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1.  平成22年3月期第3四半期の連結業績（平成21年4月1日～平成21年12月31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3四半期 9,557 ― 132 ― 123 ― 93 ―
21年3月期第3四半期 ― ― ― ― ― ― ― ―

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3四半期 2,873.12 2,852.76
21年3月期第3四半期 ― ―

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3四半期 4,469 1,978 44.0 60,077.00
21年3月期 ― ― ― ―

（参考） 自己資本  22年3月期第3四半期  1,968百万円 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
第1四半期末 第2四半期末 第3四半期末 期末 合計

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 ― 0.00 ―
22年3月期 
（予想） 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） 
（％表示は対前期増減率）

（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

通期 12,800 ― 210 ― 200 ― 140 ― 4,293.95
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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、当事業年度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３四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3四半期 33,228株 21年3月期 33,063株
② 期末自己株式数 22年3月期第3四半期 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3四半期 32,624株 21年3月期第3四半期 31,096株
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  当第３四半期連結累計期間（以下、「当第３四半期」）におけるわが国経済は、景気に持ち直しの兆しが出ているもの

の、自律性に乏しく、緩やかなデフレ状況にあり、依然として厳しい経営環境で推移いたしました。 

  このような中、新型インフルエンザの国内感染報道をうけ、特に衛生医療ならびに医薬品等、パンデミック対策関連商

品の売上が急増いたしましたが、昨秋以降、需要も落ち着き、関連商品の売上は急速に減少いたしました。   

 他方、当社はグループとして、海外のマーケットを視野に入れ、その足掛かりとして、平成21年9月にシンガポールに

現地法人を設立、10月には日本国内在住の方、12月には世界約30カ国の在留邦人の方を対象に、一般用医薬品のネット販

売を始めました。さらに、ケンコーコム本体においても、英語版サイトの開設の準備を進めました。 

  

  これらの活動により、当第３四半期における当社グループの業績は、売上高9,557百万円、営業利益132百万円、経常利

益は123百万円、税金等調整前四半期純利益は114百万円、法人税等20百万円を計上したことにより、四半期純利益は93百

万円となりました。 

  

（参考情報） 

 前第３四半期累計期間における当社（個別）の業績は、売上高7,642百万円、営業損失81百万円、経常損失92百万円、

税引前四半期純損失107百万円、四半期純損失111百万円であります。 

  

 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12月末現在の取扱商品数は15万578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。当第３四半期は、前述のとおりパンデミック対策関連商品への需要の増大がありましたが、その後需要が減

少した結果、リテール事業の売上高は8,509百万円、営業利益は344百万円となりました。 

  

「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。 

 当第３四半期には、顧客開拓が順調に進み、その他の事業による売上高は1,047百万円、営業利益は34百万円となりま

した。 

  

（参考情報） 

 前第３四半期累計期間における当社（個別）のリテール事業売上高は7,045百万円、その他の事業売上高は596百万円で

あります。 

（注）当第３四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３四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、

またパンデミックに備えた商品の増加等、流動資産の増加によって4,469百万円となりました。 

 負債につきましては、主に受注増加に備えた商材確保のための買掛金や、未払金等の流動負債が増加したことに 

よって2,491百万円となりました。 

  純資産は利益剰余金の増加によって1,978百万円となりました。 

  

（２）キャッシュ・フローの状況 

 当第３四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88百万円増加

し、805百万円となりました。 

 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、301百万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114百万円、減価償却費212百万円、仕入債務の増加額227百万円であり、

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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主な減少要因はたな卸資産の増加額389百万円であります。 

（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、181百万円の支出となりました。 

 これは主に、システムインフラの構築等にともなう有形固定資産の取得32百万円、システム投資による無形固定資産65

百万円、海外での現地法人設立にともなった子会社株式の取得50百万円ならびに同社に対する貸付12百万円によるもので

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、31百万円の支出となりました。 

 主な増加要因は長期借入による収入200百万円であり、主な減少要因は長期借入金の返済による支出175百万円、社債の

償還による支出55百万円であります。  

  

 第４四半期につきましても、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21年９月16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」の通期連結業績予想数値を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３四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、第２四半期連結会計期間

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。 

  

 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３四半期連結会計期間末
(平成21年12月31日) 

資産の部  

流動資産  

現金及び預金 805,960

売掛金 758,425

商品 1,040,137

貯蔵品 13,985

その他 124,665

貸倒引当金 △15,014

流動資産合計 2,728,160

固定資産  

有形固定資産  

建物 893,349

減価償却累計額 △153,714

建物（純額） 739,635

構築物 70,221

減価償却累計額 △42,302

構築物（純額） 27,918

機械及び装置 11,793

減価償却累計額 △5,176

機械及び装置（純額） 6,616

車両運搬具 8,892

減価償却累計額 △6,802

車両運搬具（純額） 2,090

工具、器具及び備品 524,296

減価償却累計額 △364,908

工具、器具及び備品（純額） 159,387

リース資産 83,085

減価償却累計額 △10,888

リース資産（純額） 72,196

建設仮勘定 1,047

有形固定資産合計 1,008,893

無形固定資産  

ソフトウエア 466,904

ソフトウエア仮勘定 57,802

リース資産 7,533

その他 3,085

無形固定資産合計 535,326

投資その他の資産  

投資有価証券 6,392

関係会社株式 62,436

差入保証金 110,980

その他 17,322

投資その他の資産合計 197,131

固定資産合計 1,741,351

資産合計 4,469,511
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（単位：千円）

当第３四半期連結会計期間末
(平成21年12月31日) 

負債の部  

流動負債  

買掛金 987,949

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 256,312

リース債務 17,372

未払金 275,458

未払法人税等 25,184

その他 91,487

流動負債合計 1,763,763

固定負債  

長期借入金 661,252

リース債務 66,345

固定負債合計 727,597

負債合計 2,491,360

純資産の部  

株主資本  

資本金 1,064,201

資本剰余金 1,300,521

利益剰余金 △310,230

自己株式 △83,968

株主資本合計 1,970,523

評価・換算差額等  

その他有価証券評価差額金 △1,860

評価・換算差額等合計 △1,860

新株予約権 9,487

純資産合計 1,978,151

負債純資産合計 4,469,511
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（２）四半期連結損益計算書 
（第３四半期連結累計期間） 

（単位：千円）

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年12月31日) 

売上高 9,557,395

売上原価 6,472,071

売上総利益 3,085,324

販売費及び一般管理費 2,952,327

営業利益 132,996

営業外収益  

受取利息 283

受取配当金 108

破損商品等弁償金 3,717

その他 3,129

営業外収益合計 7,238

営業外費用  

支払利息 13,402

持分法による投資損失 2,481

その他 471

営業外費用合計 16,356

経常利益 123,879

特別利益  

新株予約権戻入益 10,256

その他 710

特別利益合計 10,967

特別損失  

固定資産除却損 4,008

関係会社株式評価損 12,405

規制対応費用 4,068

特別損失合計 20,482

税金等調整前四半期純利益 114,363

法人税、住民税及び事業税 20,629

法人税等合計 20,629

四半期純利益 93,734
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（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

（単位：千円）

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年12月31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 114,363

減価償却費 212,020

貸倒引当金の増減額（△は減少） △4,163

受取利息及び受取配当金 △391

支払利息 13,402

株式報酬費用 5,448

新株予約権戻入益 △10,256

保険差益 △332

持分法による投資損益（△は益） 2,481

固定資産除却損 4,008

関係会社株式評価損 12,405

売上債権の増減額（△は増加） 69,619

たな卸資産の増減額（△は増加） △389,496

仕入債務の増減額（△は減少） 227,113

前払費用の増減額（△は増加） 1,208

未収入金の増減額（△は増加） 580

未払金の増減額（△は減少） 33,428

未払費用の増減額（△は減少） 24,064

未払消費税等の増減額（△は減少） 55,843

その他 △44,605

小計 326,743

利息及び配当金の受取額 391

保険金の受取額 332

利息の支払額 △12,970

法人税等の支払額 △13,494

営業活動によるキャッシュ・フロー 301,002

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 △32,332

無形固定資産の取得による支出 △65,170

貸付けによる支出 △12,999

関係会社株式の取得による支出 △50,000

敷金及び保証金の差入による支出 △23,632

敷金及び保証金の回収による収入 3,595

その他 △647

投資活動によるキャッシュ・フロー △181,185
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（単位：千円）

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年12月31日) 

財務活動によるキャッシュ・フロー  

長期借入れによる収入 200,000

長期借入金の返済による支出 △175,469

社債の償還による支出 △55,000

株式の発行による収入 8,015

ファイナンス・リース債務の返済による支出 △9,003

財務活動によるキャッシュ・フロー △31,457

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 88,359

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 805,960
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 該当事項はありません。 

  

当第３四半期連結累計期間（自 平成21年４月１日 至 平成21年12月31日）  

  

  

当第３四半期連結累計期間（自 平成21年４月１日 至 平成21年12月31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２四半期連結累計期間（自 平成21年４月１日 至 平成21年12月31日） 

  海外売上高は、連結売上高の10％未満であるため、海外売上高の記載を省略しております。  

  

 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〕

  
リテール事業
（千円） 

その他事業 
（千円） 

計 
（千円） 

消去又は全社
（千円） 

連結 
（千円） 

売上高          

(1）外部顧客に対する売上高 8,509,430 1,047,964 9,557,395 － 9,557,395 

(2）

 

セグメント間の内部売上

高又は振替高 
－ － － －  －

 計 8,509,430 1,047,964 9,557,395  － 9,557,395 

 営業利益 344,318 34,237 378,555 △245,559 132,996 

〔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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