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1.  平成21年3月期第2四半期の業績（平成20年4月1日～平成20年9月30日） 

 

(2) 財政状態 

  

(1) 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2四半期 5,061 ― △71 ― △79 ― △97 ―

20年3月期第2四半期 3,676 14.1 27 902.6 23 ― 15 ―

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2四半期 △3,216.98 ―

20年3月期第2四半期 510.57 497.80

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2四半期 4,267 1,888 44.0 57,573.19
20年3月期 4,294 1,830 42.4 61,402.04

（参考） 自己資本  21年3月期第2四半期  1,877百万円 20年3月期  1,822百万円

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 ― 0.00 0.00
21年3月期 ― 0.00 ――― ――― ―――

21年3月期（予想） ――― ――― ― 0.00 ―

3.  平成21年3月期の業績予想（平成20年4月1日～平成21年3月31日） 
（％表示は対前期増減率）

（注）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

通期 10,800 34.6 60 ― 35 ― 10 ― 336.88

4.  その他 
(1) 簡便な会計処理及び四半期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。 
 

(2) 四半期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。  

(3) 発行済株式数（普通株式） 

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2四半期 33,063株 20年3月期 30,143株

② 期末自己株式数 21年3月期第2四半期 459株 20年3月期 459株

③ 期中平均株式数（四半期累計期間） 21年3月期第2四半期 30,338株 20年3月期第2四半期 29,659株

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
１．上記の業績予想は本資料の発表日現在において入手可能な情報に基づき作成されたものであり、実際の業績等は今後の様々な要因によって予想数値と異なる場
合があります。なお、業績予想に関する事項は、２ページ【定性的情報・財務諸表等】３．業績予想に関する定性的情報をご参照ください。 
２．当事業年度より「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、「四半期財務諸表等規則」に従い四半期財務諸表を作成しております。  
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定性的情報・財務諸表等 

１．経営成績に関する定性的情報 

 平成20年４月１日から９月30日の６ヶ月間（以下、当第２四半期）においては、物価の上昇や金融不安等による景

気後退の色合いが強まる中、個人消費は停滞する展開となりました。 

  

 このような厳しい経営環境の中、当社では商品数拡大の方針を下支えするに十分な規模と機能をもつインフラの構

築に注力いたしました。また、健康情報のコミュニティサイト「ケンコミ」の立ち上げを行い、健康関連商品のコ 

マースだけでなく、健康情報提供の機能充実にも取り組んでまいりました。 

 その他、平成20年９月17日付で、厚生労働省から医薬品のインターネット販売規制につながる『薬事法施行の一部

を改正する省令案』が発表されました。当社は、一般用医薬品をリスク分類に関わらず、安全・安心にインターネッ

トで購入できる環境を目指しており、各関係団体及び関係省庁に対して積極的な働きかけを行いました。 

 これらの活動を行う一方で、当社の主力事業であるリテイル事業におきましては、年度初めより売上高は順調な推

移を示しておりましたが、競合対策による利益率の低下等もあり、設備投資や新規事業への先行投資により発生する

費用を補てんするに至りませんでした。 

 メディア事業やドロップシップ事業等を行う新規事業につきましては、サービス提供のための基盤づくりに取り組

んでまいりましたが、本格的な収益の獲得は第３四半期以降になる見込みとなりました。 

  

 以上の結果、当第２四半期の売上高は5,061百万円（前年同期比37.7％増）と高い成長率を維持したものの、販売

促進費やシステム維持費用、組織体制の強化を見据えた積極的な人材採用を行ったことによる人件費ならびにその関

連費用の増加等から、営業損失は71百万円（前年同期は営業利益27百万円）、経常損失は79百万円（前年同期は経常

利益23百万円）となりました。 

 その他、当第２四半期におきましては、たな卸資産の評価基準及び評価方法の変更にともなうたな卸資産評価減に

より、特別損失15百万円を計上しております。その結果、税引前四半期純損失は94百万円（前年同期は税引前四半期

純利益17百万円）、四半期純損失97百万円（前年同期は四半期純利益15百万円）となりました。 

  

２．財政状態に関する定性的情報 

 当第２四半期末における総資産は、前事業年度末比26百万円減の4,267百万円となりました。 

 主な変動としては、欠品率低減のため在庫水準を引き上げたことによる棚卸資産の増加、福岡物流センターの第３

期拡張工事が完了したこと等による有形固定資産の増加やシステム投資による無形固定資産の増加があり、これら投

資によって現金及び預金が減少したこと等が挙げられます。 

 また、負債は、売上増加にともなう買掛金の増加があったものの、長期借入金の返済等による有利子負債の縮小に

よって、前事業年度末比84百万円減の2,378百万円となりました。 

 純資産は、第２四半期純損失にともなった繰越利益剰余金の減少がありましたが、８月に実施した第三者割当によ

る新株発行等により、前事業年度末比58百万円増の1,888百万円となりました。 

  

（キャッシュ・フローの状況） 

 当第２四半期累計期間における現金及び現金同等物の残高は、前事業年度末比842百万円減の803百万円となりまし

た。 

  

 営業活動によるキャッシュ・フローは、205百万円の支出となりました。主な増加要因は、減価償却費130百万円、

仕入債務の増加額74百万円、未払金の増加額43百万円等であり、主な減少要因は税引前四半期純損失94百万円、売上

債権の増加額125百万円、たな卸資産の増加額196百万円等であります。 

 投資活動によるキャッシュ・フローは、618百万円の支出となりました。これは主に、福岡物流センターの拡張等

による有形固定資産の取得による支出457百万円、システム投資による無形固定資産の取得による支出154百万円等に

よるものです。 

 財務活動によるキャッシュ・フローは、18百万円の支出となりました。主な増加要因は株式の発行による収入151

百万円となり、主な減少要因は長期借入金の返済による支出115百万円、社債の償還による支出55百万円によるもの

です。 

  

３．業績予想に関する定性的情報 

 第３四半期以降におきましても、当社をとりまく事業環境は依然厳しい状況が続くと予想されますが、平成20年５

月２日に発表した通期の業績予想を据え置いております。 

 リテイル事業においては、取扱商品数・カテゴリーのさらなる拡充の他、検索エンジンやモバイルサイトの強化に
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よって顧客接点の拡大を行い、売上増加を図ってまいります。また、販売価格や送料無料ラインの見直し等を実施す

ることにより、リテイル事業におけるコスト構造の転換を図ってまいります。 

 新規事業においては、当社が運営する健康関連ＥＣサイト「ケンコーコム」の集客力を活用したメディア事業に対

して、集中的に経営資源を投下し、リテイル事業との相乗効果を創出していく考えであります。 

 当第２四半期までの期間で、当面必要な大型の設備投資は一巡いたしました。第３四半期以降は、これらの事業基

盤を有効に活用した成長施策を推し進めると同時に、売上増加にともなう変動費のコントロールと固定販管費の削減

によって、利益を確保していく計画であります。 

  

４．その他 

（１）簡便な会計処理及び四半期財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 

  固定資産の減価償却費の算定方法 

 減価償却の方法として定率法を採用している固定資産については、会計年度に係る減価償却費の額を期間按

分して算定する方法によっております。 

  

（２）四半期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 

①当事業年度より「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、「四半期財務諸表等規則」

に従い四半期財務諸表を作成しております。 

②たな卸資産の評価基準及び評価方法の変更 

 通常の販売目的で保有するたな卸資産について、従来、主として移動平均法による原価法によっておりました

が、当第１四半期会計期間より「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）が適用されたことに伴い、主として移動平均法による原価法（貸借対照表価額については収益性の低下に基

づく簿価切り下げの方法）により算定しております。 

 これにより、営業利益及び経常利益はそれぞれ10百万円、税引前四半期純利益は25百万円減少しております。
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５．四半期財務諸表 
（１）四半期貸借対照表 

（単位：千円）

当第２四半期会計期間末 
(平成20年９月30日) 

前事業年度末に係る 
要約貸借対照表 
(平成20年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 803,269 1,645,812

売掛金 1,075,371 944,169

商品 598,336 405,928

貯蔵品 12,695 8,708

その他 80,950 50,837

貸倒引当金 △24,880 △21,515

流動資産合計 2,545,742 3,033,942

固定資産   

有形固定資産   

建物 869,219 455,372

減価償却累計額 △98,484 △82,367

建物（純額） 770,735 373,004

構築物 70,221 65,421

減価償却累計額 △33,504 △30,032

構築物（純額） 36,717 35,388

機械及び装置 11,793 9,482

減価償却累計額 △3,274 △2,547

機械及び装置（純額） 8,518 6,934

車両運搬具 8,232 5,062

減価償却累計額 △4,234 △3,790

車両運搬具（純額） 3,998 1,271

工具、器具及び備品 497,208 449,636

減価償却累計額 △275,150 △240,963

工具、器具及び備品（純額） 222,058 208,672

建設仮勘定 20,764 61,190

有形固定資産合計 1,062,792 686,463

無形固定資産   

ソフトウエア 388,405 234,480

ソフトウエア仮勘定 127,846 205,474

その他 2,727 2,185

無形固定資産合計 518,979 442,140

投資その他の資産   

投資有価証券 8,300 5,931

関係会社株式 33,526 33,526

差入保証金 91,056 88,512

その他 7,430 4,034

投資その他の資産合計 140,312 132,004

固定資産合計 1,722,083 1,260,608

資産合計 4,267,826 4,294,550
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（単位：千円）

当第２四半期会計期間末 
(平成20年９月30日) 

前事業年度末に係る 
要約貸借対照表 
(平成20年３月31日) 

負債の部   

流動負債   

買掛金 839,292 768,544

1年内償還予定の社債 110,000 110,000

1年内返済予定の長期借入金 230,492 230,492

未払金 283,666 234,669

未払法人税等 8,277 7,925

その他 19,435 54,120

流動負債合計 1,491,164 1,405,752

固定負債   

社債 110,000 165,000

長期借入金 777,787 893,033

その他 19  

固定負債合計 887,806 1,058,033

負債合計 2,378,970 2,463,785

純資産の部   

株主資本   

資本金 1,060,218 984,366

資本剰余金 1,296,488 1,220,636

利益剰余金 △395,651 △298,053

自己株式 △83,968 △83,968

株主資本合計 1,877,088 1,822,980

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 28 △321

評価・換算差額等合計 28 △321

新株予約権 11,739 8,107

純資産合計 1,888,855 1,830,765

負債純資産合計 4,267,826 4,294,550
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（２）四半期損益計算書 
（第２四半期累計期間） 

（単位：千円）

当第２四半期累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年９月30日) 

売上高 5,061,756

売上原価 3,352,670

売上総利益 1,709,085

販売費及び一般管理費 1,780,660

営業損失（△） △71,574

営業外収益  

受取利息 1,602

受取配当金 45

破損商品等弁償金 2,530

その他 591

営業外収益合計 4,769

営業外費用  

支払利息 9,488

社債利息 1,616

その他 1,621

営業外費用合計 12,726

経常損失（△） △79,531

特別損失  

固定資産除却損 552

商品評価損 14,567

その他 126

特別損失合計 15,246

税引前四半期純損失（△） △94,777

法人税、住民税及び事業税 2,819

法人税等合計 2,819

四半期純損失（△） △97,597
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（３）四半期キャッシュ・フロー計算書 

（単位：千円）

当第２四半期累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年９月30日) 

営業活動によるキャッシュ・フロー  

税引前四半期純損失（△） △94,777

減価償却費 130,022

株式報酬費用 3,632

貸倒引当金の増減額（△は減少） 3,365

受取利息及び受取配当金 △1,647

支払利息 11,105

固定資産除却損 552

売上債権の増減額（△は増加） △125,814

たな卸資産の増減額（△は増加） △196,394

仕入債務の増減額（△は減少） 74,099

前払費用の増減額（△は増加） △26,144

未収入金の増減額（△は増加） △352

未払金の増減額（△は減少） 43,223

未払費用の増減額（△は減少） 1,529

未払又は未収消費税等の増減額 △8,505

その他 △4,168

小計 △190,276

利息及び配当金の受取額 1,611

利息の支払額 △11,116

法人税等の支払額 △5,282

営業活動によるキャッシュ・フロー △205,063

投資活動によるキャッシュ・フロー  

有形固定資産の取得による支出 △457,305

無形固定資産の取得による支出 △154,673

投資有価証券の取得による支出 △1,999

敷金及び保証金の差入による支出 △2,996

貸付けによる支出 △2,144

その他 180

投資活動によるキャッシュ・フロー △618,939

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 △115,246

社債の償還による支出 △55,000

株式の発行による収入 151,705

財務活動によるキャッシュ・フロー △18,540

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △842,543

現金及び現金同等物の期首残高 1,645,812

現金及び現金同等物の四半期末残高 803,269
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 当事業年度より「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、「四半期財務諸表等規則」に従い四

半期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）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記 

 当社は、平成20年８月21日付で、株式会社あらた、株式会社大木、株式会社リードヘルスケア及び株式会社菱

食から第三者割当増資の払込みを受けました。この結果、当第２四半期会計期間において資本金が75百万円、資

本準備金が75百万円増加し、当第２四半期会計期間末において資本金が1,060百万円、資本準備金が1,296百万円

となっております。  
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「参考資料」 

前年同四半期に係る財務諸表 

（１）中間損益計算書 

  

  
前中間累計期間

（自 平成19年4月1日 
至 平成19年9月30日） 

区分 金額（千円）
百分比
（％） 

Ⅰ 売上高       3,676,216  100.0

Ⅱ 売上原価       2,367,134  64.4

売上総利益       1,309,082  35.6

Ⅲ 販売費及び一般管理費       1,281,370  34.9

営業利益       27,711  0.7

Ⅳ 営業外収益       2,734  0.0

Ⅴ 営業外費用       6,520  0.2

経常利益       23,925  0.5

Ⅵ 特別利益       251  0.0

Ⅶ 特別損失       6,227  0.1

税引前中間純利益       17,949  0.4

法人税、住民税及び事業
税  2,806           

法人税等調整額 －  2,806  0.0

中間純利益       15,143  0.4
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（２）中間キャッシュ・フロー計算書 

  
前中間累計期間

（自 平成19年4月1日 
至 平成19年9月30日） 

区分 金額（千円）

Ⅰ 営業活動によるキャッシュ・フロー      

税引前中間純利益  17,949

 減価償却費  101,838

 貸倒引当金の増加額  1,528

 受取利息及び受取配当金 △427

 支払利息  4,283

 株式交付費  702

 社債発行費償却  1,487

 株式報酬費用  2,806

 保険差益 △251

 固定資産除却損  3,303

 固定資産臨時償却費  2,657

 売上債権の増加額 △92,611

 仕入債務の増加額  35,560

 たな卸資産の増加額 △2,672

 前払費用の増加額 △16,741

 未収入金の減少額  3,511

 未払金の増加額  7,495

 未払費用の増加額  1,606

 未払（未収）消費税の増減額  9,332

 その他  4,690

小計  86,050

 利息及び配当金の受取額  427

 保険金の受取額  14,741

 利息の支払額 △4,242

 法人税等の支払額 △7,595

営業活動によるキャッシュ・フロー  89,380

Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー      

 有形固定資産の取得による支出 △22,980

 無形固定資産の取得による支出 △136,631

 子会社株式の取得による支出 △12,436

 敷金保証金の差入れによる支出 △8,625

 その他 △3,130

投資活動によるキャッシュ・フロー △183,804
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前中間累計期間

（自 平成19年4月1日 
至 平成19年9月30日） 

区分 金額（千円）

Ⅲ 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 △30,088

 社債の償還による支出 △55,000

 株式の発行による収入  417

 その他 △881

財務活動によるキャッシュ・フロー △85,551

Ⅴ 現金及び現金同等物の増加額 △179,975

Ⅵ 現金及び現金同等物の期首残高  1,230,151

Ⅶ 現金及び現金同等物の中間期末残高  1,050,175
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