66.3%減）となりました。経常利益は、3 百万円（前年同期比 91.9%
減）、税引前第３四半期純利益及び第３四半期純損失は、それぞれ 0 百万円（前年同期比 98.2%減）及び 2 百万円（前
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年同期は第３四半期純利益 50 百万円）となっております。 
 
 
(2) 財政状態の変動状況                                （百万円未満切捨て） 
 総資産   株主資本 自己資本比率 １株当たり 

純資産 
 

平成 19 年３月期第３四半期 

百万円

3,285 
百万円

1,821 
% 

55.4 
    円  銭

63,250  04 
平成 18 年３月期第３四半期 2,956 1,511 51.1 54,629   98 
(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 19 年３月期第３四半期 

百万円

139 
百万円

△335 
百万円 

△185 
百万円

1,186 
平成 18 年３月期第３四半期 31 △487 832 1,301 
(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９ヶ月間における財政状態の主な変動としては、現金及び預金が 1,568 百万円か

ら 1,186 百万円へ 381 百万円減少したこと、固定資産が 1,008 百万円から 1,169 百万円へ 161 百万円増加したこと、

有利子負債が 831 百万円から 731 百万円へ 100 百万円減少したことが挙げられます。また、売上の成長に伴い、売掛

金（450 百万から 608 百万円へ 158 百万円増加）、棚卸資産（223 百万から 280 百万円へ 56 百万円増加）、買掛金（373
百万から 522 百万円へ 148 百万円増加）がそれぞれ増加しております。 
 固定資産の増加は、宇都宮物流センターの開設（今年度 10 月より稼動開始）や基幹業務システムの強化に係る支出

によるものであります。現金及び預金の減少は、設備投資及び有利子負債の返済等によるものであります。 
  
 ＜キャッシュ・フローの状況＞ 
 当第３四半期においては、積極的な投資活動により現金及び現金同等物（以下、「資金」と言う）を費やしたこと、

有利子負債の返済等財務活動に資金を充てたことから、当四半期末における資金は 1,186 百万円と前事業年度末と比べ

て 381 百万円減少しました。 
  
（営業活動によるキャッシュ・フロー） 
 当第３四半期においては、営業活動により 139 百万円の資金を獲得（前年同期比 338.7%増）しました。この主な要

因としては、税引前第 3 四半期利益が 0 百万円となったものの非現金支出である減価償却費が 132 百万円あることが

挙げられます。 
 
（投資活動によるキャッシュ・フロー） 
 当第３四半期においては、宇都宮物流センター開設及び新規事業であるドロップシップ事業の強化等に伴い有形固定

資産の取得による支出（156 百万円）、無形固定資産の取得による支出（175 百万円）等により、合計で 335 百万円(前
年同期比 31.13％減）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３四半期においては、社債の償還（55 百万円）や長期借入金の返済（45 百万円）、自己株式の取得（86 百万円）

により、185 百万円（前年同期は 832 百万円の調達）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） 

１株当たり年間配当金  
売上高 経常利益 当期純利益 

中間 期末 
 

 
通 期 

百万円 
6,500 

百万円

10 
百万円

2 
円  銭

－    － 
円  銭 

0    00 
円   銭

0   00 
(参考) １株当たり予想当期純利益（通期）102 円 70 銭  

 

[業績予測に関する定性的情報] 
 第４四半期におきましても、従来から引き続き、取扱商品数の拡大、顧客サービスレベルの向上、オペレーション効

率の向上に取り組み、サイト訪問者数及び売上高の成長を維持すべく努めてまいります。以上より、通期の売上高は

6,500 百万円（前期比 36.9%増）、経常利益は 10 百万円（前期比 83.3%減）、当期純利益については 2 百万円（前年同

期比 96.6%減）と予測しております。 
 なお、上半期においては、仕入原価低減活動の遅れから粗利率の改善が当初予想を下回りました。また、物流倉庫業

務のコスト効率が、売上急増に伴い一時的に低下したため、売上高に対する販売費及び一般管理費の比率（販管費比率）

が上昇しました。10 月の宇都宮物流センター開設により、仕入先の選択肢が拡がったことから仕入原価低減活動が進

み、また、配送距離が短縮されたことから物流コストの削減が進み、粗利率および販管費比率は 10 月以降に改善の傾

向を示しております。しかし、上半期までに生じた累積的な影響を年度末までに解消することが困難な見通しであるこ

とから、経常利益及び当期純利益の予想を修正することとなりました。 
  
 
（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。 
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４．四半期財務諸表 
 
①四半期貸借対照表  

 
前第 3 四半期会計期間末 

(平成 17 年 12 月 31 日) 
当第 3 四半期会計期間末 

(平成 18 年 12 月 31 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    1,301,397 1,186,897   1,568,259

２．売掛金    405,558 608,991   450,581

３．たな卸資産    239,839 280,142   223,564

４．その他 ※３  33,221 44,747   47,846

  貸倒引当金    △6,849 △8,245   △6,474

 流動資産合計    1,973,168 66.8 2,112,532 64.3  2,283,778 69.2

Ⅱ 固定資産          

(1) 有形固定資産 ※１        

１．建物 ※２  402,250 398,681   399,201

２．構築物    52,449 46,406   49,700

３．機械及び装置   － 8,820   －

４．車両運搬具    2,381 2,643   2,051

５．工具器具備品    135,673 249,517   202,284

６．建設仮勘定    73,770 23,522   8,201

 有形固定資産合計    666,526 22.5 729,591 22.2  661,440 20.1

(2) 無形固定資産     

１．ソフトウェア   219,243 347,751   256,258

２．その他   2,152 2,212   2,067

 無形固定資産合計   221,395 7.5 349,963 10.7  258,325 7.8

(3) 投資その他の資産      

１．投資有価証券 ※２  6,630 6,495   7,110

２．差入保証金    80,097 80,302   80,097

３．その他    1,650 3,275   1,227

 投資その他の資産合計    88,377 3.0 90,073 2.7  88,434 2.7

 固定資産合計    976,299 33.0 1,169,628 35.6  1,008,201 30.6

Ⅲ 繰延資産      

１．社債発行費   7,129  3,718   5,949

繰延資産合計   7,129 0.2 3,718 0.1  5,949 0.2

 資産合計      2,956,596 100.0 3,285,880 100.0  3,297,930 100.0
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前第 3 四半期会計期間末 

(平成 17 年 12 月 31 日) 
当第 3 四半期会計期間末 

(平成 18 年 12 月 31 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  366,322 522,158  373,352

２．短期借入金    30,000 －  －

３．１年内返済予定の社債  110,000 110,000  110,000

４．１年内返済予定の長期

借入金 ※２  60,176 60,176  60,176

５．未払金    101,277 139,902  139,930

６．その他   39,322 69,164  43,662

流動負債合計    707,099 23.9 901,402 27.5  727,121 22.0

Ⅱ 固定負債     

１．社債   440,000 330,000  385,000

２．長期借入金 ※２  293,724 231,148  276,280

３．その他    3,998 1,770  3,691

固定負債合計    737,722 25.0 562,918 17.1  664,971 20.2

負債合計    1,444,821 48.9 1,464,320 44.6  1,392,093 42.2
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前第 3 四半期会計期間末 

(平成 17 年 12 月 31 日) 
当第 3 四半期会計期間末 

(平成 18 年 12 月 31 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    733,119 24.8 － －  925,139 28.1

Ⅱ 資本剰余金     

１．資本準備金   969,389 － 1,161,409 

資本剰余金合計    969,389 32.8 － －  1,161,409 35.2

Ⅲ 利益剰余金     

１．第 3 四半期(当期) 

未処理損失   190,957 － 181,220 

利益剰余金合計    △190,957 △6.5 － －  △ 181,220 △5.5

Ⅳ その他有価証券評価差額金    223 0.0 － －  508 0.0

資本合計    1,511,775 51.1 － －  1,905,837 57.8

負債資本合計    2,956,596 100.0 － －  3,297,930 100.0

               

（純資産の部）     

Ⅰ 株主資本     

  １．資本金   － － 926,292 28.2  － －

 ２．資本剰余金      

(1)．資本準備金   － 1,162,562 － 

資本剰余金合計    － － 1,162,562 35.4  － －

３．利益剰余金     

(1)．その他利益剰余金    

繰越利益剰余金   － △183,808 － 

利益剰余金合計    － － △183,808 △5.6  － －

４．自己株式   － － △83,968 △2.6  － －

株主資本合計   － － 1,821,077 55.4  － －

Ⅱ 評価・換算差額等     

１． その他有価証券 

評価差額金  － 143 － 

評価・換算差額等合計  － － 143 0.0  － －

Ⅲ 新株予約権    

１．新株引受権  － 250 － 

  ２．新株予約権  － 88 － 

新株予約権合計   － － 338 0.0  － －

純資産合計    － － 1,821,560 55.4  － －

負債純資産合計    － － 3,285,880 100.0  － －
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②四半期損益計算書 

  

前第 3 四半期会計期間 

 (自 平成 17 年４月 １日 

   至 平成 17 年 12 月 31 日) 

当第 3 四半期会計期間 

 (自 平成 18 年４月 １日 

  至 平成 18 年 12 月 31 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    3,455,036 100.0 4,912,756 100.0  4,748,448 100.0

Ⅱ 売上原価    2,221,811 64.3 3,174,685 64.6  3,052,260 64.3

売上総利益    1,233,224 35.7 1,738,070 35.4  1,696,188 35.7

Ⅲ 販売費及び一般管理費    1,190,104 34.4 1,723,556 35.1  1,635,188 34.4

営業利益    43,119 1.3 14,514 0.3  60,999 1.3

Ⅳ 営業外収益 ※１  1,546 0.0 1,470 0.0  2,792 0.1

Ⅴ 営業外費用 ※２  5,765 0.2 12,830 0.2  12,317 0.3

経常利益   38,901 1.1 3,154 0.1  51,474 1.1

Ⅵ 特別利益 ※３  28,479 0.8 － －  28,479 0.6

Ⅶ 特別損失 ※４  13,262 0.4 2,155 0.1  14,953 0.3

税引前第 3 四半期

(当期)純利益 
   54,117 1.6 999 0.0  64,999 1.4

法人税、住民税 

及び事業税 
  3,435 3,587 4,580 

法人税等調整額   － 3,435 0.1 － 3,587 0.1 － 4,580 0.1

第 3 四半期(当期)

純利益（△損失） 
   50,682 1.5 △2,587 △0.1  60,419 1.3

前期繰越損失    241,639 －  241,639

第 3 四半期(当期)

未処理損失 
   190,957 －  181,220
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③ 四半期株主資本等変動計算書 

 

当第 3四半期会計期間 (自 平成 18 年４月１日 至 平成 18 年 12 月 31 日)           （単位：千円） 
株主資本 評価・換算差額等 新株予約権 

資本剰余金 利益剰余金 

その他利益 

剰余金 

 

資本金 
資本準備金 

繰越利益 

剰余金 

自己株式 
その他有価証券 

評価差額金 

新株 

引受権 

新株 

予約権 

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

当第 3 四半期変動額    

新株の発行 1,152 1,152 － － － － －

当第 3 四半期純損失 － － △2,587 － － － －

自己株式の取得 － － － △83,968 － － －

株主資本以外の項目の

当第 3 四半期変動額

（純額） 

－ － － － △364 － 88

当第 3 四半期変動額合計 1,152 1,152 △2,587 △83,968 △364 － 88

当第 3 四半期末残高 926,292 1,162,562 △183,808 △83,968 143 250 88
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④四半期キャッシュ・フロー計算書 

  

前第 3 四半期会計期間

 (自 平成 17 年４月 １日

  至 平成17年12月31日)

当第 3 四半期会計期間 

(自 平成 18 年４月１日 

至 平成 18 年 12 月 31 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 3 四半期(当期)純利益   54,117 999          64,999 

２．減価償却費   62,411 132,102 95,092 

３．貸倒引当金の増減額   176 1,771 △199 

４．受取利息及び受取配当金   △164 △183 △167 

５．支払利息   3,728 7,888 6,696 

６．新株発行費   241 － 2,639 

７．株式交付費  － 37 － 

８．社債発行費償却  1,795 2,231 2,975 

９．自己株式取得費用  － 2,098 － 

10．保険差益  △17,242 － △17,242 

11．固定資産除却損   1,685 315 3,377 

12．売上債権の増加額   △15,297 △158,409 △60,361 

13．仕入債務の増減額   8,841 148,806 △101,527 

14．たな卸資産の増減額   △117,802 △56,577 15,870 

15．前払費用の増加額  △57 △5,262 △1,244 

16．未収入金の増減額  △2,011 999 △9,146 

17．未払金の増加額  13,340 31,103 18,790 

18．未払費用の増加額  10,270 11,090 5,205 

19．未収(未払)消費税等の増加額   20,783 32,107 29,510 

20．その他   △5,808 7,013 1,566 

小計   19,008 158,134 56,833 

21．利息及び配当金の受取額   164 183 167 

22．保険金の受取額  17,242 － 17,242 

23．利息の支払額   △1,300 △6,518 △6,130 

24．法人税等の支払額   △3,202 △11,798 △3,202 

  営業活動によるキャッシュ・フロー   31,911 139,999 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   △332,755 △156,434 △358,995 

２．無形固定資産の取得による支出   △147,464 △175,704 △165,428 

３．短期貸付金の貸付による支出  △2,700 － △2,700 

４．投資有価証券の取得による支出  △4,367 － △4,367 

５．敷金保証金の差入れによる支出   - △365 － 

６．敷金保証金の返還による収入   - 85 － 

７．その他   - △3,475 △676 

  投資活動によるキャッシュ・フロー   △487,287 △335,893 △532,167 
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前第３四半期会計期間 

 (自 平成 17 年４月１日

  至 平成 17年 12月 31日)

当第３四半期会計期間 

(自 平成 18 年４月１日 

至 平成 18 年 12 月 31 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 － 10,000 

２．短期借入金の返済による支出   △25,000 － △55,000 

３．長期借入れによる収入  300,000 － 300,000 

４．長期借入金の返済による支出   △10,932 △45,132 △28,376 

５．社債の発行による収入  541,075 － 541,075 

６．社債の償還による支出  － △55,000 △55,000 

７．株式の発行による収入   18,914 2,267 400,556 

８．自己株式の取得による支出   － △86,066 － 

９．その他   △1,370 △1,537 △1,827 

  財務活動によるキャッシュ・フロー   832,687 △185,468 1,111,428 

Ⅳ 現金及び現金同等物の増減額   377,311 △381,362 644,173 

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 3 四半期末(期末)残高 
 ※ 1,301,397 1,186,897 1,568,259 
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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 3 四半期会計期間 

 (自 平成 17 年４月 1 日 

   至 平成 17 年 12 月 31 日)

当第 3 四半期会計期間 

 (自 平成 18 年４月 1 日 

   至 平成 18 年 12 月 31 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3四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 

その他有価証券 

時価のあるもの 

 第 3四半期会計期間末日の市

場価格等に基づく時価法(評価

差額は全部純資産直入法によ

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 

 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   ３～10 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   ３～10 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   ３～10 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) 株式交付費 

同   左 

 (1) 新株発行費 

同   左 

 (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 

 

(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 

   

 

四半期財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更 

前第 3 四半期会計期間 

(自 平成 17 年４月１日 

至 平成 17 年 12 月 31 日) 

当第 3 四半期会計期間 

(自 平成 18 年４月１日 

至 平成 18 年 12 月 31 日) 

前事業年度 

 (自 平成 17 年４月 1 日 

  至 平成 18 年３月 31 日) 

（固定資産の減損に係る会計基準） 

 当第３四半期会計期間より、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。 

--------------- （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。 

--------------- （貸借対照表の純資産の部の表示に関する会

計基準） 

当第３四半期会計期間より、「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 1,821,221 千円であります。 

なお、中間財務諸表等規則の改正により、

当第３四半期会計期間における四半期貸借

対照表の純資産の部については、改正後の中

間財務諸表等規則により作成しております。

  

（ストック・オプション等に関する会計基準）

 当第３四半期会計期間より、「ストック・

オプション等に関する会計基準」（企業会計

基準第8号 平成17年12月27日）及び「スト

ック・オプション等に関する会計基準の適用

指針」 （企業会計基準適用指針第11号平成

18年5月13日）を適用しております。 

  これにより営業利益、経常利益及び税引前

第３四半期純利益は、それぞれ88千円減少し

ております。 

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

 

 

表示方法の変更 

前第 3 四半期会計期間 

(自 平成 17 年４月１日 

至 平成 17 年 12 月 31 日) 

当第 3 四半期会計期間 

(自 平成 18 年４月１日 

至 平成 18 年 12 月 31 日) 

前事業年度 

 (自 平成 17 年４月 1 日 

  至 平成 18 年３月 31 日) 

--------------- （繰延資産の会計処理に関する当面の取扱い）

 当第３四半期会計期間より、「繰延資産の

会計処理に関する当面の取扱い」（企業会計

基準委員会 平成18年８月11日 実務対応

報告第 19 号）を適用しております。 

 前第３四半期会計期間において営業活動

によるキャッシュフローとして表示してい

た「新株発行費」は、当第３四半期会計期間

より「株式交付費」として表示する方法に変

更しております。 

--------------- 
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 追加情報 

前第 3 四半期会計期間 

(自 平成 17 年４月１日 

至 平成 17 年 12 月 31 日) 

当第 3 四半期会計期間 

(自 平成 18 年４月１日 

至 平成 18 年 12 月 31 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第3四半期純

利益が7,129千円多く計上されております。 

--------------- 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 3 四半期会計期間末 

(平成 17 年 12 月 31 日現在) 

当第 3 四半期会計期間末 

(平成 18 年 12 月 31 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 

115,309千円 

 

※１．有形固定資産の減価償却累計額 

217,116千円 

※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 

建物           390,557千円 

   投資有価証券     2,210千円 

合計           392,767千円 

 

    上記の担保付債務 

買掛金            973千円 

長期借入金    197,600千円 

       （内１年内返済 

長期借入金     28,800千円） 

合計          198,573千円 

 

※２．担保に供している資産 

建物           371,261千円 

   投資有価証券     6,495千円 

合計           377,756千円 

 

    上記の担保付債務 

買掛金          2,176千円 

長期借入金    166,400千円 

       （内１年内返済 

長期借入金     28,800千円） 

合計          168,576千円 

 

※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 2,222 千円を流動資

産の「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 18,041 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 3 四半期会計期間 

 (自 平成 17 年４月 １日 

   至 平成 17 年 12 月 31 日) 

当第 3 四半期会計期間 

 (自 平成 18 年４月 １日 

   至 平成 18 年 12 月 31 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            139千円 

破損商品等弁償金   415千円 

市場調査手数料    700千円 

※１．営業外収益の主なもの 

受取利息             93千円 

破損商品等弁償金   324千円 

 

※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          1,868千円 

社債利息         1,859千円 

社債発行費償却   1,795千円 

※２．営業外費用の主なもの 

支払利息          3,611千円 

社債利息         4,276千円 

社債発行費償却   2,231千円 

株式交付費       37千円 

自己株式取得費   2,098千円 

※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. 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 

 

※３. 特別利益の主なもの 

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

 

※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. 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     1,685千円 

※４. 特別損失の主なもの 

過年度消費税等   1,839千円 

固定資産除却損       315千円 

※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     45,397千円 

無形固定資産     17,013千円 

５．減価償却実施額 

有形固定資産     84,084千円 

無形固定資産     48,017千円 

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） 

当第３四半期会計期間（自 平成 18 年４月 1日 至 平成 18 年 12 月 31 日） 

１.発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項 

 前事業年度末株式数

（株） 

当第３四半期会計期間

増加株式数（株） 

当第３四半期会計期間 

減少株式数（株） 

当第３四半期会計期間

末株式数（株） 

発行済株式     

普通株式（注）１ 29,208 45           － 29,253

   合計 29,208 45           － 29,253

自己株式                

普通株式（注）２           －      459           － 459

合計           － 459           － 459

（注）１.普通株式の発行済株式数の増加 45 株は、新株予約権の権利行使によるものであります。 

   ２.普通株式の自己株式の株式数の増加 459 株は、自己株式の取得によるものであります。 

 

２.新株予約権及び自己新株予約権に関する事項 

新株予約権の目的となる株式の数 （株） 

区分 新株予約権の内訳 

新株予約

権の目的

となる株

式の種類

前事業年度末
当第３四半期

会計期間増加

当第３四半期

会計期間減少 

当第３四半期

会計期間末 

当第３四半

期会計期間

末残高     

（千円） 

新株引受権付社債 普通株式 500       －          － 500 250

新株引受権 普通株式 115       －          － 115     －

第１回新株予約権（注）１ 普通株式 324       － 40 284     －

第２回新株予約権（注）１ 普通株式 405       －           5 400     －

第３回新株予約権（注）２ 普通株式 86       －           4 82     －

第４回新株予約権（注）２ 普通株式 63       －           5 58     －

第５回新株予約権（注）２，３ 普通株式 432       － 22 410     －

第６回新株予約権（注）２，３ 普通株式 66       －           3 63     －

提出会社 

第 7 回新株予約権（注）３，４ 普通株式   － 121 － 121  88

 合計 － 1,991 121 79 2,033 338

（注）１.当該新株予約権の減少は、権利行使によるものであります。 

   ２.当該新株予約権の減少は、権利喪失によるものであります。 

   ３.当該新株予約権は、権利行使期間の初日が到来しておりません。 

   ４.当該新株予約権の増加は、新株予約権の発行によるものであります。  

  

３.配当に関する事項 

   該当事項はありません。 

 

 

（四半期キャッシュ・フロー計算書関係） 

前第 3 四半期会計期間 

 (自 平成 17 年４月 １日 

   至 平成 17 年 12 月 31 日) 

当第 3 四半期会計期間 

(自 平成 18 年４月 １日 

 至 平成 18 年 12 月 31 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 3 四半期末残高

と第 3 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 12 月 31 日現在） 

現金及び預金勘定       1,301,397 千円 

現金及び現金同等物     1,301,397 千円 

※ 現金及び現金同等物の第 3 四半期末残高

と第 3 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 12 月 31 日現在）

現金及び預金勘定       1,186,897 千円 

現金及び現金同等物     1,186,897 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 3 四半期会計期間 

(自 平成 17 年４月 １日 

  至 平成 17 年 12 月 31 日) 

当第 3 四半期会計期間 

(自 平成 18 年４月 １日 

  至 平成 18 年 12 月 31 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 3 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3四半期

末残高相

当額 

(千円) 

工具器具

備品 
54,429 29,598 24,831 

ソフトウ

ェア 
6,245 4,684 1,561 

合計 60,675 34,282 26,392 

  

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3四半期期末

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3四半期

末残高相

当額 

(千円)

工具器具

備品 
54,429 40,390 14,038

ソフトウ

ェア 
6,245 5,933 312

合計 60,675 46,324 14,350
 

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 3 四半期末残高相当

額 

１年内 12,484 千円 

１年超 15,480 千円 

合計 27,965 千円 

  

２．未経過リース料第 3 四半期末残高相当

額 

１年内 9,564 千円 

１年超 5,916 千円 

合計 15,480 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 3 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 10,127 千円 

減価償却費相当額 9,031 千円 

支払利息相当額 1,130 千円 

  

３．当第 3 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 10,127 千円

減価償却費相当額 9,031 千円

支払利息相当額 710 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 

（減損損失について） 

    リース資産に分配された減損損失

はありません。  

（減損損失について） 

同   左 

（減損損失について） 

同   左 
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（有価証券関係） 

前第３四半期会計期間末（平成 17 年 12 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）

前第３四半期会計期間末（平成17年12月31日現在） 

 
取 得 原 価 

貸 借 対 照 表 

計 上 額 
差 額 

株式 6,252 6,630 377 

合計 6,252 6,630 377 

 

当第３四半期会計期間末（平成 18 年 12 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）

当第３四半期会計期間末（平成18年12月31日現在） 

 
取 得 原 価 

貸 借 対 照 表 

計 上 額 
差 額 

株式 6,252 6,495 242 

合計 6,252 6,495 242 

 

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３四半期会計期間（自 平成 17 年４月１日 至 平成 17 年 12 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。 

 

当第３四半期会計期間（自 平成 18 年４月１日 至 平成 18 年 12 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。 

 

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。 
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（ストック・オプション等関係） 

当第３四半期会計期間（自 平成 18 年４月１日 至 平成 18 年 12 月 31 日） 

１．ストック・オプションに係る当第３四半期会計期間における費用計上額及び科目名 

     販売費及び一般管理費    88 千円 

   ２．当第３四半期会計期間に付与したストック・オプションの内容 

 第７回新株予約権 

付与対象者の区分及び人数 当社従業員 27 名 

株式の種類別のストック・オプションの付与数 普通株式 121 株 

付与日 平成 18 年 12 月 22 日 

権利確定条件 権利確定日（平成 21 年 1 月 1 日）において従業員の

地位にあること。 

対象勤務期間 自 平成 18 年 12 月 22 日 

至 平成 21 年１月１日 

権利行使期間 
自 平成 21 年１月１日 

至 平成 27 年 12 月 31 日 

権利行使価格（円） 162,698 

付与日における公正な評価単価（円） 76,522 

 

 

（持分法損益等） 

前第３四半期会計期間（自 平成 17 年４月１日 至 平成 17 年 12 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。 

 

当第３四半期会計期間（自 平成 18 年４月１日 至 平成 18 年 12 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。 

 

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３四半期会計期間 

(自 平成 17 年４月 １日 

  至 平成 17 年 12 月 31 日) 

当第３四半期会計期間 

(自 平成 18 年４月 １日 

  至 平成 18 年 12 月 31 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          54,629円98銭 

１株当たり第3四半期純利益    1,850円37銭 

１株当たり純資産額        63,250円04銭

１株当たり第3四半期純損失      88円93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3四半期純利益   1,748円15銭 

なお、潜在株式調整後１株あたり第3四半期

純利益については、第3四半期純損失を計上し

ているため記載しておりません。 

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３四半期（当期）純利益金額及び潜在株式調整後１株当たり第３四半期（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３四半期会計期間

(自 平成 17 年４月 １日

 至 平成 17 年 12 月 31 日)

当第３四半期会計期間 

(自 平成 18 年４月１日 

至 平成18年12月31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株当たり第３四半期（当期）純利益金額  

第３四半期（当期）純利益（△損失） （千円） 50,682 △2,587 60,419 

普通株主に帰属しない金額 （千円） － －               －

普通株式に係る第３四半期（当期）純利益（△損失） 

（千円） 

50,682 △2,587 60,419 

期中平均株式数 （株） 27,390.63 29,100.35 27,535.03 

    

潜在株式調整後１株当たり第３四半期（当期）純利益金額    

第３四半期（当期）純利益調整額 （千円）                －             －               － 

普通株式増加数 (株) 1,601.55 －  1,509.87 

（うち新株引受権及び新株予約権）   （1,601.55） － （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３四半期（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１種類 

（新株予約権の数 432個）
        － 

新株予約権２種類 

(新株予約権の数 498個)

 

 

（重要な後発事象） 

前第３四半期会計期間 

(自 平成 17 年４月 １日 

  至 平成 17 年 12 月 31 日) 

当第３四半期会計期間 

(自 平成 18 年４月 １日 

  至 平成 18 年 12 月 31 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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５．事業部門別売上高 

 
（単位：百万円） 

事業部門別 

前第３四半期会計期間 

 (自 平成 17 年４月 １日

   至 平成17年12月31日)

当第３四半期会計期間 

 (自 平成 18 年４月 １日 

  至 平成18年12月31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 3,439 4,661 4,708 

    Ｅリテイル事業 3,402 4,633 4,661 

    その他リテイル 36 27 46 

  その他の事業 15 250 39 

合計 3,455 4,912 4,748 

 


