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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 13,178 5.4 △244 ― △252 ― △446 ―
22年3月期 12,508 ― 102 ― 91 ― 64 ―

（注）包括利益 23年3月期 △450百万円 （―％） 22年3月期 62百万円 （―％）

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 △13,620.73 ― △26.1 △5.9 △1.9
22年3月期 1,976.34 1,965.65 ― ― 0.8

（参考） 持分法投資損益 23年3月期  ―百万円 22年3月期  △2百万円

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 4,294 1,502 34.6 45,278.76
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  1,484百万円 22年3月期  1,939百万円

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 90 △117 133 718
22年3月期 304 △254 △157 610

2.  配当の状況 

 

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 ― 0.00 ― 0.00 0.00 0 ― ―
23年3月期 ― 0.00 ― 0.00 0.00 0 ― ―
24年3月期(予想) ― 0.00 ― 0.00 0.00 ―

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） 
 平成24年３月期の連結業績予想につきましては、現時点では合理的な算定が困難であるため未定であります。業績予想は確定次第、すみやかに公表
いたします。 
 なお、詳細につきましては２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23ページ「（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」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 33,255 株 22年3月期 33,228 株
② 期末自己株式数 23年3月期 459 株 22年3月期 459 株
③ 期中平均株式数 23年3月期 32,780 株 22年3月期 32,660 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 13,031 3.9 △178 ― △188 ― △378 ―
22年3月期 12,545 21.7 143 ― 133 ― 98 ―

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 △11,535.89 ―
22年3月期 3,019.89 3,003.55

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 4,408 1,621 36.4 48,914.97
22年3月期 4,229 1,991 46.8 60,443.76

（参考） 自己資本 23年3月期  1,604百万円 22年3月期  1,980百万円

※ 監査手続の実施状況に関する表示 
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連結財務諸表の監査手続きを実施しております。 

※ 業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
（将来に関する記述等についてのご注意） 
 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仮定及び業績予想のご利用に当たっての注意事項等について
は、２ページ「１．経営成績（１）経営成績に関する分析」をご覧下さい。 
 
（決算補足説明資料の入手方法） 
当社は、平成23年５月19日（木）にアナリスト・機関投資家向け説明会を開催する予定です。この説明会で配布する決算説明資料については、開催後速や
かに当社ホームページ及び東京証券取引所ホームページ（東証上場会社情報サービス）に掲載します。 
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(1）経営成績に関する分析 

 ①当期の概況  

当連結会計年度におけるわが国経済は、世界経済の緩やかな回復等を背景に一部で企業収益に改善の動きがみら

れたものの、雇用情勢の低迷から個人消費の伸び悩みが続き、外国為替市場・株式市場の変動等不安要素もあり景

気は足踏み状態が続きました。そうしたなか、本年３月11日に発生した東日本大震災の影響により、その先行きは

不透明な状況となっております。 

このような経営環境の中、当社グループでは、売上を再び成長軌道に乗せることを 優先として取組み、商品数

の拡充や、お客様の低価格志向に対応するための施策を実施しました。その結果、売上高は再び増加傾向に転じ、

前連結会計年度を上回る結果となりました。 

利益面におきましては、値下の影響で利益率が低下しましたが、短期的に利益が悪化しても、中長期的には売上

の増加によって利益体質となるという計画のもとシェアの拡大に取組んでおり、ケンコーコム単体はほぼ計画通り

で推移いたしました。しかしながら海外子会社において、Kenko.com Singapore Pte. Ltd.で売上の計画未達により

利益が計画を下回りました。また、Kenkokom Co., Limited(中国名：康康股份有限公司)にて、当連結会計年度より

中国の卸売業及び小売業参入の検討を行っておりましたが、その準備費用が計画外で発生しております。 

また、３月11日に発生した東日本大震災を受け、震災以降の環境に速やかに適応するため、大幅な事業構造の見

直しを行っておりますが、これにより特別損失を計上しております。  

 これらにより、売上高は13,178百万円(前年同期比5.4％増)、営業損失244百万円(前年同期は営業利益102百万

円)、経常損失252百万円(前年同期は経常利益91百万円)、税金等調整前当期純損失443百万円(前年同期は税金等調

整前当期純利益80百万円)、当期純損失446百万円(前年同期は当期純利益64百万円)となりました。 

  

②当期の事業別概況  

「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当社健康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。 

当連結会計年度は、上半期においては当社の強みである取扱商品数を増加させることができなかったことと、低

価格競争の影響もあって、パンデミック対策関連商品の売上急増があった前年を下回る結果となりました。しかしな

がら、下半期においては健康関連Ｅコマース業界でのポジションを確固たるものとするため、売上を再び成長軌道に

乗せることを 優先として取組んでまいりました。その結果、売上高は再び増加傾向に転じ、前連結会計年度の売上

を上回る結果となりました。 

以上の結果、当連結会計年度のリテール事業の売上高は11,730百万円(前年同期比4.8％増)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。 

当連結会計年度は、主として新規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1,302百万円(前年

同期比6.3％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

事業や、日本の新薬承認の遅延(ドラッグ・ラグ)の是正を目的としたドラッグ・ラグ是正支援事業等を行っておりま

す。 

 メディア事業の売上高は横ばいで推移しましたが、ドラッグ・ラグ是正支援事業が順調に推移したため、その他の

事業による売上高は145百万円(前年同期比57.8％増)となりました。  

  

 ③次期の見通し  

 今後の経済情勢は、世界的にはアジア地域の経済成長や欧米の景気回復を背景に持ち直しは続くものと見込まれ

ますが、国内においては東日本大震災の経済に与える影響や原油価格の高騰等、先行きの不透明感が大きく増して

おります。  

 また、弊社におきましては、東日本大震災に際し生活必需品の需要が急増し、弊社事業がライフラインの一翼を

担うものであるということを再認識いたしました。しかしながら、出荷キャパシティの落ち込みや商品調達の遅れ

により、サービスレベルの低下と売上計上の遅れを招きました。 

 このような状況の中、国内の事業においては、「ライフライン企業としての責務を果たす」「震災後体制への迅

速かつスムーズな移行」「低限界利益率でも利益が出せる組織作り」ということを次期の重要な課題として認識

し、体制を強化してまいります。具体的には、入手困難商品のグローバル調達、安定的なサービス供給と顧客サー

ビスレベルの向上、基幹システムのクラウド化及び固定費の抑制といった施策に取組んでいく計画です。 

 また海外へ向けては、「アジアマーケットへのビジネス展開」ということを次期の重要な課題として取組んでま

いります。 

１．経営成績
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 次期の連結業績予想につきましては、東日本大震災や福島第一原子力発電所の事故の影響による電力供給不安と

出荷状況への影響、商品調達の動向及び消費者心理の不透明感等により、現段階では合理的な算定が困難であるこ

とから未定とさせて頂きます。業績見通しについては、確定次第速やかに公表いたします。 

  

(2）財政状態に関する分析 

 ①資産、負債及び純資産の状況 

 当連結会計年度末における総資産は、前連結会計年度末に比べて97百万円の増加し、4,294百万円となりまし

た。 

 流動資産は、前連結会計年度末に比べて369百万円増加し、2,817百万円となりました。これは主に、現金及び預

金、売掛金、棚卸資産等が増加したことによるものです。 

 固定資産は、前連結会計年度末に比べて272百万円減少し、1,477百万円となりました。これは主に、有形固定資

産やソフトウェアが減価償却により減少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546百万円増加し、2,792万円となりました。これは主に、買掛金及び借入金

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448百万円減少し、1,502百万円となりました。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。 

  

②キャッシュ・フローの状況 

 当連結会計年度末における現金及び現金同等物の期末残高は、前連結会計年度末に比べ105百万円増加し、718百

万円となりました。 

   当連結会計年度における各キャッシュ・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、90百万円の収入(前年同期は304百万円の収入)となりました。 

 これは、税金等調整前当期純損失が443百万円となったものの、減価償却費が313百万円、仕入債務の増加額が

237百万円となったこと等によるものであります。 

 （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、117百万円の支出(前年同期は254百万円の支出)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88百万円、有形固定資産の取得による支出30

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、133百万円の収入(前年同期は157百万円の支出)となりました。 

 主な増加要因は、長期借入による収入450百万円、短期借入による収入350百万円であり、主な減少要因は長期

借入金の返済による支出334百万円、短期借入金の返済による支出250百万円であります。 

  

 当社のキャッシュ・フロー指標のトレンドは下記のとおりであります。 

     （注）自己資本比率：自己資本／総資産 

     時価ベースの自己資本比率：株式時価総額／総資産 

        債務償還年数：有利子負債／営業キャッシュ・フロー 

     インタレスト・カバレッジ・レシオ：営業キャッシュ・フロー／利払い 

    ※営業キャッシュ・フローはキャッシュ・フロー計算書の営業活動によるキャッシュ・フローを使用しておりま

す。有利子負債は、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。また、利払いについては、キャッシュ・フロー計算書の利息の支払額を使用しております。 

  

  平成19年３月期 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（％）  57.9  42.4  46.2  46.2  34.6

時価ベースの自己資本比

率（％） 
 120.7   38.0  25.3  48.3  43.2

債務償還年数（年）  2.7  7.3  7.9  3.3  13.3

インタレスト・カバレッ

ジ・レシオ（倍） 
 24.0  7.3  3.2  16.7  4.6
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(3）利益配分に関する基本方針及び当期・次期の配当 

  当社は、株主に対する利益還元を重要な課題として認識しており、投資機会、財政状態及び税制等を総合的に勘案

し、多数の株主にとって長期的に望ましい利益還元策を採ることを基本方針としております。 

 当社は健康関連商品のＥコマースによる事業確立を 優先にこれまで投資を行ってきたため、平成23年３月31日現

在、配当可能利益がなく配当等の利益還元策を実施しておりません。 

 今後につきましては、早期の累積損失の解消に努め、配当可能利益が生じた際には基本方針に従って意思決定いた

します。 

  

(4）事業等のリスク 

 当決算短信に記載した事項のうち、投資家の判断に重要な影響を及ぼす可能性のある事項には、以下のようなもの

があります。 

 なお、文中の将来に関する事項は、当事業年度末（平成23年３月31日現在）において当社が判断したものでありま

す。 

  

① 特定事業への依存に関するリスク  

 当社の事業は、リテール事業及びその他事業ともに、健康に関するＥコマースに集中しております。この事業の

将来性は、インターネットやＥコマースの普及、薬事法等法的規制の改正といった外在的要因に影響を受ける可能

性があります。したがって、特定事業に依存している現在の状況は、当社の将来の業績につき不確実性を与える要

因であると考えられます。 

② Ｅコマースを取り巻く事業環境に関するリスク 

1) インターネット及びＥコマース普及の可能性について 

 当社は、健康関連商品の販売を行う健康ＥＣサイト『ケンコーコム』を事業基盤としており、当社の収益はイ

ンターネットと強い関連性を有しております。そのため、インターネットの更なる普及が成長のための基本的条

件であると考えられます。 

 また、インターネットの普及にともない、日本市場におけるＥコマースも着実に成長しております。平成21年

の消費者向け国内Ｅコマース市場は6.7兆円（前年比10.0％増）（注）と報告されておりますが、当社の事業成

長にはＥコマースの普及・浸透が不可欠であります。 

 しかしながら、インターネット及びＥコマースの歴史はまだ浅く、普及に関しての将来の予想は不透明な部分

があります。今後インターネット利用者数の順調な増加が見られない場合や、Ｅコマース自体が消費者に受け入

れられず普及が順調に進まない場合には、当社の事業に影響を及ぼす可能性があります。 

（注）経済産業省「平成21年度我が国情報経済社会における基盤整備」（電子商取引に関する市場調査） 

  

2) インターネット及びＥコマースをめぐる法的規制の可能性及び影響について 

 現在の日本のインターネット及びＥコマース（以下、「インターネット等」）を取り巻く法的規制は、インタ

ーネット等そのものの歴史が浅いこともあり、未だ整備が完全には進んでおりません。今後、インターネット等

の利用者及び関連業者を対象とした法的規制が新たに制定され、それにより当社の業務の一部が制約を受けるよ

うな場合には、当社の業績に影響を及ぼす可能性があります。 

3) 検索エンジンへの集客依存について 

 インターネットユーザーの多くは、検索エンジンを使って、必要な情報を入手しております。当社のリテール

事業での新規顧客獲得に向けた集客においても、Google等の検索エンジン及びその検索エンジンの表示結果に高

く依存しております。今後、検索エンジン運営者における上位表示方針の変更やシステムトラブル等、何らかの

要因によって検索結果の表示が当社にとって優位に働かない場合には、当社が運営するサイトへの集客効果は短

期的あるいは長期的に減退し、当社の業績に影響を及ぼす可能性があります。 
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③ 事業運営に関わる法的規制に関するリスク 

 健康食品、医薬品をはじめとする多くの健康関連商品を取扱う当社においては、薬事法等の法的規制に則った販

売体制を求められています。 

当社の主力カテゴリーである健康食品については、健康食品そのものを単独に規定する法律は存在せず、また、

健康食品の明確な定義もありません。しかしながら、販売業者が、健康食品等を特定疾病や身体機能への効果を標

榜し販売すると、医薬品等を規定する「薬事法」における無許可無認可医薬品の販売としてみなされることとなり

ます。 

また、医薬品については「薬事法」により販売許可の取得を求められており、当社は「薬事法」第24条第１項の

規定により、所轄の福岡県知事より取得した薬局及び一般販売業許可のもと、福岡の物流センター内に設置された

薬局・店舗において、医薬品の販売を行っております。さらに、平成17年４月１日付改正薬事法の施行に伴い、福

岡県知事より高度管理医療機器等販売業の許可を取得しております。 

  

1) 医薬品の販売に係る規制について 

 平成18年６月に公布された一般用医薬品の販売方法の見直しを骨子とする改正薬事法に基づき、医薬品の販売

規制強化を目的とした省令等が平成21年６月をもって完全に施行されました。これまでに制定された具体的省令

およびその主な内容は以下のとおりであります。 

  

 以上のように、医薬品販売の法整備は形式的には進みつつありますが、インターネットをはじめとする技術の

進歩や人々の生活様式の多様化をはじめとする社会的環境の変化にともなって、一般消費者への販売方法も急速

に多様化しており、制度と実態に乖離が生じていると認識しております。  

 当社では、安全性の確保は大前提であると考えておりますが、実態にそぐわない法的規制が施行された結果、

すべての一般消費者が平等に医薬品を購入できる機会が損なわれる可能性が生じていると同時に、当社を含む通

信販売に依存した全国の中小薬局・店舗においても甚大な損失を被る等、関係業界にとっても大きな影響を及ぼ

す可能性があります。 

  

2) 医薬品の通信販売に係る規制について 

 平成21年６月１日に完全施行された薬事法においては、医薬品のリスクの程度に応じた情報提供について定め

られましたが、医薬品の通信販売に係る具体的な規定はありません。 

 しかしながら、この改正薬事法に基づき平成21年６月に施行された改正省令によって、適法な一般用医薬品販

売許可を有する薬局・店舗において従来適法に行われてきたにもかかわらず、 もリスクレベルが低い第三類医

薬品を除くすべての一般用医薬品の通信販売が禁止されました。平成21年５月29日には、この改正省令に対する

経過措置として、改正省令施行後２年間は離島居住者の新規購入、ならびに改正省令前に購入した同一の医薬品

を継続使用していることが認められる者のみ継続購入が可能である等、一定の条件を満たす場合に限り第二類医

薬品の通信販売を可能とする主旨の再改正省令が公布・施行されました。 

 当社の医薬品販売は、平成21年６月に完全施行された改正省令および再改正省令に則って行っております。改

正省令等には、インターネットによる医薬品の通信販売の具体的なあり方は定められておりませんが、当社が取

扱う医薬品は、安全性の観点から比較的問題が少ないものであるよう、薬剤師等の専門家を交えて商品選定を行

い、自治体への相談及び確認を行っております。また、個別の医薬品に関しましても、安全性に関する注意事項

 公布または施行日  具体的法令およびその主な内容 

 (1) 平成18年６月公布、平 

成21年６月完全施行 

  

「薬事法の一部を改正する法律」 

一般用医薬品の販売方法の見直しを骨子とする 

 (2) 平成19年４月施行 

  

「薬事法施行規則の一部を改正する省令（平成19年厚生労働省令第51号）」 

一般用医薬品をリスクの程度に応じて３区分に分類 

 (3) 平成21年６月完全施行 

  

「薬事法施行規則の一部を改正する省令（平成20年厚生労働省令第９号）」 

一般用医薬品の販売従事者の資格化及び登録化 

 (4) 平成21年２月公布、同

６月施行 

  

  

  

「薬事法施行規則等の一部を改正する省令（平成21年厚生労働省令第10号）」 

（以下、改正省令） 

もリスクレベルが低い第三類医薬品を除くすべての一般用医薬品の通信販売

（インターネット、郵便、カタログ及び電話等による販売）を禁止  

 (5) 平成21年５月公布・施

行 

  

  

  

「薬事法施行規則等の一部を改正する省令の一部を改正する省令(平成21年厚生

労働省令第114号)」（以下、再改正省令） 

一定の条件を満たす場合に限り、第二類医薬品の通信販売を可能とする主旨の

再改正 
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が厚生労働省から発せられた場合には、過去の購入者に遡って、商品の回収や服薬方法の徹底等、必要な措置を

迅速にとることができるよう社内体制を整えております。 

 以上のように、改正省令等によって当社が従来適法に行っていた一般用医薬品の販売を、一時的あるいは長期

間にわたって停止せざるを得ない状況が生じている結果、当社の業績に影響が及んでおります。その他、法令の

解釈・適用によっては、新たな対策が必要となり事業の遂行に影響が及ぶ可能性があります。  

なお、当社らが従来適法に行ってきたインターネット等による一般用医薬品の通信販売を継続する権利の確認

とそれらを禁止する部分の省令の無効の確認・取り消しを求めて、平成21年５月25日に東京地方裁判所に提訴

し、平成22年３月30日に、本件無効確認の訴え及び本件取消しの訴えの却下、本件地位確認の訴えに係る請求を

棄却する判決が言い渡されました。当社はこの判決を不服として同４月13日に東京地方裁判所に控訴を申し立

て、平成23年４月23日に控訴審が結審しております。（同年夏頃を目標に判決が言渡される予定です。) 

今後、世論の高まりにともなって、具体的省令の再検討等や、現在または将来に向けた医薬品の販売に係る法

的規制の枠組みが議論される場合も予想され、当社では、このような活動にかかる一時費用をある程度想定して

おります。しかしながら、今後の議論や取り組みによっては、想定以上の費用が発生し、当社の業績に影響を与

える可能性があります。  

 また、再改正省令施行から２年が経過する平成23年５月31日をもって、一定の条件を満たす場合に限り第二類

医薬品の通信販売を認める経過措置が終了することにより、年間約100百万円の売上の減少が見込まれます。但

し、平成23年3月31日に、厚生労働省より、この経過措置を平成25年５月31日まで延長することを目的とする薬

事法施行規則の一部を改正する省令案が発表されております。 

  

3) 健康食品、化粧品等の販売及び広告表現の規制について 

 当社の取扱商品のうち、健康食品、化粧品、医療用具等の広告表現については、法的規制の対象となっており

ます。健康食品の広告表現は、主に薬事法、健康増進法を含む以下の法令等の規制を受け、虚偽または誇大な記

事・広告が禁止されております。また、特定保健用食品を除く健康食品に関しては、薬事法により医薬品的な効

果効能の標榜が禁止されております。同様に、化粧品、医療用具等の広告表現に関しても、薬事法や健康増進法

等の規制対象となっております。 

 当社では、仕入先の信頼性評価や細心の注意を払った商品選定、薬事監査による内部管理の徹底等の対応を行

っておりますが、将来的に健康食品や化粧品等の広告表現に関する法的規制が強化された場合や、現行の法的規

制における法令の解釈・適用によっては、新たな対策が必要となり事業の遂行に影響を及ぼす可能性がありま

す。また、現行の法的規制に抵触するような不測の事態が発生した場合、またこれにより顧客とのトラブルが発

生した場合には、当社がその責任を問われる可能性があります。 

  

4) リテール事業の各業務におけるその他法的規制について 

 当社では、現在米国等海外より直接輸入した商品を取扱っており、製造物責任を負っております。 

 また、当社は、消費者からの健康に関する無料相談を受付けており、薬剤師等適切な専門家が回答することに

よって、診察・診断行為にみなされず、顧客に満足いただけるよう努めております。 

 しかしながら、現行の法的規制に抵触するような不測の事態が発生した場合、またこれにより顧客とのトラブ

ルが発生した場合には、当社がその責任を問われる可能性があります。 

  

5) 海外子会社に対する各国の法的規制について 

  米国、シンガポール及び中国に当社の子会社があり、各国の法的規制に則って運営しております。しかしなが

ら、当該所在国及び販売先国の法的規制に抵触するような不測の事態が発生した場合、子会社がその責任を問わ

れ、当社の業績に影響を与える可能性があります。また、当該所在国及び販売先国の法的規制が変更された場

合、子会社の事業の遂行が困難になったり、競争環境が変化して、当社の業績及び財政状態に影響を与える可能

性があります。 
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④ 一般消費者が主要顧客であることに関するリスク 

1) 返品対応に関するリスクについて 

 当社では、顧客の利益保護の観点から、顧客が商品を受け取ってから一定期間内に販売者に返品ができる「ク

ーリングオフ制度」を全商品に対して適用しております。さらに、健康食品や化粧品、医薬品等（健康機器を除

く）に関しては、開封後または一定期間経過後でなければ利用者と商品の相性等が分からないため、商品の状態

にかかわらず通常のクーリングオフ期間後の返品も受付けております。 

 当社におきましては、返品が多く発生しないよう、また、当社での商品廃棄損を極力発生させないように取組

んでおりますが、返品のタイミングを逸した場合や仕入先が返品対応を受付けられない場合には、返品商品の一

時滞留による当社の業務効率の低下や商品廃棄損の発生等によって、当社業績に影響を及ぼす可能性がありま

す。 

2) 「健康食品」業界を取り巻く風評及び報道等に関するリスクについて 

 近年、食の安全に対する消費者の関心は次第に高まっており、原料や添加物（以下、「原材料」）に対する嗜

好性が一段と強まっております。ある特定の原材料の危険性が明らかになった場合、それを含有する健康関連商

品全ての販売に影響が及ぶ可能性があります。また、それを含有していない商品の販売にも間接的に風評被害が

及ぶ可能性があります。 

 さらに、業界及び業界に属する事業者において食の安全性に疑義が生じるような事態が発生した場合やそのよ

うな報道がなされた場合、健康食品そのものの安全性や業界全体の信頼性が大きく損なわれ、当社にとっても風

評被害が及ぶ可能性があります。 

  

⑤ 取扱商品の拡充ポリシーに関するリスク 

 当社では、顧客満足度と利便性を高めるため、商品ラインナップの拡充を積極的に推し進めております。当社に

おける取扱商品数は以下のように推移しております。  

（注）取扱商品数は、各事業年度末日現在における販売可能な商品数を示しております。 

  

 第16期に関しましては、取扱商品数に応じて仕入先から商品取扱の対価を徴収する制度を導入した結果、低在庫

回転率の商品を中心に、取扱商品数が減少いたしました。しかしながら、第17期には取扱商品数は再び増加に転じ

ております。 

  当社では、顧客サービスの向上施策の一環として、新たな商品・カテゴリーの充実に努めておりますが、取扱商

品数の増加及び仕入先開拓が計画どおりに進まない場合には、事業計画に支障をきたす可能性があります。 

  

⑥  特定の仕入先への依存度が高いことに関するリスク 

 当社は、㈱リードヘルスケア及び㈱あらたから年間仕入総額の10％以上を仕入れており、いずれも当社の重要な

仕入先であります。 

 近年では卸売会社の統合や買収、物流センターの集約等の動きも活発になってきておりますが、当社の主要仕入

先等が統合や買収などにより営業停止や商材の供給に問題が発生した場合、また物流拠点を移転するような場合に

は、当社は事業運営上大きな影響を被る可能性があります。また、これら卸売会社との商品取引基本契約等が当社

にとって不利な内容に変更された場合、または契約の継続が困難になった場合等には、当社の業績に悪影響を及ぼ

す可能性があります。 

  

⑦  オンラインモール運営者との関係に関するリスク 

 当社では、「Yahoo!ショッピング」や「楽天市場」等の認知度の高いオンラインモールに『ケンコーコム』の支

店を出店しており、その売上高は順調に推移しております。 

 特定のモール運営者の業務が何らかの事態により一時的または長期的に停止した場合、モール運営者の業績が悪

化した場合や、モール運営者との契約が当社にとって不利な内容に変更された場合、または契約自体の継続が困難

になった場合等には、当社の業績に悪影響を及ぼす可能性があります。 

  

⑧  移動体通信業者への依存に関するリスク 

 当社は、移動体通信事業者３社（株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ、KDDI株式会社、ソフトバンクモバイル株

式会社）の公式サイトとしてモバイル支店を開設し、順調に売上高を伸ばしております。今後、何らかの事由によ

り移動体通信事業者との契約が解除された場合には、当社の業績に影響を与える可能性があります。 

  

回次 
決算年月 

第13期 
(平成19年3月期) 

第14期 
(平成20年3月期) 

 第15期 
 (平成21年3月期) 

 第16期 
 (平成22年3月期) 

 第17期 
 (平成23年3月期) 

取扱商品数（点） 70,789 101,739 129,409 115,198 136,306 
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⑨  システムトラブル等に関するリスク 

 当社が提供するサービスの多くは、複数のコンピュータシステムからなり、これを通信ネットワークで結ぶ構成

となっております。したがって、何らかの事由により通信ネットワークが切断された場合には、当社サービスの提

供に支障をきたす可能性があります。また、アクセスの急激な増加やコンピュータウィルス、破壊的行為、また

は、構築したアプリケーション内の不具合等、様々な要因によって当社のシステムに被害または問題が生じた場

合、当社の業績及び信用力に重大な影響を及ぼす可能性があります。 

 なお、平成24年３月期よりこれらのシステムの多くをクラウドサービスへ移行することを計画しております。 

⑩  個人情報の取扱いに関するリスク 

 当社は、個人情報保護法等の関連諸法令を遵守し、プライバシーマークを取得しております。当社顧客等の個人

情報につきましては、システム設計上での配慮は当然ながら、運用面でもその取扱いに細心の注意を払い管理して

おります。 

 しかしながら、外部からの不正なアクセスや想定していない事態によって個人情報の外部流出等が発生した場合

には、当社の業績及び企業としての社会的信用に悪影響を与える可能性があります。 

⑪  知的財産権等に関するリスク 

 当社はＥコマースを行うにあたり、特許権の対象となるような特殊な技術開発やビジネスモデル開発は行ってお

りません。このため、現時点において当社は特許権を取得しておらず、また他社からも重要な特許権等のライセン

スを受けておりません。 

 なお、現時点において当社は第三者の知的財産権の侵害は存在していないと認識しておりますが、今後も知的財

産権の侵害を理由とする訴訟が提起されないという保証はなく、そのような事態が発生した場合には、当社の業績

に影響を与える可能性があります。 

⑫  新規事業に関するリスク 

 当社は、インターネットにおける健康関連ビジネスのリーディングカンパニーとして、今後も積極的に新たなビ

ジネスを開拓していく方針であります。しかしながら、事業が確立するまでには当初想定した以上の時間を要する

場合があり、事業推進や投資回収が必ずしも当初計画通りに進まない可能性があります。 

   ⑬ 資金調達に関するリスク  

 当社は、継続的な設備投資を行うにあたり、借入及び新株発行等により資金調達を行っております。今後の資金

需要に対しては、金融機関からの資金調達を計画しておりますが、将来において金利が上昇した場合には、資金調

達コストが増加し、当社の業績及び財務状況に影響を与える可能性があります。 

 また、急激な環境の変化により、計画どおりの資金調達ができなかった場合には、当社の事業成長スピードが減

速したり、 事業継続に重大な影響を及ぼす可能性があります。 

   ⑭ 為替リスク 

 当社は、一部の商品を米国等海外から外貨建で輸入しております。急激に為替が変動した場合、当社の業績に影

響を与える可能性があります。  

   ⑮ 電力の供給不安に関するリスク 

 当社のビジネスはコンピュータシステムに依存しております。計画停電等によって電力の供給が滞った場合、出

荷キャパシティの落ち込みや、何らかの事由によりバックアップ電源が作動しないと、サーバーシステムがダウン

してＥコマースサービスの提供が滞る事態となり、当社の業績に影響を与える可能性があります。 

   ⑯ 地震に関するリスク 

 平成23年３月11日の東日本大震災以降、東日本を中心に余震が多発しております。地震による影響は各営業所に

おいて発生するリスクがありますが、特に一部湾岸エリアの出荷センターについては、液状化等により出荷能力が

大幅に低下する恐れが有り、当社の業績に影響を与える可能性があります。 

   ⑰ 特定商品の過剰在庫に関するリスク 

 震災やパンデミック等の非常時においては、インターネット上のＥコマース店舗に需要が集中する傾向がありま

す。 

 当社では、ライフラインを支える企業の務めとして、生活必需商品の安定的な調達に努めております。しかしな

がら、急激な需要の増加は一過性に終わることもあり、予想が困難であります。また、非常時には配送も寸断され

る恐れがあり、商品の調達はできても配達ができない可能性も存在します。こうしたことから、特定商品について

過剰在庫を抱え、当社の業績に影響を与える可能性があります。 
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  当社グループは、当社（ケンコーコム株式会社）、連結子会社５社及び持分法適用関連会社１社により構成されてお

り、健康関連商品にかかわるＥコマース（インターネットを基盤とした流通）を事業ドメインとしております。 

「リテール事業」では、当社が運営する健康ＥＣサイトを通じ一般消費者向けに健康関連商品を販売しているほか、

Kenko.com Singapore Pte.Ltd.が運営するサイトを通じて医薬品や海外のサプリメント等を個人輸入にて販売しており

ます。 

「ドロップシップ事業」では事業者向けに健康ＥＣプラットフォームとしての機能を提供しております。 

「その他の事業」では、当社サイト上にて事業者の広告情報の提供等を中心としたマーケティング支援を行うメディア

事業のほか、当社100％子会社であるMonzen Corporationによって日本の新薬承認の遅延(ドラッグ・ラグ)是正のた

め、医師の要望で医薬品の輸入代行を行うドラッグ・ラグ是正支援事業を行っております。Monzen Corporationは平成

22年３月に設立、同年７月より事業を開始いたしました。 

 リテール事業及びドロップシップ事業における物流業務及び商品管理業務を当社100％子会社であるケンコーロジコ

ム株式会社が行っております。 

 Kenko.com U.S.A..Incは平成19年６月に設立し、時差を利用したカスタマーセンターの運営を行っておりましたが、

当連結会計年度より主にリテール事業におけるグローバル調達も行っております。 

 また、当連結会計年度より中国における小売業及び卸売業への参入について、当社100％子会社であるKenkokom Co., 

Limited(中国名：康康股份有限公司)において検討を行っております。Kenkokom Co., Limited(中国名：康康股份有限

公司)は平成22年10月に設立いたしました。 

 Monzen Corporation、Kenkokom Co., Limited(中国名：康康股份有限公司)及びKenko.com U.S.A..Incは当連結会計

年度より連結対象としております。 

 事業系統図によって示すと以下のとおりであります。 

 
  

２．企業集団の状況
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(1）会社の経営の基本方針 

  当社は、健康関連商品にかかわるＥコマースを事業ドメインとしております。このうち、一般消費者を顧客とする

リテール事業が当社の主要な事業となっております。 

 「健康」をテーマとした当社の事業は、年齢や性別を問わず幅広い一般消費者に向けたサービス事業であります。

お客さまが求める健康ニーズは千差万別であり、それぞれが求める健康ニーズに対して 適な情報と商品の選択肢を

提供することが当社の役割であると認識しております。 

  また、当社が取り組む「Ｅコマース」については、インターネットという通信インフラを活用することにより、時

間や場所の制約を受けず、お客さまの利便性向上にフォーカスしたサービス品質の追求が行えます。 

 顧客満足度の向上につなげるこれらの取り組みを通して、当社では純粋なＥコマースによる事業の確立と、それに

ともなう新たな流通業態の創造を目指してまいります。 

(2）目標とする経営指標 

  当社の経営理念は「Ｅコマースを通じて、お客さまの健康づくりに貢献すること」であります。Ｅコマースを事業

として確立し、新たな流通形態の創造を実現するために、売上高を増加させること及び適正水準の利益（売上高営業

利益率）を確保することを目標としております。これらを達成するため、当社ＥＣサイトの集客基盤の強化並びに当

社ＥＣプラットフォームとしての基盤強化に取り組んでおります。 

(3）中長期的な会社の経営戦略 

   当社が事業ドメインとする、健康関連分野及びＥコマースは、その規模及び成長性からみて有望なマーケットで

あると考えております。高齢化や健康ブームを背景に拡大してきた国内の一般消費者向け健康関連マーケットは、い

まや10兆円市場と言われておりますが、当社が展開するＥコマースはそのうちの数％に過ぎません。 

  当社では①豊富な品揃え、②心地よい顧客サービス、③適正な価格の充実を心がけて運営しており、これらが中長

期的な成長のドライバーであると考えております。前述の３つの利便性をさらに高めることによって、健康関連商品

のＥコマースでのリーディングカンパニーとなり、新たな商流を創り出す健康ＥＣプラットフォームの確立を目指し

ていく方針であります。 

 一方、海外におきましては、Ｅコマースの成長が著しい中国市場において、早期に橋頭堡を築いて日本の健康関連

商品の流通企業として参入し、シェアを獲得していくことを目指しております。そして、中国においては高品質な日

本の健康関連商品に一定のニーズがあると判断し、現地企業と提携して中国市場へ参入するためのビジネスを検討し

ております。 

  

(4）会社の対処すべき課題 

① 継続的な事業成長に向けての取組みについて 

 当社の事業成長の基軸となるリテール事業におきましては、以下のような取組を実現することによって、健康Ｅ

Ｃプラットフォームの強化を図り、中長期にわたる成長と収益の拡大を図ってまいります。 

  1) 品揃えの充実 

 品揃えはＥコマースにおける売上成長のキーファクターであると考えており、国内だけでなく、海外からもグ

ループの調達網を活かして、継続的な商品の拡充を進め、競合他社との絶対的な差別化を図ってまいります。ま

た、取扱商品数の増加に並行して、商品情報の高度化に努め、より正確かつ詳細な情報提供を行ってまいりま

す。 

2) 高品質な顧客サービスの追求 

 当社の健康ＥＣサイトに対する一般消費者の注目度が高まるにつれ、要求される顧客サービスも一層の充実を

迫られております。今後は、サービス内容のモニタリング等を徹底することにより、品質の高いサービス提供を

追求するとともに、 適な人員配置により品質とコストのバランスに配慮してまいります。 

 また、当社では売上規模の増大に伴い、急激な需要増に対しても安定的に運営できるような精度の高いオペレ

ーション体制の構築とシステム増強が不可欠であると認識しております。 

 オペレーション体制につきましては、業務基準の策定やケンコーロジコム株式会社との相互連携等により、顧

客満足度の向上を目指してまいります。また、システム面につきましては、継続的な強化により、ウェブサイト

での安定したサービス提供を行ってまいります。  

3) 競争力の高いコスト構造の実現 

 一般消費者向け健康関連市場における優位性を絶対的なものとするためには、競争力のある価格の実現が必要

であります。そのためには、当社におきましてもコスト構造の転換が重要であり、改善の余地があると認識して

おります。 

 リテール事業におきましては、継続的な変動費の見直しに加え、さらなる成長を遂げることによるスケールメ

リットの享受と生産性の向上に努め、競争力の高いコスト構造の実現を目指してまいります。  

   

３．経営方針
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② 事業の展開について 

 健康関連商品のＥコマースは、いまだ拡大基調にあり、将来にわたってさらに巨大なマーケットの出現が期待で

きる有望な分野であります。 

 当社では、基幹事業の継続的成長に加え、新規事業の創出と育成が、当社全体における利益水準の向上とマーケ

ット内での確固たるポジショニングの獲得の双方に貢献するものと考えております。リテール事業と新規事業の連

動によって、健康関連商品のモノの流通だけでなく情報の流通も目指し、より一層充実したサービスの提供に注力

してまいります。 

 また、海外、特にアジア各国でのEコマース市場の成長が加速していることから、海外への展開にも注力してま

いります。それに伴い、これまで当社が負担していなかった新たなリスクを負担する可能性があり、リスク管理体

制をより一層強化していく必要性があると考えております。 

   

③ 内部統制およびコンプライアンス体制の整備について 

 当社は、会社法、金融商品取引法等により求められる透明性の高い経営体制、適切な情報開示と迅速な対応を実

現するため、取締役および従業員の職務の適法性を図るための体制の構築・維持とその監査体制のより一層の強化

に努めております。あわせて「健康」と「Ｅコマース」を特徴とする当社においては、消費者保護の観点から安

全・安心を担保するための仕組を拡充します。 

   

  ④ 医薬品のネット販売の再開について 

 平成21年６月に、当社が取り扱っていた医薬品のインターネット、郵便、カタログ及び電話等による販売（以下

「ネット販売」）を規制する省令(薬事法施行規則等の一部を改正する省令（以下「改正省令」）が、十分な議論

が尽くされないまま施行されました。これにより、当社は従来から認められていた営業権を剥奪され、営業上不可

償の深刻な不利益を被ることとなり、ネット販売規制の撤廃を求めて、国を相手取り、東京地方裁判所に提訴いた

しました。平成22年３月30日の判決では、当社の主張は認められず敗訴いたしましたが、その後、東京高等裁判所

に控訴し、平成23年4月28日をもって結審いたしました。（判決は同年夏頃を目標に言い渡される予定です。）当

社はEコマース（インターネットを基盤とした流通）事業者として、インターネットを活用し安全に医薬品が購入

できる環境を目指しており、不当にその機会を奪われることに対しては、断固とした態度で臨んでいく所存で

す。  
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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 610,980 719,454

売掛金 751,257 842,677

商品 1,006,021 1,143,222

貯蔵品 12,371 13,293

その他 87,418 122,480

貸倒引当金 △20,521 △23,623

流動資産合計 2,447,528 2,817,506

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 ※2  964,186 ※1  977,137

減価償却累計額 △208,542 △256,979

減損損失累計額 － △19,320

建物及び構築物（純額） 755,644 700,837

機械装置及び運搬具 20,685 22,305

減価償却累計額 △12,820 △15,079

機械装置及び運搬具（純額） 7,864 7,226

工具、器具及び備品 556,506 546,996

減価償却累計額 △385,229 △410,870

減損損失累計額 － △33,118

工具、器具及び備品（純額） 171,277 103,007

リース資産 87,741 138,873

減価償却累計額 △14,355 △36,615

減損損失累計額 － △50,060

リース資産（純額） 73,385 52,197

建設仮勘定 1,041 499

有形固定資産合計 1,009,213 863,769

無形固定資産   

ソフトウエア 517,727 427,641

ソフトウエア仮勘定 61,078 26,488

リース資産 6,986 20,560

その他 2,986 2,606

無形固定資産合計 588,778 477,297

投資その他の資産   

投資有価証券 ※2  6,800 ※1  9,200

関係会社株式 ※1  12,436 －

差入保証金 125,679 123,212

その他 6,765 3,748

投資その他の資産合計 151,680 136,160

固定資産合計 1,749,672 1,477,227

資産合計 4,197,200 4,294,734
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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   

買掛金 844,349 1,081,848

短期借入金 － 100,000

1年内償還予定の社債 55,000 －

1年内返済予定の長期借入金 254,468 385,828

リース債務 18,349 32,442

未払金 288,524 339,051

未払法人税等 24,876 6,454

賞与引当金 501 501

ポイント引当金 － 10,296

本社移転費用引当金 － 37,511

倉庫移転費用引当金 － 13,293

システム移行費用引当金 － 9,318

その他 96,615 94,915

流動負債合計 1,582,686 2,111,462

固定負債   

長期借入金 597,873 581,802

リース債務 65,668 95,487

その他 － 3,891

固定負債合計 663,541 681,181

負債合計 2,246,227 2,792,643

純資産の部   

株主資本   

資本金 1,064,201 1,064,817

資本剰余金 1,300,521 1,301,187

利益剰余金 △339,417 △791,915

自己株式 △83,968 △83,968

株主資本合計 1,941,337 1,490,121

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 △1,452 △1,052

為替換算調整勘定 － △4,106

その他の包括利益累計額合計 △1,452 △5,158

新株予約権 11,088 17,128

純資産合計 1,950,973 1,502,090

負債純資産合計 4,197,200 4,294,734
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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 12,508,439 13,178,554

売上原価 ※3  8,440,892 ※3, ※4  8,967,204

売上総利益 4,067,547 4,211,350

販売費及び一般管理費 ※1  3,965,391 ※1  4,455,404

営業利益又は営業損失（△） 102,155 △244,054

営業外収益   

受取利息 863 475

受取配当金 － 108

破損商品等弁償金 5,021 7,363

消費税等免税益 － 11,169

債務勘定整理益 1,648 －

その他 2,737 2,106

営業外収益合計 10,271 21,222

営業外費用   

支払利息 16,645 19,418

為替差損 － 8,804

持分法による投資損失 2,481 －

その他 2,249 972

営業外費用合計 21,376 29,195

経常利益又は経常損失（△） 91,050 △252,027

特別利益   

新株予約権戻入益 10,327 733

保険差益 － 610

その他 710 －

特別利益合計 11,037 1,343

特別損失   

固定資産除却損 ※2  4,820 ※2  8,595

関係会社株式評価損 12,405 －

減損損失 － ※5  102,499

本社移転費用引当金繰入額 － 37,511

倉庫移転費用引当金繰入額 － 13,293

システム移行費用引当金繰入額 － 9,318

規制対応費用 4,068 －

その他 － 21,472

特別損失合計 21,294 192,690

税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損
失（△）

80,794 △443,374

法人税、住民税及び事業税 16,246 6,907

過年度法人税等戻入額 － △4,622

法人税等調整額 － 830

法人税等合計 16,246 3,114

少数株主損益調整前当期純利益又は少数株主損益調
整前当期純損失（△）

－ △446,489

当期純利益又は当期純損失（△） 64,547 △446,489
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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又は少数株主損益調
整前当期純損失（△）

－ △446,489

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 － 400

為替換算調整勘定 － △4,106

その他の包括利益合計 － ※2  △3,706

包括利益 － ※1  △450,195

（内訳）   

親会社株主に係る包括利益 － △450,195

少数株主に係る包括利益 － －
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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 1,060,218 1,064,201

当期変動額   

新株の発行 3,982 616

当期変動額合計 3,982 616

当期末残高 1,064,201 1,064,817

資本剰余金   

前期末残高 1,296,488 1,300,521

当期変動額   

新株の発行 4,032 666

当期変動額合計 4,032 666

当期末残高 1,300,521 1,301,187

利益剰余金   

前期末残高 △403,965 △339,417

当期変動額   

当期純利益又は当期純損失（△） 64,547 △446,489

連結範囲の変動 － △6,009

当期変動額合計 64,547 △452,498

当期末残高 △339,417 △791,915

自己株式   

前期末残高 △83,968 △83,968

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 △83,968 △83,968

株主資本合計   

前期末残高 1,868,774 1,941,337

当期変動額   

新株の発行 8,015 1,282

当期純利益 64,547 △446,489

連結範囲の変動 － △6,009

当期変動額合計 72,562 △451,216

当期末残高 1,941,337 1,490,121
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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 △940 △1,452

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △512 400

当期変動額合計 △512 400

当期末残高 △1,452 △1,052

為替換算調整勘定   

前期末残高 － －

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） － △4,106

当期変動額合計 － △4,106

当期末残高 － △4,106

その他の包括利益累計額合計   

前期末残高 △940 △1,452

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △512 △3,706

当期変動額合計 △512 △3,706

当期末残高 △1,452 △5,158

新株予約権   

前期末残高 14,296 11,088

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △3,208 6,040

当期変動額合計 △3,208 6,040

当期末残高 11,088 17,128

純資産合計   

前期末残高 1,882,130 1,950,973

当期変動額   

新株の発行 8,015 1,282

当期純利益 64,547 △446,489

連結範囲の変動 － △6,009

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △3,720 2,334

当期変動額合計 68,842 △448,882

当期末残高 1,950,973 1,502,090
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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又は税金等調整前当期純
損失（△）

80,794 △443,374

減価償却費 291,062 313,218

減損損失 － 102,499

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） 1,343 3,102

ポイント引当金の増減額（△は減少） － 10,296

賞与引当金の増減額（△は減少） 501 －

本社移転費用引当金の増減額（△は減少） － 37,511

倉庫移転費用引当金の増減額（△は減少） － 13,293

システム移行費用引当金の増減額（△は減少） － 9,318

受取利息及び受取配当金 △971 △583

支払利息 18,237 19,418

株式交付費 － 568

株式報酬費用 7,169 6,823

新株予約権戻入益 △10,327 △733

保険差益 △332 △610

持分法による投資損益（△は益） 2,481 －

固定資産除却損 4,820 8,595

固定資産臨時償却費 － 6,407

関係会社株式評価損 12,405 －

売上債権の増減額（△は増加） 78,431 △92,573

たな卸資産の増減額（△は増加） △353,766 △138,123

仕入債務の増減額（△は減少） 83,513 237,498

前払費用の増減額（△は増加） 2,039 △12,524

長期前払費用の増減額（△は増加） 2,351 －

未収入金の増減額（△は増加） △8,834 1,730

未払金の増減額（△は減少） 35,085 57,216

未払費用の増減額（△は減少） 10,583 5,048

未払消費税等の増減額（△は減少） 73,012 △18,946

その他 5,514 1,533

小計 335,117 131,061

利息及び配当金の受取額 971 884

保険金の受取額 332 610

利息の支払額 △18,255 △19,803

法人税等の支払額 △13,494 △28,597

法人税等の還付額 － 6,028

営業活動によるキャッシュ・フロー 304,671 90,183
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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   

有形固定資産の取得による支出 △64,002 △30,155

無形固定資産の取得による支出 △152,540 △88,797

投資有価証券の取得による支出 － △2,000

貸付けによる支出 △3,000 －

敷金及び保証金の差入による支出 △38,530 －

敷金の回収による収入 3,595 3,074

その他 430 813

投資活動によるキャッシュ・フロー △254,048 △117,064

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 － 350,000

短期借入金の返済による支出 － △250,000

長期借入れによる収入 200,000 450,000

長期借入金の返済による支出 △240,692 △334,711

社債の償還による支出 △110,000 △55,000

株式の発行による収入 7,965 663

ファイナンス・リース債務の返済による支出 △14,456 △27,561

財務活動によるキャッシュ・フロー △157,183 133,391

現金及び現金同等物に係る換算差額 △61 △970

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △106,621 105,541

現金及び現金同等物の期首残高 717,601 610,980

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 － 2,101

現金及び現金同等物の期末残高 ※  610,980 ※  718,623
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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

(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   ２社 

   主要な連結子会社の名称 

     ケンコーロジコム株式会社 

   Kenko.com Singapore Pte.Ltd.  

 ケンコーロジコム株式会社について

は、当連結会計年度において、重要性

が増したことにより、当連結会計年度

から連結子会社に含めております。 

 Kenko.com Singapore Pte.Ltd.につ

いては、当連結会計年度において新た

に設立したため、当連結会計年度から

連結子会社に含めております。 

（1）連結子会社の数   ５社 

   主要な連結子会社の名称 

     ケンコーロジコム株式会社 

   Kenko.com Singapore Pte.Ltd. 

   Monzen Corporation 

   Kenko.com U.S.A.,Inc. 

   Kenkokom Co.,Limited. 

 当連結会計年度からMonzen 

Corporation及びKenkokom 

Co.,Limited、は新たに設立したた

め、Kenko.com U.S.A.,Inc.は重要性

が増したため、連結の範囲に含めてお

ります。 

  （2）主要な非連結子会社の名称等 

   主要な非連結子会社  

     Kenko.com U.S.A.,Inc. 

（2）主要な非連結子会社の名称等 

―――――――  

   （連結の範囲から除いた理由） 

 非連結子会社は小規模であり、合計

の総資産、売上高、当期純損益（持分

に見合う額）及び利益剰余金（持分に

見合う額）等は、連結財務諸表に重要

な影響を及ぼしていないためでありま

す。  

  

２．持分法の適用に関する事

項 

（1）持分法を適用した関連会社の数 1社

  主要な会社等の名称 

  イー・ショッピング・ワイン株式会社

（1）持分法を適用した関連会社の数 1社

  同左  

  （2）持分法を適用しない非連結子会社ま

たは関連会社の名称等 

   主要な会社等の名称 

  Kenko.com U.S.A.,Inc. 

（2）持分法を適用しない非連結子会社ま

たは関連会社の名称等 

―――――――  

   （持分法を適用していない理由） 

 持分法を適用していない非連結子会

社または関連会社は、当期純損益（持

分に見合う額）及び利益剰余金（持分

に見合う額）等からみて、持分法の対

象から除いても連結財務諸表に及ぼす

影響が軽微であり、かつ全体としても

重要性がないためであります。  

  

３．連結子会社の事業年度等

に関する事項 

 すべての連結子会社の事業年度の末日

は、連結決算日と一致しております。  

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．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 

イ 有価証券 

（イ）子会社株式 

 移動平均法による原価法 

イ 有価証券 

（イ）子会社株式 

―――――――  

  （ロ）その他有価証券  

 時価のあるもの 

 決算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）  

（ロ）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 

  ロ たな卸資産 

（イ）商品 

  移動平均法による原価法（貸借対照

表価額は収益性の低下による簿価切下

げの方法により算定） 

（ロ）貯蔵品 

  総平均法による原価法（貸借対照表

価額は収益性の低下による簿価切下げ

の方法により算定） 

ロ たな卸資産 

同左 

(2）重要な減価償却資産の

減価償却の方法 

イ 有形固定資産（リース資産を除く） 

 当社及び国内連結子会社は定率法

を、また、在外連結子会社は定額法を

採用しております。 

（ただし、当社及び国内連結子会社は

建物（附属設備を除く）については定

額法によっております。） 

 なお、主な耐用年数は以下のとおり

であります。 

  建物        ６～38年 

  構築物       10～30年 

  機械及び装置      12年 

  車両運搬具       ４年 

  工具器具備品    ３～15年 

イ 有形固定資産（リース資産を除く） 

同左  

  ロ 無形固定資産（リース資産を除く）  

定額法を採用しております。 

  なお、主な耐用年数は以下のとおり

であります。 

 自社利用のソフトウェア 

 社内における利用可能期間（主に５

年）  

ロ 無形固定資産（リース資産を除く）  

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） 

  ハ リース資産 

所有権移転外ファイナンス・リース取

引に係るリース資産 

 リース期間を耐用年数とする定額法

によっております。残存価額について

は、リース契約上に残価保証の取り決

めがあるものについては当該残価保証

額とし、それ以外のものは零としてお

ります。 

 なお、リース物件の所有権が借主に

移転すると認められるもの以外のファ

イナンス・リース取引のうち、リース

取引開始日が企業会計基準第13号「リ

ース取引に関する会計基準」の適用初

年度開始前のリース取引については、

通常の賃貸借取引に係る方法に準じた

会計処理によっております。  

ハ リース資産 

同左 

(3）重要な引当金の計上基

準 

イ．貸倒引当金 

  売上債権等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。 

イ．貸倒引当金 

同左 

  ロ．賞与引当金 

  国内連結子会社の従業員の賞与支給

に備えるため、賞与支給見込額のうち

当連結会計年度に負担すべき額を計上

しております。  

ロ．賞与引当金 

同左 

  ―――――――  ハ．ポイント引当金 

 将来のポイント利用による費用負担

に備えるため、未使用のポイント残高

に対して、将来利用されると見込まれ

る額を計上しております。 

（追加情報） 

 当連結会計年度より、販売促進を目

的としたポイント制度を導入いたしま

した。これにより、将来のポイントの

行使に備えるための「ポイント引当

金」を計上しております。  

  ―――――――  ニ．本社移転費用引当金 

 本社機能一部移転に伴い発生が見込

まれる費用に備えるため、合理的な見

積額を計上しております。 

  ―――――――  ホ．倉庫移転費用引当金 

 倉庫移転に伴い発生が見込まれる費

用に備えるため、合理的な見積額を計

上しております。 
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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） 

  ―――――――  ヘ．システム移行費用引当金 

 当社基幹システムのクラウド化に伴

い発生が見込まれる費用に備えるた

め、合理的な見積額を計上しておりま

す。 

(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。なお、在外子会社の資産及び負債

は、連結決算日の直物為替相場により

円貨に換算し、収益及び費用は期中平

均相場により円貨に換算しておりま

す。 

同左 

(5）連結キャッシュ・フロ

ー計算書における資金の

範囲 

―――――――   手許現金及び随時引き出し可能な預

金からなっております。 

(5）その他連結財務諸表作

成のための重要な事項 

イ．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。 

イ．消費税等の会計処理 

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に

ついては、全面時価評価法を採用して

おります。 

――――――― 

６．連結キャッシュ・フロー

計算書における資金の範囲 

 手許現金及び随時引き出し可能な預

金からなっております。 

――――――― 

(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

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） 

――――――― （資産除去債務に関する会計基準の適用） 

   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）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、営業損失及び経常損失はそれぞれ1,341

千円、税金等調整前当期純損失は5,792千円増加してお

ります。  
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(8) 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） 

   前連結会計年度まで特別利益の「その他」に含めて

表示しておりました「保険差益」は、金額的重要性が

増したため、当連結会計年度より区分掲記しました。

なお、前連結会計年度の保険差益は332千円でありま

す。 

 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、「会社法施行規則、会社計算規則等の一部を

改正する省令」（平成21年３月27日 平成21年法務省

令第７号）を適用し、「少数株主損益調整前当期純損

失（△）」の科目で表示しております。   

(9) 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」及び「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」及び「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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(10) 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．非連結子会社及び関連会社に対するものは次のとお

りであります。   

  

 関係会社株式 千円12,436

  

※２. 担保に供している資産 

   担保に供している資産 

※１. 担保に供している資産 

   担保に供している資産 

  

 建物 千円697,834

 投資有価証券 千円6,800

 計 千円704,634

  

 建物 千円664,017

 投資有価証券 千円7,200

 計 千円671,217

   上記の担保付債務  

  

 買掛金 千円2,567

 長期借入金 千円309,400

 (内1年内返済長期借入金  千円）58,800

 計 千円311,967

   上記の担保付債務  

※上記の他に預金8,315千円を信用状発行の担保と

して差し入れております。  

  

 買掛金 千円2,808

 長期借入金 千円230,200

 (内1年内返済長期借入金  千円）79,200

 計 千円233,008

（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．主要な費目及び金額は次のとおりであります。 ※１．主要な費目及び金額は次のとおりであります。 

荷造運賃 千円1,010,913

広告宣伝費 千円395,810

給料手当 千円496,313

貸倒引当金繰入額  千円32,828

荷造運賃 千円1,180,582

広告宣伝費 千円456,856

給料手当 千円587,656

貸倒引当金繰入額  千円22,639

ポイント引当金繰入額  千円23,630

※２．固定資産除却損の内訳は次のとおりであります。 ※２．固定資産除却損の内訳は次のとおりであります。 

工具器具備品 千円980

ソフトウェア 千円3,812

ソフトウェア仮勘定  千円27

  

建物及び構築物 千円45

工具器具備品 千円3,686

ソフトウェア 千円32

ソフトウェア仮勘定  千円4,831

※３．売上原価には、売上高に対応した外注費および人件

費等が含まれております。 

※３．売上原価には、売上高に対応した外注費および人件

費等が含まれております。 

  

  ※４.通常の販売目的で保有するたな卸資産の収益性の低

下による簿価切下額  

  

売上原価 千円94,793
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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 

  

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） 

  ※５．減損損失 

 当連結会計年度において、当社グループは以下の

資産グループについて減損損失を計上しました。 

  

(1) 減損損失を認識した資産   

（2）減損損失の認識に至った経緯  

 本社機能一部移転及び倉庫移転、当社基幹システ

ムのクラウド化移行に伴い、処分を予定している資

産につきまして、減損損失を認識しております。 

（3）減損損失の金額  

（4）資産のグルーピングの方法 

 当社グループは、管理会計上の区分を基礎として

継続的に収支の把握がなされている単位でグルーピ

ングを行っておりますが、処分予定資産については

物件の種類ごとにグルーピングを行っております。 

（5）回収可能価額の算定方法等 

 回収可能価額は正味売却価額により測定してお

り、対象資産は売却見込が無いため、正味売却価額

はゼロとしております。    

用途 種類 場所 

処分予定資産 

  

  

  

  

建物附属設備 東京都港区他 

  

  

工具器具備品 

リース資産 

建物附属設備 栃木県宇都宮市

  工具器具備品 

種類 金額 

建物附属設備 千円19,320

工具器具備品 千円33,118

リース資産 千円50,060

合計  千円102,499

（連結包括利益計算書関係）

親会社株主に係る包括利益 千円62,154

少数株主に係る包括利益     －

計  62,154

その他有価証券評価差額金   千円△2,393

計  △2,393

ケンコーコム㈱（3325）　平成23年３月期 決算短信

26



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．発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項 

 （注）普通株式の発行済株式数の増加 株は、新株引受権及び新株予約権の行使によるものであります。 

２．新株予約権及び自己新株予約権に関する事項 

  （注）１.新株引受権付社債の当連結会計年度減少は、新株引受権の行使によるものであります。 

      ２.当該新株予約権は、権利行使期間の初日が到来しておりません。 

  

３．配当に関する事項 

該当事項はありません。 

   

（連結株主資本等変動計算書関係）

  
前連結会計年度末
株式数（株） 

当連結会計年度増
加株式数（株） 

当連結会計年度減
少株式数（株） 

当連結会計年度末
株式数（株） 

発行済株式         

普通株式（注）  33,063  165  －  33,228

合計  33,063  165  －  33,228

自己株式         

普通株式  459  －  －  459

合計  459  －  －  459

165

区分 新株予約権の内訳 

新株予約権
の目的とな
る株式の種
類 

新株予約権の目的となる株式の数（株）  
当連結会計
年度末残高
（千円） 

前連結会計
年度末 

当連結会計
年度増加 

当連結会計
年度減少 

当連結会計
年度末 

提出会社 

  

新株引受権付社債 （注）１ 普通株式  500  －  100  400  200

第７回新株予約権 －  －  －  －  －  299

第８回新株予約権 －  －  －  －  －  544

第９回新株予約権 －  －  －  －  －  5,284

第11回新株予約権（注）２ －  －  －  －  －  314

第12回新株予約権（注）２ －  －  －  －  －  449

第13回新株予約権（注）２ －  －  －  －  －  363

第14回新株予約権（注）２ －  －  －  －  －  1,993

第15回新株予約権（注）２ －  －  －  －  －  962

第16回新株予約権（注）２ －  －  －  －  －  486

第17回新株予約権（注）２ －  －  －  －  －  186

第18回新株予約権（注）２ －  －  －  －  －  3

合計 －  －  －  －  －  11,088
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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．発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項 

 （注）普通株式の発行済株式数の増加 株は、新株引受権及び新株予約権の行使によるものであります。 

２．新株予約権及び自己新株予約権に関する事項 

  （注）１.当連結会計年度の新株引受権付社債の減少は、新株引受権の行使及び放棄による減少100株、行使期間満了

による減少300株であります。 

２.当該新株予約権は、権利行使期間の初日が到来しておりません。  

  

３．配当に関する事項 

該当事項はありません。 

  

  
前連結会計年度末
株式数（株） 

当連結会計年度増
加株式数（株） 

当連結会計年度減
少株式数（株） 

当連結会計年度末
株式数（株） 

発行済株式         

普通株式（注）  33,228  27  －  33,255

合計  33,228  27  －  33,255

自己株式         

普通株式  459  －  －  459

合計  32,769  27  －  32,796

27

区分 新株予約権の内訳 

新株予約権
の目的とな
る株式の種
類 

新株予約権の目的となる株式の数（株）  
当連結会計
年度末残高
（千円） 

前連結会計
年度末 

当連結会計
年度増加 

当連結会計
年度減少 

当連結会計
年度末 

提出会社 

  

  

新株引受権付社債 （注）１ 普通株式  400  －  400  －  －

第７回新株予約権 －  －  －  －  －  315

第９回新株予約権 －  －  －  －  －  5,654

第11回新株予約権 －  －  －  －  －  423

第12回新株予約権 －  －  －  －  －  728

第13回新株予約権 －  －  －  －  －  699

第14回新株予約権（注）２ －  －  －  －  －  4,026

第15回新株予約権（注）２ －  －  －  －  －  1,983

第16回新株予約権（注）２ －  －  －  －  －  1,134

第17回新株予約権（注）２ －  －  －  －  －  904

第18回新株予約権（注）２ －  －  －  －  －  300

第19回新株予約権（注）２ －  －  －  －  －  703

第20回新株予約権（注）２ －  －  －  －  －  255

合計 －  －  －  －  －  17,128
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（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） 

※ 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 

  

  
   

（平成22年３月31日現在）

  （千円）

現金及び預金勘定  610,980

現金及び現金同等物  610,980

  

（平成23年３月31日現在）

  （千円）

現金及び預金勘定  719,454

預金期間が3か月を超える定期預金  △831

現金及び現金同等物  718,623

（リース取引関係）

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．ファイナンス・リース取引（借主側） 

  所有権移転外ファイナンス・リース取引 

 ①リース資産の内容 

  （ア）有形固定資産 

     工具器具備品であります。 

１．ファイナンス・リース取引（借主側） 

  所有権移転外ファイナンス・リース取引 

 ①リース資産の内容 

  （ア）有形固定資産 

  同左 

  （イ）無形固定資産 

     ソフトウェアであります。  

  （イ）無形固定資産 

  同左  

 ②リース資産の減価償却の方法 

   連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項

「４．会計処理基準に関する事項 （2）重要な減価

償却資産の減価償却の方法」に記載のとおりでありま

す。    

 ②リース資産の減価償却の方法 

  同左   
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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．金融商品の状況に関する事項 

①金融商品に対する取組方針  

 当社グループは、資金運用については預金等の安全性の高い金融資産で行い、投機的な取引は行わない方針

であります。また、資金調達については主に銀行借入により調達しております。  

②金融商品の内容及びそのリスク並びにリスク管理体制  

 営業債権である売掛金は、顧客の信用リスクに晒されております。当該リスクについては、顧客の信用状況

を定期的に把握するとともに、債権残高を随時把握することを通じてリスクの軽減を図っております。  

 投資有価証券である株式は、市場価格の変動リスクに晒されていますが、業務上の関係を有する企業の株式

であり、定期的に把握された時価が管理本部長に報告されております。  

 差入保証金は、主に建物賃貸借契約に係るものであり、差し入れ先の信用リスクに晒されております。当該

リスクについては、差し入れ先の信用状況を定期的に把握することを通じて、リスクの軽減を図っておりま

す。  

 営業債務である買掛金及び未払金は、そのほとんどが２ヶ月以内の支払期日であります。  

 借入金、社債及びファイナンス・リース取引に係るリース債務は、主に設備投資に係る資金調達を目的とし

たものであり、すべて固定金利で調達しております。償還日は 長で決算日後５年であります。  

 また、これら営業債務、借入金、社債及びリース債務は、流動性リスクに晒されておりますが、当社では、

資金繰計画を作成するなどの方法により管理しております。  

   

２．金融商品の時価等に関する事項 

 平成22年３月31日における連結貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりでありま

す。なお、時価を把握することが極めて困難と認められるものは含まれておりません（（注）２．参照）。 

  （注）１．金融商品の時価の算定方法及び有価証券に関する事項  

資 産  

(1) 現金及び預金、 (2) 売掛金  

 これらは短期間で決済されるものであるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によ

っております。  

(3) 投資有価証券  

 株式は取引所の価格によっております。  

(4) 差入保証金  

 将来キャッシュフローを期末から返還までの見積もり期間に基づき、国債の利回り等適切な指標にスプレッ

ドを上乗せした利率で割り引いた現在価値により算定しております。   

（金融商品関係）

  連結貸借対照表 
計上額(千円） 

時価（千円） 差額（千円） 

（１）現金及び預金   610,980  610,980  －

（２）売掛金   751,257  751,257  －

（３）投資有価証券  6,800  6,800  －

（４）差入保証金   125,679  109,140  △16,538

 資 産 計  1,494,717  1,478,178  △16,538

（１）買掛金   844,349  844,349  －

（２）１年内償還予定の

社債 
 55,000  55,000  －

（３）未払金   288,524  288,524  －

（４）未払法人税等   24,876  24,876  －

（５）長期借入金  852,341  843,247  △9,093

（６）リース債務  84,018  74,374  △9,643

 負 債 計  2,149,110  2,130,373  △18,737
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負 債  

(1) 買掛金 、(2) １年内償還予定の社債、 (3) 未払金、(4) 未払法人税等  

 これらは短期間で決済されるものであるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によ

っております。  

(5) 長期借入金、(6)リース債務  

 これらの時価については、元利金の合計額を、新規に同様の借入又は、リース取引を行った場合に想定され

る利率で割り引いた現在価値により算定しております。  

  

２．時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品  

 上記については、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることから、時価開示の対

象としておりません。  

  

３．金銭債権の連結決算日後の償還予定額  

  

４．社債、長期借入金及びリース債務の連結決算日後の返済予定額 

  

（追加情報） 

  当連結会計年度より、「金融商品に関する会計基準」（企業会計基準第10号 平成20年３月10日）及び

「金融商品の時価等の開示に関する適用指針」（企業会計基準適用指針第19号 平成20年３月10日）を適用し

ております。   

   

区分     連結貸借対照表計上額（千円）

関係会社株式  12,436

  
１年以内 
（千円） 

１年超５年以内
（千円） 

５年超10年以内 
（千円） 

10年超 
（千円） 

現金及び預金   610,980  －  －  －

売掛金   751,257  －  －  －

差入保証金   2,467  31,210  11,341  80,659

 合 計  1,364,705  31,210  11,341  80,659

  
１年以内 
（千円） 

１年超５年以内
（千円） 

５年超10年以内 
（千円） 

10年超 
（千円） 

１年内償還予定の社債   55,000  －  －  －

長期借入金   254,468  597,873  －  －

リース債務   18,349  65,668  －  －

合   計  327,817  663,541  －  －
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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．金融商品の状況に関する事項 

①金融商品に対する取組方針  

 当社グループは、資金運用については預金等の安全性の高い金融資産で行い、投機的な取引は行わない方針

であります。また、資金調達については主に銀行借入により調達しております。  

②金融商品の内容及びそのリスク並びにリスク管理体制  

 営業債権である売掛金は、顧客の信用リスクに晒されております。当該リスクについては、顧客の信用状況

を定期的に把握するとともに、債権残高を随時把握することを通じてリスクの軽減を図っております。  

 投資有価証券である株式は、市場価格の変動リスクに晒されていますが、業務上の関係を有する企業の株式

であり、定期的に把握された時価が管理本部長に報告されております。  

 差入保証金は、主に建物賃貸借契約に係るものであり、差し入れ先の信用リスクに晒されております。当該

リスクについては、差し入れ先の信用状況を定期的に把握することを通じて、リスクの軽減を図っておりま

す。  

 営業債務である買掛金及び未払金は、そのほとんどが２ヶ月以内の支払期日であります。  

 借入金及びファイナンス・リース取引に係るリース債務は、主に設備投資に係る資金調達を目的としたもの

であり、すべて固定金利で調達しております。償還日は 長で決算日後５年であります。  

 また、これら営業債務、借入金及びリース債務は、流動性リスクに晒されておりますが、当社では、資金繰

計画を作成するなどの方法により管理しております。  

   

２．金融商品の時価等に関する事項 

 平成23年３月31日における連結貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりでありま

す。なお、時価を把握することが極めて困難と認められるものは含まれておりません（（注）２．参照）。 

  （注）１．金融商品の時価の算定方法及び有価証券に関する事項  

資 産  

(1) 現金及び預金、 (2) 売掛金  

 これらは短期間で決済されるものであるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によ

っております。  

(3) 投資有価証券  

 株式は取引所の価格によっております。  

(4) 差入保証金  

 将来キャッシュフローを期末から返還までの見積もり期間に基づき、国債の利回り等適切な指標にスプレッ

ドを上乗せした利率で割り引いた現在価値により算定しております。   

  連結貸借対照表 
計上額(千円） 

時価（千円） 差額（千円） 

（１）現金及び預金   719,454  719,454  －

（２）売掛金   842,677  842,677  －

（３）投資有価証券  7,200  7,200  －

（４）差入保証金   123,212  115,859  △7,352

 資 産 計  1,692,544  1,685,192  △7,352

（１）買掛金   1,081,848  1,081,848  －

（２）短期借入金  100,000  100,000  －

（３）未払金   339,051  339,051  －

（４）未払法人税等   6,454  6,454  －

（５）長期借入金  967,630  968,608  978

（６）リース債務  127,930  115,924  △12,006

 負 債 計  2,622,915  2,611,887  △11,027
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負 債  

(1) 買掛金 、(2) 短期借入金、 (3) 未払金、(4) 未払法人税等  

 これらは短期間で決済されるものであるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によ

っております。  

(5) 長期借入金、(6)リース債務  

 これらの時価については、元利金の合計額を、新規に同様の借入又は、リース取引を行った場合に想定され

る利率で割り引いた現在価値により算定しております。  

  

２．時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品  

 非上場株式（連結貸借対照表計上額2,000千円）については、市場価格がなく、時価を把握することが極め

て困難と認められることから、時価開示の対象としておりません。 

  

３．金銭債権の連結決算日後の償還予定額  

  

４．長期借入金及びリース債務の連結決算日後の返済予定額 

  

  

  
１年以内 
（千円） 

１年超５年以内
（千円） 

５年超10年以内 
（千円） 

10年超 
（千円） 

現金及び預金   719,454  －  －  －

売掛金   842,677  －  －  －

差入保証金   31,928  42,552  －  48,730

 合 計  1,594,061  42,552  －  48,730

  
１年以内 
（千円） 

１年超５年以内
（千円） 

５年超10年以内 
（千円） 

10年超 
（千円） 

短期借入金   100,000  －  －  －

長期借入金   385,828  581,802  －  －

リース債務   32,442  95,487  －  －

合   計  518,270  677,289  －  －
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前連結会計年度（平成22年３月31日現在）  

有価証券 

１．その他有価証券 

     

   ２．減損処理を行った有価証券 

    前連結会計年度において、有価証券について 千円（関係会社株式 千円）減損処理を行っておりま

す。 

    なお、減損処理にあたっては、期末における時価が取得原価に比べ50％以上下落した場合にはすべて減損処理を

行い、30～50％程度下落した場合には、回復可能性等を考慮して必要と認められた額について減損処理を行って

おります。   

   

当連結会計年度（平成23年３月31日現在）  

有価証券 

１．その他有価証券 

   （注）非上場株式（連結貸借対照表計上額 千円）については、市場価格がなく、時価を把握することが極め

て困難と認められることから、上表の「その他有価証券」には含めておりません。  

    

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） 

 当社グループは、デリバティブ取引を全く利用していないため、該当事項はありません。   

  

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） 

 当社グループは、デリバティブ取引を全く利用していないため、該当事項はありません。   

  

        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）  

      当社グループは、退職給付制度を採用しておりませんので、該当事項はありません。 

  

        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）  

      当社グループは、退職給付制度を採用しておりませんので、該当事項はありません。 

  

（有価証券関係）

  種類 

前連結会計年度（平成22年３月31日）   

連結貸借対照
表計上額 

（千円） 

取得原価
（千円） 差額（千円）   

連結貸借対照表計

上額が取得原価を

超えるもの 

(1）株式 － － －

小計 － － －

連結貸借対照表計

上額が取得原価を

超えないもの 

(1）株式 6,800 8,252 △1,452

小計 6,800 8,252 △1,452

合計 6,800 8,252 △1,452

12,405 12,405

  種類 

当連結会計年度（平成23年３月31日）   

連結貸借対照
表計上額 

（千円） 

取得原価
（千円） 差額（千円）   

連結貸借対照表計

上額が取得原価を

超えるもの 

(1）株式 － － －

小計 － － －

連結貸借対照表計

上額が取得原価を

超えないもの 

(1）株式 7,200 8,252 △1,052

小計 7,200 8,252 △1,052

合計 7,200 8,252 △1,052

2,000

（デリバティブ取引関係）

（退職給付関係）
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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．ストック・オプションの内容、規模及びその変動状況 

(1）ストック・オプションの内容 

  

（ストック・オプション等関係）

  新株引受権付社債 新株引受権 第１回新株予約権 

付与対象者の区分及び数 

当社取締役 ２名 

当社監査役 １名 

当社従業員 ６名 

当社取締役 ２名 

当社従業員 16名 

当社取締役 ３名 

当社監査役 １名 

当社従業員 40名 

ストック・オプション数 普通株式   800株（注） 普通株式   570株（注） 普通株式   830株 

付与日 平成13年６月27日 平成12年12月21日 平成15年６月９日 

権利確定条件 

権利確定条件の定めはあり

ません。 

権利確定日（平成15年１月

１日）において取締役、監

査役または従業員の地位に

あること。  

権利確定日（平成16年10月

11日）において取締役、監

査役または従業員の地位に

あること。  

対象勤務期間 
対象勤務期間の定めはあり

ません。 

自平成12年12月21日 

至平成15年１月１日 

自平成15年６月９日 

至平成16年10月11日 

権利行使期間 
自平成13年12月１日 

至平成22年12月20日 

自平成15年１月１日 

至平成22年12月20日 

自平成16年10月11日 

至平成24年９月30日 

  第２回新株予約権 第３回新株予約権 第４回新株予約権 

付与対象者の区分及び数 

①当社取締役 ５名 

当社監査役 １名 

当社従業員 18名 

②外部協力者 10名 

①当社取締役 １名 

当社監査役 １名 

当社従業員 10名 

②外部協力者 １名 

①当社従業員 10名 

②外部協力者 ３名 

ストック・オプション数 普通株式   566株 普通株式   199株 普通株式   135株 

付与日 平成15年８月１日 平成15年11月７日 平成16年２月４日 

権利確定条件 

①権利確定日（平成17年７

月１日）において取締役、

監査役または従業員の地位

にあること。 

②権利確定日（平成15年９

月１日）において同等の地

位にあること、または当社

の取締役、監査役、従業員

の地位にあること。 

①権利確定日（平成17年12

月１日）において取締役、

監査役または従業員の地位

にあること。 

②権利確定日（平成15年12

月１日）において同等の地

位にあること、または当社

の取締役、監査役、従業員

の地位にあること。 

①権利確定日（平成18年２

月１日）において従業員の

地位にあること。 

②権利確定日（平成16年３

月１日）において同等の地

位にあること、または当社

の取締役、監査役、従業員

の地位にあること。 

対象勤務期間 

①自平成15年８月１日 

至平成17年７月１日 

②自平成15年８月１日 

自平成15年９月１日 

①自平成15年11月７日 

至平成17年12月１日 

②自平成15年11月７日 

至平成15年12月１日 

①自平成16年２月４日 

至平成18年２月１日 

②自平成16年２月４日 

至平成16年３月１日 

権利行使期間 

①自平成17年７月１日 

至平成25年６月25日 

②自平成15年９月１日 

至平成25年６月25日 

①自平成17年12月１日 

至平成25年10月31日 

②自平成15年12月１日 

至平成25年10月31日 

①自平成18年２月１日 

至平成25年12月31日 

②自平成16年３月１日 

至平成25年12月31日 

ケンコーコム㈱（3325）　平成23年３月期 決算短信

35



  

  

  

  第５回新株予約権 第６回新株予約権 第７回新株予約権 

付与対象者の区分及び数 

当社取締役 ６名 

当社監査役 ３名 

当社従業員 68名 

当社従業員 20名 当社従業員 27名 

ストック・オプション数 普通株式   433株 普通株式   66株 普通株式   121株 

付与日 平成17年６月28日 平成17年12月20日 平成18年12月22日 

権利確定条件 

権利確定日（平成19年７月

１日）において取締役、監

査役または従業員の地位に

あること。 

権利確定日（平成20年１月

１日）において取締役、監

査役または従業員の地位に

あること。  

権利確定日（平成21年１月

１日）において従業員の地

位にあること。  

対象勤務期間 
自平成17年６月28日 

至平成19年７月１日 

自平成17年12月20日 

至平成20年１月１日  

自平成18年12月22日 

至平成21年１月１日 

権利行使期間 
自平成19年７月１日 

至平成26年12月31日 

自平成20年１月１日 

至平成26年12月31日 

自平成21年１月１日 

至平成27年12月31日 

  第８回新株予約権 第９回新株予約権 第10回新株予約権 

付与対象者の区分及び数 当社従業員 12名 
当社取締役 ８名 

当社監査役 ３名 
当社従業員 11名 

ストック・オプション数 普通株式   75株 普通株式   79株 普通株式   45株 

付与日 平成19年６月26日 平成19年６月26日 平成19年12月21日 

権利確定条件 

権利確定日（平成21年７月

１日）において、当社、当

社子会社または当社関係会

社の取締役、監査役もしく

は従業員の地位にあるこ

と。 

権利確定日（平成21年７月

１日）において、当社の取

締役および監査役の地位に

あること。  

権利確定日（平成22年１月

１日）において、当社、当

社子会社または当社関係会

社の取締役、監査役もしく

は従業員の地位にあるこ

と。  

対象勤務期間 
自平成19年６月26日 

至平成21年７月１日 

自平成19年６月26日 

至平成21年７月１日  

自平成19年12月21日 

至平成22年１月１日 

権利行使期間 
自平成21年７月１日 

至平成28年12月31日 

自平成21年７月１日 

至平成28年12月31日 

自平成22年１月１日 

至平成28年12月31日 

  第11回新株予約権 第12回新株予約権 第13回新株予約権 

付与対象者の区分及び数 当社従業員 17名 当社従業員 15名 
当社取締役 ８名 

当社監査役 ３名  

ストック・オプション数 普通株式   134株 普通株式   86株 普通株式   79株 

付与日 平成20年７月１日 平成21年３月１日 平成21年３月１日 

権利確定条件 

権利確定日（平成22年７月

１日）において、当社、当

社子会社または当社関係会

社の取締役、監査役もしく

は従業員の地位にあるこ

と。 

権利確定日（平成23年３月

１日）において、当社、当

社子会社または当社関係会

社の取締役、監査役もしく

は従業員の地位にあるこ

と。  

権利確定日（平成23年３月

１日）において、当社の取

締役および監査役の地位に

あること。 

対象勤務期間 
自平成20年７月１日 

至平成22年７月１日 

自平成21年３月１日 

至平成23年３月１日  

自平成21年３月１日 

至平成23年３月１日 

権利行使期間 
自平成22年７月１日 

至平成28年６月30日 

自平成23年３月１日 

至平成29年２月28日 

自平成23年３月１日 

至平成29年２月28日 
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（注）平成13年11月２日付で株式分割を行ったことに伴い、株式数は調整されております。 

  

  第14回新株予約権 第15回新株予約権 第16回新株予約権 

付与対象者の区分及び数 
当社従業員    69名 

子会社従業員   14名 

当社従業員   66名 

子会社役員   １名 

子会社従業員  ５名  

当社取締役 ８名 

当社監査役 ３名  

ストック・オプション数 普通株式   320株 普通株式   140株 普通株式   79株 

付与日 平成21年７月１日 平成21年７月１日 平成21年７月１日 

権利確定条件 

権利確定日（平成23年７月

１日）において、当社、当

社子会社または当社関係会

社の取締役、監査役もしく

は従業員の地位にあるこ

と。 

権利確定日（平成23年７月

１日）において、当社、当

社子会社または当社関係会

社の取締役、監査役もしく

は従業員の地位にあるこ

と。  

権利確定日（平成23年８月

１日）において、当社の取

締役および監査役の地位に

あること。 

対象勤務期間 
自平成21年７月１日 

至平成23年７月１日 

自平成21年７月１日 

至平成23年７月１日  

自平成21年７月１日 

至平成23年８月１日 

権利行使期間 
自平成23年７月１日 

至平成30年12月31日 

自平成23年７月１日 

至平成30年12月31日 

自平成23年８月１日 

至平成30年12月31日 

  第17回新株予約権 第18回新株予約権 

付与対象者の区分及び数 
当社従業員    10名 

子会社役員    １名 
子会社従業員  ６名  

ストック・オプション数 普通株式   72株 普通株式   18株 

付与日 平成21年12月25日 平成22年３月26日 

権利確定条件 

権利確定日（平成23年12月

26日）において、当社、当

社子会社または当社関係会

社の取締役、監査役もしく

は従業員の地位にあるこ

と。 

権利確定日（平成24年３月

27日）において、当社、当

社子会社または当社関係会

社の取締役、監査役もしく

は従業員の地位にあるこ

と。  

対象勤務期間 
自平成21年12月25日 

至平成23年12月26日 

自平成22年３月26日 

至平成24年３月27日  

権利行使期間 
自平成23年12月26日 

至平成30年12月31日 

自平成24年３月27日 

至平成30年12月31日 
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(2）ストック・オプションの規模及びその変動状況 

 当連結会計年度において存在したストック・オプションを対象とし、ストック・オプションの数について

は、株式数に換算して記載しております。 

①ストック・オプションの数  

  

  

  

  新株引受権付社債 新株引受権 第１回新株予約権 

権利確定前      （株）          

前連結会計年度末  －  －  －

付与  －  －  －

失効  －  －  －

権利確定  －  －  －

未確定残  －  －  －

権利確定後      （株）             

前連結会計年度末  500  115  167

権利確定  －  －  －

権利行使  99  51  －

失効  1  －  －

未行使残  400  64  167

  第２回新株予約権 第３回新株予約権 第４回新株予約権 

権利確定前      （株）             

前連結会計年度末  －  －  －

付与  －  －  －

失効  －  －  －

権利確定  －  －  －

未確定残  －  －  －

権利確定後      （株）             

前連結会計年度末  370  78  44

権利確定  －  －  －

権利行使  －  15  －

失効  －  －  －

未行使残  370  63  44

  第５回新株予約権 第６回新株予約権 第７回新株予約権 

権利確定前      （株）             

前連結会計年度末  －  －  －

付与  －  －  －

失効  －  －  －

権利確定  －  －  －

未確定残  －  －  －

権利確定後      （株）             

前連結会計年度末  335  45  79

権利確定  －  －  －

権利行使  －  －  －

失効  188  42  75

未行使残  147  3  4
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  第８回新株予約権 第９回新株予約権 第10回新株予約権 

権利確定前      （株）             

前連結会計年度末  59  79  31

付与  －  －  －

失効  －  －  31

権利確定  59  79  －

未確定残  －  －  －

権利確定後      （株）                

前連結会計年度末  －  －  －

権利確定  59  79  －

権利行使  －  －  －

失効  51  －  －

未行使残  8  79  －

  第11回新株予約権 第12回新株予約権 第13回新株予約権 

権利確定前      （株）         

前連結会計年度末  129  86  79

付与  －  －  －

失効  114  16  －

権利確定  －  －  －

未確定残  15  70  79

権利確定後      （株）                

前連結会計年度末  －  －  －

権利確定  －  －  －

権利行使  －  －  －

失効  －  －  －

未行使残  －  －  －

  第14回新株予約権 第15回新株予約権 第16回新株予約権 

権利確定前      （株）         

前連結会計年度末  －  －  －

付与  320  140  79

失効  16  2  －

権利確定  －  －  －

未確定残  304  138  79

権利確定後      （株）                

前連結会計年度末  －  －  －

権利確定  －  －  －

権利行使  －  －  －

失効  －  －  －

未行使残  －  －  －
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② 単価情報 

  

  

  第17回新株予約権 第18回新株予約権 

権利確定前      （株）      

前連結会計年度末  －  －

付与  72  18

失効  －  －

権利確定  －  －

未確定残  72  18

権利確定後      （株）           

前連結会計年度末  －  －

権利確定  －  －

権利行使  －  －

失効  －  －

未行使残  －  －

  新株引受権付社債 新株引受権 第１回新株予約権 

権利行使価格      （円）  50,000  40,000  50,000

行使時平均株価     （円）  49,300  50,500  －

公正な評価単価（付与日）（円）  －  －  －

  第２回新株予約権 第３回新株予約権 第４回新株予約権 

権利行使価格      （円）  61,000  65,000  65,000

行使時平均株価     （円）  －  73,800  －

公正な評価単価（付与日）（円）  －  －  －

  第５回新株予約権 第６回新株予約権 第７回新株予約権 

権利行使価格      （円）  369,214  307,125  162,698

行使時平均株価     （円）  －  －  －

公正な評価単価（付与日）（円）  －  －      ～  76,522 85,224

  第８回新株予約権 第９回新株予約権 第10回新株予約権 

権利行使価格      （円）  124,150  124,150  118,000

行使時平均株価     （円）  －  －  －

公正な評価単価（付与日）（円）      ～  70,615 76,441      ～  70,615 76,441      ～  65,893 70,690

  第11回新株予約権 第12回新株予約権 第13回新株予約権 

権利行使価格      （円）  63,226    32,478  63,226

行使時平均株価     （円）  －     －    －

公正な評価単価（付与日）（円）      ～  29,596 36,087     ～  15,628 16,892     ～  10,927 13,262
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２．ストック・オプションの公正な評価単価の見積方法 

 当連結会計年度において付与された第14～18回新株予約権についての公正な評価単価の見積方法は以下のと

おりであります。 

     ①使用した評価技法    ブラック・ショールズ式 

     ②主な基礎数値及び見積方法 

  

（注）１．平成16年６月から各付与月までの株価実績に基づき算定しております。 

２．十分なデータの蓄積がなく、合理的な見積りが困難であるため、権利行使期間の中間点において行使

されるものと推定して見積もっております。 

３．平成21年３月期の配当実績によっております。 

４．予想残存期間に対応する期間に対応する国債の利回りであります。 

３．ストック・オプションの権利確定数の見積方法 

 基本的には、将来の失効数の合理的な見積りは困難であるため、実績の失効数のみ反映させる方法を採用し

ております。 

４．ストック・オプションに係る当連結会計年度における費用計上額及び科目名 

 販売費及び一般管理費     千円 

  

５．権利不行使による失効により利益として計上した額 

  新株予約権戻入益        千円    

  

  第14回新株予約権 第15新株予約権 第16回新株予約権 

権利行使価格      （円）  44,294    44,294  44,294

行使時平均株価     （円）  －     －    －

公正な評価単価（付与日）（円）      ～  22,158 25,992     ～  22,158 25,992     ～  22,158 25,992

  第17回新株予約権 第18回新株予約権 

権利行使価格      （円）  60,668    63,900

行使時平均株価     （円）  －     －

公正な評価単価（付与日）（円）      ～  27,414 30,719     ～  36,795 39,421

  第14回新株予約権 第15回新株予約権  第16回新株予約権  

 株価変動性（注）１．      64.8％ 64.8％  64.8％ 

 予想残存期間（注）２．  ５年９ヶ月～８年３ヶ月 ５年９ヶ月～８年３ヶ月   ５年９ヶ月～８年３ヶ月 

 予想配当（注）３．      0円／株  0円／株  0円／株 

 無リスク利子率 

（注）４． 
    0.944～1.245％  0.944～1.245％ 0.944～1.245％  

  第17回新株予約権 第18回新株予約権  

 株価変動性（注）１．      66.5％ 66.9％  

 予想残存期間（注）２．  ５年６ヶ月～７年 ５年６ヶ月～６年６ヶ月  

 予想配当（注）３．      0円／株  0円／株 

 無リスク利子率 

（注）４． 
    0.786～0.957％  0.721～0.836％ 

7,169

10,327
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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．ストック・オプションの内容、規模及びその変動状況 

(1）ストック・オプションの内容 

  

  新株引受権付社債 新株引受権 第１回新株予約権 

付与対象者の区分及び数 

当社取締役 ２名 

当社監査役 １名 

当社従業員 ６名 

当社取締役 ２名 

当社従業員 16名 

当社取締役 ３名 

当社監査役 １名 

当社従業員 40名 

ストック・オプション数 普通株式   800株（注） 普通株式   570株（注） 普通株式   830株 

付与日 平成13年６月27日 平成12年12月21日 平成15年６月９日 

権利確定条件 

権利確定条件の定めはあり

ません。 

権利確定日（平成15年１月

１日）において取締役、監

査役または従業員の地位に

あること。  

権利確定日（平成16年10月

11日）において取締役、監

査役または従業員の地位に

あること。  

対象勤務期間 
対象勤務期間の定めはあり

ません。 

自平成12年12月21日 

至平成15年１月１日 

自平成15年６月９日 

至平成16年10月11日 

権利行使期間 
自平成13年12月１日 

至平成22年12月20日 

自平成15年１月１日 

至平成22年12月20日 

自平成16年10月11日 

至平成24年９月30日 

  第２回新株予約権 第３回新株予約権 第４回新株予約権 

付与対象者の区分及び数 

①当社取締役 ５名 

当社監査役 １名 

当社従業員 18名 

②外部協力者 10名 

①当社取締役 １名 

当社監査役 １名 

当社従業員 10名 

②外部協力者 １名 

①当社従業員 10名 

②外部協力者 ３名 

ストック・オプション数 普通株式   566株 普通株式   199株 普通株式   135株 

付与日 平成15年８月１日 平成15年11月７日 平成16年２月４日 

権利確定条件 

①権利確定日（平成17年７

月１日）において取締役、

監査役または従業員の地位

にあること。 

②権利確定日（平成15年９

月１日）において同等の地

位にあること、または当社

の取締役、監査役、従業員

の地位にあること。 

①権利確定日（平成17年12

月１日）において取締役、

監査役または従業員の地位

にあること。 

②権利確定日（平成15年12

月１日）において同等の地

位にあること、または当社

の取締役、監査役、従業員

の地位にあること。 

①権利確定日（平成18年２

月１日）において従業員の

地位にあること。 

②権利確定日（平成16年３

月１日）において同等の地

位にあること、または当社

の取締役、監査役、従業員

の地位にあること。 

対象勤務期間 

①自平成15年８月１日 

至平成17年７月１日 

②自平成15年８月１日 

自平成15年９月１日 

①自平成15年11月７日 

至平成17年12月１日 

②自平成15年11月７日 

至平成15年12月１日 

①自平成16年２月４日 

至平成18年２月１日 

②自平成16年２月４日 

至平成16年３月１日 

権利行使期間 

①自平成17年７月１日 

至平成25年６月25日 

②自平成15年９月１日 

至平成25年６月25日 

①自平成17年12月１日 

至平成25年10月31日 

②自平成15年12月１日 

至平成25年10月31日 

①自平成18年２月１日 

至平成25年12月31日 

②自平成16年３月１日 

至平成25年12月31日 
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  第５回新株予約権 第６回新株予約権 第７回新株予約権 

付与対象者の区分及び数 

当社取締役 ６名 

当社監査役 ３名 

当社従業員 68名 

当社従業員 20名 当社従業員 27名 

ストック・オプション数 普通株式   433株 普通株式   66株 普通株式   121株 

付与日 平成17年６月28日 平成17年12月20日 平成18年12月22日 

権利確定条件 

権利確定日（平成19年７月

１日）において取締役、監

査役または従業員の地位に

あること。 

権利確定日（平成20年１月

１日）において取締役、監

査役または従業員の地位に

あること。  

権利確定日（平成21年１月

１日）において従業員の地

位にあること。  

対象勤務期間 
自平成17年６月28日 

至平成19年７月１日 

自平成17年12月20日 

至平成20年１月１日  

自平成18年12月22日 

至平成21年１月１日 

権利行使期間 
自平成19年７月１日 

至平成26年12月31日 

自平成20年１月１日 

至平成26年12月31日 

自平成21年１月１日 

至平成27年12月31日 

  第８回新株予約権 第９回新株予約権 第11回新株予約権 

付与対象者の区分及び数 当社従業員 12名 
当社取締役 ８名 

当社監査役 ３名 
当社従業員 17名 

ストック・オプション数 普通株式   75株 普通株式   79株 普通株式   134株 

付与日 平成19年６月26日 平成19年６月26日 平成20年７月１日 

権利確定条件 

権利確定日（平成21年７月

１日）において、当社、当

社子会社または当社関係会

社の取締役、監査役もしく

は従業員の地位にあるこ

と。 

権利確定日（平成21年７月

１日）において、当社の取

締役および監査役の地位に

あること。  

権利確定日（平成22年７月

１日）において、当社、当

社子会社または当社関係会

社の取締役、監査役もしく

は従業員の地位にあるこ

と。 

対象勤務期間 
自平成19年６月26日 

至平成21年７月１日 

自平成19年６月26日 

至平成21年７月１日  

自平成20年７月１日 

至平成22年７月１日 

権利行使期間 
自平成21年７月１日 

至平成28年12月31日 

自平成21年７月１日 

至平成28年12月31日 

自平成22年７月１日 

至平成28年６月30日 

  第12回新株予約権 第13回新株予約権 第14回新株予約権 

付与対象者の区分及び数 当社従業員 15名 
当社取締役 ８名 

当社監査役 ３名  

当社従業員    69名 

子会社従業員   14名 

ストック・オプション数 普通株式   86株 普通株式   79株 普通株式   320株 

付与日 平成21年３月１日 平成21年３月１日 平成21年７月１日 

権利確定条件 

権利確定日（平成23年３月

１日）において、当社、当

社子会社または当社関係会

社の取締役、監査役もしく

は従業員の地位にあるこ

と。  

権利確定日（平成23年３月

１日）において、当社の取

締役および監査役の地位に

あること。 

権利確定日（平成23年７月

１日）において、当社、当

社子会社または当社関係会

社の取締役、監査役もしく

は従業員の地位にあるこ

と。 

対象勤務期間 
自平成21年３月１日 

至平成23年３月１日  

自平成21年３月１日 

至平成23年３月１日 

自平成21年７月１日 

至平成23年７月１日 

権利行使期間 
自平成23年３月１日 

至平成29年２月28日 

自平成23年３月１日 

至平成29年２月28日 

自平成23年７月１日 

至平成30年12月31日 
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  （注）平成13年11月２日付で株式分割を行ったことに伴い、株式数は調整されております。 

  

  第15回新株予約権 第16回新株予約権 第17回新株予約権 

付与対象者の区分及び数 

当社従業員   66名 

子会社役員   １名 

子会社従業員  ５名  

当社取締役 ８名 

当社監査役 ３名  

当社従業員    10名 

子会社役員    １名 

ストック・オプション数 普通株式   140株 普通株式   79株 普通株式   72株 

付与日 平成21年７月１日 平成21年７月１日 平成21年12月25日 

権利確定条件 

権利確定日（平成23年７月

１日）において、当社、当

社子会社または当社関係会

社の取締役、監査役もしく

は従業員の地位にあるこ

と。  

権利確定日（平成23年８月

１日）において、当社の取

締役および監査役の地位に

あること。 

権利確定日（平成23年12月

26日）において、当社、当

社子会社または当社関係会

社の取締役、監査役もしく

は従業員の地位にあるこ

と。 

対象勤務期間 
自平成21年７月１日 

至平成23年７月１日  

自平成21年７月１日 

至平成23年８月１日 

自平成21年12月25日 

至平成23年12月26日 

権利行使期間 
自平成23年７月１日 

至平成30年12月31日 

自平成23年８月１日 

至平成30年12月31日 

自平成23年12月26日 

至平成30年12月31日 

  第18回新株予約権 第19回新株予約権 第20回新株予約権 

付与対象者の区分及び数 子会社従業員  ６名  

当社従業員   26名  

子会社役員   ２名 

子会社従業員  ８名 

当社取締役    ７名 

当社監査役    ３名 

ストック・オプション数 普通株式   18株 普通株式   220株 普通株式   79株 

付与日 平成22年３月26日 平成22年12月24日 平成23年１月20日 

権利確定条件 

権利確定日（平成24年３月

27日）において、当社、当

社子会社または当社関係会

社の取締役、監査役もしく

は従業員の地位にあるこ

と。  

権利確定日（平成24年12月

25日）において、当社、当

社子会社または当社関係会

社の取締役、監査役もしく

は従業員の地位にあるこ

と。  

権利確定日（平成25年１月

21日）において、当社の取

締役および監査役の地位に

あること。 

対象勤務期間 
自平成22年３月26日 

至平成24年３月27日  

自平成22年12月24日 

至平成24年12月25日  

自平成23年１月20日 

至平成25年１月21日 

権利行使期間 
自平成24年３月27日 

至平成30年12月31日 

自平成24年12月25日 

至平成31年12月24日 

自平成25年１月21日 

至平成32年１月20日 
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(2）ストック・オプションの規模及びその変動状況 

 当連結会計年度において存在したストック・オプションを対象とし、ストック・オプションの数について

は、株式数に換算して記載しております。 

①ストック・オプションの数  

  

  

  

  新株引受権付社債 新株引受権 第１回新株予約権 

権利確定前      （株）          

前連結会計年度末  －  －  －

付与  －  －  －

失効  －  －  －

権利確定  －  －  －

未確定残  －  －  －

権利確定後      （株）             

前連結会計年度末  400  64  167

権利確定  －  －  －

権利行使  6  14  5

失効  394  50  －

未行使残  －  －  162

  第２回新株予約権 第３回新株予約権 第４回新株予約権 

権利確定前      （株）             

前連結会計年度末  －  －  －

付与  －  －  －

失効  －  －  －

権利確定  －  －  －

未確定残  －  －  －

権利確定後      （株）             

前連結会計年度末  370  63  44

権利確定  －  －  －

権利行使  2  －  －

失効  －  －  －

未行使残  368  63  44

  第５回新株予約権 第６回新株予約権 第７回新株予約権 

権利確定前      （株）             

前連結会計年度末  －  －  －

付与  －  －  －

失効  －  －  －

権利確定  －  －  －

未確定残  －  －  －

権利確定後      （株）             

前連結会計年度末  147  3  4

権利確定  －  －  －

権利行使  －  －  －

失効  6  －  －

未行使残  141  3  4
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  第８回新株予約権 第９回新株予約権 第11回新株予約権 

権利確定前      （株）          

前連結会計年度末  －  －  15

付与  －  －  －

失効  －  －  －

権利確定  －  －  15

未確定残  －  －  －

権利確定後      （株）                

前連結会計年度末  8  79  －

権利確定  －  －  15

権利行使  －  －  －

失効  8  －  －

未行使残  －  79  15

  第12回新株予約権 第13回新株予約権 第14回新株予約権 

権利確定前      （株）         

前連結会計年度末  70  79  304

付与  －  －  －

失効  11  －  43

権利確定  59  79  －

未確定残  －  －  261

権利確定後      （株）                

前連結会計年度末  －  －  －

権利確定  59  79  －

権利行使  －  －  －

失効  －  －  －

未行使残  59  79  －

  第15回新株予約権 第16回新株予約権 第17回新株予約権 

権利確定前      （株）         

前連結会計年度末  138  79  72

付与  －  －  －

失効  16  －  －

権利確定  －  －  －

未確定残  122  79  72

権利確定後      （株）                

前連結会計年度末  －  －  －

権利確定  －  －  －

権利行使  －  －  －

失効  －  －  －

未行使残  －  －  －
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② 単価情報 

  

  

  第18回新株予約権 第19回新株予約権 第20回新株予約権 

権利確定前      （株）         

前連結会計年度末  18  －  －

付与  －  220  79

失効  －  12  －

権利確定  －  －  －

未確定残  18  208  79

権利確定後      （株）                

前連結会計年度末  －  －  －

権利確定  －  －  －

権利行使  －  －  －

失効  －  －  －

未行使残  －  －  －

  新株引受権付社債 新株引受権 第１回新株予約権 

権利行使価格      （円）  50,000  40,000  50,000

行使時平均株価     （円）  49,300  50,500  －

公正な評価単価（付与日）（円）  －  －  －

  第２回新株予約権 第３回新株予約権 第４回新株予約権 

権利行使価格      （円）  61,000  65,000  65,000

行使時平均株価     （円）  －  73,800  －

公正な評価単価（付与日）（円）  －  －  －

  第５回新株予約権 第６回新株予約権 第７回新株予約権 

権利行使価格      （円）  369,214  307,125  162,698

行使時平均株価     （円）  －  －  －

公正な評価単価（付与日）（円）  －  －      ～  76,522 85,224

  第８回新株予約権 第９回新株予約権 第11回新株予約権 

権利行使価格      （円）  124,150  124,150  63,226

行使時平均株価     （円）  －  －  －

公正な評価単価（付与日）（円）      ～  70,615 76,441      ～  70,615 76,441      ～  29,596 36,087

  第12回新株予約権 第13回新株予約権 第14回新株予約権 

権利行使価格      （円）    32,478  63,226  44,294

行使時平均株価     （円）     －    －  －

公正な評価単価（付与日）（円）     ～  15,628 16,892     ～  10,927 13,262      ～  22,158 25,992
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２．ストック・オプションの公正な評価単価の見積方法 

 当連結会計年度において付与された第19～20回新株予約権についての公正な評価単価の見積方法は以下のと

おりであります。 

     ①使用した評価技法    ブラック・ショールズ式 

     ②主な基礎数値及び見積方法 

（注）１．平成16年６月から各付与月までの株価実績に基づき算定しております。 

２．十分なデータの蓄積がなく、合理的な見積りが困難であるため、権利行使期間の中間点において行使

されるものと推定して見積もっております。 

３．平成22年３月期の配当実績によっております。 

４．予想残存期間に対応する期間に対応する国債の利回りであります。 

３．ストック・オプションの権利確定数の見積方法 

 基本的には、将来の失効数の合理的な見積りは困難であるため、実績の失効数のみ反映させる方法を採用し

ております。 

４．ストック・オプションに係る当連結会計年度における費用計上額及び科目名 

 販売費及び一般管理費     千円 

  

５．権利不行使による失効により利益として計上した額 

  新株予約権戻入益        千円    

  

  第15新株予約権 第16回新株予約権 第17回新株予約権 

権利行使価格      （円）    44,294  44,294  60,668

行使時平均株価     （円）     －    －  －

公正な評価単価（付与日）（円）     ～  22,158 25,992     ～  22,158 25,992      ～  27,414 30,719

  第18回新株予約権 第19回新株予約権 第20回新株予約権 

権利行使価格      （円）    63,900    57,100  54,400

行使時平均株価     （円）     －     －  －

公正な評価単価（付与日）（円）     ～  36,795 39,421     ～  36,443 41,775      ～  34,743 37,010

  第19回新株予約権 第20回新株予約権  

 株価変動性（注）１．      76.9％ 76.8％  

 予想残存期間（注）２．  ５年６ヶ月～８年 ５年６ヶ月～６年６ヶ月  

 予想配当（注）３．      0円／株  0円／株 

 無リスク利子率 

（注）４． 
    0.542～0.770％  0.649～0.752％ 

6,805

733
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（税効果会計関係）

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．繰延税金資産の発生の主な原因別の内訳  １．繰延税金資産の発生の主な原因別の内訳  

  （千円）

（繰延税金資産）   

貸倒引当金繰入限度超過額  3,397

ソフトウェア  15,874

未払事業税  1,891

関係会社株式評価損  18,571

棚卸資産評価損  12,091

繰越欠損金  6,030

その他  4,869

小計  62,727

評価性引当額  △62,727

繰延税金資産合計    －

  （千円）

（繰延税金資産）   

減価償却費償却超過額  6,898

棚卸資産評価損  34,783

ポイント引当金  4,189

本社移転費用引当金  15,263

倉庫移転費用引当金  5,408

システム移行費用引当金  3,791

関係会社株式評価損  18,571

減損損失  41,707

繰越欠損金  81,990

その他  17,165

小計  229,770

評価性引当額  △229,770

繰延税金資産合計    －

（繰延税金負債）   

資産除去債務  △830

繰延税金負債合計    △830

繰延税金負債の純額    △830

２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率

との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因と

なった主要な項目別の内訳 

２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率

との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因と

なった主要な項目別の内訳 

  （％）

法定実効税率  40.69

（調整）   

交際費等永久に損金に算入されない

項目  2.38

住民税均等割等  5.88

前期確定申告差異   35.45

評価性引当額の増減  △75.37

連結在外子会社との税率差異  9.12

その他  1.97

税効果会計適用後の法人税等の負担

率  20.11

  （％）

法定実効税率  40.69

（調整）   

交際費等永久に損金に算入されない

項目  △1.94

住民税均等割等  △1.07

過年度法人税等戻入額  1.04

評価性引当額の増減  △38.05

連結在外子会社との税率差異  △3.71

その他  2.34

税効果会計適用後の法人税等の負担

率  △0.70
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当連結会計年度末（平成23年３月31日） 

資産除去債務のうち連結貸借対照表に計上しているもの 

イ 当該資産除去債務の概要 

 本社及び宇都宮物流センターの賃貸借契約に伴う原状回復義務等であります。 

  

ロ 当該資産除去債務の金額の算定方法 

 使用見込期間を取得から10～15年と見積り、割引率は1.3～1.7％を使用して資産除去債務の金額を計算してお

ります。 

  

ハ 当連結会計年度における当該資産除去債務の総額の増減  

（注）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）及び

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

ことによる期首時点における残高であります。  

  

（資産除去債務関係）

期首残高（注）   9,585千円  

有形固定資産の取得に伴う増加額  1,043 

時の経過による調整額 172 

期末残高 10,801 

ケンコーコム㈱（3325）　平成23年３月期 決算短信

50



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） 

（注）１．事業区分の方法 

    事業は、商品・サービス等の系列及び市場の類似性を考慮して区分しております。 

２．各区分に属する主要な事業の内容   

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の金額は321,680千円であり、その主なものは

当社の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の金額は605,200千円であり、その主なものは当社での余

資運用資金（現金及び有価証券）及び管理部門に係る資産であります。 

  

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） 

 本邦の売上高及び資産の金額は、全セグメントの売上高の合計及び全セグメントの資産の金額の合計額に占

める割合がいずれも90％超であるため、所在地別セグメント情報の記載を省略しております。 

  

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） 

      海外売上高は、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）

ａ．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） 

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  11,191,410  1,317,029  12,508,439  －  12,508,439

(2）セグメント間の内部売上高又

は振替高 
 －  －  －  －  －

計  11,191,410  1,317,029  12,508,439  －  12,508,439

営業費用  10,813,272  1,271,331  12,084,603  321,680  12,406,284

営業利益  378,138  45,698  423,836  △321,680  102,155

Ⅱ 資産、減価償却費及び資本的支

出 
          

資産  3,217,234  374,766  3,592,000  605,200  4,197,200

減価償却費  245,906  44,774  290,681  380  291,062

資本的支出  250,384  19,373  269,758  396  270,155

事業区分 事業の内容 

リテール事業 

  
健康関連商品の一般消費者向けＥコマース事業 

その他事業 

  

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ドロップシッ

プ事業、メーカー・卸向けに商品の広告掲載、プロモーション支援等を行うメ

ディア事業 

ｂ．所在地別セグメント情報

ｃ．海外売上高
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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．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、利益又は損失、資産、負債その他の項目の金額の算定方法 

 報告されている事業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」における記載と同一であります。  

  

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） 

（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．調整額の内容は以下のとおりであります。 

 セグメント利益の調整額△321,680千円には、各報告セグメントに配分していない全社費用321,680千円が含

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。  

 セグメント資産の調整額605,200千円には、各報告セグメントに配分していない全社資産605,200千円が含ま

れております。全社資産は、主に報告セグメントに帰属しない余資運用資金（現金及び有価証券）及び管理部

門に係る資産であります。 

３．セグメント利益は、連結財務諸表の営業利益と調整を行っております。  

  

ｄ．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  

  
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 
11,191,410 1,224,834 12,416,244 92,195 12,508,439 － 12,508,439 

セグメント間の内
部売上高又は振替
高 

－ － － － － － － 

計 11,191,410 1,224,834 12,416,244 92,195 12,508,439 － 12,508,439 

セグメント利益又は

損失（△） 
378,138 31,043 409,182 14,654 423,836 △321,680 102,155

 セグメント資産 3,217,234 349,639 3,566,874 25,126 3,592,000 605,200 4,197,200

その他の項目            

減価償却費 245,906 44,018 289,925 756 290,681 380 291,062 

有形固定資産及び
無形固定資産の増
加額 

250,384 17,061 267,446 2,312 269,758 396 270,155 
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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） 

（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．調整額の内容は以下のとおりであります。 

 セグメント利益の調整額△339,758千円には、各報告セグメントに配分していない全社費用339,758千円が含

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。  

 セグメント資産の調整額644,450千円には、各報告セグメントに配分していない全社資産644,450千円が含ま

れております。全社資産は、主に報告セグメントに帰属しない余資運用資金（現金及び有価証券）及び管理部

門に係る資産であります。 

３．セグメント利益は、連結財務諸表の営業利益と調整を行っております。   

  

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．製品及びサービスごとの情報 

    セグメント情報の中で同様の情報が開示されているため、記載を省略しております。 

  

２．地域ごとの情報 

(1）売上高 

本邦の外部顧客への売上高が連結損益計算書の売上高の90％を超えるため、記載を省略しております。

  

(2）有形固定資産 

本邦に所在している有形固定資産の金額が連結貸借対照表の有形固定資産の金額の90％を超えるため、

記載を省略しております。  

  

３．主要な顧客ごとの情報 

 外部顧客への売上高のうち、連結損益計算書の売上高の10％以上を占める相手先がいないため、記載を

省略しております。  

  

             （単位：千円）

  

報告セグメント 
その他 

（注）１ 
合計 

  

 調整額

（注）２  

  
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 
11,730,568 1,302,490 13,033,059 145,494 13,178,554 － 13,178,554 

セグメント間の内
部売上高又は振替
高 

－ － － － － － － 

計 11,730,568 1,302,490 13,033,059 83,497 13,178,554 － 13,178,554 

セグメント利益又は

損失（△） 
66,763 18,620 85,383 10,320 95,704 △339,758 △244,054

 セグメント資産 3,181,713 423,419 3,605,132 45,151 3,650,284 644,450 4,294,734

その他の項目            

減価償却費 262,228 49,628 311,857 981 312,838 552 313,391 

有形固定資産及び
無形固定資産の増
加額 

196,938 24,259 221,197 1,602 222,800 － 222,800 

ｅ．関連情報
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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） 

     

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） 

 該当事項はありません。  

  

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） 

 該当事項はありません。   

  

（追加情報） 

 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、「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。 

  

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） 

    連結財務諸表提出会社と関連当事者との取引 

    （１）連結財務諸表提出会社の役員及び個人主要株主等   

取引条件及び取引条件の決定方針等 

（注）１．当社は公的機関等からの制度融資等による資金借入に対して、当社代表取締役 後藤玄利より保証を受けてお

ります。なお、保証料の支払は行っておりません。 

２．当社は公的機関からの制度融資による資金借入に対して信用保証機関の債務保証を受けており、その保証を受

けるため代表取締役 後藤玄利より債務保証を受けております。なお、保証料の支払は行っておりません。  

３．同社は、当社代表取締役 後藤玄利及びその近親者が第16期末現在、議決権の75.3％を保有しております。 

４．仕入価格については同社の他販売先と同様の条件により、また、決済条件については当社の他仕入先と同様の

条件によっております。  

５．取引金額には消費税等を含めておりません。期末残高には消費税等が含まれております。  

  

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） 

    連結財務諸表提出会社と関連当事者との取引 

      該当事項はありません。 

ｆ．報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報

             （単位：千円）

  リテール   ドロップシップ その他 合計 

減損損失 92,588 9,078 832 102,499

ｇ．報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報

ｈ．報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報

（関連当事者情報）

種 類 

会 社 等
の 名 称
ま た は
氏 名 

所 在 地 
資本金又は
出 資 金 
( 千 円 ) 

事 業 の
内 容
又 は 職 業

議 決 権 等
の 所 有
( 被 所 有 )
割 合 ( ％ )

関連当事
者との関
係 

取引の内容
取 引 金 額 
( 千 円 ) 
（ 注 ） 5 

科 目 期 末 残 高
( 千 円 )

 役員 後藤玄利 －  －
当社代表取
締 役

( 被 所 有 )
直接 

22.8
 －

資金借入に
対する債務
被 保 証
( 注 ） １

 7,952 － －

信用保証機
関の保証を
受けるため
の債務被保
証(注２）

 1,912 － －

役員及び
その近親
者が議決
権の過半
数を所有
している
会社 

うすき製薬
(株)(注）3 

大分県臼杵
市  10,000

医薬品の製
造 販 売

( 被 所 有 )
直接 

1.0

同社製品の
購 入
役員の兼任

商品の仕入
( 注 ） ４

 12,215 買 掛 金 2,015
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 （注） １株当たり当期純利益金額及び潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりで

あります  

  

   

   

（１株当たり情報）

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 円 59,198.78

１株当たり当期純利益金額 円 1,976.34

潜在株式調整後１株当たり当期

純利益金額 
円 1,965.65

１株当たり純資産額 円 45,278.76

１株当たり当期純損失金額 円 △13,620.73

 なお、潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額につ

いては、潜在株式は存在するものの1株当たり当期純損

失であるため記載しておりません。  

  
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株当たり当期純利益又は当期純損失金額     

当期純利益又は当期純損失（△） 

（千円） 
 64,547  △446,489

普通株主に帰属しない金額（千円）  －  －

普通株式に係る当期純利益又は当期純損

失（△）（千円） 
 64,547  △446,489

期中平均株式数（株）  32,660.24  32,780.14

      

潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額      

当期純利益調整額（千円）       －       －

普通株式増加数（株）   177.67  －

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  

新株予約権 種類 

（新株予約権の数 個）  

13

1,401
            －

（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） 

 当社は、平成22年５月28日開催の取締役会において、

次の内容の借入契約を締結することを決議いたしまし

た。  

 (1) 資金使途  運転資金 

 (2) 借入先   株式会社商工組合中央金庫 

 (3) 借入実行日 平成22年５月31日 

 (4) 借入金額  100百万円 

 (5) 借入金利  1.8％固定金利 

 (6) 返済条件  １年据え置き ４年間の49回元金均

等払い（ 終返済時のみ４百万円） 

 (7) 担保提供資産の有無  無  

  

 当社は、平成23年３月17日開催の取締役会において、

第三者割当による新株式の発行を決議し、平成23年４月

４日に払込が完了いたしました。  

 (1) 発行する株式の種類及び数  普通株式 7,480株

 (2) 発行価額     １株につき52,600円 

 (3) 発行価額の総額  393,448,000円 

 (4) 資本組入額    １株につき26,300円 

 (5) 資本組入額の総額 196,724,000円 

 (6) 募集又は割当方法 第三者割当増資の方法による 

 (7) 申込期日     平成23年４月４日 

 (8) 払込期日     平成23年４月４日 

 (9) 割当先及び割当株数  

   RSエンパワメント株式会社 普通株式 7,480株 

 (10)資金の使途    運転資金及び設備投資  
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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 558,772 575,524

売掛金 763,464 883,040

商品 956,548 1,085,847

貯蔵品 12,049 12,920

前渡金 － 96,574

前払費用 41,863 51,667

未収入金 30,501 31,697

その他 19,413 26,233

貸倒引当金 △20,521 △23,623

流動資産合計 2,362,091 2,739,882

固定資産   

有形固定資産   

建物 893,965 906,102

減価償却累計額 △164,630 △207,621

減損損失累計額 － △19,320

建物（純額） 729,334 679,160

構築物 70,221 70,221

減価償却累計額 △43,911 △49,027

構築物（純額） 26,309 21,194

機械及び装置 11,793 13,413

減価償却累計額 △5,528 △6,900

機械及び装置（純額） 6,264 6,512

車両運搬具 8,892 8,892

減価償却累計額 △7,292 △8,178

車両運搬具（純額） 1,599 713

工具、器具及び備品 530,063 516,079

減価償却累計額 △382,572 △399,173

減損損失累計額 － △33,118

工具、器具及び備品（純額） 147,490 83,787

リース資産 87,741 138,873

減価償却累計額 △14,355 △36,615

減損損失累計額 － △50,060

リース資産（純額） 73,385 52,197

建設仮勘定 1,041 499

有形固定資産合計 985,426 844,066

無形固定資産   

電話加入権 553 －

商標権 2,345 1,976

ソフトウエア 477,836 395,989

ソフトウエア仮勘定 61,078 26,488

リース資産 6,986 20,560

その他 87 630

無形固定資産合計 548,887 445,645
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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) 

投資その他の資産   

投資有価証券 6,800 9,200

関係会社株式 82,436 92,830

関係会社長期貸付金 116,646 153,442

従業員に対する長期貸付金 4,834 3,507

差入保証金 122,192 119,924

その他 50 239

投資その他の資産合計 332,959 379,145

固定資産合計 1,867,273 1,668,856

資産合計 4,229,365 4,408,738

負債の部   

流動負債   

買掛金 844,296 1,079,989

短期借入金 － 100,000

1年内償還予定の社債 55,000 －

1年内返済予定の長期借入金 254,468 385,828

リース債務 18,349 32,442

未払金 305,015 357,529

未払費用 29,195 27,581

未払法人税等 24,464 4,237

前受金 5,371 4,226

預り金 12,591 29,084

ポイント引当金 － 10,296

本社移転費用引当金 － 37,511

倉庫移転費用引当金 － 13,293

システム移行費用引当金 － 9,318

資産除去債務 － 7,740

その他 25,301 7,133

流動負債合計 1,574,053 2,106,213

固定負債   

長期借入金 597,873 581,802

リース債務 65,668 95,487

その他 － 3,891

固定負債合計 663,541 681,181

負債合計 2,237,595 2,787,394
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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 1,064,201 1,064,817

資本剰余金   

資本準備金 1,300,521 1,301,187

資本剰余金合計 1,300,521 1,301,187

利益剰余金   

その他利益剰余金   

繰越利益剰余金 △298,620 △676,768

利益剰余金合計 △298,620 △676,768

自己株式 △83,968 △83,968

株主資本合計 1,982,134 1,605,268

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △1,452 △1,052

評価・換算差額等合計 △1,452 △1,052

新株予約権 11,088 17,128

純資産合計 1,991,769 1,621,343

負債純資産合計 4,229,365 4,408,738
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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) 

売上高 12,545,900 13,031,565

売上原価   

商品期首たな卸高 650,920 956,548

当期商品仕入高 8,833,821 9,070,211

合計 9,484,741 10,026,759

他勘定振替高 46,483 52,936

商品期末たな卸高 956,548 1,057,974

その他売上原価 8,621 6,810

商品売上原価 8,490,332 8,922,658

売上総利益 4,055,567 4,108,907

販売費及び一般管理費 3,912,212 4,287,189

営業利益又は営業損失（△） 143,355 △178,282

営業外収益   

受取利息 856 3,562

破損商品等弁償金 3,492 6,221

債務勘定整理益 1,648 －

その他 2,580 1,869

営業外収益合計 8,578 11,652

営業外費用   

支払利息 16,278 19,514

社債利息 1,591 305

株式交付費 654 568

その他 2 1,678

営業外費用合計 18,528 22,066

経常利益又は経常損失（△） 133,405 △188,696

特別利益   

保険差益 332 610

過年度消費税等 377 －

新株予約権戻入益 10,327 715

損害賠償金 － 2,465

特別利益合計 11,037 3,791

特別損失   

固定資産除却損 4,820 8,595

関係会社株式評価損 21,090 －

減損損失 － 102,499

本社移転費用引当金繰入額 － 37,511

倉庫移転費用引当金繰入額 － 13,293

システム移行費用引当金繰入額 － 9,318

その他 4,068 21,472

特別損失合計 29,978 192,690

税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） 114,464 △377,594

法人税、住民税及び事業税 15,834 4,346

過年度法人税等戻入額 － △4,622

法人税等調整額 － 830

法人税等合計 15,834 553

当期純利益又は当期純損失（△） 98,630 △378,148
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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 1,060,218 1,064,201

当期変動額   

新株の発行 3,982 616

当期変動額合計 3,982 616

当期末残高 1,064,201 1,064,817

資本剰余金   

資本準備金   

前期末残高 1,296,488 1,300,521

当期変動額   

新株の発行 4,032 666

当期変動額合計 4,032 666

当期末残高 1,300,521 1,301,187

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 △397,250 △298,620

当期変動額   

当期純利益又は当期純損失（△） 98,630 △378,148

当期変動額合計 98,630 △378,148

当期末残高 △298,620 △676,768

自己株式   

前期末残高 △83,968 △83,968

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 △83,968 △83,968

株主資本合計   

前期末残高 1,875,489 1,982,134

当期変動額   

新株の発行 8,015 1,282

当期純利益又は当期純損失（△） 98,630 △378,148

当期変動額合計 106,645 △376,866

当期末残高 1,982,134 1,605,268
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（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 △940 △1,452

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △512 400

当期変動額合計 △512 400

当期末残高 △1,452 △1,052

新株予約権   

前期末残高 14,296 11,088

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △3,208 6,040

当期変動額合計 △3,208 6,040

当期末残高 11,088 17,128

純資産合計   

前期末残高 1,888,844 1,991,769

当期変動額   

新株の発行 8,015 1,282

当期純利益又は当期純損失（△） 98,630 △378,148

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △3,720 6,440

当期変動額合計 102,925 △370,426

当期末残高 1,991,769 1,621,343
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(1)役員の異動 

  ① 代表取締役の異動 

     該当事項はありません。 

  

②  その他の役員の異動（平成23年６月23日付予定） 

・取締役候補者 

 取 締 役  後藤 玄利 

 取 締 役  植田 厚 

 取 締 役  樋口 宣人 

 取 締 役  新井 達也 （新任） 

 社外取締役  小手川 強二 

 社外取締役  青山 直美  

  

・退任予定取締役 

 取 締 役  片岡 敬三 

 取 締 役  石井 康雄  

  

・監査役候補者 

 （常勤）監査役  片岡 敬三 

 社外監査役    西森 孝弘 （新任）  

  

・退任予定監査役 

 （常勤）監査役  宮澤 紀一 

  

(2)生産、受注及び販売の状況 

   ① 仕入実績 

 当社グループでは、共通した仕入活動を行っているため、セグメントごとに仕入実績を示すことはしておりませ

ん。  

  ② 販売実績 

１．当連結会計年度の販売実績をセグメントごとに示すと、次のとおりであります。 

２．リテール事業における主要な商品区分別の販売実績は以下のとおりであります。 

   （注）１．金額は販売価格によっております。 

  ２．上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

  ３．その他商品には、衛生医療品、医薬品、化粧品、ベビー用品等が含まれておりますが、カテゴリー別の

販売金額による構成比が小さいため記載を省略しております。  

６．その他

事業部門別 金額（千円） 前年同期比（％）  

リテール事業  11,730,568  104.8

ドロップシップ事業  1,302,490  106.3

その他の事業  145,494  157.8

合計  13,178,554  105.4

商品区分別 金額（千円）  前年同期比（％） 

日用雑貨  2,202,867  107.5

健康食品  2,104,532  102.7

フード  1,976,511  124.1

家電  1,030,423  132.7

その他商品  4,132,860  91.9

発送手数料等  283,374  126.1

リテール事業 合計  11,730,568  104.8
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