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1.  平成24年3月期第3四半期の連結業績（平成23年4月1日～平成23年12月31日） 

 

(2) 連結財政状態 

  

(1) 連結経営成績（累計） （％表示は、対前年同四半期増減率）

売上高 営業利益 経常利益 四半期純利益
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

24年3月期第3四半期 12,701 30.7 △499 ― △529 ― △574 ―
23年3月期第3四半期 9,721 1.7 △153 ― △169 ― △189 ―

（注）包括利益 24年3月期第3四半期 △578百万円 （―％） 23年3月期第3四半期 △196百万円 （―％）

1株当たり四半期純利益
潜在株式調整後1株当たり四半期

純利益
円 銭 円 銭

24年3月期第3四半期 △14,288.24 ―
23年3月期第3四半期 △5,783.54 ―

総資産 純資産 自己資本比率
百万円 百万円 ％

24年3月期第3四半期 4,193 1,320 31.0
23年3月期 4,294 1,502 34.6
（参考） 自己資本   24年3月期第3四半期  1,299百万円 23年3月期  1,484百万円

2.  配当の状況 

（注）直近に公表されている配当予想からの修正の有無  ：  無   

年間配当金
第1四半期末 第2四半期末 第3四半期末 期末 合計

円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭

23年3月期 ― 0.00 ― 0.00 0.00
24年3月期 ― 0.00 ―
24年3月期（予想） 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） 
（％表示は、対前期増減率）

（注）直近に公表されている業績予想からの修正の有無  ：  無   

売上高 営業利益 経常利益 当期純利益 1株当たり当期
純利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 円 銭

通期 17,654 34.0 △390 ― △442 ― △473 ― △11,789.07



(1) 当四半期連結累計期間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) 四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用  ：  無  

(3) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 

(4) 発行済株式数（普通株式） 

※四半期レビュー手続の実施状況に関する表示 
 この四半期決算短信は、金融商品取引法に基づく四半期報告書のレビュー手続きの対象外であり、この四半期決算短信の開示時点において、金融商品取引
法に基づく四半期報告書のレビュー手続きを実施しています。 

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
 本資料に記載されている業績見通し等の将来に関する記述は、本資料の発表日現在において入手可能な情報に基づき作成されたものであり、実際の業績等
は今後の様々な要因によって予想数値と異なる場合があります。 

4.  その他

① 会計基準等の改正に伴う会計方針の変更   ：  無
② ①以外の会計方針の変更   ：  無
③ 会計上の見積りの変更   ：  無
④ 修正再表示   ：  無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 24年3月期3Q 40,735 株 23年3月期 33,255 株
② 期末自己株式数 24年3月期3Q 459 株 23年3月期 459 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 24年3月期3Q 40,194 株 23年3月期3Q 32,774 株
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（１）連結経営成績に関する定性的情報 

 当第３四半期連結累計期間におけるわが国経済は、東日本大震災からの復旧と共に企業の生産活動や個人消費は

緩やかな回復を見せる一方で、欧州の金融不安を背景に長期化する円高の進行などの影響により、依然として先行

き不透明な状況が続いております。 

 このような状況の中、当社グループでは昨年から引き続き、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、売上高の成長を再加速させることを 優先に取組んでまいりました。また、東日本大震災以降、

ミネラルウォーターや非常食など生活を支える分野での商品需要が一時的に急増したため、ライフライン企業とし

ての努めを果たすべく商品の安定供給等に取組みました。一方、需要拡大期は新規顧客を獲得する機会でもあるた

め、送料無料ラインの引き下げ、取扱商品数の拡充、新規チャネルの有効活用、ミネラルウォーターの積極販売、

積極的なキャンペーン展開といった施策を打ち出し、顧客基盤の強化に努めました。その結果、出荷件数及び顧客

数が急増し、売上高を大幅に伸ばすことができました。 

 利益面におきましては、利益率は改善傾向にあるものの、第２四半期連結累計期間に計上いたしました本社機能

一部移転に伴う一時的費用の増加や、８月30日に開示いたしました特定商品およびその他の商品の過剰在庫にとも

なう損失、また中国事業準備に伴う先行投資などの影響により赤字となっております。 

 これらにより、当第３四半期連結累計期間における当社グループの業績は、売上高 百万円(前年同期比

30.7％増)、営業損失 百万円(前年同期は営業損失 百万円)、経常損失 百万円(前年同期は経常損失 百万

円)、四半期純損失 百万円(前年同期は四半期純損失 百万円)となりました。 

 現在、当社グループは、売上高を継続的に成長させるとともに仕入原価および物流関連費用等の変動費の削減を

中心にさらなる利益率の改善に取組んでおります。 

  

 セグメントの業績は以下の通りです。なお、第１四半期連結会計期間より、報告セグメントとして記載するセグ

メントを変更しており、前第３四半期連結累計期間との比較・分析は、変更後の数値によっております。 

  

「リテール事業」 

 リテール事業では、主にインターネット上の健康ＥＣサイトを通じて、健康関連商品を一般消費者向けに販売し

ております。 

 平成23年12月末現在の取扱商品数は16万2,757点(Kenko.com Singapore Pte. Ltd.取扱商品を除く)となり、過去

高となりました。また、新規チャネルの有効活用やミネラルウォーターの積極販売、積極的なキャンペーン展開

を行うことで、新規顧客の獲得に努めました。さらに、期間限定としていた送料無料ラインの引下げを継続し、顧

客基盤の強化に努めました。その結果、出荷件数287万件（前年同期比64.7％増）と急増し、当第３四半期連結累

計期間におけるリテール事業の売上高は11,226百万円(前年同期比29.5％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。 

 当第３四半期連結累計期間は、中・小規模事業者の売上が伸びました結果、売上高は1,062百万円(前年同期比

9.4％増)となりました。 

  

「ドラッグ・ラグ是正支援事業」 

 ドラッグ・ラグ是正支援事業では、日本の新薬承認の遅延(ドラッグ・ラグ)の是正のため、医師の要望により医

薬品の輸入支援を行っております。 

 新規顧客の獲得に努めました結果、当第３四半期連結累計期間の売上高は348百万円(前年同期は17百万円)とな

りました。 

  

「その他の事業」  

 その他の事業では、メーカー・卸向けに商品の広告掲載やブランディング・プロモーション支援等を行うメディ

ア事業等を行っております。 

 当第３四半期連結累計期間の売上高は63百万円(前年同期比2.7％減)となりました。  

   

（２）連結財政状態に関する定性的情報 

 当第３四半期連結会計期間末における総資産は、前連結会計年度末に比べて101百万円減少し、 百万円とな

りました。流動資産は13百万円減少しました。これは主に現金及び預金が400百万円減少、売掛金が214百万円増

加、商品が177百万円増加したこと等によるものです。固定資産は、87百万円減少しました。これは主にソフトウ

ェアの償却により111百万円減少したこと等によるものです。 

１．当四半期決算に関する定性的情報

12,701

499 153 529 169

574 189

4,193
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 負債は、前連結会計年度末に比べて80百万円増加し、 百万円となりました。これは主に、未払金が113百万

円増加、長期借入金が184百万円減少したこと等によるものです。 

 純資産は、前連結会計年度末に比べて181百万円減少し、 百万円となりました。これは増資により393百万

円増加したものの四半期純損失の計上により利益剰余金が574百万円減少したことによるものです。 

    

（３）連結業績予想に関する定性的情報 

 平成23年９月30日に公表いたしました通期の連結業績予想を変更しておりません。 

   

   

（１）当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動 

 該当事項はありません。 

   

（２）四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 

 該当事項はありません。 

     

（３）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 

 該当事項はありません。 

   

   

 当社グループは、前連結会計年度および当第３四半期連結累計期間において、多額の営業損失、経常損失、当期

（四半期）純損失を計上しております。これにより、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況

は存在しておりますが、以下に記載の対応策を実施することにより、継続企業の前提に関する重要な不確実性は認め

られないものと判断しております。  

売上に関しましては、当社の健康ＥＣサイトで販売する商品点数を引き続き増加させて新たな価値の提案を行うと

ともに、スマートフォン等の新たな顧客デバイスへの積極的な対応や検索エンジン対策等を実施し、当社の健康ＥＣ

サイトへの訪問者増加、およびこれに伴う受注件数増加を図ります。 

費用に関しましては、前四半期連結会計期間におけるミネラルウォーターの過剰在庫は当第３四半期連結会計期間

末時点において概ね解消され、これに伴って増加していた商品保管料等の各種費用は削減されております。また、こ

れまでに実施してきた物流拠点の統廃合や入出荷業務の効率化、ならびに一部オフィスの福岡移転等による費用削減

効果も既に具現化してきております。今後はさらにこれらを推し進めることに加え、商品の販売価格の適正化および

取引条件見直しによる粗利率の改善、ならびに物流拠点間における商品配置の 適化等による物流費用削減等によ

り、黒字転換を図ってまいります。 

  在庫に関しましては、需要動向の変化に対応できるよう発注方法を見直すとともに、在庫基準の 適化を推し進め

ることにより、在庫圧縮を進めます。また、既存在庫については、モニタリングを強化し積極的な販売策を推進する

ことで、在庫の早期適正化に努めます。以上のような在庫管理を行うことによって、資金繰りの改善を図ってまいり

ます。   

   

2,873

1,320

２．サマリー情報（その他）に関する事項

３．継続企業の前提に関する重要事象等の概要
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３．四半期連結財務諸表 
（１）四半期連結貸借対照表 

（単位：千円）

前連結会計年度 
(平成23年３月31日) 

当第３四半期連結会計期間 
(平成23年12月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 719,454 318,482

売掛金 842,677 1,056,820

商品 1,143,222 1,320,862

貯蔵品 13,293 12,107

その他 122,480 125,371

貸倒引当金 △23,623 △29,683

流動資産合計 2,817,506 2,803,960

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 977,137 974,218

減価償却累計額 △256,979 △263,721

減損損失累計額 △19,320 △4,207

建物及び構築物（純額） 700,837 706,290

機械装置及び運搬具 22,305 23,805

減価償却累計額 △15,079 △16,574

機械装置及び運搬具（純額） 7,226 7,230

工具、器具及び備品 546,996 397,684

減価償却累計額 △410,870 △302,177

減損損失累計額 △33,118 △12,193

工具、器具及び備品（純額） 103,007 83,313

リース資産 138,873 166,848

減価償却累計額 △36,615 △49,749

減損損失累計額 △50,060 △50,060

リース資産（純額） 52,197 67,038

建設仮勘定 499 499

有形固定資産合計 863,769 864,373

無形固定資産   

ソフトウエア 427,641 315,750

ソフトウエア仮勘定 26,488 60,869

リース資産 20,560 28,213

その他 2,606 2,432

無形固定資産合計 477,297 407,266

投資その他の資産   

投資有価証券 9,200 9,128

差入保証金 123,212 106,820

その他 3,748 2,132

投資その他の資産合計 136,160 118,081

固定資産合計 1,477,227 1,389,720

資産合計 4,294,734 4,193,681
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（単位：千円）

前連結会計年度 
(平成23年３月31日) 

当第３四半期連結会計期間 
(平成23年12月31日) 

負債の部   

流動負債   

買掛金 1,081,848 1,131,676

短期借入金 100,000 160,000

1年内返済予定の長期借入金 385,828 395,772

リース債務 32,442 40,602

未払金 339,051 452,453

未払法人税等 6,454 21,575

賞与引当金 501 －

ポイント引当金 10,296 4,760

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 94,915 131,423

流動負債合計 2,111,462 2,338,263

固定負債   

長期借入金 581,802 397,676

リース債務 95,487 100,781

その他 3,891 36,429

固定負債合計 681,181 534,886

負債合計 2,792,643 2,873,150

純資産の部   

株主資本   

資本金 1,064,817 1,261,541

資本剰余金 1,301,187 1,497,911

利益剰余金 △791,915 △1,366,222

自己株式 △83,968 △83,968

株主資本合計 1,490,121 1,309,261

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 △1,052 △1,124

為替換算調整勘定 △4,106 △8,368

その他の包括利益累計額合計 △5,158 △9,493

新株予約権 17,128 20,763

純資産合計 1,502,090 1,320,531

負債純資産合計 4,294,734 4,193,681
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（２）四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書 
（四半期連結損益計算書） 
（第３四半期連結累計期間） 

（単位：千円）

前第３四半期連結累計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22年12月31日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成23年12月31日) 

売上高 9,721,355 12,701,118

売上原価 6,584,135 8,673,627

売上総利益 3,137,220 4,027,491

販売費及び一般管理費 3,290,241 4,527,475

営業損失（△） △153,021 △499,984

営業外収益   

受取利息 303 102

受取配当金 108 108

破損商品等弁償金 4,375 7,540

その他 1,722 2,972

営業外収益合計 6,509 10,724

営業外費用   

支払利息 14,612 13,759

為替差損 7,633 25,415

その他 351 888

営業外費用合計 22,597 40,063

経常損失（△） △169,109 △529,323

特別利益   

新株予約権戻入益 565 176

保険差益 610 1,027

特別利益合計 1,175 1,203

特別損失   

固定資産除却損 8,257 19,127

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 4,450 －

固定資産臨時償却費 6,407 －

その他 242 492

特別損失合計 19,357 19,619

税金等調整前四半期純損失（△） △187,290 △547,740

法人税、住民税及び事業税 4,736 23,183

過年度法人税等戻入額 △4,622 －

法人税等調整額 2,151 3,383

法人税等合計 2,264 26,567

少数株主損益調整前四半期純損失（△） △189,555 △574,307

四半期純損失（△） △189,555 △574,307
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（四半期連結包括利益計算書） 
（第３四半期連結累計期間） 

（単位：千円）

前第３四半期連結累計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22年12月31日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成23年12月31日) 

少数株主損益調整前四半期純損失（△） △189,555 △574,307

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 308 △72

為替換算調整勘定 △7,307 △4,262

その他の包括利益合計 △6,999 △4,334

四半期包括利益 △196,554 △578,642

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 △196,554 △578,642
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 該当事項はありません。    

   

Ⅰ 前第３四半期連結累計期間（自平成22年４月１日 至平成22年12月31日） 

１．報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報 

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

でおります。  

２．セグメント利益の調整額△255,446千円には、各報告セグメントに配分していない全社費用

△255,446千円が含まれております。全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない一般管理費であ

ります。 

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

  

２．報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報 

  該当事項はありません。  

   

Ⅱ 当第３四半期連結累計期間（自 平成23年４月１日 至 平成23年12月31日） 

１．報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報  

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

でおります。  

２．セグメント利益の調整額△320,172千円には、各報告セグメントに配分していない全社費用

△320,172千円が含まれております。全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない一般管理費であ

ります。 

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

  

２．報告セグメントの変更等に関する事項 

 従来、「ドラッグ・ラグ是正支援」は、「その他」の区分に含めておりましたが、「ドラッグ・ラグ是正

（４）継続企業の前提に関する注記

（５）セグメント情報等

               （単位：千円） 

  

報告セグメント 
その他 
（注）１

合計 

  

 調整額

（注）２ 

  
四半期連結
損益計算書
計上額
（注）３

リテール 
ドロップ
シップ  

ドラッ
グ・ラグ
是正支援 

計 

売上高            

外部顧客への

売上高 
 8,666,465  971,393  17,714  9,655,572  65,782  9,721,355  －  9,721,355

セグメント間
の内部売上高
又は振替高 

 －  －  －  －  －  －  －  －

計  8,666,465  971,393  17,714  9,655,572  65,782  9,721,355  －  9,721,355

セグメント利益

又は損失（△） 
 83,732  17,889  △9,877  91,744  10,681  102,425 △255,446  △153,021

  （単位：千円） 

  

報告セグメント 
その他 
（注）１

合計 

  

 調整額

（注）２ 

  
四半期連結
損益計算書
計上額
（注）３

リテール 
ドロップ
シップ  

ドラッ
グ・ラグ
是正支援

計 

売上高              

外部顧客への

売上高 
 11,226,067  1,062,267  348,789  12,637,124  63,993  12,701,118  － 12,701,118

セグメント間
の内部売上高
又は振替高 

 －  －  －  －  －  －  －  －

計  11,226,067  1,062,267  348,789  12,637,124  63,993  12,701,118  － 12,701,118

セグメント利益

又は損失（△） 
 △256,335  15,990  35,971  △204,373  24,561  △179,812 △320,172  △499,984
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支援」の重要性が増したため、第１四半期連結会計期間より「ドラッグ・ラグ是正支援」として区分表示し

ております。 

 なお、前第３四半期連結累計期間に係る変更後の報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に

関する情報は、「Ⅰ 前第３四半期連結累計期間（自 平成22年４月１日 至 平成22年12月31日）」に記

載しております。  

３．報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報 

該当事項はありません。   

   

 当社は、平成23年４月４日付で、RSエンパワメント株式会社から第三者割当増資を受けました。この結果、当第

３四半期連結累計期間において資本金が196,724千円、資本準備金が196,724千円増加し、当第３四半期連結会計期

間末において資本金が1,261,541千円、資本準備金が1,497,911千円となっております。  

   

   

 該当事項はありません。  

   

   

（６）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記

（７）重要な後発事象
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