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1.  平成21年3月期第1四半期の連結業績（平成20年4月1日～平成20年6月30日） 

 

(2) 連結財政状態 

  

(1) 連結経営成績（累計） （％表示は対前年同四半期増減率）

売上高 営業利益 経常利益 四半期純利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

21年3月期第1四半期 1,936 ― △40 ― △29 ― △33 ―

20年3月期第1四半期 1,640 △18.2 56 ― 58 ― 49 ―

1株当たり四半期純利益
潜在株式調整後1株当たり四半期純利

益

円 銭 円 銭

21年3月期第1四半期 △1.60 ―

20年3月期第1四半期 2.39 ―

総資産 純資産 自己資本比率 1株当たり純資産

百万円 百万円 ％ 円 銭

21年3月期第1四半期 10,710 6,994 65.3 338.12
20年3月期 10,808 7,132 66.0 344.81

（参考） 自己資本   21年3月期第1四半期  6,994百万円 20年3月期  7,132百万円

2.  配当の状況 

（注）配当予想の当四半期における修正の有無  無  
 

1株当たり配当金

（基準日） 第1四半期末 第2四半期末 第3四半期末 期末 年間

円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭

20年3月期 ― 0.00 ― 5.00 5.00
21年3月期 ― ――― ――― ――― ―――

21年3月期（予想） ――― 0.00 ― 5.00 5.00

3.  平成21年3月期の連結業績予想（平成20年4月1日～平成21年3月31日） 
（％表示は通期は対前期、第2四半期連結累計期間は対前年同四半期増減率）

（注）連結業績予想数値の当四半期における修正の有無  無  
 

売上高 営業利益 経常利益 当期純利益
1株当たり当期純

利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 円 銭

第2四半期連結累計期間 4,100 ― 40 ― 20 ― 10 ― 0.48
通期 8,800 19.1 250 1.5 190 △27.2 460 27.3 22.23

4.  その他 
(1) 期中における重要な子会社の異動（連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動）  無  

(2) 簡便な会計処理及び四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用  有  

[(注) 詳細は、３ページ【定性的情報・財務諸表等】 4. その他をご覧ください。]  

(3) 四半期連結財務諸表作成に係る会計処理の原則・手続、表示方法等の変更（四半期連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項等の変更に記載されるもの） 

[(注) 詳細は、３ページ【定性的情報・財務諸表等】 4. その他をご覧ください。]  

(4) 発行済株式数（普通株式） 

※ 業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
 当連結会計年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」(企業会計基準第12号)及び「四半期財務諸表に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第14
号)を適用しております。また、「四半期連結財務諸表規則」に従い四半期連結財務諸表を作成しております。  

① 会計基準等の改正に伴う変更 有

② ①以外の変更 無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 21年3月期第1四半期  20,750,000株 20年3月期  20,750,000株

② 期末自己株式数 21年3月期第1四半期  64,740株 20年3月期  63,828株

③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 21年3月期第1四半期  20,686,057株 20年3月期第1四半期  20,691,628株
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・定性的情報・財務諸表等

1. 連結経営成績に関する定性的情報
当第１四半期連結会計期間におけるわが国経済は、米国のサブプライムローン問題に端を発する世界的な

金融市場の混乱に加え、原油を始めとする資源・食糧価格の高騰が影響し、物価の上昇基調に伴い個人消費
の減少が懸念され、先行き不透明な状況となっております。
　一方、保健関連業界においては、本年４月から施行された「特定健康診査・特定保健指導」制度が消費マ
インドを支えているものの、大手食品・医薬品メーカーを中心に本格参入が相次ぎ競合は引き続き激化して
おります。
　このような状況の中、当社グループは①業績の縮小均衡を打破すること②今年度下期に予定されている本
社工場・本社移転の業績への影響を極小化することを主眼として、プロモーション活動を前倒し実施するな
ど、期初から積極的な施策展開を実施いたしました。
　その結果、当第１四半期連結会計期間の売上高は1,936百万円(前年同期比295百万円増)と大幅に増加した
ものの、プロモーション費用等の前倒し実施等営業経費が増加したことにより営業損失は40百万円(前年同期
比97百万円減)、経常損失は29百万円(前年同期比87百万円減)、四半期純損失は33百万円(前年同期比82百万
円減)と前年実績を下回りました。

【分野別の状況】

区分

前第１四半期連結累計期間 当第１四半期連結累計期間 増減

販売金額

(百万円)

構成比

(％)

販売金額

(百万円)

構成比

(％)

販売金額

(百万円)

オーラルケア 158 9.7 137 7.1 △20

ヘルスケア 868 52.9 929 48.0 61

メディカルケア 151 9.3 114 5.9 △37

カプセル(受託) 301 18.3 614 31.8 313

その他 161 9.8 139 7.2 △21

合計 1,640 100.0 1,936 100.0 295

保健食品の通信販売を中心としたヘルスケア分野においては、主力商品の「ビフィーナ」に重点を置いた
広告宣伝の前倒し実施、ならびにセミナー・イベントの開催など新たな販売戦術を含めた新規ユーザーの獲
得を行いました。結果、当社のオリジナリティ性の高い「ビフィーナ」は好調に推移いたしましたが、競合
が激化している他商品群は苦戦を強いられました。
　メディカルケア分野では、「メディケア」のリニューアルの浸透が予想以上に手間取ったこと、オーラルケ
ア分野では一部商品の整理を行ったことから前年同期比では売上は減少しております。
　一方、カプセル受託事業分野では、プロバイオティクス及び機能性カプセル受託が好調なうえ、ジェネリ
ック関連の受託量増加や新規のフレーバー関連の受託に成功したことが功を奏し、前年同期対比の売上は大
きく増加しております。

2. 連結財政状態に関する定性的情報
当第１四半期会計期間末の資産合計は、前連結会計年度末と比較して97百万円減少し、10,710百万円とな

りました。
　負債合計は、前連結会計年度末と比較して40百万円増加し、3,715百万円となりました。純資産合計は、
138百万円減少し、6,994百万円となりました。

【キャッシュフローの状況】

当第１四半期会計期間末における現金及び現金同等物(以下資金という)は2,901百万円となり、前連結会計
年度末に比べ587百万円減少いたしました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
　営業活動の結果使用した資金は305百万円となりました。これは主に売上の増加及び売上債権流動化を実施
しなかったことによる売上債権の増加435百万円によるものです。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
　投資活動の結果使用した資金は160百万円となりました。これは主に、新工場建設費及び新本社購入の契約
手付金支払等の固定資産の取得843百万円及び支払まで資金運用していた定期預金・投資有価証券の満期償還
800百万円等によるものです。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
　財務活動の結果使用した資金は122百万円となりました。これは主として配当金の支払によるものです。
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3. 連結業績予想に関する定性的情報
業績予想につきましては、平成20年５月15日に公表した平成21年３月期(平成20年４月１日～平成21年３月

31日)の業績予想と変更はございません。
　なお、業績予想につきましては、本資料の発表日において入手可能な情報に基づき当社で判断したもので
あり、実際の業績は、今後様々な要因によって予想値と異なる場合があります。

4. その他
(1) 期中における重要な子会社の異動(連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動)

該当事項はありません。

(2) 簡便な会計処理及び四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用
１．棚卸資産の評価方法

　当第１四半期連結会計期間末の棚卸高の算出に関しては、実地棚卸を省略し、前連結会計年度末の実地
棚卸高を基礎として合理的な方法により算出する方法によっております。

(3) 四半期連結財務諸表作成に係る会計処理の原則・手続、表示方法等の変更
当連結会計年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」(企業会計基準第12号)及び「四半期財務諸表

に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第14号)を適用しております。また、「四半期連結財
務諸表規則」に従い四半期連結財務諸表を作成しております。

・棚卸資産の評価基準及び評価方法
　「棚卸資産の評価に関する会計基準」（企業会計基準第9号 平成18年７月５日）を当第1四半期連結会計
期間から適用し、評価基準については、原価法から原価法（収益性の低下による簿価切下げの方法）に変
更しております。なお、この変更による損益への影響は軽微であります。
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5. 【四半期連結財務諸表】

(1) 【四半期連結貸借対照表】

（単位：百万円）

当第１四半期連結会計期間末

(平成20年６月30日)

前連結会計年度末に係る

要約連結貸借対照表

(平成20年３月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 2,901 3,789

受取手形及び売掛金 1,197 762

有価証券 500 1,000

商品及び製品 645 571

仕掛品 219 304

原材料及び貯蔵品 247 211

その他 160 199

貸倒引当金 △3 △3

流動資産合計 5,868 6,833

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額） 1,007 1,022

機械装置及び運搬具（純額） 73 65

土地 916 916

建設仮勘定 1,385 627

その他（純額） 36 37

有形固定資産合計 3,419 2,669

無形固定資産 117 92

投資その他の資産

投資有価証券 1,085 1,052

その他 162 159

貸倒引当金 △0 △0

投資その他の資産合計 1,247 1,212

固定資産合計 4,783 3,974

繰延資産 58 －

資産合計 10,710 10,808

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 1,144 1,094

短期借入金 80 80

未払法人税等 19 35

返品調整引当金 25 25

賞与引当金 164 82

その他 835 857

流動負債合計 2,268 2,175

固定負債

長期借入金 50 70

退職給付引当金 276 268
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（単位：百万円）

当第１四半期連結会計期間末

(平成20年６月30日)

前連結会計年度末に係る

要約連結貸借対照表

(平成20年３月31日)

繰延税金負債 546 549

その他 574 612

固定負債合計 1,447 1,500

負債合計 3,715 3,675

純資産の部

株主資本

資本金 3,537 3,537

資本剰余金 963 963

利益剰余金 2,487 2,624

自己株式 △59 △58

株主資本合計 6,929 7,066

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 64 65

評価・換算差額等合計 64 65

純資産合計 6,994 7,132

負債純資産合計 10,710 10,808
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(2) 【四半期連結損益計算書】

【当第１四半期連結累計期間】

（単位：百万円）

当第１四半期連結累計期間

(自 平成20年４月１日

 至 平成20年６月30日)

売上高 1,936

売上原価 1,003

売上総利益 933

販売費及び一般管理費

販売促進費 209

広告宣伝費 210

人件費 180

賞与引当金繰入額 52

退職給付引当金繰入額 7

貸倒引当金繰入額 1

その他 311

販売費及び一般管理費合計 973

営業損失（△） △40

営業外収益

受取利息 7

受取配当金 5

その他 0

営業外収益合計 12

営業外費用

支払利息 1

その他 0

営業外費用合計 1

経常損失（△） △29

特別利益

固定資産売却益 0

特別利益合計 0

税金等調整前四半期純損失（△） △28

法人税、住民税及び事業税 7

法人税等調整額 △2

法人税等合計 5

四半期純損失（△） △33
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(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】

（単位：百万円）

当第１四半期連結累計期間

(自 平成20年４月１日

 至 平成20年６月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純損失（△） △28

減価償却費 28

退職給付引当金の増減額（△は減少） 7

貸倒引当金の増減額（△は減少） 0

賞与引当金の増減額（△は減少） 81

受取利息及び受取配当金 △12

支払利息 1

有形固定資産売却損益（△は益） △0

売上債権の増減額（△は増加） △435

たな卸資産の増減額（△は増加） △25

仕入債務の増減額（△は減少） 50

その他 29

小計 △302

利息及び配当金の受取額 15

利息の支払額 △0

法人税等の支払額 △17

営業活動によるキャッシュ・フロー △305

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の払戻による収入 300

有価証券の償還による収入 500

有形固定資産の取得による支出 △843

有形固定資産の売却による収入 1

投資有価証券の取得による支出 △37

貸付けによる支出 △30

その他 △50

投資活動によるキャッシュ・フロー △160

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入金の返済による支出 △20

配当金の支払額 △102

その他 △0

財務活動によるキャッシュ・フロー △122

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △587

現金及び現金同等物の期首残高 3,489

現金及び現金同等物の四半期末残高 2,901
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当連結会計年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」(企業会計基準第12号)及び「四半期財務諸表に

関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第14号)を適用しております。また、「四半期連結財務諸

表規則」に従い四半期連結財務諸表を作成しております。

(4) 継続企業の前提に関する注記

該当事項はありません。

(5) セグメント情報

a.事業の種類別セグメント情報

当社グループは、主に保健関連商品の製造販売事業を行っております。当該事業の売上高及び営業利益
の金額は全セグメントの売上高合計及び営業利益の合計額に占める割合のそれぞれ90％を超えているため
記載を省略しております。

b.所在地別セグメント情報

本邦以外の国又は地域に所在する連結子会社及び重要な在外支店がないため該当事項はありません。

c.海外売上高

当第１四半期連結累計期間(自 平成20年４月１日 至 平成20年６月30日)

アジア 北米 その他の地域 計

Ⅰ 海外売上高(千円) 67 133 1 203

Ⅱ 連結売上高(千円) ─ ─ ─ 1,936

Ⅲ 連結売上高に占める
　 海外売上高の割合(％)

3.5 6.9 0.1 10.5

(注) １ 国又は地域の区分の方法は地理的近接度によっております。

２ 本邦以外の区分に属する主な国又は地域
　(1)アジア・・・・・台湾、韓国、中国、シンガポール等
　(2)北米・・・・・・アメリカ
　(3)その他の地域・・スイス、イギリス等
３ 海外売上高は当社及び連結子会社の本邦以外の国又は地域における売上高であります。

(6) 株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記

該当事項ありません。
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「参考」

(要約) 前四半期連結損益計算書

科目

前第１四半期連結累計期間
(自 平成19年４月１日
 至 平成19年６月30日)

金額(百万円)

Ⅰ 売上高 1,640

Ⅱ 売上原価 818

売上総利益 822

Ⅲ 販売費及び一般管理費

　１ 販売促進費 171

　２ 広告宣伝費 106

　３ 人件費 185

　４ 賞与引当金繰入額 20

　５ 退職給付引当金繰入額 5

　６ 減価償却費 1

　７ 研究開発費 93

　８ その他 181

　 販売費及び一般管理費合計 765

営業利益 56

Ⅳ 営業外収益

　１ 受取利息 3

　２ 持分法による投資利益 9

　３ その他 9

　 営業外収益合計 23

Ⅴ 営業外費用

　１ 支払利息 3

　２ 棚卸資産処分損 17

　３ その他 1

　 営業外費用合計 21

経常利益 58

Ⅵ 特別損失

　１ 固定資産処分損 1

　２ その他 0

　 特別損失合計 1

　 税金等調整前四半期純利益 57

　 税金費用 7

　 四半期純利益 49
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(要約) 前四半期連結キャッシュ・フロー計算書

前第１四半期連結累計期間
(自 平成19年４月１日
 至 平成19年６月30日)

区分 金額(百万円)

Ⅰ 営業活動によるキャッシュ・フロー

　１ 税金等調整前四半期純利益 57

　２ 減価償却費 16

　３ 引当金の増減額（△は減少） 17

　４ 受取利息及び受取配当金 △ 3

　５ 支払利息 3

　６ 持分法による投資損益 △ 9

　７ 固定資産売却損・処分損 1

　８ 売上債権の減少額 △ 109

　９ たな卸資産の増減額（△は増加） 7

　10 仕入債務の増減額（△は減少） 11

　11 その他 △ 167

小計 △ 175

　12 利息及び配当金の受取額 3

　13 利息の支払額 △ 3

　14 法人税等の支払額 △ 1,146

　営業活動によるキャッシュ・フロー △ 1,322

Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー

　１ 有価証券の取得による支出 △ 500

　２ 投資有価証券の取得による支出 △ 1,038

　３ 有形固定資産の取得による支出 △ 612

　４ 長期前払費用による支出 △ 5

　５ その他 △ 120

　投資活動によるキャッシュ・フロー △ 2,277

Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー

　１ 長期借入金の返済による支出 △ 731

　２ 配当金の支払額 △ 40

　３ その他 △0

　財務活動によるキャッシュ・フロー △ 772

Ⅳ 現金及び現金同等物の増加額 △ 4,372

Ⅴ 現金及び現金同等物の期首残高 8,590

Ⅵ 現金及び現金同等物の四半期末残高 4,218
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