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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 1,869 △3.4 34 ― 31 ― 28 ―

21年3月期第1四半期 1,936 ― △40 ― △29 ― △33 ―

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 1.39 ―

21年3月期第1四半期 △1.60 ―

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 10,938 7,156 65.4 351.59
21年3月期 11,047 7,121 64.5 349.84

（参考） 自己資本   22年3月期第1四半期  7,156百万円 21年3月期  7,121百万円

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 ― 5.00 5.00
22年3月期 ―

22年3月期 
（予想）

0.00 ― 5.00 5.00

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

4,300 7.5 70 144.1 70 94.2 60 199.5 2.91

通期 8,650 9.8 230 17.4 210 0.4 210 △40.2 10.18
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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 

上記に記載した予想数値は、現時点で入手可能な情報に基づき判断した見通しであり、多分に不確定な要素を含んでおります。実際の実績等は業績の変
化等により、上記予想数値と異なる場合があります。 
業績予想の前提となる条件等については、4ページ【定性的情報・財務諸表等】 3. 連結業績予想に関する定性的情報をご覧下さい。 

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 20,750,000株 21年3月期  20,750,000株

② 期末自己株式数 22年3月期第1四半期  394,715株 21年3月期  394,715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 20,355,285株 21年3月期第1四半期 20,686,057株
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(1) 平成22年３月期 第１四半期連結会計期間の概況 
当第１四半期連結会計期間におけるわが国経済は、前年度から引き続く企業収益の大幅悪化、雇用情

勢の悪化、個人消費の弱まり等極めて厳しい状況に陥っております。その一方で一部の大企業・製造業
では下げ止まりの兆しが現れつつあるものの、総じて景気は未だ不安定で先行き不透明な状況となって
おります。 
 当社グループの属する健康関連業界は従前より景気の影響を受けにくい業界といわれており、中高年
を中心とした健康意識の高まりも持続しているものの個人消費の低迷及び大手の本格参入による競合激
化が続いており、当社グループを取り巻く環境も厳しいものとなっております。 
 このような環境の中で、当社グループは①縮小均衡の打破②ブランドの拡大と育成③顧客指向の徹底
を目指し、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1,869百万円（前年同期比3.4％減）となりました
が、生産コスト削減を中心とする原価率の減少、効率的な販売促進・広告宣伝活動に徹したこと等によ
り営業利益34百万円、経常利益31百万円、四半期純利益28百万円となりました。 

  
(2) 分野別の状況 

 
  

健康食品の通販ビジネスを中心としたヘルスケア分野においては、前年同期比20％増と好調な主力商
品「ビフィーナ」及びメタボブームに乗ったダイエット商品が順調に伸びを示したものの他商品群は概
して苦戦を強いられました。 
 国内小売店向ビジネスにおいては、メディカルケア分野ではガラス体温計の廃番の影響、オーラルケ
ア分野では新商品の導入が少なかったこと等により、販売額は前年同期を下回っております。 
 一方、カプセル受託分野では海外からのプロバイオティクス及び機能性カプセルの受託が好調だった
ものの、国内の大口機能性カプセルの受託及びフレーバーカプセルの受託の進捗が遅れており、前年同
期を大幅に下回る結果となりました。 

  

(1) 資産、負債及び純資産の状況 
当第１四半期末における資産合計は、前連結会計年度末に比べ109百万円減少し10,938百万円となり

ました。 
 これは、補助金の入金等による未収入金の減少372百万円、債権流動化を実施しなかったこと等によ
る受取手形及び売掛金の増加299百万円等によるものです。 
 一方、支払手形及び買掛金が前連結会計年度末と比較し121百万円減少したこと、長短借入金の約定
返済45百万円が進んだこと等により、負債合計は前連結会計年度末と比較して144百万円減少し、3,781
百万円となりました。 
 また、純資産の部では、利益剰余金が73百万円減少したもののその他有価証券評価差額金が109百万
円増加したことにより 純資産合計は前連結会計年度末と比較して35百万円増加し、7,156百万円とな
りました。 

  
(2) キャッシュ・フローの状況 
当第１四半期連結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1,808百万円とな

り、前連結会計年度末に比べ197百万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190百万円(前年同四半期連結会計期間は305百万円の支出)となりまし

た。主な内訳は、税金等調整前四半期純利益32百万円、減価償却費81百万円、債権流動化未実施を主要
因とした売上債権の増加299百万円、仕入債務の減少121百万円です。 

  

・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

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 137 7.1 119 6.4 △18

ヘルスケア 929 48.0 980 52.4 50

メディカルケア 114 5.9 110 5.9 △3

カプセル(受託) 614 31.8 534 28.6 △79

その他 139 7.2 125 6.7 △14

合計 1,936 100.0 1,869 100.0 △66

2. 連結財政状態に関する定性的情報
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(投資活動によるキャッシュ・フロー) 
投資活動の結果獲得した資金は119百万円(前年同四半期連結会計期間は160百万円の支出)となりまし

た。主な内訳は、補助金収入328百万円と前連結会計年度に実施した本社工場・研究施設の移転に関す
る支払172百万円です。 

  
(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125百万円(前年同四半期連結会計期間は122百万円の支出)となりまし

た。主な内訳は、配当金の支払80百万円と長期借入金の返済45百万円です。 
  

業績予想につきましては、平成21年５月14日に公表した平成22年３月期（平成21年４月１日～平成22年
３月31日）の業績予想と変更はありません。 
 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。 

  
  

該当事項はありません。 
  

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。 
  

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：百万円）

当第１四半期連結会計期間末
(平成21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21年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 1,808 2,005

受取手形及び売掛金 982 683

商品及び製品 510 527

仕掛品 273 243

原材料及び貯蔵品 202 208

その他 139 450

貸倒引当金 △6 △4

流動資産合計 3,910 4,114

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 2,847 2,877

機械装置及び運搬具（純額） 658 670

土地 2,025 2,025

建設仮勘定 30 5

その他（純額） 219 224

有形固定資産合計 5,781 5,804

無形固定資産 113 113

投資その他の資産   

投資有価証券 1,012 896

その他 125 126

貸倒引当金 △7 △7

投資その他の資産合計 1,131 1,015

固定資産合計 7,027 6,932

資産合計 10,938 11,047

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 884 1,006

1年内返済予定の長期借入金 135 150

未払法人税等 7 26

返品調整引当金 26 25

賞与引当金 166 111

その他 648 661

流動負債合計 1,869 1,981

固定負債   

長期借入金 840 870

退職給付引当金 293 285

繰延税金負債 536 531

その他 241 258

固定負債合計 1,912 1,945

負債合計 3,781 3,926
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（単位：百万円）

当第１四半期連結会計期間末
(平成21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21年３月31日) 

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 2,798 2,871

自己株式 △131 △131

株主資本合計 7,168 7,241

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △11 △120

評価・換算差額等合計 △11 △120

純資産合計 7,156 7,121

負債純資産合計 10,938 11,047
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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：百万円）

前第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) 

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 1,936 1,869

売上原価 1,003 907

売上総利益 933 962

販売費及び一般管理費   

販売促進費 209 185

広告宣伝費 210 193

人件費 180 190

賞与引当金繰入額 52 51

退職給付引当金繰入額 7 6

貸倒引当金繰入額 1 4

その他 311 297

販売費及び一般管理費合計 973 928

営業利益又は営業損失（△） △40 34

営業外収益   

受取利息 7 0

受取配当金 5 2

その他 0 0

営業外収益合計 12 3

営業外費用   

支払利息 1 5

その他 0 0

営業外費用合計 1 6

経常利益又は経常損失（△） △29 31

特別利益   

固定資産売却益 0 －

土壌汚染対策費用見積修正額 － 1

特別利益合計 0 1

特別損失   

固定資産処分損 － 0

特別損失合計 － 0

税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期
純損失（△）

△28 32

法人税、住民税及び事業税 7 4

法人税等調整額 △2 0

法人税等合計 5 4

四半期純利益又は四半期純損失（△） △33 28
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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）

前第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) 

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又は税金等調整前四半
期純損失（△）

△28 32

減価償却費 28 81

退職給付引当金の増減額（△は減少） 7 8

貸倒引当金の増減額（△は減少） 0 1

返品調整引当金の増減額（△は減少） － 1

賞与引当金の増減額（△は減少） 81 55

受取利息及び受取配当金 △12 △2

支払利息 1 5

固定資産処分損益（△は益） － 0

有形固定資産売却損益（△は益） △0 －

土壌汚染対策費用見積修正額 － △1

売上債権の増減額（△は増加） △435 △299

たな卸資産の増減額（△は増加） △25 △7

仕入債務の増減額（△は減少） 50 △121

その他 29 74

小計 △302 △170

利息及び配当金の受取額 15 4

利息の支払額 △0 △5

法人税等の支払額 △17 △18

営業活動によるキャッシュ・フロー △305 △190

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 △172

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 △1

貸付けによる支出 △30 △30

補助金収入 － 328

その他 △50 △4

投資活動によるキャッシュ・フロー △160 119

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 △45

配当金の支払額 △102 △80

その他 △0 －

財務活動によるキャッシュ・フロー △122 △125

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △587 △197

現金及び現金同等物の期首残高 3,489 2,005

現金及び現金同等物の四半期末残高 2,901 1,808
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該当事項はありません。 

  

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。 

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。 

  

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。 

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。 

  

 
 (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。 

 
 (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。 

  

(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】

前第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)

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)

【所在地別セグメント情報】

前第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)

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】

前第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

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)

アジア 北米 その他の地域 計

Ⅰ 海外売上高(千円) 76 163 27 267

Ⅱ 連結売上高(千円) ─ ─ ─ 1,869

Ⅲ 連結売上高に占める
  海外売上高の割合(％)

4.1 8.8 1.4 14.3
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該当事項はありません。 

(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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