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1.  平成23年3月期第2四半期の連結業績（平成22年4月1日～平成22年9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 ％

23年3月期第2四半期 6,884 68.2 626 27.5 600 28.3 307 △0.7
22年3月期第2四半期 4,093 3.3 491 104.9 468 115.1 309 153.0

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2四半期 997.40 996.94
22年3月期第2四半期 1,010.98 1,010.39

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2四半期 6,917 1,350 18.6 4,180.20
22年3月期 6,337 1,007 14.9 3,077.85

（参考） 自己資本   23年3月期第2四半期  1,289百万円 22年3月期  943百万円

2.  配当の状況 

（注）当四半期における配当予想の修正有無  有  
 

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 ― 50.00 ― 65.00 115.00
23年3月期 ― 0.00
23年3月期 

（予想）
― 153.21 

～191.51
153.21

～191.51

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） 
（％表示は、対前期増減率）

（注）当四半期における業績予想の修正有無  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 13,000 34.4 1,255 24.3 1,193 22.9 591 9.0 1,916.21



(1) 当四半期中における重要な子会社の異動  無  

（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 

（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レビュー手続の対象外であり、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
づく四半期財務諸表のレビュー手続は終了していません。 

※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、当社が現在入手している情報及び合理的であると判断する一定の前提に基づいており、
実際の業績等は様々な要因により大きく異なる可能性があります。業績予想の前提となる条件及び業績予想のご利用にあたっての注意事項等について
は、四半期決算短信（添付資料）３ページ「業績予想に関する定性的情報」をご覧ください。 

4.  その他 （詳細は、【添付資料】P.４「その他」をご覧ください。）

新規 ―社 （社名 ）、 除外 ―社 （社名 ）

① 会計基準等の改正に伴う変更 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） 23年3月期2Q 308,590株 22年3月期  306,400株
② 期末自己株式数 23年3月期2Q  ―株 22年3月期  ―株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 23年3月期2Q 308,255株 22年3月期2Q 306,199株
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※ 当社は、証券アナリスト向け説明会を四半期決算毎に開催する予定です。この説明会で配布

した資料については、開催後速やかに当社ホームページで掲載する予定です。なお、当第２四

半期決算につきましては以下のとおり開催いたします。 

・平成22年11月24日（水） 

  

※ 上記説明会のほかにも、当社では、個人投資家向けの皆様向けに適宜、事業・業績に関する

説明会を開催しています。開催の予定等については、当社ホームページをご確認ください。 
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当第２四半期連結累計期間におけるわが国経済は、一昨年秋から続いた世界的な金融危機・経済危機

による景気後退から脱しつつありましたが、円高の進行等から、先行き不透明な状況が続いておりま

す。 

このような経済環境のもと、当社グループは、「美容・健康関連事業」と「食品関連事業」を主力事

業に据え、この主力事業を支えるグループ各社が、事業強化に向けた販路拡大、相乗効果追求等に注力

してまいりました。 

この結果、当第２四半期連結累計期間の業績は、売上高6,884百万円（前第２四半期連結累計期間は

4,093百万円）、営業利益626百万円（前第２四半期連結累計期間は491百万円）、経常利益600百万円

（前第２四半期連結累計期間は468百万円）、四半期純利益は307百万円（前第２四半期連結累計期間は

309百万円）となりました。 

  

美容・健康関連事業は、大きく分けて「美容関連分野」と「健康食品分野」になります。 

美容関連分野は、株式会社ジャパンギャルズと健康コーポレーション株式会社を中心に、事業を行っ

ております。この分野においては、美容・健康に対する消費者意識の高まりや、ホームエステに対する

ニーズの高まりにより、確実に市場は拡大しております。株式会社ジャパンギャルズにおける既存販路

の拡大に加え、健康食品分野で培ったWEBプロモーション等の販売ノウハウを活かす施策が功を奏し、

売上高と利益を伸ばしております。当第２四半期連結累計期間においては、健康コーポレーション株式

会社で販売するエステナードソニックと専用ジェルの売上高が、新規、定期購入共に堅調に推移してい

るほか、第２・第３の柱となる複数の新商品、リニュアル商品のテスト販売も順調に推移しておりま

す。また、株式会社ジャパンギャルズのグループ外OEM受託製品の納品や店頭販売も好調でした。 

健康食品分野は、「カロリーコントロール用健康食品」を販売する健康コーポレーション株式会社を

中心に事業活動を行っております。この分野においては、健康志向の高まりや、肥満・生活習慣病等の

増加を背景に、近年市場が拡大しております。売上高については一定の水準にとどまっておりますが、

効率の良い広告媒体に絞り込むことで、安定的に利益を確保しております。 

この結果、美容・健康関連事業での売上高は5,704百万円（前第２四半期連結累計期間は3,049百万

円）、営業利益は671百万円（前第２四半期連結累計期間は516百万円）となりました。 

  

食品関連事業は、乳製品の加工受託及び製造販売事業を主たる事業とする、株式会社弘乳舎を中心

に、行っております。主力となる余剰乳加工受託は、季節的要因により、売上高と利益が第１四半期及

び第４四半期に偏重する傾向にあるものの、一年という期間で見た場合、毎期安定した売上高と高い利

益を出しております。 

当第２四半期連結累計期間においては、４月から５月にかけて、利益率の高い余剰乳加工受託が好調

であったことや、乳製品事業の売上高が堅調に伸びたことで、食品関連事業での売上高は1,179百万円

（前第２四半期連結累計期間は1,043百万円）、営業利益は107百万円（前第２四半期連結累計期間は83

百万円）となりました。 

  

1. 当四半期の連結業績等に関する定性的情報

(1) 連結経営成績に関する定性的情報

（美容・健康関連事業）

（食品関連事業）

(2) 連結財政状態に関する定性的情報
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流動資産は、前連結会計年度末に比べて14.7％増加し、4,382百万円となりました。これは主とし

て、商品及び製品が318百万円増加したことによるものであります。 

固定資産は、前連結会計年度末に比べて0.7%増加し、2,534百万円となりました。 

この結果、総資産は、前連結会計年度末に比べて9.2%増加し、6,917百万円となりました。 

流動負債は、前連結会計年度末に比べて10.8%増加し、3,410百万円となりました。これは主として、

短期借入金が311百万円増加したことによるものであります。 

固定負債は、前連結会計年度末に比べて4.2％減少し、2,156百万円となりました。これは主として、

退職給付引当金が90百万円減少したことによるものであります。  

この結果、総負債は、前連結会計年度末に比べて4.4％増加し、5,566百万円となりました。 

純資産は、前連結会計年度末に比べて34.1%増加し、1,350百万円となりました。これは主として、利

益剰余金が287百万円増加したことによるものであります。 

  

平成22年10月29日に発表しましたとおり、連結累計期間（平成22年４月１日～平成23年３月31日）の

売上高については、業績予想数値を修正しておりますが、各段階の利益（営業利益、経常利益、当期純

利益）の業績予想数値については、修正しておりません。これは、戦略的に広告宣伝を行っている健康

コーポレーション株式会社の、第３四半期以降の効果の見込みが判明した段階で、改めて業績予想を発

表させて頂きたいと考えているためです。 

  

（資産）

（負債）

（純資産）

(3) 連結業績予想に関する定性的情報

健康ホールディングス㈱ （2928）　平成23年3月期第2四半期決算短信

-3-



該当事項はありません。 

  

当第２四半期連結会計期間末の貸倒実績率等が前連結会計年度末に算定したものと著しい変化がない

と認められるため、前連結会計年度末の貸倒実績率等を使用して貸倒見積高を算定しております。 

定率法を採用している資産については、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。 

法人税等の納付税額の算定に関しては、加味する加減算項目や税額控除項目を重要なものに限定する

方法によっております。 

繰延税金資産の回収可能性の判断に関しては、前連結会計年度末以降に経営環境等に著しい変化が生

じ、または、一時差異等の発生状況について著しい変化が認められた場合には、前連結会計年度決算に

おいて使用した将来の業績予測やタックス・プランニングに当該著しい変化の影響を加味したものを利

用する方法によっております。 

  

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）および「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。これによる営業利益、経常利益および税金等調整前四半期純利益

に対する影響はありません。 

  

該当事項はありません。 

  

  

2. その他の情報

(1) 重要な子会社の異動の概要

(2) 簡便な会計処理及び特有の会計処理の概要

（一般債権の貸倒見積高の算定方法）

（固定資産の減価償却費の算定方法）

（法人税等並びに繰延税金資産及び繰延税金負債の算定方法）

(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）

(4) 継続企業の前提に関する重要事象等の概要
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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２四半期連結会計期間末
(平成22年９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 1,651,843 1,796,498

受取手形及び売掛金 931,311 799,668

商品及び製品 1,064,530 746,488

仕掛品 9,595 11,635

原材料及び貯蔵品 297,044 253,389

未収還付法人税等 74,985 102

その他 360,396 217,395

貸倒引当金 △7,186 △5,339

流動資産合計 4,382,519 3,819,838

固定資産

有形固定資産

土地 907,724 907,724

その他（純額） 615,313 552,653

有形固定資産合計 1,523,037 1,460,377

無形固定資産

のれん 754,020 813,908

その他 24,181 12,929

無形固定資産合計 778,202 826,837

投資その他の資産

投資有価証券 21,592 20,908

投資不動産 142,723 157,123

その他 79,729 61,475

貸倒引当金 △10,430 △9,311

投資その他の資産合計 233,615 230,196

固定資産合計 2,534,854 2,517,411

資産合計 6,917,374 6,337,250
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（単位：千円）

当第２四半期連結会計期間末
(平成22年９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

支払手形及び買掛金 475,497 511,317

短期借入金 1,051,581 740,298

1年内返済予定の長期借入金 732,600 663,232

未払法人税等 358,829 390,399

賞与引当金 66,532 78,033

返品調整引当金 42,535 39,851

その他 682,831 655,306

流動負債合計 3,410,407 3,078,438

固定負債

長期借入金 1,907,271 1,905,603

役員退職慰労引当金 23,973 18,954

退職給付引当金 178,891 269,866

その他 46,088 56,907

固定負債合計 2,156,224 2,251,331

負債合計 5,566,631 5,329,769

純資産の部

株主資本

資本金 141,578 112,232

資本剰余金 147,672 118,326

利益剰余金 1,001,400 713,864

株主資本合計 1,290,651 944,422

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 △684 △1,368

評価・換算差額等合計 △684 △1,368

少数株主持分 60,775 64,425

純資産合計 1,350,742 1,007,480

負債純資産合計 6,917,374 6,337,250
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(2) 四半期連結損益計算書

【第２四半期連結累計期間】

（単位：千円）

前第２四半期連結累計期間
(自 平成21年４月１日
至 平成21年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自 平成22年４月１日
至 平成22年９月30日)

売上高 4,093,133 6,884,416

売上原価 1,901,938 2,714,037

売上総利益 2,191,195 4,170,379

販売費及び一般管理費

広告宣伝費 812,485 1,966,759

その他 887,286 1,576,963

販売費及び一般管理費合計 1,699,771 3,543,723

営業利益 491,423 626,656

営業外収益

受取利息及び配当金 243 444

受取賃貸料 1,247 1,556

補助金収入 － 2,571

その他 9,020 5,471

営業外収益合計 10,511 10,043

営業外費用

支払利息 32,524 30,558

貸与資産減価償却費 173 140

その他 1,085 5,351

営業外費用合計 33,783 36,049

経常利益 468,151 600,650

特別利益

訴訟和解金 － 6,500

その他 573 354

特別利益合計 573 6,854

特別損失

固定資産除却損 218 17,160

減損損失 1,449 －

特別損失合計 1,667 17,160

税金等調整前四半期純利益 467,057 590,344

法人税、住民税及び事業税 169,903 359,907

法人税等調整額 △12,406 △84,984

法人税等合計 157,496 274,922

少数株主損益調整前四半期純利益 － 315,421

少数株主利益 － 7,969

四半期純利益 309,560 307,452

健康ホールディングス㈱ （2928）　平成23年3月期第2四半期決算短信

-7-



(3) 四半期連結キャッシュ・フロー計算書

（単位：千円）

前第２四半期連結累計期間
(自 平成21年４月１日
至 平成21年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自 平成22年４月１日
至 平成22年９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 467,057 590,344

減価償却費 41,434 76,750

のれん償却額 62,230 59,887

貸倒引当金の増減額（△は減少） △939 2,966

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △9,245 5,018

退職給付引当金の増減額（△は減少） △8,627 △90,975

減損損失 1,449 －

固定資産除却損 218 17,160

受取利息及び受取配当金 △243 △444

支払利息 32,524 30,558

売上債権の増減額（△は増加） △148,386 △131,642

たな卸資産の増減額（△は増加） 44,521 △359,656

仕入債務の増減額（△は減少） 7,107 △35,820

その他 197,755 △157,335

小計 686,857 6,811

利息及び配当金の受取額 243 444

利息の支払額 △29,531 △28,334

法人税等の支払額 △82,178 △388,902

法人税等の還付額 670,189 309

営業活動によるキャッシュ・フロー 1,245,579 △409,671

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出 △17,060 △22,496

有形固定資産の取得による支出 △14,111 △112,089

有形固定資産の除却による支出 － △8,040

投資不動産の売却による収入 － 13,910

貸付金の回収による収入 387 389

有価証券の取得による支出 △26,533 －

その他 － △32,569

投資活動によるキャッシュ・フロー △57,318 △160,895

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少） △630,994 311,283

長期借入れによる収入 590,000 430,000

長期借入金の返済による支出 △697,064 △358,964

株式の発行による収入 960 58,692

配当金の支払額 － △19,825

少数株主への配当金の支払額 － △17,064

その他 － △315

財務活動によるキャッシュ・フロー △737,098 403,806

現金及び現金同等物に係る換算差額 － △390

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 451,162 △167,152

現金及び現金同等物の期首残高 788,311 1,718,856

現金及び現金同等物の四半期末残高 1,239,474 1,551,704
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該当事項はありません。 

  

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)および「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。 

  

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、経営者が、

経営資源の配分の決定およ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。 

当社は取り扱う製品・商品に応じた区分である「美容・健康関連」および「食品関連」の２つを報告

セグメントとしております。 

「美容・健康関連」は、美容関連用品、化粧品、健康食品等を販売しております。「食品関連」は乳

製品等、菓子用原材料等を販売しております。 

  

当第２四半期連結累計期間(自  平成22年４月１日  至  平成22年９月30日) 

 
（注）１ セグメント間取引消去または各報告セグメントに配分していない全社費用によるものであります。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。 

 ２ 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。 

  

当社は、平成22年４月28日付で、第三者割当増資の払込みを受けました。この結果、当第２四半期連

結累計期間において資本金が29,346千円、資本準備金が29,346千円増加し、当第２四半期連結会計期間

末において資本金が141,578千円、資本剰余金が147,672千円となっております。 

(4) 継続企業の前提に関する注記

(5) セグメント情報

(追加情報)

１  報告セグメントの概要

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

(単位：千円)

報告セグメント
調整額 
（注）１

四半期連結損益
計算書計上額 
（注）２美容・健康関連 食品関連 計

売上高

  外部顧客への売上高 5,704,489 1,179,927 6,884,416 ― 6,884,416

  セグメント間の内部売上高
  又は振替高

― 38,604 38,604 △38,604 ―

計 5,704,489 1,218,531 6,923,021 △38,604 6,884,416

セグメント利益 671,129 107,155 778,285 △151,629 626,656

(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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