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1.  平成22年3月期第1四半期の連結業績（平成21年4月1日～平成21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 ％

22年3月期第1四半期 3,190 ― 76 ― 72 ― 63 ―

21年3月期第1四半期 ― ― ― ― ― ― ― ―

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

22年3月期第1四半期 1,956.02 1,955.23
21年3月期第1四半期 ― ―

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

22年3月期第1四半期 4,417 1,947 43.7 59,244.39
21年3月期 ― ― ― ―

（参考） 自己資本  22年3月期第1四半期  1,931百万円 21年3月期  ―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

21年3月期 ― 0.00 ― 0.00 0.00

22年3月期 ―

22年3月期 
（予想）

0.00 ― 0.00 0.00

3.  平成22年3月期の連結業績予想（平成21年4月1日～平成22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

5,400 ― △3 ― △10 ― △33 ― △1,012.15

通期 12,000 ― 90 ― 75 ― 30 ― 920.13
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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、４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） 

(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 

１．当社は、当第１四半期より連結財務諸表を作成しているため、平成21年３月期第１四半期の数値及び対前年同四半期増減率については記載しており
ません。 
２．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、４ページ【定性的情報・財務諸表】３．連結業績予想に関する定性的情報をご参照ください。 

新規 ―社 （社名 ） 除外 ―社 （社名 ）

① 会計基準等の改正に伴う変更 無

② ①以外の変更 無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 22年3月期第1四半期 33,063株 21年3月期 33,063株

② 期末自己株式数 22年3月期第1四半期 459株 21年3月期 459株

③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 22年3月期第1四半期 32,604株 21年3月期第1四半期 32,604株
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 当第１四半期連結累計期間（以下、「当四半期」）におけるわが国経済は、昨年秋からの急速な景気悪化を背景

に、雇用情勢は依然として厳しく、個人消費は低迷したまま推移いたしました。 

  

 このような経営環境の中、当社グループでは新型インフルエンザの国内感染報道をうけ、衛生医療ならびに医薬品

等のパンデミック対策関連商品に対する需要が急増いたしました。これにより、平成21年５月には当社の単月売上高

で過去最高を達成し、損益分岐点を上回る売上獲得が当四半期の利益確保につながりました。 

 その一方で、平成21年６月１日に完全施行された改正薬事法に関連する省令により、大半の一般用医薬品のネット

販売が規制されることとなりました。この規制に対し、当社は、法施行前の平成21年５月25日に、他１社とともに医

薬品ネット販売の権利確認請求及び違憲・違法省令無効確認・取消請求を東京地方裁判所に提起しております。 

 当社グループでは、外観上存在する法に則る体制で一般用医薬品の販売を継続しておりますが、医薬品売上高（前

期売上高のうち約７％）は、法施行後の６月には前月売上高の62.4％減となる等、大きな影響を受けました。 

  

 これらにより、当四半期における当社グループの業績は、売上高3,190百万円、営業利益76百万円、経常利益72百

万円となり、薬事法に関連した規制対応費用及び固定資産除却損を特別損失に計上したことから、四半期純利益は63

百万円となりました。 

（参考情報） 

 前第１四半期会計期間における当社（個別）の業績は、売上高2,451百万円、営業損失32百万円、経常損失37百万

円、四半期純損失53百万円であります。  

  

 事業の種類別セグメントの業績は、以下のとおりであります。 

  

「リテール事業」 

 リテール事業では、主にインターネット上の健康ＥＣサイトを通じて、健康関連商品を一般消費者向けに販売し

ております。 

 平成21年６月末現在の取扱商品数は13万7,234点となり、取扱商品数の拡大と重点カテゴリーの深耕を積極的に

進めてまいりました。当四半期は、前述のとおり医薬品売上高が激減する厳しい経営環境にありましたが、パンデ

ミック対策関連商品への需要の増大もあいまって、リテール事業の売上高は2,879百万円となりました。 

  

「その他の事業」 

 その他の事業では、小売事業者向けに健康ＥＣプラットフォーム機能を提供するドロップシップ事業、ならびに

メーカー・卸向けに商品の広告掲載やブランディング、プロモーション支援等を行うメディア事業等を行っており

ます。 

 当四半期には、リテール事業同様の受注増が見られた他、既存顧客の売上規模拡大及び顧客開拓が順調に進み、

その他の事業による売上高は310百万円となりました。 

  

（参考情報） 

 前第１四半期会計期間における当社（個別）のリテール事業売上高は2,246百万円、その他の事業売上高は204百

万円であります。 

  

（注）当第１四半期連結累計期間は連結初年度にあたるため、前年同期との比較は行っておりません。  

  

（１） 資産、負債及び純資産の状況 

 当第１四半期連結会計期間末における資産は、主に、売上の増加と売掛金回収期間の短縮による現金及び預金の

増加、また受注増加に備えた商品の増加等、流動資産が増加したことにより4,417百万円となりました。 

 負債につきましては、主に受注増加に連動した買掛金及び未払金等の流動負債が増加したことにより2,470百万

円となりました。 

 純資産は利益剰余金の増加によって1,947百万円となりました。 

  

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

２．連結財政状態に関する定性的情報
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（２） キャッシュ・フローの状況 

 当第１四半期連結累計期間末（以下、「当四半期末」）における現金及び現金同等物残高は、期首より328百万

円増加し、1,046百万円となりました。 

 各キャッシュ・フローの状況は、次のとおりであります。 

  

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

 営業活動によるキャッシュ・フローは、423百万円の収入となりました。 

 主な増加要因は、税金等調整前四半期純利益65百万円、減価償却費68百万円、仕入債務の増加額323百万円で

あり、主な減少要因はたな卸資産の増加額122百万円であります。 

 なお、当四半期中には、売上が増加したにもかかわらず、売掛金回収期間が短縮されたことにより、当四半期

末における売上債権残高は逆に５百万円減少いたしました。 

（投資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・フローは、35百万円の支出となりました。 

 これは主に、システム投資による無形固定資産の取得27百万円によるものであります。 

（財務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・フローは、59百万円の支出となりました。 

 これは主に、長期借入金の返済による支出57百万円によるものであります。 

  

  

 当四半期の業績は、平成21年６月２日に公表いたしました「業績予想の修正に関するお知らせ」の第２四半期連結

累計期間の営業利益、経常利益及び当期純利益、ならびに通期の当期純利益を上回る実績となりました。 

 しかしながら、当四半期の業績は一時的な需要の増加にともなうものであり、また、平成21年６月に施行された改

正薬事法による業績への影響度が、本決算短信提出日時点では十分に見極められないことから、平成22年３月期の業

績予想数値は、第２四半期連結累計期間、通期ともに据え置いております。 

  

（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グループ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。  

  

 該当事項はありません。   

  

 ①たな卸資産の評価方法 

 当第１四半期連結会計期間末のたな卸高の算出に関しては、実地たな卸を省略し、前事業年度末の実地たな

卸高を基礎として合理的な方法により算定する方法によっております。 

 また、通常の販売目的で保有するたな卸資産について、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下げの方法）により算定しております。  

 ②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、連結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。 

  

 該当事項はありません。  

３．連結業績予想に関する定性的情報

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）

（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

（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
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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：千円）

当第１四半期連結会計期間末
(平成21年６月30日) 

資産の部  

流動資産  

現金及び預金 1,046,249

売掛金 824,331

商品 775,186

貯蔵品 12,356

その他 55,746

貸倒引当金 △18,876

流動資産合計 2,694,993

固定資産  

有形固定資産  

建物 879,763

減価償却累計額 △132,428

建物（純額） 747,334

構築物 70,221

減価償却累計額 △39,084

構築物（純額） 31,136

機械及び装置 11,793

減価償却累計額 △4,472

機械及び装置（純額） 7,320

車両運搬具 8,232

減価償却累計額 △5,890

車両運搬具（純額） 2,341

工具、器具及び備品 518,013

減価償却累計額 △330,622

工具、器具及び備品（純額） 187,390

リース資産 53,361

減価償却累計額 △4,498

リース資産（純額） 48,863

建設仮勘定 422

有形固定資産合計 1,024,810

無形固定資産  

ソフトウエア 509,990

ソフトウエア仮勘定 48,266

リース資産 4,593

その他 2,888

無形固定資産合計 565,738

投資その他の資産  

投資有価証券 7,308

関係会社株式 26,082

差入保証金 90,780

その他 8,127

投資その他の資産合計 132,298

固定資産合計 1,722,847

資産合計 4,417,840
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（単位：千円）

当第１四半期連結会計期間末
(平成21年６月30日) 

負債の部  

流動負債  

買掛金 1,084,315

1年内償還予定の社債 110,000

1年内返済予定の長期借入金 230,492

リース債務 10,380

未払金 267,902

未払法人税等 4,766

その他 57,104

流動負債合計 1,764,961

固定負債  

社債 55,000

長期借入金 604,918

リース債務 45,749

固定負債合計 705,667

負債合計 2,470,628

純資産の部  

株主資本  

資本金 1,060,218

資本剰余金 1,296,488

利益剰余金 △340,191

自己株式 △83,968

株主資本合計 1,932,548

評価・換算差額等  

その他有価証券評価差額金 △944

評価・換算差額等合計 △944

新株予約権 15,608

純資産合計 1,947,212

負債純資産合計 4,417,840
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（２）四半期連結損益計算書 
（第１四半期連結累計期間） 

（単位：千円）

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年６月30日) 

売上高 3,190,340

売上原価 2,141,960

売上総利益 1,048,380

販売費及び一般管理費 971,945

営業利益 76,435

営業外収益  

受取利息 8

受取配当金 60

破損商品等弁償金 1,157

その他 1,039

営業外収益合計 2,265

営業外費用  

支払利息 4,396

持分法による投資損失 1,240

その他 167

営業外費用合計 5,804

経常利益 72,895

特別利益  

新株予約権戻入益 684

特別利益合計 684

特別損失  

固定資産除却損 3,812

規制対応費用 4,068

特別損失合計 7,880

税金等調整前四半期純利益 65,699

法人税、住民税及び事業税 1,925

法人税等合計 1,925

四半期純利益 63,774

ケンコーコム㈱（3325）　平成22年３月期 第１四半期決算短信

7



（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

（単位：千円）

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21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利益 65,699

減価償却費 68,898

貸倒引当金の増減額（△は減少） △301

受取利息及び受取配当金 △68

支払利息 4,396

株式報酬費用 1,995

新株予約権戻入益 △684

持分法による投資損益（△は益） 1,240

固定資産除却損 3,812

売上債権の増減額（△は増加） 5,565

たな卸資産の増減額（△は増加） △122,916

仕入債務の増減額（△は減少） 323,479

前払費用の増減額（△は増加） 7,175

未収入金の増減額（△は増加） 9,911

未払金の増減額（△は減少） 25,748

未払費用の増減額（△は減少） 4,932

未払消費税等の増減額（△は減少） 36,813

その他 1,436

小計 437,137

利息及び配当金の受取額 68

利息の支払額 △3,908

法人税等の支払額 △9,491

営業活動によるキャッシュ・フロー 423,805

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 △5,037

無形固定資産の取得による支出 △27,691

貸付けによる支出 △3,000

敷金及び保証金の回収による収入 163

その他 32

投資活動によるキャッシュ・フロー △35,532

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 △57,623

ファイナンス・リース債務の返済による支出 △2,002

財務活動によるキャッシュ・フロー △59,625

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 328,647

現金及び現金同等物の期首残高 717,601

現金及び現金同等物の四半期末残高 1,046,249
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 該当事項はありません。 

  

 当第１四半期連結累計期間（自平成21年４月１日 至平成21年６月30日） 

 リテール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の合計及び営業利益の金額の合計額に占

める割合がいずれも90％超であるため、事業の種類別セグメント情報の記載を省略しております。  

  

  

 当第１四半期連結累計期間（自平成21年４月１日 至平成21年６月30日） 

 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。  

  

   

 当第１四半期連結累計期間（自平成21年４月１日 至平成21年６月30日） 

 海外売上高がないため該当事項はありません。  

  

   

 該当事項はありません。 

   

（４）継続企業の前提に関する注記

（５）セグメント情報

〔事業の種類別セグメント情報〕

〔所在地別セグメント情報〕

〔海外売上高〕

（６）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記
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