
   

１．平成23年３月期第１四半期の連結業績（平成22年４月１日～平成22年６月30日） 

  

  

（２）連結財政状態 

  

２．配当の状況 

（注）当四半期における配当予想の修正有無：無 

  

３．平成23年３月期の連結業績予想（平成22年４月１日～平成23年３月31日） 

（注）当四半期における業績予想の修正有無：無 
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  （百万円未満切捨て）

（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 ％ 

23年３月期第１四半期  3,169  △0.7  △48  －  △51  －  △66  －

22年３月期第１四半期  3,190  －  76  －  72  －  63  －

  
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

23年３月期第１四半期  △2,031  31  －     

22年３月期第１四半期  1,956  02  1,955 23

  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 

23年３月期第１四半期  4,505  1,874  41.3  56,808  97

22年３月期  4,197  1,950  46.2  59,198  78

（参考）自己資本 23年３月期第１四半期 1,861百万円 22年３月期 1,939百万円

  
年間配当金

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 

22年３月期  －        0 00 －      0 00 0  00

23年３月期  －      

23年３月期（予想）  0 00 －      0 00 0  00

  （％表示は、通期は対前期、第２四半期（累計）は対前年同四半期増減率）

  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（累計） 7,000  9.1 20  △84.5 15  △87.6 5  △94.5  152  60

通期 15,500  23.9 200  95.8 185  103.2 100  54.9  3,051  66



４．その他（詳細は、【添付資料】Ｐ．３「その他の情報」をご覧ください。） 

（１）当四半期中における重要な子会社の異動 ：無 

新規      － 社 （社名）                        、除外    － 社  （社名） 

（注）当四半期会計期間における連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動の有無となります。 

  

（２）簡便な会計処理及び特有の会計処理の適用：有 

（注）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の有無となります。 

  

（３）会計処理の原則・手続、表示方法等の変更 

①  会計基準等の改正に伴う変更：有 

②  ①以外の変更              ：無 

（注）「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、表示方法等の変更の有無となります。 

  

（４）発行済株式数（普通株式） 

  
  

※  四半期レビュー手続の実施状況に関する表示 

 この四半期決算短信は、金融商品取引法に基づく四半期報告書のレビュー手続きの対象外であり、この四半期決算

短信の開示時点において、金融商品取引法に基づく四半期報告書のレビュー手続きを実施しています。 

  

※  業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 

 本資料に記載されている業績見通し等の将来に関する記述は、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。 

  

①  期末発行済株式数（自己株式を含む） 23年３月期１Ｑ 33,235株 22年３月期 33,228株

②  期末自己株式数 23年３月期１Ｑ 459株 22年３月期 459株

③  期中平均株式数（四半期累計） 23年３月期１Ｑ 32,769株 22年３月期１Ｑ 32,604株
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（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（以下、「当四半期」）におけるわが国経済は、海外経済の改善を起点として、輸出や

設備投資が増加し、緩やかに回復しつつあるものの、雇用・所得環境には厳しさが残り、個人消費は引き続き厳しい

状況が続きました。  
  
  このような経営環境の中、パンデミック対策関連商品売上の急増があった前年同期の売上には達しませんでした

が、それ以外の売上が順調に伸び、ほぼ同水準を確保いたしました。 

  利益面では、売上が計画をやや下回っていることに加え、Kenko.com Singapore Pte. Ltd.の立ち上げ、およびド

ラッグ・ラグ是正支援事業の準備費用を含む先行投資や、訴訟費用を含む一時的費用が発生したため、結果として赤

字となりました。 

 その一方で、当期から取り組んでいる海外からの直輸入品の受注が伸び、今後、売上を牽引する商品として期待で

きる成果を残しました。Kenko.com Singapore Pte. Ltd.も営業開始から８ヶ月ですが、順調に売上を伸ばしていま

す。また、ケンコーコム本店での顧客のリピート率向上を目的として、ポイント制を導入いたしました。 

  

 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3,169百万円(前年同四半期比0.7%減)、営業損失

48百万円（前年同四半期は営業利益76百万円）、経常損失51百万円(前年同四半期は経常利益72百万円)となり、資産

除去債務の計上に伴う過年度償却費及び固定資産除却損を特別損失に計上したことから、四半期純損失は66百万円

(前年同四半期は四半期純利益63百万円)となりました。 

  

  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22年６月末現在の取扱商品数は11万7,860点（Kenko.com Singapore Pte. Ltd.取扱商品を除く）であり、前期

に当社が導入した取扱商品数に応じた仕入先への課金制度に伴う取扱商品や仕入先の見直しが落ち着き、再び増加に

転じました。また前述のとおり海外からの直輸入品の売上やKenko.com Singapore Pte. Ltd.の売上が順調に伸びま

した。 

  全体としては前年同期のパンデミック対策関連商品売上の急増の反動がありましたが、前年同期とほぼ同水準を確

保し、リテール事業の売上高は2,835百万円（前年同四半期比1.5%減）となりました。 

  

  「ドロップシップ事業」 

 ドロップシップ事業では、小売事業者向けに健康ECプラットフォーム機能を提供しております。 

 当四半期は、主として既存顧客の売上規模拡大により、ドロップシップ事業の売上高は313百万円（前年同四半期

比7.3%増）となりました。 

  

  「その他の事業」 

 その他の事業では、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、顧客開拓が順調に進み、その他の事業による売上高は19百万円（前年同四半期比8.5%増）となりま

した。 

  

（２）連結財政状態に関する定性的情報 

 当第１連結会計期間末における総資産は、前連結会計年度末に比べて308百万円増加し、4,505百万円となりまし

た。これは主に、現預金及びたな卸資産等の流動資産が増加したことによるものです。  

 負債は、前連結会計年度末に比べて385百万円増加し、2,631百万円となりました。これは主に取引量の増加にとも

なう買掛金及び未払金の増加、借入金の増加によるものです。 

 純資産は、前連結会計年度末に比べて76百万円減少し、1,874百万円となりました。これは主に純損失の計上に伴

い、利益剰余金が減少したことによるものです。 

  

（キャッシュ・フローの状況）  

 当第１四半期連結会計期間末（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213百万円

増加し、826百万円となりました。 

 各キャッシュ・フローの状況は、次のとおりであります。 
  
 「営業活動におけるキャッシュ・フロー」は２百万円の支出（前年同四半期は423百万円の収入）となりました。

主な増加要因は、減価償却費72百万円、仕入債務の増加額79百万円であり、主な減少要因は税金等調整前四半期純損

１．当四半期の連結業績等に関する定性的情報
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失62百万円、売上債権の増加43百万円、たな卸資産の増加48百万円であります。 

 「投資活動におけるキャッシュ・フロー」は64百万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

固定資産の取得による支出47百万円、有形固定資産の取得による支出18百万円によるものであります。 

 「財務活動におけるキャッシュ・フロー」は282百万円の収入となりました。これは主に、長期借入による収入250

百万円、短期借入による収入100百万円、長期借入金の返済による支出62百万円によるものであります。 

  

（３）連結業績予想に関する定性的情報 

     連結業績予想につきましては、現時点では不確実要素が多いため、平成22年５月14日に公表いたしました「平成22

    年３月期 決算短信」における業績予想を変更しておりません。 

  

   （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。 

  

  

（１）重要な子会社の異動の概要 

該当事項はありません。  

  

（２）簡便な会計処理及び特有の会計処理の概要 

①棚卸資産の評価方法 

 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、前連結会計年度末の実地たな

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。  

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。 

  

（３）会計処理の原則・手続、表示方法等の変更の概要 

「資産除去債務に関する会計基準」等の適用  

 当第１四半期連結会計期間より、「資産除去債務に関する会計基準（企業会計基準第18号 平成20年３月31

日）及び「資産除去債務に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用運用指針第21号 平成20年３月31

日）を適用しております。 

 これにより、営業利益及び経常利益はそれぞれ335千円、税金等調整前四半期純利益は4,786千円減少しており

ます。また、当会計基準等の適用開始による資産除去債務の変動額は9,585千円であります。 

  

（４）継続企業の前提に関する重要事象等の概要 

該当事項はありません。  

  

２．その他の情報
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３．四半期連結財務諸表 
（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22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22年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 827,038 610,980

売掛金 794,120 751,257

商品 1,054,460 1,006,021

貯蔵品 12,804 12,371

その他 121,113 87,418

貸倒引当金 △22,083 △20,521

流動資産合計 2,787,453 2,447,528

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 976,796 964,186

減価償却累計額 △221,363 △208,542

建物及び構築物（純額） 755,432 755,644

機械装置及び運搬具 20,685 20,685

減価償却累計額 △13,329 △12,820

機械装置及び運搬具（純額） 7,356 7,864

工具、器具及び備品 546,254 556,506

減価償却累計額 △379,966 △385,229

工具、器具及び備品（純額） 166,287 171,277

リース資産 101,079 87,741

減価償却累計額 △18,890 △14,355

リース資産（純額） 82,189 73,385

建設仮勘定 850 1,041

有形固定資産合計 1,012,116 1,009,213

無形固定資産   

ソフトウエア 542,028 517,727

ソフトウエア仮勘定 17,350 61,078

リース資産 6,785 6,986

その他 2,891 2,986

無形固定資産合計 569,055 588,778

投資その他の資産   

投資有価証券 7,008 6,800

関係会社株式 － 12,436

差入保証金 124,042 125,679

その他 6,258 6,765

投資その他の資産合計 137,308 151,680

固定資産合計 1,718,480 1,749,672

資産合計 4,505,934 4,197,200
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（単位：千円）

当第１四半期連結会計期間末
(平成22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22年３月31日) 

負債の部   

流動負債   

買掛金 923,468 844,349

1年内償還予定の社債 55,000 55,000

1年内返済予定の長期借入金 323,692 254,468

リース債務 20,949 18,349

未払金 329,105 288,524

短期借入金 100,000 －

未払法人税等 2,652 24,876

引当金 1,168 501

その他 74,286 96,615

流動負債合計 1,830,322 1,582,686

固定負債   

長期借入金 715,926 597,873

リース債務 72,102 65,668

資産除去債務 10,672 －

その他 2,395 －

固定負債合計 801,095 663,541

負債合計 2,631,418 2,246,227

純資産の部   

株主資本   

資本金 1,064,387 1,064,201

資本剰余金 1,300,707 1,300,521

利益剰余金 △411,990 △339,417

自己株式 △83,968 △83,968

株主資本合計 1,869,136 1,941,337

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △1,244 △1,452

為替換算調整勘定 △5,920 －

評価・換算差額等合計 △7,165 △1,452

新株予約権 12,545 11,088

純資産合計 1,874,516 1,950,973

負債純資産合計 4,505,934 4,197,200
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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）

前第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) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成22年４月１日 

 至 平成22年６月30日) 

売上高 3,190,340 3,169,132

売上原価 2,141,960 2,140,067

売上総利益 1,048,380 1,029,064

販売費及び一般管理費 971,945 1,077,656

営業利益又は営業損失（△） 76,435 △48,592

営業外収益   

受取利息 8 0

受取配当金 60 60

破損商品等弁償金 1,157 1,332

その他 1,039 550

営業外収益合計 2,265 1,943

営業外費用   

支払利息 4,396 4,238

持分法による投資損失 1,240 －

その他 167 934

営業外費用合計 5,804 5,172

経常利益又は経常損失（△） 72,895 △51,821

特別利益   

新株予約権戻入益 684 －

保険差益 － 515

特別利益合計 684 515

特別損失   

固定資産除却損 3,812 6,686

規制対応費用 4,068 －

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 4,450

その他 － 242

特別損失合計 7,880 11,378

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（△）

65,699 △62,684

法人税、住民税及び事業税 1,925 2,258

法人税等調整額 － 1,621

法人税等合計 1,925 3,879

四半期純利益又は四半期純損失（△） 63,774 △66,564
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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）

前第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) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成22年４月１日 

 至 平成22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（△）

65,699 △62,684

減価償却費 68,898 72,625

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 4,450

貸倒引当金の増減額（△は減少） △301 1,562

ポイント引当金の増減額（△は減少） － 1,168

賞与引当金の増減額（△は減少） － △501

受取利息及び受取配当金 △68 △60

支払利息 4,396 4,238

株式報酬費用 1,995 1,456

新株予約権戻入益 △684 －

保険差益 － △515

持分法による投資損益（△は益） 1,240 －

固定資産除却損 3,812 6,686

売上債権の増減額（△は増加） 5,565 △43,760

たな卸資産の増減額（△は増加） △122,916 △48,872

仕入債務の増減額（△は減少） 323,479 79,118

前払費用の増減額（△は増加） 7,175 △1,415

前渡金の増減額（△は増加） － △41,469

未収入金の増減額（△は増加） 9,911 12,291

未払金の増減額（△は減少） 25,748 55,586

未払費用の増減額（△は減少） 4,932 3,402

未払消費税等の増減額（△は減少） 36,813 △22,676

その他 1,436 7,191

小計 437,137 27,823

利息及び配当金の受取額 68 60

保険金の受取額 － 515

利息の支払額 △3,908 △4,445

法人税等の支払額 △9,491 △26,548

営業活動によるキャッシュ・フロー 423,805 △2,594

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 △18,273

無形固定資産の取得による支出 △27,691 △47,845

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 2,306

その他 32 △244

投資活動によるキャッシュ・フロー △35,532 △64,057
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（単位：千円）

前第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) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成22年４月１日 

 至 平成22年６月30日) 

財務活動によるキャッシュ・フロー   

短期借入れによる収入 － 100,000

長期借入れによる収入 － 250,000

長期借入金の返済による支出 △57,623 △62,723

株式の発行による収入 － 372

ファイナンス・リース債務の返済による支出 △2,002 △4,972

財務活動によるキャッシュ・フロー △59,625 282,676

現金及び現金同等物に係る換算差額 － △2,953

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 328,647 213,072

現金及び現金同等物の期首残高 717,601 613,082

現金及び現金同等物の四半期末残高 1,046,249 826,154
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該当事項はありません。  

  

  

①報告セグメントの概要 

当社の報告セグメントは、当社の構成単位のうち分離された財務情報が入手可能であり、取締役会が、経営資

源の配分の決定及び業績を評価するために、定期的に検討を行う対象となっているものであります。 

当社は報告セグメントを事業別としております。 

「リテール事業」、「ドロップシップ事業」の２つをセグメントとし、それぞれ包括的な戦略を立案し、事業活

動を展開しております。 

 「リテール事業」は、健康関連商品の一般消費者向けEコマース事業を行っております。「ドロップシップ事

業」は、小売業者向けに当社の健康ECプラットフォーム機能を提供する事業を行っております。 

 

②報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報  

（注）１．「その他」の区分は、報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、メディア事業等を含んで

おります。  

２．セグメント利益の調整額△89,993千円には、各報告セグメントに配分していない全社費用△89,993千円

が含まれております。全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない一般管理費であります。 

３．セグメント利益は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。  

  

③報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報 

 該当事項はありません。 

  

（追加情報） 

当第１四半期連結会計期間より、「セグメント情報等の開示に関する会計基準」（企業会計基準第17号 平成

21年３月27日）及び「セグメント情報等の開示に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第20号 

平成20年３月21日）を適用しております。 

  

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

               （単位：千円） 

  

報告セグメント 
その他 

（注）１ 
合計 

  

 調整額

（注）２  

  
四半期連結
損益計算書

計上額
（注）３

リテール 
ドロップ
シップ  

計 

売上高            

外部顧客への売上高 2,835,332 313,923 3,149,256 19,875 3,169,132 － 3,169,132

セグメント間の内部売
上高又は振替高 

－ － － － － － － 

計 2,835,332 313,923 3,149,256 19,875 3,169,132 － 3,169,132

セグメント利益 35,840 5,831 41,671 △271 41,400 △89,993 △48,592

（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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