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

 

(2) 連結財政状態 

 

(3) 連結キャッシュ・フローの状況 

  

(1) 連結経営成績 （％表示は対前期増減率）

売上高 営業利益 経常利益 当期純利益
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

23年3月期 13,574 40.4 1,201 19.0 1,140 17.5 627 15.7
22年3月期 9,667 38.2 1,009 180.4 970 207.9 542 280.1

（注）包括利益 23年3月期 639百万円 （18.6％） 22年3月期 539百万円 （―％）

1株当たり当期純利益
潜在株式調整後1株当たり

当期純利益
自己資本当期純利

益率
総資産経常利益率 売上高営業利益率

円 銭 円 銭 ％ ％ ％

23年3月期 2,035.02 2,034.36 49.4 16.3 8.9
22年3月期 1,771.75 1,770.79 79.4 15.9 10.4

（参考） 持分法投資損益 23年3月期  ―百万円 22年3月期  ―百万円

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 7,624 1,663 21.0 5,182.65
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  1,599百万円 22年3月期  943百万円

営業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 財務活動によるキャッシュ・フロー 現金及び現金同等物期末残高
百万円 百万円 百万円 百万円

23年3月期 35 △447 873 2,181
22年3月期 2,121 △324 △867 1,718

2.  配当の状況 

（注）平成23年３月期の期末配当は、現時点で162円71銭～203円39銭を予想しており、平成23年５月下旬から６月初旬に開催予定の取締役会にて正式に
決議されます。配当額が確定した段階で速やかに開示いたします。 
次期の配当につきましては、現段階では業績予想が困難であるため、未定としています。今後、予想が可能になった段階で速やかに発表します。 

年間配当金 配当金総額
（合計）

配当性向
（連結）

純資産配当
率（連結）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 百万円 ％ ％

22年3月期 ― 50.00 ― 65.00 115.00 35 6.5 4.9
23年3月期 ― ― ― ― ― ― ― ―
24年3月期(予想) ― ― ― ― ― ―

3.  平成24年3月期の連結業績予想（平成23年4月1日～平成24年3月31日） 
業績予想につきましては、平成23年３月11日に発生いたしました「東北地方太平洋沖地震」の影響により、業績予想の算定を行うことが困難であることか
ら、未定とさせていただきます。業績への影響を精査し、確定次第速やかに発表いたします。 
詳細につきましては、添付資料３ページ「１．経営成績（１）経営成績に関する分析 次期の見通し」をご覧ください。 



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) 会計処理の原則・手続、表示方法等の変更 

（注）詳細は、添付資料28ページ「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更」をご覧ください。 

(3) 発行済株式数（普通株式） 

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 308,590 株 22年3月期 306,400 株
② 期末自己株式数 23年3月期 ― 株 22年3月期 ― 株
③ 期中平均株式数 23年3月期 308,422 株 22年3月期 306,299 株

（参考）個別業績の概要 

1.  平成23年3月期の個別業績（平成22年4月1日～平成23年3月31日） 

 

(2) 個別財政状態 

  

(1) 個別経営成績 （％表示は対前期増減率）

売上高 営業利益 経常利益 当期純利益
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

23年3月期 570 38.3 235 23.2 203 29.9 202 75.3
22年3月期 412 △55.9 190 △71.0 156 △74.1 115 △75.5

1株当たり当期純利益
潜在株式調整後1株当たり当期純

利益
円 銭 円 銭

23年3月期 657.52 657.31
22年3月期 377.71 377.51

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 2,670 894 33.5 2,898.98
22年3月期 2,620 652 24.9 2,129.61

（参考） 自己資本 23年3月期  894百万円 22年3月期  652百万円

※ 監査手続の実施状況に関する表示 
・この決算短信は、金融商品取引法に基づく監査手続の対象外であり、この決算短信の開示時点において、金融商品取引法に基づく財務諸表の監査手
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の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およ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およ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、添付資料２ページ「１．経営成績（１）経営成績に関する分析」をご覧ください。 
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※  当社は、証券アナリスト向け説明会を四半期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、平成23年３月期決算につ

きましては以下のとおり開催いたします。 

 ・平成23年６月８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。開催の予定等につきましては、当社ホームページをご確認ください。 

○添付資料の目次
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① 当連結会計年度の経営成績 

 当連結会計年度における我が国経済は、新興国向けの輸出の増加や政府の経済対策等の効果により

緩やかな回復傾向がみられるものの、円高や中東諸国の政情不安による原油価格の高騰、東北地方太

平洋沖地震の影響等、企業業績の下振れ懸念が生じ、先行き不透明な状況で推移いたしました。 

 通販・小売業界におきましても、個人所得の低迷を背景とする生活防衛意識は依然として高く、買

い控え、節約志向による消費マインドの低迷が続きました。 

 このような状況のもと、健康コーポレーション株式会社を中心とするグループ会社６社で構成され

る当社グループは、中長期的な企業価値向上を実現するため、各種商品開発、販路開拓・拡大、協業

推進によるシナジー追求等に尽力してまいりました。特に近年業績を牽引するESTENAD（エステナー

ド）シリーズの美顔器と専用ジェル等の販売について、広告宣伝による新規獲得のほか、既存会員の

皆様に対するテレマーケティングを強化してまいりました。またESTENAD（エステナード）シリーズ

に次ぐ事業の柱となる新商品の企画販売や既存商品の品質改良を行ったほか、原価や広告宣伝費等の

見直しを行い、収益改善や経費削減策に取り組んでまいりました。 

 この取り組みの結果、当連結会計年度における売上高は13,574百万円（前連結会計年度は9,667百

万円）、営業利益は1,201百万円（前連結会計年度は1,009百万円）、経常利益は1,140百万円（前連

結会計年度は970百万円）、当期純利益は627百万円（前連結会計年度は542百万円）となりました。 

  

事業の種類別セグメント業績は次のとおりであります。 

  

（美容・健康関連事業） 

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、美容関連分野は

健康コーポレーション株式会社と株式会社ジャパンギャルズを中心に事業を行っております。 

 この分野におきまして、化粧品市場は景気の先行き不透明感から消費マインドの冷え込みが続き成

長が鈍化しているものの、当社グループが注力する美顔器市場は消費者への認知度向上と、家庭で簡

単に使用できる手軽さから成長基調にあります。 

 このような環境のもと、当連結会計年度におきましては、健康コーポレーション株式会社の

ESTENAD（エステナード）シリーズが堅調に推移したほか、人気の女性誌「GINGER」とコラボレーシ

ョンを行い、オリジナルイオン導入器を開発、認知度向上に寄与いたしました。またESTENAD（エス

テナード）シリーズに次ぐ商品として「どろあわわ（旧商品名「どろ豆乳石鹸」）」が順調に成長し

てきました。 

 また、株式会社ジャパンギャルズにおきましては、外部OEM受託製品の納品および店頭販売向け出

荷が好調に推移いたしました。 

 健康食品分野は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。 

 この分野におきましては、景気低迷による消費者の支出抑制傾向等、厳しい環境にあるものの、通

信販売を中心に消費者の購買意欲が喚起され、僅かながらも市場は拡大に転じております。 

 このような環境のもと、当連結会計年度におきましては、創業期からの主力商品であったカロリー

コントロール用健康食品「豆乳クッキーダイエット」の売上高は低迷しているものの、「元源黒酢」

をはじめとする健康補助食品等の商品開発および販売に注力し、この分野の業績を下支えいたしまし

１．経営成績

（１）経営成績に関する分析
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た。 

 一方、平成23年３月11日の東北地方太平洋沖地震発生後、美容・健康関連事業において事業戦略の

柱となる広告宣伝活動や、既存会員の皆様に対するお電話、E-Mail配信等を自粛したことの影響があ

りました。 

 以上の結果、美容・健康関連事業での売上高は10,954百万円（前連結会計年度は7,111百万円）、

営業利益は1,430百万円（前連結会計年度は934百万円）となりました。 

  

（食品関連事業） 

食品関連事業は、乳製品の加工受託およ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

に事業を行っております。主力となる生産余剰生乳（以下、「余乳」と言う）加工受託は、季節的要

因により、売上高と利益が第１四半期と第３四半期後半から第４四半期に偏重する傾向にあります。

 当連結会計年度におきましては、昨夏の猛暑の影響等により生乳の生産が減少、余乳も減少し、余

乳加工受託事業の売上高が減少する影響が出たものの、第３四半期までは余乳加工受託が堅調に推移

しておりました。しかしながら、東北地方太平洋沖地震の影響による東北関東地方の生乳生産の減少

と福島第一原発の放射能漏れの影響による汚染地域・風評被害地域の生乳廃棄により、東北関東地方

での生乳・飲用牛乳不足を補うため、例年繁忙期の３月において九州の生乳の飲用化が進み、余乳の

発生が例年と比べ減少したため、稼働率が低下する等の影響がありました。 

 一方、乳製品事業の業績は、年間を通じて堅調に推移いたしました。また平成22年10月にJR熊本駅

の駅ビル内に１号店となるアンテナショップ「弘乳舎カフェ」を出店、平成23年３月には２号店とな

る「カフェ＆バー 弘乳舎」と乳製品をベースにしたお土産用の洋和菓子類を製造販売する「菓子工

房 弘乳舎」を出店し、乳製品の商品ラインアップの拡充と販路拡大による新たな乳製品事業の展開

を推進しました。 

 以上の結果、食品関連事業での売上高は2,700百万円（前連結会計年度は2,576百万円）、営業利益

は182百万円（前連結会計年度は296百万円）となりました。 

  

② 次期の見通し 

東北地方太平洋沖地震およびその後の原発事故の影響から波及する消費マインドの低下や原料調達

難、物流混乱、電力不足等による経済活動への影響も懸念され、厳しい経営環境が予想されます。 

 このような状況の中、当社グループは主力事業である美容・健康関連事業を中心に事業の拡大に努

めてまいります。また、さらなる成長に向けたグループ機能の強化に取り組んでまいります。 

 次期の見通しにつきましては、食品関連事業における上述した余乳不足による稼働率の低下の影

響、および美容・健康関連事業における消費マインドの低下による通信販売・店舗販売への直接的ま

たは間接的影響について、現時点で合理的な算定を行うことが困難であるため、当社グループの事業

活動に及ぼす影響を現在慎重に検討しております。５月下旬から６月初旬を目処に今後予想が可能と

なりました段階で速やかに公表したいと考えております。 
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① 資産、負債および純資産の状況  

当連結会計年度末の総資産は7,624百万円となり、前連結会計年度末の6,337百万円に比べ1,287百

万円の増加となりました。主な要因として、美容・健康関連事業において安定的な利益が確保された

こと等により、現金及び預金が2,284百万円（前連結会計年度末比487百万円の増加）となったためで

す。 

 当連結会計年度末の負債は、5,961百万円となり、前連結会計年度末の5,329百万円に比べ631百万

円の増加となりました。主な要因として、業績回復等に伴う資金ニーズが発生し、１年内返済予定の

長期借入金925百万円(前連結会計年度末比262百万円の増加）、長期借入金2,297百万円(前連結会計

年度末比391百万円の増加）となったためです。 

 純資産は、当期純利益の計上等により1,663百万円（前連結会計年度末比656百万円の増加）となり

ました。 

  

② キャッシュ・フローの状況 

当連結会計年度における現金及び現金同等物（以下「資金」と言う）の期末残高は2,181百万円と

なりました。当連結会計年度におけるキャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次の通りでありま

す。 

  

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

当連結会計年度において、営業活動による資金の増加は35百万円（前連結会計年度は2,121百万円

の増加）となりました。 

 主な内訳としては、税金等調整前当期純利益1,115百万円、たな卸資産の増加額374百万円、法人税

等の支払額607百万円であります。 

  

（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

当連結会計年度において、投資活動による資金の減少は、447百万円(前連結会計年度は324百万円

の減少)となりました。 

 主な内訳としては、有形固定資産の取得による支出399百万円であります。 

  

（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

当連結会計年度において、財務活動による資金の増加は、873百万円(前連結会計年度は867百万円

の減少)となりました。 

 主な内訳としては、長期借入れによる収入1,520百万円、長期借入金の返済による支出866百万円で

あります。 

  

（２）財政状態に関する分析
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(参考) キャッシュ・フロー関連指標の推移 

  

 
自己資本比率：自己資本/総資本 

時価ベースの自己資本比率：株式時価総額/総資本 

キャッシュ・フロー対有利子負債比率：有利子負債／キャッシュ・フロー 

インタレスト・カバレッジ・レシオ：キャッシュ・フロー／利払い 

(注１) いずれも連結ベースの財務数値により計算しております。 

(注２) 株式時価総額は自己株式を除く発行済株式をベースに計算しております。 

(注３) キャッシュ・フローは、営業キャッシュ・フローを利用しております。 

(注４) 有利子負債は連結貸借対照表に計上されている負債のうち利子を支払っている全ての負債を対象としており

ます。 

  

  

当社は、株主の皆様への利益配分を経営の 重要課題の一つとして位置づけ、安定的な利益を確保

し、財務体質の健全化と経営体質の基盤強化を図り、株主の皆様への利益還元に取り組んでまいりま

す。年間配当性向を当社連結当期純利益の８～10％を基準とした配当を実施する方針です。 

 また、内部留保資金につきましては、競争力を強化すべく、新商品の開発、既存商品の改良のための

製造設備・研究開発等の投資資金や、有利子負債の圧縮等に充当してまいります。 

 当社の配当方針に基づく平成23年３月期の期末配当につきましては、１株あたり162.71円～203.39円

と予想しておりますが、正式な配当額は5月下旬から6月初旬を目処に決定する予定です。当期の配当額

が決定した時点で速やかに情報開示いたします。 

 次期の配当につきましては、現段階では業績予想が困難であるため、未定としています。今後、予想

が可能になった段階で速やかに発表いたします。 

  

平成20年３月期 平成21年３月期 平成22年３月期 平成23年３月期

自己資本比率 3.6％ 7.2％ 14.9％ 21.0％

時価ベースの自己資本比率 23.0％ 12.1％ 133.0％ 71.3％

キャッシュ・フロー対有利子
負債比率

― 37,114.3％ 156.0％ 11,789.3％

インタレスト・カバレッジ・
レシオ

― 0.2倍 34.0倍 0.6倍

（３）利益配分に関する基本方針および当期・次期の配当
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以下においては、当社グループの事業展開その他に関する事項のうち、リスク要因となる可能性が考

えられる主な事項、およびその他投資家の判断に重要な影響を及ぼすと考えられる事項を記載しており

ます。当社グループは、これらのリスク発生の可能性を認識した上で、発生の回避および発生した場合

の対応に努める方針でありますが、当社の株式に関する投資判断は、本項および本項以外の記載内容も

併せて、慎重に検討した上で、行われる必要があるものと考えております。 

 なお、記載した事項は、本資料提出日現在において当社グループが判断したものであり、当社グルー

プに関する全てのリスクを網羅したものではありません。 

  

①美容・健康関連事業の「美容関連分野」およびこの分野で事業を行うグループ会社について 

ⅰ）「美容機器・化粧品」業界について 

美顔器市場においては、美容・健康等に関する消費者意識の高まりと、ホームエステと呼ばれるエ

ステティックサロンで提供されるサービスを、自宅で手軽かつ安価に得たいという消費者の増加によ

って、家庭用美容機器の需要は拡大しております。 

 化粧品市場においては、全体として成長は鈍化しているものの、モイスチャー、アンチエイジング

等の機能性化粧品の成長が期待されております。 

 このため、化粧品メーカーを始めとした異業種企業からの参入等による競争も激化しており、市場

の変化を予想しきれずに、競合他社と比較してより魅力的な商品を継続的に販売できない場合、当社

グループの経営成績および財政状態に影響を及ぼす可能性があります。 

ⅱ）法規制 

当社グループが営む美容関連分野はその製造・品質管理、表示・広告、販売面において各関係法令

によって規制を受けております。 

 製造・品質管理においては、品質・有効性・安全性確保のために必要な規定をした「薬事法」の規

制を受け、表示・広告においては、主に「薬事法」「不当景品類及び不当表示防止法（景品表示

法）」の規制を受けており、虚偽または誇大な表示・広告が禁止されております。 

 また、販売形態によっては、禁止行為、解約事項等を規定した「特定商取引に関する法律」の規制

を受けます。 

 当社グループでは、関係諸法令のチェック体制を整備しておりますが、予期せぬ法律規制強化があ

った場合等、当社グループの経営成績および財政状態に影響を及ぼす可能性があります。 

ⅲ）安全性について 

仕入先および梱包作業委託先に対する厳正な管理体制を整備し、安全性を確保できるようにトレー

サビリティの推進に努めております。しかし、指定要件を満たさない原材料の使用や異物混入等を防

止できなかった場合には、「製造物責任法（PL法）」に基づき損害賠償請求の対象となる可能性があ

ります。また、商品の安全性に関する悪い風評が発生する可能性もあります。こうした場合、当社グ

ループの経営成績および財政状態に影響を及ぼす可能性があります。 

ⅳ）マーケティング 

 美容関連分野は、当社連結子会社である健康コーポレーション株式会社と株式会社ジャパンギャル

ズが中心となって事業を営んでおります。この内、健康コーポレーション株式会社においては、イン

ターネット等の広告宣伝により、新規顧客を獲得しており、広告宣伝は重要なファクターでありま

す。同社は、マーケティング戦略を重要な経営課題と位置づけ、効果的な広告宣伝を追求しておりま

（４）事業等のリスク
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すが、期待する効果をあげられない場合、当社グループの経営成績および財政状態に影響を及ぼす可

能性があります。 

ⅴ）顧客情報に関するリスク 

通信販売を行う場合、保有する個人顧客情報を、適切に取り扱うことが重要であります。個人情報

保護については、法律の遵守だけではなく、情報漏洩による被害防止を行う必要があります。 

 健康コーポレーション株式会社は、「個人情報保護法」に規定する個人情報取扱事業者として、個

人情報を厳正かつ慎重に管理しておりますが、万が一、外部からの不正アクセス等により個人情報が

社外に漏洩した場合、損害賠償請求や社会的な信用失墜により、当社グループの経営成績および財政

状態に影響を及ぼす可能性があります。 

ⅵ）生産拠点が特定地区に集中していることについて 

当社グループにおける美容関連分野の商品の充填・製造は、外部委託しているものを除き、当社連

結子会社である株式会社ジャパンギャルズで行っております。 

 従って、同社の製造拠点において、地震・火災・水害等の災害が発生した場合、同社の生産活動は

深刻な影響を受け、工場の修復や代替費用が発生し、当社グループの経営成績および財政状態に影響

を及ぼす可能性があります。 

ⅶ）ESTENAD（エステナード）シリーズの売上高への依存について 

主力商品であるESTENAD（エステナード）シリーズに次ぐ、事業の柱となる新商品の企画販売や既

存商品の品質改良を行ってきた結果、平成22年8月にリニューアル発売した「どろあわわ（旧商品名

「どろ豆乳石鹸」）」が第二の柱商品として順調に成長しております。 

 しかしながら、ESTENAD（エステナード）シリーズの売上高比率は依然として高く、競合他社にお

いて類似商品が開発・販売された場合や、消費者の嗜好に何らかの変化が生じた場合等においては、

当社グループの経営成績および財政状態に影響を及ぼす可能性があります。 

  

②美容・健康関連事業の「健康食品分野」およびこの分野で事業を行うグループ会社について 

ⅰ）「健康食品」業界について 

日本国内の健康食品市場規模については、高齢化社会、生活習慣病の増加、治療医学から予防医学

へのシフト、メタボリックシンドローム対策や特定健康診査・特定保健指導の導入等の影響で、市場

全体は中長期的に拡大していくものと予想しております。 

 しかし、「健康増進法」「不当景品類及び不当表示防止法（景品表示法）」等による法規制強化

や、食品企業だけでなく、医薬品メーカー等異業種からの参入も目立つようになり、競争も激化して

おります。 

 このような業界環境の中、当社グループでは、消費者ニーズに合致した商品の企画販売をすべく事

業活動を行っておりますが、市場の変化を予想しきれずに、競合他社と比較してより魅力的な商品を

継続的に販売できない場合、当社グループの経営成績および財政状態に影響を及ぼす可能性がありま

す。 

ⅱ）法規制 

 当社グループが営む美容・健康関連事業の中で特に健康食品分野はその製造・品質管理、表示・広

告、販売において各関係法令によって規制を受けております。 

 製造・品質管理においては、食品・添加物・器具容器の規格等を定める「食品衛生法」の規制を受

け、表示・広告においては、主に「食品衛生法」「健康増進法」「不当景品類及び不当表示防止法
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（景品表示法）」「農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関する法律（JAS法）」の規制を受け

ており、虚偽または誇大な表示・広告が禁止されております。 

 また、販売形態によっては、禁止行為、解約事項等を規定した「特定商取引に関する法律」の規制

を受けます。 

 当社グループでは、関係諸法令のチェック体制を整備しておりますが、予期せぬ法律規制強化があ

った場合等、当社グループの経営成績および財政状態に影響を及ぼす可能性があります。 

ⅲ）安全性 

仕入先および梱包作業委託先に対する厳正な管理体制を整備し、安全性を確保できるようにトレー

サビリティの推進に努めております。しかし、指定要件を満たさない原材料の使用や異物混入等を防

止できなかった場合、「製造物責任法(PL法)」に基づき損害賠償請求の対象となる可能性がありま

す。また、商品の安全性に関する悪い風評が発生する場合もあります。これらの場合、当社グループ

の経営成績および財政状態に影響を及ぼす可能性があります。 

ⅳ）マーケティング 

健康食品分野は、当社連結子会社である健康コーポレーション株式会社が中心となって事業を営ん

でおります。同社においてはインターネット等の広告宣伝により、新規顧客を獲得しており、広告宣

伝は重要なファクターであります。同社は、マーケティング戦略を重要な経営課題と位置づけ、効果

的な広告宣伝を追求しておりますが、期待する効果をあげられない場合、当社グループの経営成績お

よび財政状態に影響を及ぼす可能性があります。 

ⅴ）顧客情報に関するリスク 

通信販売を行う場合、保有する個人顧客情報を、適切に取り扱うことが重要であります。個人情報

保護については、法律の遵守だけではなく、情報漏洩による被害防止を行う必要があります。 

 健康コーポレーション株式会社は、「個人情報保護法」に規定する個人情報取扱事業者として、個

人情報を厳正かつ慎重に管理しておりますが、万が一、外部からの不正アクセス等により個人情報が

社外に漏洩した場合、損害賠償請求や社会的な信用失墜により、当社グループの経営成績および財政

状態に影響を及ぼす可能性があります。 

  

③食品関連事業の主力である「乳業分野」およびこの分野で事業を行うグループ会社について 

ⅰ）酪農乳業界について 

当社連結子会社である株式会社弘乳舎が加工受託するバターと脱脂粉乳等は、日々または季節単位

の飲用需要と生産の不均衡により発生する、加工に回さざるを得ない余乳を原料としております。従

って、生乳生産と飲用需要や乳製品の価格動向等により、余乳発生の減少を招いた場合には、当社グ

ループの経営成績および財政状態に影響を及ぼす可能性があります。 

 また、生産する乳製品の原料である生乳の生産者に対しては「加工原料乳生産者補給金等暫定措置

法」に基づく補給金が支払われており、将来において同法律が大幅に変更もしくは廃止され、補給金

の水準が変化する場合には、原料購入価格が影響を受ける可能性があります。 

 また、生産するバターと脱脂粉乳は、同じ生乳を原料としていることから、一方の製品を製造する

と、もう一方の製品も製造する必要があります。従って、どちらかの製品について製造と需要の不均

衡を招いた場合には、製品在庫の過剰となり、当社グループの経営成績および財政状態に影響を及ぼ

す可能性があります。 

 なお、生産する乳製品は、国内農業保護を目的とした諸関税制度が敷かれていますが、世界貿易機
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関（WTO）農業交渉、自由貿易協定（FTA）、環太平洋戦略的経済連携協定（TPP）等の交渉状況によ

っては、製造販売および原材料調達に影響する可能性があります。 

ⅱ）食品の安全について 

食品業界では、近年残留農薬、食品偽装問題等が発生し、食品の安全性や品質管理に対する消費者

の関心が一層高まっております。株式会社弘乳舎をはじめ当社グループでは、製品の安全性、品質の

維持・向上を経営の 重要課題の一つとして考えており、品質管理の徹底を図っておりますが、重大

な品質問題が発生した場合には法令に基づく命令や自主的な工場の操業停止等により事業活動に影響

が生じる可能性があります。 

ⅲ）原材料価格の市場動向について 

使用する生乳等の原材料の購入価格が、市場の需給関係の状況等により高騰した場合、原油価格の

高騰による重油等のエネルギー原料、および容器等を含めた製造経費による原価高の影響を、コスト

削減努力で吸収できず、また市場の動向により販売価格への転嫁もできない場合には、当社グループ

の経営成績および財政状態に影響を及ぼす可能性があります。 

ⅳ）生産拠点が特定地区に集中していることについて 

受託生産しているバター・脱脂粉乳は、株式会社弘乳舎自社工場の製造ラインで全量生産されてお

りますが、同一敷地内の別製造ラインでデザート、アイスクリーム等の製造を行っております。従っ

て、当該地域において、地震、火災、水害等の災害が発生した場合、生産活動は深刻な影響を受け、

工場の修復や代替費用が発生し、当社グループの経営成績および財政状態に影響を及ぼす可能性があ

ります。 

ⅴ）業績の季節変動について 

余乳加工受託においては、生乳生産と飲用乳需要の不均衡により発生する余乳が、特に学校給食の

休止期である年末年始・春休み等一時的に生乳の需要が減少する特定期間に集中発生する傾向にある

ことから、業績は、第１四半期および第３四半期後半から第４四半期に偏重する傾向にあります。 

ⅵ）法規制 

事業の遂行にあたって、「食品衛生法」「製造物責任法（PL法）」「農林物資の規格化及び品質表

示の適正化に関する法律（JAS法）」等の法的規制を受けております。当社グループでは、関係諸法

令のチェック体制を整備しておりますが、予期せぬ法律規制強化があった場合等、当社グループの経

営成績および財政状態に影響を及ぼす可能性があります。 

ⅶ）集乳拠点が特定地区に集中していることについて 

食品関連事業の主力である「乳業分野」におきましては、主に九州地方、特に熊本地方から原料と

なる生乳を集乳しておりますが、今後これらの地方において口蹄疫等の乳牛に甚大な被害をもたらす

疫病が発生した場合、さらにはこれらの以外の地方で発生した場合であっても、生乳の広域需給調整

によって、余乳の発生が減少し、当社グループの経営成績および財政状態に影響を及ぼす可能性があ

ります。 

ⅷ）東北地方太平洋沖地震の影響 

今般の東北地方太平洋沖地震の発生に伴い、食品関連事業の主力である「乳業分野」におきまして

は、東北関東地方での生乳・飲用牛乳不足を補うため、余乳が不足する等の調達活動の遅延・一部停

止等の影響を受けております。今後、本震災による影響が深刻化・長期化した場合、当社グループの

経営成績および財政状態に影響を及ぼす可能性があります。 
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④当社グループの経営体質について 

ⅰ）特定人物への依存 

当社設立の中心人物であり事業の推進者である代表取締役社長瀬戸 健は、経営方針や経営戦略

等、当社グループの事業活動全般において重要な役割を果たしております。当社は、同氏に対して過

度に依存しない経営体制の構築を目指し、他の取締役やグループ会社経営陣への権限委譲を進め、ま

た、人材の育成・強化に注力しており、従前と比べ相対的に、同氏への依存度は低くなっております

が、何らかの理由で同氏の業務の遂行が困難になった場合、当社グループの経営成績および財政状態

に影響を及ぼす可能性があります。 

ⅱ）今後の事業展開 

当社グループは、現在の事業ドメインと全く方向性が異なる新規事業分野への進出は計画しており

ません。しかしながら、美容・健康関連事業、食品関連事業の各分野で、生産ノウハウ・技術・販路

等を持つ企業との業務提携もしくは当該企業の買収等を行う可能性があります。このような業務提携

もしくは買収等によって当社グループが負担する費用について、その回収が困難になった場合、当社

グループの経営成績および財政状態に影響を及ぼす可能性があります。 

ⅲ）財務の健全化 

当連結会計年度末における当社グループの総資産に占める有利子負債額（有利子負債依存度）は、

54.9%となっております。当社グループでは、収益力の向上等により、有利子負債の返済原資を確保

可能な資金計画を策定し、財務体質の健全化を図る方針でありますが、資金計画に大幅な変更を余儀

なくされた場合、当社グループの経営成績および財政状態に影響を及ぼす可能性があります。 

  

該当事項はありません。  

  

（５）継続企業の前提に関する重要事象等
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当社グループは、当社と、当社の連結子会社である健康コーポレーション株式会社、株式会社ジャパン

ギャルズ、株式会社弘乳舎、システムパーツ株式会社、グローバルメディカル研究所株式会社で構成され

ております。 

 各社の主な事業内容と当社の関係は以下の通りであります。 

 
(注) 1.  平成22年10月１日付で、株式会社ジャパンギャルズを存続会社とする株式会社ジャパンギャルズとBijin株

式会社の吸収合併を行いました。 

2.  平成22年10月１日付で、グローバルメディカル研究所株式会社を存続会社とするグローバルメディカル研究

所株式会社と株式会社ピーズの吸収合併を行いました。 

3.  グローバルメディカル研究所株式会社は平成23年３月31日に解散を決議しております。 

  

  

 

  

  

２．企業集団の状況

会社名 主な事業内容
議決権の 

所有割合
当社との関係

健康ホールディングス株式会社 持株会社 － －

健康コーポレーション株式会社

化粧品・美容機器販売、カロリーコント

ロール用健康食品販売、一般健康食品販

売

100% 連結子会社

株式会社ジャパンギャルズ
美容機器、健康機械器具等の販売事業、

化粧品の製造・販売事業
100% 連結子会社

株式会社弘乳舎 乳製品等の製造販売・加工受託事業 92.8％ 連結子会社

システムパーツ株式会社 菓子原材料・包装資材の輸入販売事業 100% 連結子会社

グローバルメディカル研究所株式会社

健康食品、美容機器、化粧品の品質と安

全に係る研究と新製品の研究開発、広告

代理店業

100% 連結子会社
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当社グループは、経営の基本方針および中長期戦略を以下のように定め、当社グループの株主価値お

よび企業価値の 大化に努めてまいります。 

  

I. 健康ホールディングスの２大使命（ミッション） 

1. グループ企業価値の 大化 

 2. グループ企業サスティナビリティー（持続的成長）の確保 

II. 健康ホールディングスの主要課題 

1. グループ理念、目標、戦略の策定 

 2. グループ企業の経営サポート（人材育成、資金、法務等） 

 3. グループ各社間の協業の推進によるシナジーの 大化 

 4. 非自前成長（ノン・オーガニック・グロース＝合弁・買収・アライアンス）の推進 

III. 健康グループのValue 

1. 従業員一人一人の価値と尊厳を認め、個人として尊敬することで、従業員の品質向上と自 

  己実現を図る 

2. お客様に「驚き・感動・夢」のある商品を提供し続けることにより、お客様感動を実現す 

  る   

3. 多くの人々の健康と美に貢献することにより、社会的責任を果たす 

4. 法と倫理に基づいた行動、公序良俗に反しない企業活動の下、適正な業績を獲得する 

5. 企業情報の適切かつ公正な開示を行い、株主を含むステークホルダーの満足を得る 

IV. 健康グループ各社の行動指針 

1. グループ理念および目標・戦略に基づいた、予算の達成、規程および管理体制の構築と遵 

  守を行う 

2. 人材育成、グループ企業間での人材交流を積極的に行う 

 3. 各社の事業の独自性と独立性を尊重しつつグループ間各社とのシナジーの 大化を行う 

 4. 非自前成長（ノン・オーガニック・グロース）に関わる情報の収集および提供を行う 

  

当社グループは、継続的な収益力の指標として「経常利益」を、成長性の観点から「売上高」を経営

指標としております。また、事業毎の収益性の観点から「売上高営業利益率」を補助指標としておりま

す。 

  

当社グループは、主力事業と位置づける美容・健康関連事業の更なる基盤強化に向けた諸施策を実行

するとともに、グループ運営体制の更なる強化を図ってまいります。具体的には、以下のとおりです。

① 事業リスクの分散 

 当社グループは、ここ数年で、創業以来の主力商品であったカロリーコントロール用健康食品「豆

乳クッキーダイエット」への単品依存体質から脱却し、健康食品分野と親和性の高い美容関連分野を

伸ばすことで、業容の拡大を図ってまいりました。この分野の主力商品であるESTENAD（エステナー

ド）シリーズについては、連結売上高に占める割合が高くなっているため、これに次ぐ事業の柱とな

３．経営方針

（１）会社の経営の基本方針および中長期的な会社の経営戦略

（２）目標とする経営指標

（３）会社の対処すべき課題
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る新商品の企画販売や既存商品の品質改良を行い、特定商品のみに依存しない商品ラインアップの拡

充に努めてまいります。また健康食品分野で培った販売ノウハウをこの分野に活かして、今後も販路

を開拓・拡大してまいります。 

② 消費者ニーズの変化に対応する新商品の開発 

多様化する消費者ニーズ、異業種からの参入による競争激化等に対応するため、常に消費者ニーズ

に合致した新商品の企画開発に努め、商品ラインアップの充実と各商品のライフサイクルの段階に応

じた新商品の投入の強化を図ってまいります。 

③ 今後のグループ経営 

今後も、グループ企業価値の 大化をはかり、グループ企業のサスティナビリティー（持続的成

長）の確保のため、グループ会社間のシナジーをより一層追求するとともに、グループ全体の統制を

強め、経営効率を高めてまいります。 

④ コンプライアンス体制の整備 

当社グループには、通信販売を営む会社があり、大量に個人情報を収集・保有しております。よっ

て個人情報保護管理の徹底を図るため、引き続き管理体制の強化に努めてまいります。 

 また、当社グループは、各種事業を営むにあたり、「薬事法」、「食品衛生法」、「不当景品類及

び不当表示防止法（景品表示法）」、「製造物責任法（PL法）」等、多くの法的規制を受けておりま

す。このため、関係部門で、関係諸法令のチェック体制を常に整備しておく必要があります。 

 今後も、コンプライアンス体制の充実を、経営の 重要課題の一つとして捉え、積極的に取り組ん

でまいります。 

⑤ 企業規模の拡大に伴うディスクローズ体制を含む管理体制の強化 

当社グループは、今後のグループ経営や拡大する事業展開を考えた場合、人材の確保が、経営の重

要課題の一つであると認識しております。将来の収益を創出するための商品企画開発やマーケティン

グ能力を有する人材の確保、今後も増加が予想される管理業務に対応するためのマネージメント能力

を有する人材の確保、これらにより、収益基盤の増強と管理体制の強化に取り組んでまいります。 

 また、当社は、当社およびグループ会社の財務報告の信頼性を確保するために内部統制システムの

構築を行い、その仕組みが適正に機能することを継続的に評価し、不備があれば必要な是正を行うこ

とにより、「金融商品取引法」およびその他関係法令等を遵守する体制を整備してまいります。 

  

このたびの東北地方太平洋沖地震では、当社グループの人的被害および所有する資産への被害はあ

りませんでしたが、東北地方を中心とした余りに大きい災害であったため、業績に対する影響は不透

明であります。 

 被災された皆様に心よりお見舞い申し上げますとともに、被災地域の一日も早い復旧・復興をお祈

り申し上げます。 

  

 該当事項はありません。  

（４）その他、会社の経営上重要な事項
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４．連結財務諸表

（１）連結貸借対照表

（単位：千円）

前連結会計年度
(平成22年３月31日)

当連結会計年度
(平成23年３月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 ※２ 1,796,498 ※２ 2,284,462

受取手形及び売掛金 ※５ 799,668 862,816

商品及び製品 746,488 1,007,340

仕掛品 11,635 4,525

原材料及び貯蔵品 253,389 363,334

繰延税金資産 114,023 146,079

未収還付法人税等 102 154,211

その他 103,371 112,013

貸倒引当金 △5,339 △17,862

流動資産合計 3,819,838 4,916,922

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額） ※２ 176,076 ※２ 262,193

機械装置及び運搬具（純額） ※２ 332,967 ※２ 377,204

土地 ※２ 907,724 ※２ 1,007,144

その他（純額） 43,609 97,819

有形固定資産合計 ※１ 1,460,377 ※１ 1,744,362

無形固定資産

のれん 813,908 694,133

その他 12,929 40,644

無形固定資産合計 826,837 734,778

投資その他の資産

投資有価証券 20,908 21,421

繰延税金資産 1,789 704

その他 216,809 216,800

貸倒引当金 △9,311 △10,011

投資その他の資産合計 230,196 228,914

固定資産合計 2,517,411 2,708,055

資産合計 6,337,250 7,624,978
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（単位：千円）

前連結会計年度
(平成22年３月31日)

当連結会計年度
(平成23年３月31日)

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 511,317 396,939

未払金 489,076 552,402

短期借入金 ※４ 740,298 ※４ 792,285

1年内返済予定の長期借入金 ※２ 663,232 ※２ 925,348

未払法人税等 390,399 307,067

賞与引当金 78,033 49,386

返品調整引当金 39,851 33,667

その他 166,229 246,600

流動負債合計 3,078,438 3,303,697

固定負債

社債 － 116,600

長期借入金 ※２ 1,905,603 ※２ 2,297,019

役員退職慰労引当金 18,954 27,954

退職給付引当金 269,866 167,055

繰延税金負債 56,907 35,918

その他 － 12,969

固定負債合計 2,251,331 2,657,516

負債合計 5,329,769 5,961,213

純資産の部

株主資本

資本金 112,232 141,578

資本剰余金 118,326 147,672

利益剰余金 713,864 1,310,917

株主資本合計 944,422 1,600,168

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 △1,368 △855

その他の包括利益累計額合計 △1,368 △855

少数株主持分 64,425 64,451

純資産合計 1,007,480 1,663,764

負債純資産合計 6,337,250 7,624,978
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（２）連結損益計算書及び連結包括利益計算書

 連結損益計算書

（単位：千円）

前連結会計年度
(自 平成21年４月１日
至 平成22年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成22年４月１日
至 平成23年３月31日)

売上高 9,667,826 13,574,381

売上原価 4,346,443 5,258,865

売上総利益 5,321,382 8,315,515

販売費及び一般管理費

広告宣伝費 2,149,655 3,894,916

賞与引当金繰入額 48,548 31,266

給料手当及び賞与 354,352 544,120

支払手数料 119,192 185,453

その他 1,639,917 2,457,914

販売費及び一般管理費合計 4,311,666 7,113,671

営業利益 1,009,715 1,201,844

営業外収益

受取利息及び配当金 532 673

受取賃貸料 2,432 3,205

受取補償金 2,399 －

還付加算金 2,783 －

補助金収入 6,680 2,571

その他 12,146 4,557

営業外収益合計 26,975 11,008

営業外費用

支払利息 62,232 62,755

貸与資産減価償却費 365 280

その他 3,677 9,503

営業外費用合計 66,274 72,538

経常利益 970,415 1,140,314
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（単位：千円）

前連結会計年度
(自 平成21年４月１日
至 平成22年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成22年４月１日
至 平成23年３月31日)

特別利益

貸倒引当金戻入額 1,160 －

賞与引当金戻入額 1,152 －

固定資産売却益 ※１ 2,082 ※１ 454

持分変動利益 93,000 －

訴訟和解金 － 6,500

その他 204 －

特別利益合計 97,600 6,954

特別損失

減損損失 ※３ 1,449 －

固定資産除却損 ※２ 1,874 ※２ 17,753

投資有価証券評価損 27 －

災害義援金 － 12,522

その他 5,000 1,011

特別損失合計 8,351 31,286

税金等調整前当期純利益 1,059,664 1,115,982

法人税、住民税及び事業税 534,668 528,650

法人税等調整額 △17,691 △51,959

法人税等合計 516,977 476,690

少数株主損益調整前当期純利益 － 639,291

少数株主利益 － 11,645

当期純利益 542,687 627,645
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 連結包括利益計算書

（単位：千円）

前連結会計年度
(自 平成21年４月１日
至 平成22年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成22年４月１日
至 平成23年３月31日)

少数株主損益調整前当期純利益 － 639,291

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 － 513

その他の包括利益合計 － ※２ 513

包括利益 － ※１ 639,804

（内訳）

親会社株主に係る包括利益 － 628,158

少数株主に係る包括利益 － 11,645
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（３）連結株主資本等変動計算書

(単位：千円)

前連結会計年度
(自 平成21年４月１日
至 平成22年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成22年４月１日
至 平成23年３月31日)

株主資本

資本金

前期末残高 111,272 112,232

当期変動額

新株の発行 960 29,346

当期変動額合計 960 29,346

当期末残高 112,232 141,578

資本剰余金

前期末残高 118,326 118,326

当期変動額

新株の発行 － 29,346

当期変動額合計 － 29,346

当期末残高 118,326 147,672

利益剰余金

前期末残高 191,940 713,864

当期変動額

剰余金の配当 △20,764 △19,916

当期純利益 542,687 627,645

合併による減少 － △10,676

当期変動額合計 521,923 597,053

当期末残高 713,864 1,310,917

株主資本合計

前期末残高 421,539 944,422

当期変動額

新株の発行 960 58,692

剰余金の配当 △20,764 △19,916

当期純利益 542,687 627,645

合併による減少 － △10,676

当期変動額合計 522,883 655,745

当期末残高 944,422 1,600,168
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(単位：千円)

前連結会計年度
(自 平成21年４月１日
至 平成22年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成22年４月１日
至 平成23年３月31日)

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金

前期末残高 2,052 △1,368

当期変動額

株主資本以外の項目の当期変動額（純
額）

△3,420 513

当期変動額合計 △3,420 513

当期末残高 △1,368 △855

繰延ヘッジ損益

前期末残高 △473 －

当期変動額

株主資本以外の項目の当期変動額（純
額）

473 －

当期変動額合計 473 －

当期末残高 － －

その他の包括利益累計額合計

前期末残高 1,578 △1,368

当期変動額

株主資本以外の項目の当期変動額（純
額）

△2,946 513

当期変動額合計 △2,946 513

当期末残高 △1,368 △855

少数株主持分

前期末残高 － 64,425

当期変動額

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 64,425 25

当期変動額合計 64,425 25

当期末残高 64,425 64,451

純資産合計

前期末残高 423,118 1,007,480

当期変動額

新株の発行 960 58,692

剰余金の配当 △20,764 △19,916

当期純利益 542,687 627,645

合併による減少 － △10,676

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 61,479 538

当期変動額合計 584,362 656,284

当期末残高 1,007,480 1,663,764
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（４）連結キャッシュ・フロー計算書

（単位：千円）

前連結会計年度
(自 平成21年４月１日
至 平成22年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成22年４月１日
至 平成23年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益 1,059,664 1,115,982

減価償却費 110,704 188,842

のれん償却額 124,460 119,774

貸倒引当金の増減額（△は減少） △1,238 13,222

退職給付引当金の増減額（△は減少） △13,027 △102,811

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △4,357 9,000

賞与引当金の増減額（△は減少） 14,571 △28,646

返品調整引当金の増減額（△は減少） 27,694 △6,183

有形固定資産売却損益（△は益） △2,082 △449

固定資産除却損 1,874 17,753

減損損失 1,449 －

投資有価証券評価損益（△は益） 27 －

持分変動損益（△は益） △93,000 －

受取利息及び受取配当金 △532 △673

支払利息 62,232 62,755

為替差損益（△は益） 631 1,860

売上債権の増減額（△は増加） △192,060 △63,148

たな卸資産の増減額（△は増加） 54,892 △374,363

仕入債務の増減額（△は減少） 266,520 △166,878

未払金の増減額（△は減少） 262,307 48,669

その他 44,642 △131,743

小計 1,725,374 702,962

利息及び配当金の受取額 532 673

利息の支払額 △63,280 △61,178

法人税等の支払額 △213,768 △607,285

法人税等の還付額 672,864 309

営業活動によるキャッシュ・フロー 2,121,721 35,481
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（単位：千円）

前連結会計年度
(自 平成21年４月１日
至 平成22年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成22年４月１日
至 平成23年３月31日)

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 △50,473 △36,896

定期預金の払戻による収入 22,138 12,000

有価証券の取得による支出 △26,549 △33

有価証券の売却による収入 － 22,131

有形固定資産の取得による支出 △263,508 △399,153

有形固定資産の売却による収入 2,394 579

有形固定資産の除却による支出 － △8,040

無形固定資産の取得による支出 △5,070 △34,180

投資不動産の売却による収入 － 13,910

短期貸付金の回収による収入 775 620

その他 △4,499 △18,094

投資活動によるキャッシュ・フロー △324,791 △447,156

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） △595,660 51,986

長期借入れによる収入 774,000 1,520,000

長期借入金の返済による支出 △1,224,148 △866,468

社債の発行による収入 － 148,895

株式の発行による収入 960 58,692

少数株主からの払込みによる収入 192,570 －

配当金の支払額 △15,237 △19,843

少数株主への配当金の支払額 － △17,064

その他 － △2,475

財務活動によるキャッシュ・フロー △867,515 873,722

現金及び現金同等物に係る換算差額 1,131 1,020

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 930,545 463,067

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期末残高 ※１ 1,718,856 ※１ 2,181,923
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該当事項はありません。 

（５）継続企業の前提に関する注記

健康ホールディングス㈱（2928）平成23年３月期決算短信

23



（６）連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項

項目
前連結会計年度

(自 平成21年４月１日
至 平成22年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成22年４月１日
至 平成23年３月31日)

１ 連結の範囲に関する事項 （１） 連結子会社の数及び名称

 すべての子会社を連結しており

ます。

連結子会社の数 ６社

連結子会社の名称

株式会社ピーズ

株式会社ジャパンギャルズ

システムパーツ株式会社

健康コーポレーション株式会社

株式会社弘乳舎

Bijin株式会社

 

（１） 連結子会社の数及び名称

 すべての子会社を連結しており

ます。

連結子会社の数  ５社

連結子会社の名称

 株式会社ジャパンギャルズ

システムパーツ株式会社

健康コーポレーション株式会社

株式会社弘乳舎

グローバルメディカル研究所株

式会社

 当連結会計年度より、新たに設

立したグローバルメディカル研究

所株式会社を連結の範囲に含めて

おります。

 また、当連結会計年度おいて、

当社連結子会社である株式会社ジ

ャパンギャルズとＢijin株式会社

の合併およびグローバルメディカ

ル研究所株式会社と株式会社ピー

ズの合併により、連結子会社の数

が２社減少しております。

 なお、グローバルメディカル研

究所株式会社は、平成23年３月31

日付で解散を決議し、現在清算手

続中であります。

（２）  非連結子会社名

該当はありません。

（２）  非連結子会社名

該当はありません。

２ 持分法の適用に関する事

項

（１） 持分法適用の関連会社の数

  該当はありません。

（２） 持分法を適用しない非連結子

会社 

該当はありません。

（１） 持分法適用の関連会社の数

該当はありません。

（２） 持分法を適用しない非連結子

会社 

該当はありません。
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項目
前連結会計年度

(自 平成21年４月１日
至 平成22年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成22年４月１日
至 平成23年３月31日)

３ 連結子会社の事業年度等

に関する事項

 連結子会社のうち株式会社ジャ

パンギャルズおよびBijin株式会社

の決算日は２月28日であります。

連結財務諸表の作成に当たって

は、決算日現在の財務諸表を使用

しております。ただし、連結決算

日までの期間に発生した重要な取

引については、連結上必要な調整

を行っております。 

 連結子会社のうち株式会社ジャ

パンギャルズの決算日は２月28日

であります。連結財務諸表の作成

に当たっては、決算日現在の財務

諸表を使用しております。ただ

し、連結決算日までの期間に発生

した重要な取引については、連結

上必要な調整を行っております。 

４ 会計処理基準に関する事

項

 (1) 重要な資産の評価基準

及び評価方法

① 有価証券

その他有価証券

時価のあるもの

 決算期末日の市場価格等に基

づく時価法（評価差額は全部純

資産直入法により処理し、売却

原価は移動平均法により算定） 

 

① 有価証券

その他有価証券

時価のあるもの

同左

時価のないもの

移動平均法による原価法

時価のないもの

同左

② たな卸資産

製品、商品、原材料、仕掛品

 連結財務諸表提出会社及び連

結子会社は主として総平均法に

よる原価法（貸借対照表評価額

は収益性の低下に基づく簿価切

り下げの方法により算定）によ

っております。

② たな卸資産

製品、商品、原材料、仕掛品

同左

貯蔵品

終仕入原価法（貸借対照表価

額は収益性の低下に基づく簿価

切り下げの方法により算定）に

よっております。

③ デリバティブ

  時価法

貯蔵品

同左

 

  

 

 

③ デリバティブ

同左
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項目
前連結会計年度

(自 平成21年４月１日
至 平成22年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成22年４月１日
至 平成23年３月31日)

 (2) 重要な減価償却資産の

減価償却の方法

① 有形固定資産

建物（建物附属設備を除く）

   イ）平成10年３月31日以前に
  取得したもの
    旧定率法
   ロ）平成10年４月1日以降に
  取得したもの
    旧定額法
   ハ）平成19年４月1日以降に
  取得したもの
    定額法
  建物以外
   イ）平成19年３月31日以前に
  取得したもの
    旧定率法
   ロ）平成19年４月1日以降に
  取得したもの
    定率法
   なお、主な耐用年数は以下の
  通りであります。

建物及び構築物   ３年～50年

機械装置及び運搬具 ２年～13年

工具器具備品    ２年～20年

① 有形固定資産

同左

② 無形固定資産

 自社利用のソフトウェアについ
ては、社内における見込利用可能
期間（５年）に基づく定額法を採
用しております。

② 無形固定資産

同左

③ 長期前払費用

定額法を採用しております。

③ 長期前払費用

同左

 (3) 重要な引当金の計上基

準

① 貸倒引当金

 債権の貸倒による損失に備える
ため、一般債権については貸倒実
績率により、貸倒懸念債権等特定
の債権については個別に回収可能
性を勘案し、回収不能見込額を計
上しております。

① 貸倒引当金

同左

② 賞与引当金

 従業員の賞与の支給に備えるた
め、支給見込額に基づき計上して
おります。

③ 退職給付引当金

 一部の連結子会社については、
従業員の退職給付に備えるため、
連結会計年度末における退職給付
債務及び年金資産の見込額に基づ
き計上しております。

② 賞与引当金

同左 
  
 

③ 退職給付引当金

同左 

④ 役員退職慰労引当金

 一部の連結子会社について
は、役員の退職慰労金の支出に
備えるため、役員退職慰労金規
程に基づく連結会計年度末要支
給額を計上しております。

⑤ 返品調整引当金

 返品による損失に備えるため、
過去の実績を基準として算出した
見積額を計上しております。

④ 役員退職慰労引当金

同左 

  

 

 

⑤ 返品調整引当金

同左
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項目
前連結会計年度

(自 平成21年４月１日
至 平成22年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成22年４月１日
至 平成23年３月31日)

 (4) 重要な外貨建の資産又

は負債の本邦通貨への

換算の基準

 外貨建金銭債権債務は、連結決算
日の直物為替相場により円貨に換算
し、換算差額は損益として処理して
おります。

同左

  

  (5) 重要なヘッジ会計の方
    法

①ヘッジ会計の方法

 原則として繰延ヘッジ処理に
よっております。

②ヘッジの手段とヘッジ対象

ヘッジ手段・・・原油キャップ
ヘッジ対象・・・重油購入取引

③ヘッジ方針

 主として原油及び石油製品の
取引に係る価格変動リスクの軽
減を目的としてヘッジ取引を行
っております。

④ヘッジ有効性評価の方法

 ヘッジ開始時から有効性判定
時点までの期間において、ヘッ
ジ対象とヘッジ手段の相場変動
の累計を比較し、両者の変動額
等を基礎にして判断しておりま
す。

─────────

 (6) のれんの償却に関する

事項

─────────  のれんは10年間で均等償却しており

ます。なお、平成21年度３月期に取得

したのれんについては５年間で償却し

ております。      

 (7) 連結キャッシュ・フロ

ー計算書における資金

の範囲

─────────  手許現金、要求払預金及び取得日か

ら３ヶ月以内に満期日の到来する流動

性の高い、容易に換金可能であり、か

つ、価値の変動について僅少なリスク

しか負わない短期的な投資からなって

おります。

 (8) その他連結財務諸表作

成のための重要な事項

消費税等の会計処理 

 消費税及び地方消費税の会計処理は

税抜方式によっております。     

同左

５ 連結子会社の資産及び負

債の評価に関する事項

 連結子会社の資産及び負債の評価方

法は全面時価評価法によっておりま

す。        

同左      

６ のれんの償却に関する事

項

 のれんは10年間で均等償却しており

ます。なお、平成21年度３月期に取得

したのれんについては５年間で償却し

ております。      

─────────   

７ 連結キャッシュ・フロー

計算書における資金の範

囲

 手許現金、要求払預金及び取得日か

ら３ヶ月以内に満期日の到来する流動

性の高い、容易に換金可能であり、か

つ、価値の変動について僅少なリスク

しか負わない短期的な投資からなって

おります。

─────────    
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（７）連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更

（会計方針の変更）

前連結会計年度
(自 平成21年４月１日
至 平成22年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成22年４月１日
至 平成23年３月31日)

（販売促進物の費用処理）

従来、期末に保有している販売促進物は主として貯

蔵品に計上しておりましたが、第３四半期連結会計期

間より購入時に費用計上し、販売費及び一般管理費に

含めて処理する方法に変更しております。 

 この変更は、第３四半期より、経営合理化の一環と

して販売促進物のより適切な在庫管理を推進していく

ことを目的に、発注方法の変更等の業務改善を実施し

たことに伴い、改めて当該販売促進物の性格を見直し

た結果、購入時に費用処理することにより、財政状態

の健全化を図り、経営成績をより適切に表示するため

に行なったものであります。 

 これにより、営業利益、経常利益及び税金等調整前

当期純利益がそれぞれ21,753千円減少しております。 

 なお、セグメント情報に与える影響は、当該箇所に

記載しております。

─────────

───────── (資産除去債務に関する会計基準等)

当連結会計年度より、「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。

なお、これによる当連結会計年度の損益に与える影響

はありません。

───────── (企業結合に関する会計基準等)

当連結会計年度より、「企業結合に関する会計基準」

（企業会計基準第21号  平成20年12月26日）及び「企業

結合会計基準及び事業分離等会計基準に関する適用指

針」（企業会計基準適用指針第10号  平成20年12月26

日）を適用しております。
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（表示方法の変更）

前連結会計年度
(自  平成21年４月１日
至  平成22年３月31日)

当連結会計年度
(自  平成22年４月１日
至  平成23年３月31日)

───────── (連結損益計算書関係)

当連結会計年度より、「連結財務諸表に関する会計基

準」（企業会計基準第22号  平成20年12月26日）に基づ

き、財務諸表等規則等の一部を改正する内閣府令（平成

21年３月24日  内閣府令第５号）を適用し、「少数株主

損益調整前当期純利益」の科目で表示しております。

（追加情報）

前連結会計年度
(自  平成21年４月１日
至  平成22年３月31日)

当連結会計年度
(自  平成22年４月１日
至  平成23年３月31日)

───────── 当連結会計年度より、「包括利益の表示に関する会計

基準」（企業会計基準第25号  平成22年６月30日）を適

用しております。ただし、「その他の包括利益累計額」

および「その他の包括利益累計額合計」の前連結会計年

度の金額は、「評価・換算差額等」および「評価・換算

差額等合計」の金額を記載しております。
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（８）連結財務諸表に関する注記事項

(連結貸借対照表関係)

前連結会計年度 
(平成22年３月31日)

当連結会計年度 
(平成23年３月31日)

※１ 有形固定資産の減価償却累計額

          減価償却累計額        2,527,215千円

※１ 有形固定資産の減価償却累計額

        減価償却累計額          2,649,991千円

 

 

※２ 担保に供している資産及びこれに対応する債務は

次のとおりであります。

（1）担保に供している資産（帳簿価額）

   現金及び預金 50,000千円

   建物及び構築物 65,497千円

   機械装置及び運搬具 2,646千円

   土地 503,200千円

計 621,344千円

（2）上記に対応する債務

   １年内返済予定の 
   長期借入金

144,600千円

   長期借入金 500,800千円

計 645,400千円

    また、提出会社の長期借入金640,000千円(う

ち、１年内返済予定の長期借入金144,000千円)の

担保の一部として、連結上相殺消去されている関

係会社株式（子会社株式）331,660千円を差し入れ

ております。

 

 

※２ 担保に供している資産及びこれに対応する債務は

次のとおりであります。

（1）担保に供している資産（帳簿価額）

  現金及び預金 70,000千円

  建物及び構築物 105,795千円

  機械装置及び運搬具 24,582千円

  土地 571,559千円

計 771,937千円

（2）上記に対応する債務

  １年内返済予定の 
   長期借入金

156,000千円

  長期借入金 454,150千円

計 610,150千円

    また、提出会社の長期借入金496,000千円(う

ち、１年内返済予定の長期借入金144,000千円)の

担保の一部として、連結上相殺消去されている関

係会社株式（子会社株式）331,660千円を差し入れ

ております。

 ３ 偶発債務

 連結子会社である健康コーポレーション株式会社（以

下、同社）は株式会社三光紙器工業所（以下、三光）よ

り、平成21年２月12日付で損害賠償請求に関する訴訟の

提起を受けました。同社といたしましては、三光が主張

する同社の損害賠償責任はないことを主張し本件訴訟に

対応しているところであります。 

    

    損害賠償請求金額   119,075千円      

 ３ 偶発債務

 連結子会社である健康コーポレーション株式会社（以

下、同社）は株式会社三光紙器工業所（以下、三光）よ

り、平成21年２月12日付で損害賠償請求に関する訴訟の

提起を受けておりました（損害賠償請求金額119,075千

円）が、平成23年１月21日に三光の請求を棄却する判決

が下されました。この判決は、平成23年２月８日に確定

いたしました。

 

※４ 当社は、資金調達の機動性を高めるため、取引銀

行と当座貸越契約を締結しております。

 なお、当連結会計年度末における当融資枠に基づ

く借入の実行状況は次のとおりであります。

   当座貸越限度額 1,450,000千円

   借入実行高 623,658千円

差引額 826,341千円
 

※４ 当社は、資金調達の機動性を高めるため、取引銀

行と当座貸越契約を締結しております。

 なお、当連結会計年度末における当融資枠に基づ

く借入の実行状況は次のとおりであります。

  当座貸越限度額 1,130,000千円

  借入実行高 342,325千円

差引額 787,674千円

※５ 当連結会計年度末日満期手形の会計処理について

は、満期日に決済が行なわれたものとして処理し

ております。 

 なお、当社連結子会社である株式会社ジャパン

ギャルズの当連結会計年度末日が金融期間の休日

であったため、次の連結会計期間満期手形が、当

連結会計年度末残高から除かれております。

   受取手形 2,108千円

 

─────────
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 当連結会計年度（自 平成22年４月１日 至 平成23年３月31日） 

※１ 当連結会計年度の直前連結会計年度における包括利益 

 
  

※２ 当連結会計年度の直前連結会計年度におけるその他の包括利益  

(連結損益計算書関係)

前連結会計年度
(自 平成21年４月１日
至 平成22年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成22年４月１日
至 平成23年３月31日)

 

※１ 固定資産売却益の内訳は次のとおりであります。

機械装置及び運搬具 2,082千円
 

※１ 固定資産売却益の内訳は次のとおりであります。

機械装置及び運搬具      454千円

 

※２ 固定資産除却損の内訳は次のとおりであります。

   有形固定資産

建物及び構築物 1,831千円

その他 42千円

合計 1,874千円

 

※２ 固定資産除却損の内訳は次のとおりであります。

  有形固定資産

建物及び構築物 15,607千円

機械装置及び運搬具  24千円

その他 2,120千円

合計 17,753千円

 

※３ 減損損失の内訳は次のとおりであります。

機械装置及び運搬具 1,442千円

その他 7千円

合計 1,449千円  

─────────

(連結包括利益計算書関係)

  親会社株主に係る包括利益 539,741千円

  少数株主に係る包括利益 ― 千円

  計 539,741千円

  その他有価証券評価差額金 △3,420千円

  繰延ヘッジ損益 473千円

  計 △2,946千円
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 前連結会計年度（自 平成21年４月１日 至 平成22年３月31日） 

１ 発行済株式に関する事項 

 
  

     （変動理由の概要） 

     増加数の主な内訳は、次の通りであります。 

 
  

２ 自己株式に関する事項 

  該当事項はありません。 

  

３ 新株予約権等に関する事項 

  該当事項はありません。 

  

４ 配当に関する事項 

（１）配当金支払額 

 
  

（２）基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの 
 

  

当連結会計年度（自 平成22年４月１日 至 平成23年３月31日） 

１ 発行済株式に関する事項 

 
  

    （変動理由の概要） 

増加数の主な内訳は、次の通りであります。 

 
  

２ 自己株式に関する事項 

  該当事項はありません。 

  

(連結株主資本等変動計算書関係)

株式の種類 前連結会計年度末 増加 減少 当連結会計年度末

普通株式(株) 305,800 600 ─ 306,400

新株予約権行使による増加 600株

決議 株式の種類
配当金の総額 １株あたり配当額

(円)
基準日 効力発生日

(千円)

平成21年８月17日
取締役会

普通株式 15,320 50円00銭 平成21年９月30日 平成21年12月７日

決議 株式の種類
配当金の総額
（千円）

１株当たり
配当額（円）

基準日 効力発生日 配当の原資

平成22年６月25日 
定時株主総会

普通株式 19,916 65円00銭 平成22年３月31日 平成22年６月28日 利益剰余金

株式の種類 前連結会計年度末 増加 減少 当連結会計年度末

普通株式(株) 306,400 2,190 ─ 308,590

第三者割当による新株式の発行による増加 2,190株
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３ 新株予約権等に関する事項 

  該当事項はありません。 

  

４ 配当に関する事項 

（１）配当金支払額 

 
  

（２）基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの 
 

（注）上記の平成23年３月期の期末配当は現時点での予想であり、平成23年５月下旬から６月初旬に開催予定の取締

役会にて正式に決議されます。配当額が確定した段階で速やかに開示いたします。 

  

  

決議 株式の種類
配当金の総額 １株あたり配当額

(円)
基準日 効力発生日

(千円)

平成22年６月25日 
定時株主総会

普通株式 19,916 65円00銭 平成22年３月31日 平成22年６月28日

決議 株式の種類 配当金の総額
（千円）

１株当たり
配当額（円） 基準日 効力発生日 配当の原資

平成23年６月25日 
定時株主総会(予定)

普通株式 50,211～62,764
162円71銭～203

円39銭
平成23年３月31日

平成23年６月27日
(予定)

利益剰余金

(連結キャッシュ・フロー計算書関係)

前連結会計年度
(自 平成21年４月１日
至 平成22年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成22年４月１日
至 平成23年３月31日)

 

※１ 現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表

に掲記されている科目の金額との関係

現金及び預金 1,796,498千円

預入期間が３ヶ月を超える 
定期預金

△77,642千円

現金及び現金同等物 1,718,856千円
 

※１ 現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表

に掲記されている科目の金額との関係

現金及び預金 2,284,462千円

預入期間が３ヶ月を超える 
定期預金

△102,538千円

現金及び現金同等物 2,181,923千円
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  (注) １ 事業の区分は、内部管理上採用している区分によっております。 

２ 各区分の主な事業 

(１)美容・健康関連事業・・・・・・美容関連用品、化粧品、健康食品等の販売 

(２)食品関連事業・・・・乳製品等、菓子用原材料等の販売 

３ 営業費用のうち、消去又は全社の項目に含めた配賦不能営業費用(200,048千円)の主なものは、親会社本

社の総務部門等管理部門に係る費用であります。 

４ 資産のうち、消去又は全社の項目に含めた全社資産（179,627千円）の主なものは、親会社本社の総務部

門等管理部門に係る資産等であります。 

５ 減価償却費にはのれん償却額及び長期前払費用の償却額が、資本的支出には長期前払費用の増加額がそ

れぞれ含まれております。 

６ 事業区分の変更 

従来、事業区分は「健康関連事業」、「IT・広告関連事業」の２区分によっておりましたが、当連結会

計年度より、「美容・健康関連事業」、「食品関連事業」の２区分に変更いたしました。セグメント区

分の変更の理由については、前連結会計年度に連結範囲の変更を伴う関係会社の異動があり見直したこ

とによります。これは当社の事業展開に基づく事業区分の見直しであり、事業領域の拡大によってセグ

メント情報の有用性を高めることを目的としております。  

７ 会計処理方法の変更 

「会計方針の変更」に記載のとおり、第３四半期連結会計期間より、販売促進物は購入時に費用計上

し、販売費及び一般管理費に含めて処理する方法に変更しております。 

 この変更に伴い、従来の方法によった場合と比較して、当連結会計年度の営業利益が、美容・健康関

連事業において21,753千円減少しております。 

  

当連結会計年度において、日本以外の国又は地域に所在する連結子会社はありませんので所在地

別セグメント情報の記載を省略しております。 

  

海外売上高が連結売上高の10％未満であるため、記載を省略しております。 

(セグメント情報等)

【事業の種類別セグメント情報】

前連結会計年度(自 平成21年４月１日 至 平成22年３月31日)

美容・健康関連事
業(千円)

食品関連事業
（千円)

計
(千円)

消去又は 
全社(千円)

連結
(千円)

Ⅰ 売上高及び営業損益

  売上高

(1) 外部顧客に
対する売上高

7,111,907 2,555,918 9,667,826 ─ 9,667,826

(2) セグメント間の内部
売上高又は振替高

─ 21,076 21,076 (21,076) ─

計 7,111,907 2,576,995 9,688,902 (21,076) 9,667,826

 営業費用 (6,177,276) (2,280,785) (8,458,061) (200,048) (8,658,110)

 営業利益 934,631 296,209 1,230,841 (221,125) 1,009,715

Ⅱ資産、減価償却費、 
 減損損失及び資本的支出 

   資産 2,832,515 3,325,107 6,157,622 179,627 6,337,250

   減価償却費 118,476 117,007 235,484 1,763 237,247

   減損損失 ─ 1,449 1,449 ─ 1,449

   資本的支出 144,088 165,838 309,926 2,757 312,683

【所在地別セグメント情報】

前連結会計年度(自 平成21年４月１日 至 平成22年３月31日)

【海外売上高】

前連結会計年度(自 平成21年４月１日 至 平成22年３月31日)
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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、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。 

  

２  報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産、負債その他の項目の金額の算定方法 

報告されているセグメントの会計処理の方法は、「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事

項」における記載と概ね同一であります。 

セグメント間の売上高は、第三者間取引価格に基づいております。 

  

３  報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産、負債その他の項目の金額に関する情報 

前連結会計年度(自  平成21年４月１日  至  平成22年３月31日) 

（単位：千円）

 
（注）１ 調整額は以下のとおりであります。 

（１）セグメント間の内部売上高又は振替高およびセグメント利益は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）セグメント資産の調整額は、主に報告セグメントに帰属しない資産であります。 

（３）その他の項目は、主に報告セグメントに帰属しないものであります。 

２ セグメント利益は、連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。 

  

【セグメント情報】

報告セグメント
調整額 (注)１

連結財務諸表計
上額 (注)２美容・健康関連

事業
食品関連事業 計

売上高

  外部顧客への売上高 7,111,907 2,555,918 9,667,826 ─ 9,667,826

  セグメント間の内部 
  売上高又は振替高

― 21,076 21,076 (21,076) ─

計 7,111,907 2,576,995 9,688,902 (21,076) 9,667,826

セグメント利益 934,631 296,209 1,230,841 (221,125) 1,009,715

セグメント資産 2,832,515 3,325,107 6,157,622 179,627 6,337,250

その他の項目

  減価償却費 64,572 46,451 111,023 1,763 112,786

  のれん償却費 53,904 70,556 124,460 ─ 124,460

  有形固定資産及び 
  無形固定資産の増加額

138,974 165,838 304,812 2,757 307,569
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当連結会計年度(自  平成22年４月１日  至  平成23年３月31日) 

（単位：千円）

 
（注）１ 調整額は以下のとおりであります。 

（１）セグメント間の内部売上高又は振替高およびセグメント利益は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）セグメント資産の調整額は、主に報告セグメントに帰属しない資産であります。 

（３）その他の項目は、主に報告セグメントに帰属しないものであります。 

２ セグメント利益は、連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。 

  

（追加情報） 

当連結会計年度より「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。 

報告セグメント
調整額 (注)１

連結財務諸表計
上額 (注)２美容・健康関連

事業
食品関連事業 計

売上高

  外部顧客への売上高 10,954,877 2,619,504 13,574,381 ― 13,574,381

  セグメント間の内部 
  売上高又は振替高

― 80,848 80,848 (80,848) ―

計 10,954,877 2,700,353 13,655,230 (80,848) 13,574,381

セグメント利益 1,430,872 182,481 1,613,354 (411,510) 1,201,844

セグメント資産 3,974,325 3,325,045 7,299,370 325,608 7,624,978

その他の項目

  減価償却費 106,821 80,882 187,704 2,430 190,134

  のれん償却費 53,904 65,870 119,774 ― 119,774

  有形固定資産及び 
  無形固定資産の増加額

250,529 241,342 491,871 1,259 493,131
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 （注）１．１株当たり純資産額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。 

 
  

２．１株当たり当期純利益及び潜在株式調整後１株当たり当期純利益の算定上の基礎は以下のとおりでありま

す。 

 
  

(１株当たり情報)

項目
前連結会計年度

(自 平成21年４月１日
至 平成22年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成22年４月１日
至 平成23年３月31日)

１株当たり純資産額 3,077円85銭 5,182円65銭

１株当たり当期純利益 1,771円75銭 2,035円02銭

潜在株式調整後 
１株当たり当期純利益

1,770円79銭 2,034円36銭

項目
前連結会計年度末

（平成22年３月31日現在)
当連結会計年度末 

（平成23年３月31日現在)

連結貸借対照表の純資産の部
の合計額（千円）

1,007,480 1,663,764

普通株式に係る純資産額 
（千円）

943,054 1,599,313

差額の主な内訳（千円）
64,425 64,451

少数株主持分

普通株式の発行済株式数 
（株)

306,400 308,590

普通株式の自己株式数(株) ─ ─

１株当たり純資産額の算定に
用いられた普通株式の数
（株）

306,400 308,590

項目
前連結会計年度

(自 平成21年４月１日
至 平成22年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成22年４月１日
至 平成23年３月31日)

連結損益計算書上の 
当期純利益(千円)

542,687 627,645

普通株式に係る当期純利益
(千円)

542,687 627,645

普通株主に帰属しない金額 
(千円)

─ ─

普通株式の期中平均株式数 
(株)

306,299 308,422

当期純利益調整額(千円) ─ ─

潜在株式調整後１株当たり当
期純利益の算定に用いられた
普通株式増加数の主要な内訳
（株）

  新株予約権 166 101

普通株式増加数（株） 166 101

希薄化効果を有しないため、
潜在株式調整後１株当たり当
期純利益の算定に含めなかっ
た潜在株式の概要

─ ─
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(重要な後発事象)

前連結会計年度
 (自 平成21年４月１日
 至 平成22年３月31日)

当連結会計年度 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成23年３月31日)

 

(新規事業に係る重要な事象)

 当社は、平成22年５月６日開催の取締役会におい
て、健康事業に関する社会・文化的な影響を研究・
分析するために、新たに子会社を設立することを決
議いたしました。

(1)会社の名称 グローバルメディカル研究所株式会社

(2)本店所在地 東京都中野区中央二丁目９番１号

(3)設立 平成22年5月7日

(4)事業の内容
健康食品、美容機器、化粧品の品質と
安全に係る研究と新製品の研究開発

(5)資本金 10,000千円

(6)出資比率 当社100％

(第三者割当増資)
 当社は、平成22年４月５日開催の取締役会におい
て下記のとおり、第三者割当による新株式の発行を
決議し、平成22年４月28日に払込が完了しておりま
す。

(1)発行新株式数 普通株式2,190株

(2)発行価格 １株につき 金26,800円

(3)発行価額の総額 58,692,000円

(4)資本組入額 １株につき 金13,400円

(5)資本組入額の総額 29,346,000円

(6)払込期日 平成22年４月28日

(7)割当先 松村京子 1,000株

松村元 1,000株

中島美津子 130株

星野智則 60株

─────────
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５．個別財務諸表

（１）貸借対照表

(単位：千円)

前事業年度
(平成22年３月31日)

当事業年度
(平成23年３月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 201,179 198,666

前払費用 5,740 3,065

関係会社未収入金 69,998 20,000

未収還付法人税等 102 103,964

その他 9,291 886

流動資産合計 286,311 326,583

固定資産

有形固定資産

機械及び装置（純額） 1,157 895

工具、器具及び備品（純額） 3,274 2,303

有形固定資産合計 4,431 3,198

無形固定資産

ソフトウエア 404 466

無形固定資産合計 404 466

投資その他の資産

投資有価証券 15,561 16,074

関係会社株式 2,314,044 2,324,044

出資金 10 20

敷金及び保証金 50 －

投資その他の資産合計 2,329,665 2,340,138

固定資産合計 2,334,502 2,343,804

資産合計 2,620,813 2,670,388

負債の部

流動負債

短期借入金 300,000 70,000

関係会社短期借入金 710,000 550,000

1年内返済予定の長期借入金 210,800 317,200

未払金 12,757 19,145

未払費用 5,105 8,788

未払法人税等 41,694 145

預り金 1,660 3,259

その他 82 854

流動負債合計 1,282,101 969,392

固定負債

長期借入金 686,200 806,400

固定負債合計 686,200 806,400

負債合計 1,968,301 1,775,792
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(単位：千円)

前事業年度
(平成22年３月31日)

当事業年度
(平成23年３月31日)

純資産の部

株主資本

資本金 112,232 141,578

資本剰余金

資本準備金 118,326 147,672

資本剰余金合計 118,326 147,672

利益剰余金

その他利益剰余金

繰越利益剰余金 423,321 606,199

利益剰余金合計 423,321 606,199

株主資本合計 653,880 895,450

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 △1,368 △855

評価・換算差額等合計 △1,368 △855

純資産合計 652,512 894,595

負債純資産合計 2,620,813 2,670,388
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（２）損益計算書

(単位：千円)

前事業年度
(自 平成21年４月１日
至 平成22年３月31日)

当事業年度
(自 平成22年４月１日
至 平成23年３月31日)

営業収入

経営指導料 64,980 140,700

受取配当金 347,198 429,500

営業収益合計 412,178 570,200

売上総利益 412,178 570,200

営業費用 221,352 335,145

営業利益 190,825 235,054

営業外収益

受取利息 36 74

受取賃貸料 1,068 1,450

還付加算金 1,699 －

その他 117 250

営業外収益合計 2,922 1,774

営業外費用

支払利息 36,173 32,973

貸与資産減価償却費 365 280

その他 534 0

営業外費用合計 37,073 33,253

経常利益 156,674 203,575

特別利益

商標権売却益 55,566 －

特別利益合計 55,566 －

税引前当期純利益 212,241 203,575

法人税、住民税及び事業税 96,547 781

法人税等調整額 － －

法人税等合計 96,547 781

当期純利益 115,694 202,794
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（３）株主資本等変動計算書

(単位：千円)

前事業年度
(自 平成21年４月１日
至 平成22年３月31日)

当事業年度
(自 平成22年４月１日
至 平成23年３月31日)

株主資本

資本金

前期末残高 111,272 112,232

当期変動額

新株の発行 960 29,346

当期変動額合計 960 29,346

当期末残高 112,232 141,578

資本剰余金

資本準備金

前期末残高 118,326 118,326

当期変動額

新株の発行 － 29,346

当期変動額合計 － 29,346

当期末残高 118,326 147,672

資本剰余金合計

前期末残高 118,326 118,326

当期変動額

新株の発行 － 29,346

当期変動額合計 － 29,346

当期末残高 118,326 147,672

利益剰余金

その他利益剰余金

繰越利益剰余金

前期末残高 322,947 423,321

当期変動額

剰余金の配当 △15,320 △19,916

当期純利益 115,694 202,794

当期変動額合計 100,374 182,878

当期末残高 423,321 606,199

利益剰余金合計

前期末残高 322,947 423,321

当期変動額

剰余金の配当 △15,320 △19,916

当期純利益 115,694 202,794

当期変動額合計 100,374 182,878

当期末残高 423,321 606,199

株主資本合計

前期末残高 552,545 653,880

当期変動額

新株の発行 960 58,692

剰余金の配当 △15,320 △19,916

当期純利益 115,694 202,794

当期変動額合計 101,334 241,570

当期末残高 653,880 895,450

健康ホールディングス㈱（2928）平成23年３月期決算短信

42



(単位：千円)

前事業年度
(自 平成21年４月１日
至 平成22年３月31日)

当事業年度
(自 平成22年４月１日
至 平成23年３月31日)

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金

前期末残高 2,052 △1,368

当期変動額

株主資本以外の項目の当期変動額（純
額）

△3,420 513

当期変動額合計 △3,420 513

当期末残高 △1,368 △855

評価・換算差額等合計

前期末残高 2,052 △1,368

当期変動額

株主資本以外の項目の当期変動額（純
額）

△3,420 513

当期変動額合計 △3,420 513

当期末残高 △1,368 △855

純資産合計

前期末残高 554,597 652,512

当期変動額

新株の発行 960 58,692

剰余金の配当 △15,320 △19,916

当期純利益 115,694 202,794

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △3,420 513

当期変動額合計 97,914 242,083

当期末残高 652,512 894,595
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