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第一部【企業情報】

第１【企業の概況】

１【主要な経営指標等の推移】

回次
第15期
第２四半期
累計期間

第15期
第２四半期
会計期間

第14期

会計期間

自平成20年
４月１日
至平成20年
９月30日

自平成20年
７月１日
至平成20年
９月30日

自平成19年
４月１日
至平成20年
３月31日

売上高（千円） 5,061,7562,610,3778,022,572

経常損失（△）（千円） △79,531 △42,345 △18,980

四半期（当期）純損失（△）

（千円）
△97,597 △43,762 △129,447

持分法を適用した場合の投資損失（△）（千円） △2,481 △1,240 △25,792

資本金（千円） － 1,060,218 984,366

発行済株式総数（株） － 33,063 30,143

純資産額（千円） － 1,888,8551,830,765

総資産額（千円） － 4,267,8264,294,550

１株当たり純資産額（円） － 57,573.1961,402.04

１株当たり四半期（当期）純損失（△）金額（円） △3,216.98△1,412.35△4,363.43

潜在株式調整後１株当たり四半期（当期）純利益金額（円） － － －

１株当たり配当額 － － －

自己資本比率（％） － 44.0 42.4

営業活動による

キャッシュ・フロー（千円）
△205,063 － 96,008

投資活動による

キャッシュ・フロー（千円）
△618,939 － △417,539

財務活動による

キャッシュ・フロー（千円）
△18,540 － 737,193

現金及び現金同等物の四半期末（期末）残高（千円） － 803,269 1,645,812

従業員数（人） － 159 146

　        （注）１．当社は四半期連結財務諸表を作成しておりませんので、連結会計年度にかかる主要な経営指標等の 

推移については記載しておりません。

                ２．売上高には、消費税等は含んでおりません。

        ３．第15期第２四半期累計（会計）期間及び第14期の潜在株式調整後1株当たり四半期（当期）純利益

金額については、１株当たり四半期（当期）純損失を計上しているため記載しておりません。
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２【事業の内容】

　当第２四半期会計期間において、当社が営んでいる事業の内容に重要な変更はありません。

　

３【関係会社の状況】

　当第２四半期会計期間において、重要な関係会社の異動はありません。

　

４【従業員の状況】

提出会社の状況

 平成20年９月30日現在

従業員数（人） 159 (2)

　（注）　使用人数は、倉庫部門のパート従業員（47名）を含むものであり、倉庫部門のパート従業員は平成20年９月にお

ける就業時間を８時間×稼働日数を１名として換算しております。臨時雇用者数は、当第２四半期会計期間の

平均人員を( )外数で記載しております。
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第２【事業の状況】

１【生産、受注及び販売の状況】

(1）仕入実績

　当社は、主にＥコマースによる健康食品、医薬品、化粧品等の通信販売を行っているため、事業部門別の記載に代え

て、主要な商品区分別に記載しております。

商品区分別
当第２四半期会計期間
（自　平成20年７月１日
至　平成20年９月30日）

健康食品（千円） 315,025

日用雑貨（千円） 404,436

フード（千円） 314,276

化粧品（千円） 172,247

その他商品（千円）（注2） 623,534

合計（千円） 1,829,520

　              （注）１．上記の金額には、消費税等は含まれておりません。

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

の仕入金額が少額であるため記載を省略しております。

　

(2）販売実績

①　事業部門別の販売実績は以下のとおりであります。

事業部門別
当第２四半期会計期間
（自　平成20年７月１日
至　平成20年９月30日）

リテイル事業（千円） 2,424,107

その他の事業（千円） 186,270

合計（千円） 2,610,377

　

②　リテイ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。

商品区分別
当第２四半期会計期間
（自　平成20年７月１日
至　平成20年９月30日）

健康食品（千円） 463,310

日用雑貨（千円） 517,519

フード（千円） 398,226

化粧品（千円） 226,355

その他商品（千円）（注3） 794,371

発送手数料等（千円） 24,325

リテイル事業合計（千円） 2,424,107

　（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、医薬品、衛生医療用品、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。
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２【経営上の重要な契約等】

　当第２四半期会計期間において、経営上の重要な契約等の決定または締結等はありません。

 

３【財政状態及び経営成績の分析】

（１）経営成績の分析

　当第２四半期会計期間においては、物価の上昇や金融不安等による景気後退の色合いが強まる中、個人消費は停滞す

る展開となりました。

 

　このような厳しい経営環境の中、当社では商品数拡大の方針を下支えするに十分な規模と機能をもつインフラの構

築に注力いたしました。また、健康情報のコミュニティサイト「ケンコミ」の立ち上げを行い、健康関連商品のコ　

マースだけでなく、健康情報提供の機能充実にも取り組んでまいりました。

　その他、平成20年９月17日付で、厚生労働省から医薬品のインターネット販売規制につながる『薬事法施行の一部を

改正する省令案』が発表されました。当社は、一般用医薬品をリスク分類に関わらず、安全・安心にインターネットで

購入できる環境を目指しており、各関係団体及び関係省庁に対して積極的な働きかけを行いました。

　これらの活動を行う一方で、当社の主力事業であるリテイル事業におきましては、年度初めより売上高は順調な推移

を示しておりましたが、競合対策による利益率の低下等もあり、設備投資や新規事業への先行投資により発生する費

用を補てんするに至りませんでした。

　メディア事業やドロップシップ事業等を行う新規事業につきましては、サービス提供のための基盤づくりに取り組

んでまいりましたが、本格的な収益の獲得は第３四半期以降になる見込みとなりました。

 

　以上の結果、当第２四半期会計期間の売上高は2,610百万円と前四半期会計期間に引き続き成長を維持したものの、

販売促進費やシステム維持費用、組織体制の強化を見据えた積極的な人材採用を行ったことによる人件費ならびにそ

の関連費用の増加等から営業損失は38百万円、経常損失は42百万円、税引前四半期純損失は42百万円、四半期純損失43

百万円となりました。

　

（２）財政状態の分析

　当第２四半期会計期間末における総資産は、前事業年度末比26百万円減の4,267百万円となりました。

　主な変動としては、欠品率低減のため在庫水準を引き上げたことによる棚卸資産の増加、福岡物流センターの第３期

拡張工事が完了したこと等による有形固定資産の増加やシステム投資による無形固定資産の増加があり、これら投資

によって現金及び預金が減少したこと等が挙げられます。

　また、負債は、売上の増加にともなう買掛金の増加があったものの、長期借入金の返済等による有利子負債の縮小に

よって、前事業年度末比84百万円減の2,378百万円となりました。

　純資産は、第２四半期純損失にともなった繰越利益剰余金の減少がありましたが、８月に実施した第三者割当による

新株発行等により、前事業年度末比58百万円増の1,888百万円となりました。

　

（３）キャッシュ・フローの状況

　当第２四半期会計期間における現金及び現金同等物の残高は、前四半期会計期間末に比べて385百万円減の803百万

円となりました。

　「営業活動によるキャッシュ・フロー」は、122百万円の支出となりました。主な増加要因は、減価償却費71百万円、

未払金の増加額12百万円等であり、主な減少要因は税引前四半期純損失42百万円、たな卸資産の増加額100百万円、仕

入債務の減少額59百万円等であります。

　「投資活動によるキャッシュ・フロー」は、302百万円の支出となりました。これは主に、福岡物流センターの拡張等

による有形固定資産の取得による支出223百万円、システム投資による無形固定資産の取得による支出75百万円等に

よるものです。

　「財務活動によるキャッシュ・フロー」は、39百万円の収入となりました。主な増加要因は株式の発行による収入

151百万円となり、主な減少要因は長期借入金の返済による支出57百万円、社債の償還による支出55百万円によるもの

です。

　

（４）事業上及び財務上の対処すべき課題

　当第２四半期会計期間において、当社が対処すべき課題について重要な変更はありません。
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第３【設備の状況】
(1）主要な設備の状況

　当第２四半期会計期間において、重要な設備の異動はありません。

 

(2）設備の新設、除却等の計画

　当第２四半期会計期間において、前四半期会計期間末において着手していた重要な設備の拡充について完了し、福

岡物流センター（第３期工事）が新たに当社の主要な設備となりました。その設備の状況は、次のとおりでありま

す。

事業所名
(所在地)

設備の内容
帳簿価額(百万円) 従業員数

(人)
（注）

建物及び構
築物

機械装置及び
運搬具

土地
(面積千㎡)

その他 合計

福岡物流センター（第３

期工事）

（福岡県飯塚市）

倉庫設備 382 － － － 382 －

（注）従業員数については、拡充に伴う新たな従業員の雇用がありませんので、記載しておりません。

　　　なお、福岡物流センターの増設については、平成20年８月に完了し、９月から操業を開始しております。

　　　これにより、同物流センターの出荷能力は、約50％増加しました。
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第４【提出会社の状況】

１【株式等の状況】

（１）【株式の総数等】

①【株式の総数】

種類 発行可能株式総数（株）

普通株式 105,000

計 105,000

　

②【発行済株式】

種類
第２四半期会計期間末現
在発行数（株）
（平成20年９月30日）

提出日現在発行数（株）
（平成20年11月14日）

上場金融商品取引所名
又は登録認可金融商品
取引業協会名

内容

普通株式 33,063 33,063
東京証券取引所

マザーズ市場
－

計 33,063 33,063 － －

　（注）　「提出日現在発行数」欄には、平成20年11月１日からこの四半期報告書提出日までの新株予約権の行使（旧商法

に基づき発行された新株引受権付社債の権利行使を含む。）により発行された株式数は含まれておりません。

　

（２）【新株予約権等の状況】

　商法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備に関する法律（平成13年法律第129号）第19条第

２項の規定により、新株予約権付社債とみなされる新株引受権の残高、新株引受権の権利行使により発行する

株式の発行価格、資本組入額は以下のとおりです。

①　新株引受権付社債

銘柄
（発行年月日）

第２四半期会計期間末現在
（平成20年９月30日）

新株引受権の残高
（千円）

発行価格（円） 資本組入額（円）

第２回無担保新株引受権付社債

（平成13年６月27日発行）

（注２）

25,000
50,000

（注１）

25,000

（注１）

　（注）１．平成13年11月２日付で株式１株を10株に株式分割を行ったことに伴い、発行価格及び資本組入額は調整され

ております。

２．成功報酬型ワラントであり、当社の取締役及び従業員に対し譲渡しております。
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　旧商法第280条ノ19の規定に基づく新株引受権（ストックオプション）に関する事項は、次のとおりでありま

す。

②　平成12年12月20日臨時株主総会決議

区分
第２四半期会計期間末現在
（平成20年９月30日）

新株予約権の数（個） －

新株予約権のうち自己新株予約権の数（個） －

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式

新株予約権の目的となる株式の数（株） 115

新株予約権の行使時の払込金額（円） 40,000

新株予約権の行使期間
自　平成15年１月１日

至　平成22年12月20日

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の

発行価格及び資本組入額（円）

発行価格　 　40,000

資本組入額 　20,000

新株予約権の行使の条件 （注３）

新株予約権の譲渡に関する事項 （注３）

代用払込みに関する事項 －

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 －

　（注）１．新株予約権の目的たる株式の数

権利付与日以降、当社が株式分割または株式併合を行う場合、当社は次の算式により目的たる株式の数を調

整いたします。ただし、かかる調整は、当該新株予約権のうち、その時点で対象者が行使していない当該新株

予約権の目的たる株式の数についてのみ行われ、調整の結果生じる１株未満の株式については、これを切り

捨てるものとします。

 調整後株式数 ＝調整前株式数 ×分割・併合の比率

２．新株予約権の行使時の払込金額

権利付与日以降、当社が株式分割または併合を行う場合、次の算式により払込金額（発行価額）を調整（１

円未満の端数切上げ）するものといたします。

 調整後発行価額 ＝調整前発行価額 ／分割・併合の比率

また、発行価額調整式に使用する調整前発行価額を下回る払込金額をもって株式を発行する場合、次の算式

により払込金額（発行価額）を調整（１円未満の端数切上げ）するものといたします。

調整後発行価額 ＝

既発行

株式数
×

調整前

発行価額
＋

新発行

株式数
×

１株当り

払込金額

  既発行

株式数

＋ 新発行

株式数

  

３．新株予約権の行使の条件、譲渡に関する事項は次のとおりであります。

①　対象者は、当該新株予約権の行使時において当社の取締役、監査役または従業員であることを要する。

②　対象者は、当該新株予約権を譲渡、質入、その他処分することができないものとする。

③　その他の条件については、臨時株主総会の決議に基づき、当社と対象者との間で締結した「新株引受権付与

契約書」に定めております。

４．平成13年11月２日付で株式１株を10株に株式分割を行ったことに伴い、新株予約権の目的となる株式の数、

新株予約権の行使時の払込金額、新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組

入額は調整されております。　
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　旧商法第280条ノ20及び第280条ノ21の規定に基づき発行した新株予約権は、次のとおりであります。

③　第１回新株予約権

区分
第２四半期会計期間末現在
（平成20年９月30日）

新株予約権の数（個） 214

新株予約権のうち自己新株予約権の数（個） －

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式

新株予約権の目的となる株式の数（株） 214

新株予約権の行使時の払込金額（円） 50,000

新株予約権の行使期間
自　平成16年10月11日

至　平成24年９月30日

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の

発行価格及び資本組入額（円）

発行価格　 　50,000

資本組入額 　25,000

新株予約権の行使の条件 （注３）

新株予約権の譲渡に関する事項 （注３）

代用払込みに関する事項 －

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 －

　（注）１．新株予約権の目的たる株式の数

権利付与日以降、当社が株式分割または株式併合を行う場合、当社は次の算式により目的たる株式の数を調

整いたします。ただし、かかる調整は、当該新株予約権のうち、その時点で対象者が行使していない当該新株

予約権の目的たる株式の数についてのみ行われ、調整の結果生じる１株未満の株式については、これを切り

捨てるものとします。

 調整後株式数 ＝調整前株式数 ×分割・併合の比率

２．新株予約権の行使時の払込金額

権利付与日以降、当社が株式分割または併合を行う場合、次の算式により払込金額（発行価額）を調整（１

円未満の端数切上げ）するものといたします。

 調整後発行価額 ＝調整前発行価額 ／分割・併合の比率

また、発行価額調整式に使用する調整前発行価額を下回る払込金額をもって株式を発行する場合、次の算式

により払込金額（発行価額）を調整（１円未満の端数切上げ）するものといたします。

調整後発行価額 ＝

既発行

株式数
×

調整前

発行価額
＋

新発行

株式数
×

１株当り

払込金額

  
既発行

株式数
＋

新発行

株式数
  

３．新株予約権の行使に係わる行使の条件、譲渡に関する事項は次のとおりであります。

①　対象者は、当該新株予約権の行使時において当社の取締役、監査役または従業員であることを要する。

②　対象者は、当該新株予約権を譲渡、質入、その他処分することができないものとする。

③　その他の条件については、臨時株主総会決議及び取締役会決議に基づき、当社と対象者との間で締結した

「新株予約権割当契約書」に定めております。　
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④　第２回新株予約権

区分
第２四半期会計期間末現在
（平成20年９月30日）

新株予約権の数（個） 377

新株予約権のうち自己新株予約権の数（個） －

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式

新株予約権の目的となる株式の数（株） 377

新株予約権の行使時の払込金額（円） 61,000

新株予約権の行使期間

自　平成15年９月１日

至　平成25年６月25日

（注３）

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の

発行価格及び資本組入額（円）

発行価格　 　61,000

資本組入額 　30,500

新株予約権の行使の条件 （注４）

新株予約権の譲渡に関する事項 （注４）

代用払込みに関する事項 －

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 －

　（注）１．新株予約権の目的たる株式の数

権利付与日以降、当社が株式分割または株式併合を行う場合、当社は次の算式により目的たる株式の数を調

整いたします。ただし、かかる調整は、当該新株予約権のうち、その時点で対象者が行使していない当該新株

予約権の目的たる株式の数についてのみ行われ、調整の結果生じる１株未満の株式については、これを切り

捨てるものとします。

 調整後株式数 ＝調整前株式数 ×分割・併合の比率

２．新株予約権の行使時の払込金額

権利付与日以降、当社が株式分割または併合を行う場合、次の算式により払込金額を調整（１円未満の端数

切上げ）するものといたします。

 調整後払込金額 ＝調整前払込金額 ／分割・併合の比率

また、発行価額調整式に使用する調整前発行価額を下回る払込金額をもって株式を発行する場合、次の算式

により払込金額（発行価額）を調整（１円未満の端数切上げ）するものといたします。

    既発行

株式数
＋

新規発行

株式数
×

１株当り

発行価額 

調整後

払込金額
＝

調整前

払込金額
×

分割・新規発行前の株価

既発行株式数＋分割・新規発行株式数

なお、上記算式において、「既発行株式数」とは当社の発行済株式総数から当社が保有する自己株式の総数

を控除した数とし、また、自己株式の処分を行う場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」

に、「１株当たり払込金額」を「１株当たり処分金額」に、「分割・新規発行前の株価」を「処分前の株式

の時価」に、それぞれ読み替えるものとする。

３．新株予約権の行使期間は、当社と対象者との間で締結した「新株予約権割当契約書」により一部制限してお

ります。

４．新株予約権の行使の条件、譲渡に関する事項は次のとおりであります。

①　対象者のうち当社の取締役、監査役及び従業員は、当該新株予約権の行使時において当社の取締役、監査役

または従業員であることを要する。

②　対象者のうち当社外部の協力者は、当該新株予約権の行使時においても同等の地位、または当社の取締役、

監査役または従業員の地位にあることを要する。

③　対象者は、当該新株予約権を譲渡、質入、その他処分することができないものとする。

④　その他の条件については、定時株主総会決議及び取締役会決議に基づき、当社と対象者との間で締結した

「新株予約権割当契約書」に定めております。

EDINET提出書類

ケンコーコム株式会社(E03435)

四半期報告書

10/34



⑤　第３回新株予約権

区分
第２四半期会計期間末現在
（平成20年９月30日）

新株予約権の数（個） 78

新株予約権のうち自己新株予約権の数（個） －

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式

新株予約権の目的となる株式の数（株） 78

新株予約権の行使時の払込金額（円） 65,000

新株予約権の行使期間

自　平成15年12月１日

至　平成25年10月31日

（注３）

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の

発行価格及び資本組入額（円）

発行価格　 　65,000

資本組入額 　32,500

新株予約権の行使の条件 （注４）

新株予約権の譲渡に関する事項 （注４）

代用払込みに関する事項 －

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 －

　（注）１．新株予約権の目的たる株式の数

権利付与日以降、当社が株式分割または株式併合を行う場合、当社は次の算式により目的たる株式の数を調

整いたします。ただし、かかる調整は、当該新株予約権のうち、その時点で対象者が行使していない当該新株

予約権の目的たる株式の数についてのみ行われ、調整の結果生じる１株未満の株式については、これを切り

捨てるものとします。

 調整後株式数 ＝調整前株式数 ×分割・併合の比率

２．新株予約権の行使時の払込金額

権利付与日以降、当社が株式分割または併合を行う場合、次の算式により払込金額を調整（１円未満の端数

切上げ）するものといたします。

 調整後払込金額 ＝調整前払込金額 ／分割・併合の比率

また、発行価額調整式に使用する調整前発行価額を下回る払込金額をもって株式を発行する場合、次の算式

により払込金額（発行価額）を調整（１円未満の端数切上げ）するものといたします。

    既発行

株式数
＋

新規発行

株式数
×

１株当り

発行価額 

調整後

払込金額
＝

調整前

払込金額
×

分割・新規発行前の株価

既発行株式数＋分割・新規発行株式数

なお、上記算式において、「既発行株式数」とは当社の発行済株式総数から当社が保有する自己株式の総数

を控除した数とし、また、自己株式の処分を行う場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」

に、「１株当たり払込金額」を「１株当たり処分金額」に、「分割・新規発行前の株価」を「処分前の株式

の時価」に、それぞれ読み替えるものとする。

３．新株予約権の行使期間は、当社と対象者との間で締結した「新株予約権割当契約書」により一部制限してお

ります。

４．新株予約権の行使の条件、譲渡に関する事項は次のとおりであります。

①　対象者のうち当社の取締役、監査役及び従業員は、当該新株予約権の行使時において当社の取締役、監査役

または従業員であることを要する。

②　対象者のうち当社外部の協力者は、当該新株予約権の行使時においても同等の地位、または当社の取締役、

監査役または従業員の地位にあることを要する。

③　対象者は、当該新株予約権を譲渡、質入、その他処分することができないものとする。

④　その他の条件については、臨時株主総会決議及び取締役会決議に基づき、当社と対象者との間で締結した

「新株予約権割当契約書」に定めております。　
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⑥　第４回新株予約権

区分
第２四半期会計期間末現在
（平成20年９月30日）

新株予約権の数（個） 44

新株予約権のうち自己新株予約権の数（個） －

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式

新株予約権の目的となる株式の数（株） 44

新株予約権の行使時の払込金額（円） 65,000

新株予約権の行使期間

自　平成16年３月１日

至　平成25年12月31日

（注３）

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の

発行価格及び資本組入額（円）

発行価格　 　65,000

資本組入額 　32,500

新株予約権の行使の条件 （注４）

新株予約権の譲渡に関する事項 （注４）

代用払込みに関する事項 －

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 －

　（注）１．新株予約権の目的たる株式の数

権利付与日以降、当社が株式分割または株式併合を行う場合、当社は次の算式により目的たる株式の数を調

整いたします。ただし、かかる調整は、当該新株予約権のうち、その時点で対象者が行使していない当該新株

予約権の目的たる株式の数についてのみ行われ、調整の結果生じる１株未満の株式については、これを切り

捨てるものとします。

 調整後株式数 ＝調整前株式数 ×分割・併合の比率

２．新株予約権の行使時の払込金額

権利付与日以降、当社が株式分割または併合を行う場合、次の算式により払込金額を調整（１円未満の端数

切上げ）するものといたします。

 調整後払込金額 ＝調整前払込金額 ／分割・併合の比率

また、発行価額調整式に使用する調整前発行価額を下回る払込金額をもって株式を発行する場合、次の算式

により払込金額（発行価額）を調整（１円未満の端数切上げ）するものといたします。

    既発行

株式数
＋

新規発行

株式数
×

１株当り

発行価額 

調整後

払込金額
＝

調整前

払込金額
×

分割・新規発行前の株価

既発行株式数＋分割・新規発行株式数

なお、上記算式において、「既発行株式数」とは当社の発行済株式総数から当社が保有する自己株式の総数

を控除した数とし、また、自己株式の処分を行う場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」

に、「１株当たり払込金額」を「１株当たり処分金額」に、「分割・新規発行前の株価」を「処分前の株式

の時価」に、それぞれ読み替えるものとする。

３．新株予約権の行使期間は、当社と対象者との間で締結した「新株予約権割当契約書」により一部制限してお

ります。

４．新株予約権の行使の条件、譲渡に関する事項は次のとおりであります。

①　対象者のうち当社の従業員は、当該新株予約権の行使時において当社の取締役、監査役または従業員である

ことを要する。

②　対象者のうち当社外部の協力者は、当該新株予約権の行使時においても同等の地位、または当社の取締役、

監査役または従業員の地位にあることを要する。

③　対象者は、当該新株予約権を譲渡、質入、その他処分することができないものとする。
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⑦　第５回新株予約権

区分
第２四半期会計期間末現在
（平成20年９月30日）

新株予約権の数（個） 368

新株予約権のうち自己新株予約権の数（個） －

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式

新株予約権の目的となる株式の数（株） 368

新株予約権の行使時の払込金額（円） 369,214

新株予約権の行使期間

自　平成19年７月１日

至　平成26年12月31日

（注３）

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の

発行価格及び資本組入額（円）

発行価格　 　369,214

資本組入額 　184,607

新株予約権の行使の条件 （注４）

新株予約権の譲渡に関する事項 （注４）

代用払込みに関する事項 －

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 －

　（注）１．新株予約権の目的たる株式の数

権利付与日以降、当社が株式分割または株式併合を行う場合、当社は次の算式により目的たる株式の数を調

整いたします。ただし、かかる調整は、当該新株予約権のうち、その時点で対象者が行使していない当該新株

予約権の目的たる株式の数についてのみ行われ、調整の結果生じる１株未満の株式については、これを切り

捨てるものとします。

 調整後株式数 ＝調整前株式数 ×分割・併合の比率

２．新株予約権の行使時の払込金額

権利付与日以降、当社が株式分割または併合を行う場合、次の算式により払込金額を調整（１円未満の端数

切上げ）するものといたします。

 調整後払込金額 ＝調整前払込金額 ／分割・併合の比率

また、発行価額調整式に使用する調整前発行価額を下回る払込金額をもって株式を発行する場合、次の算式

により払込金額（発行価額）を調整（１円未満の端数切上げ）するものといたします。

    既発行

株式数
＋

新規発行

株式数
×

１株当り

発行価額 

調整後

払込金額
＝

調整前

払込金額
×

分割・新規発行前の株価

既発行株式数＋分割・新規発行株式数

なお、上記算式において、「既発行株式数」とは当社の発行済株式総数から当社が保有する自己株式の総数

を控除した数とし、また、自己株式の処分を行う場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」

に、「１株当たり払込金額」を「１株当たり処分金額」に、「分割・新規発行前の株価」を「処分前の株式

の時価」に、それぞれ読み替えるものとする。

３．新株予約権の行使期間は、当社と対象者との間で締結した「新株予約権割当契約書」により一部制限してお

ります。

４．新株予約権の行使の条件、譲渡に関する事項は次のとおりであります。

①　対象者のうち当社の従業員は、当該新株予約権の行使時において当社の取締役、監査役または従業員である

ことを要する。

②　対象者のうち当社外部の協力者は、当該新株予約権の行使時においても同等の地位、または当社の取締役、

監査役または従業員の地位にあることを要する。

③　対象者は、当該新株予約権を譲渡、質入、その他処分することができないものとする。

④　その他の条件については、定時株主総会決議及び取締役会決議に基づき、当社と対象者との間で締結した

「新株予約権割当契約書」に定めております。　
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⑧　第６回新株予約権

区分
第２四半期会計期間末現在
（平成20年９月30日）

新株予約権の数（個） 48

新株予約権のうち自己新株予約権の数（個） －

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式

新株予約権の目的となる株式の数（株） 48

新株予約権の行使時の払込金額（円） 307,125

新株予約権の行使期間

自　平成20年１月１日

至　平成26年12月31日

（注３）

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の

発行価格及び資本組入額（円）

発行価格　 　307,125

資本組入額 　153,563

新株予約権の行使の条件 （注４）

新株予約権の譲渡に関する事項 （注４）

代用払込みに関する事項 －

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 －

　（注）１．新株予約権の目的たる株式の数

権利付与日以降、当社が株式分割または株式併合を行う場合、当社は次の算式により目的たる株式の数を調

整いたします。ただし、かかる調整は、当該新株予約権のうち、その時点で対象者が行使していない当該新株

予約権の目的たる株式の数についてのみ行われ、調整の結果生じる１株未満の株式については、これを切り

捨てるものとします。

 調整後株式数 ＝調整前株式数 ×分割・併合の比率

２．新株予約権の行使時の払込金額

権利付与日以降、当社が株式分割または併合を行う場合、次の算式により払込金額を調整（１円未満の端数

切上げ）するものといたします。

 調整後払込金額 ＝調整前払込金額 ／分割・併合の比率

また、発行価額調整式に使用する調整前発行価額を下回る払込金額をもって株式を発行する場合、次の算式

により払込金額（発行価額）を調整（１円未満の端数切上げ）するものといたします。

    既発行

株式数
＋

新規発行

株式数
×

１株当り

発行価額 

調整後

払込金額
＝

調整前

払込金額
×

分割・新規発行前の株価

既発行株式数＋分割・新規発行株式数

なお、上記算式において、「既発行株式数」とは当社の発行済株式総数から当社が保有する自己株式の総数

を控除した数とし、また、自己株式の処分を行う場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」

に、「１株当たり払込金額」を「１株当たり処分金額」に、「分割・新規発行前の株価」を「処分前の株式

の時価」に、それぞれ読み替えるものとする。

３．新株予約権の行使期間は、当社と対象者との間で締結した「新株予約権割当契約書」により一部制限してお

ります。

４．新株予約権の行使の条件、譲渡に関する事項は次のとおりであります。

①　対象者のうち当社の従業員は、当該新株予約権の行使時において当社の取締役、監査役または従業員である

ことを要する。

②　対象者のうち当社外部の協力者は、当該新株予約権の行使時においても同等の地位、または当社の取締役、

監査役または従業員の地位にあることを要する。

③　対象者は、当該新株予約権を譲渡、質入、その他処分することができないものとする。

④　その他の条件については、定時株主総会決議及び取締役会決議に基づき、当社と対象者との間で締結した

「新株予約権割当契約書」に定めております。　
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⑨　第７回新株予約権

区分
第２四半期会計期間末現在
（平成20年９月30日）

新株予約権の数（個） 97

新株予約権のうち自己新株予約権の数（個） －

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式

新株予約権の目的となる株式の数（株） 97

新株予約権の行使時の払込金額（円） 162,698

新株予約権の行使期間

自　平成21年１月１日

至　平成27年12月31日

（注３）

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の

発行価格及び資本組入額（円）

発行価格　 　162,698

資本組入額 　 81,349

新株予約権の行使の条件 （注４）

新株予約権の譲渡に関する事項 （注４）

代用払込みに関する事項 －

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 －

　（注）１．新株予約権の目的たる株式の数

権利付与日以降、当社が株式分割または株式併合を行う場合、当社は次の算式により目的たる株式の数を調

整いたします。ただし、かかる調整は、当該新株予約権のうち、その時点で対象者が行使していない当該新株

予約権の目的たる株式の数についてのみ行われ、調整の結果生じる１株未満の株式については、これを切り

捨てるものとします。

 調整後株式数 ＝調整前株式数 ×分割・併合の比率

２．新株予約権の行使時の払込金額

権利付与日以降、当社が株式分割または併合を行う場合、次の算式により払込金額を調整（１円未満の端数

切上げ）するものといたします。

 調整後払込金額 ＝調整前払込金額 ／分割・併合の比率

また、発行価額調整式に使用する調整前発行価額を下回る払込金額をもって株式を発行する場合、次の算式

により払込金額（発行価額）を調整（１円未満の端数切上げ）するものといたします。

    既発行

株式数
＋

新規発行

株式数
×

１株当り

発行価額 

調整後

払込金額
＝

調整前

払込金額
×

分割・新規発行前の株価

既発行株式数＋分割・新規発行株式数

なお、上記算式において、「既発行株式数」とは当社の発行済株式総数から当社が保有する自己株式の総数

を控除した数とし、また、自己株式の処分を行う場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」

に、「１株当たり払込金額」を「１株当たり処分金額」に、「分割・新規発行前の株価」を「処分前の株式

の時価」に、それぞれ読み替えるものとする。

３．新株予約権の行使期間は、当社と対象者との間で締結した「新株予約権割当契約書」により一部制限してお

ります。

４．新株予約権の行使の条件、譲渡に関する事項は次のとおりであります。

①　対象者は、当該新株予約権の行使時において当社の従業員であることを要する。

②　対象者は、当該新株予約権を譲渡、質入、その他処分することができないものとする。

③　その他の条件については、定時株主総会決議及び取締役会決議に基づき、当社と対象者との間で締結した

「新株予約権割当契約書」に定めております。　
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⑩　第８回新株予約権

区分
第２四半期会計期間末現在
（平成20年９月30日）

新株予約権の数（個） 74

新株予約権のうち自己新株予約権の数（個） －

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式

新株予約権の目的となる株式の数（株） 74

新株予約権の行使時の払込金額（円） 124,150

新株予約権の行使期間

自　平成21年７月１日

至　平成28年12月31日

（注３）

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の

発行価格及び資本組入額（円）

発行価格　 　124,150

資本組入額 　 62,075

新株予約権の行使の条件 （注４）

新株予約権の譲渡に関する事項 （注４）

代用払込みに関する事項 －

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 －

　（注）１．新株予約権の目的たる株式の数

権利付与日以降、当社が株式分割または株式併合を行う場合、当社は次の算式により目的たる株式の数を調

整いたします。ただし、かかる調整は、当該新株予約権のうち、その時点で対象者が行使していない当該新株

予約権の目的たる株式の数についてのみ行われ、調整の結果生じる１株未満の株式については、これを切り

捨てるものとします。

 調整後株式数 ＝調整前株式数 ×分割・併合の比率

２．新株予約権の行使時の払込金額

権利付与日以降、当社が株式分割または併合を行う場合、次の算式により払込金額を調整（１円未満の端数

切上げ）するものといたします。

 調整後払込金額 ＝調整前払込金額 ／分割・併合の比率

また、発行価額調整式に使用する調整前発行価額を下回る払込金額をもって株式を発行する場合、次の算式

により払込金額（発行価額）を調整（１円未満の端数切上げ）するものといたします。

    既発行

株式数
＋

新規発行

株式数
×

１株当り

発行価額 

調整後

払込金額
＝

調整前

払込金額
×

分割・新規発行前の株価

既発行株式数＋分割・新規発行株式数

なお、上記算式において、「既発行株式数」とは当社の発行済株式総数から当社が保有する自己株式の総数

を控除した数とし、また、自己株式の処分を行う場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」

に、「１株当たり払込金額」を「１株当たり処分金額」に、「分割・新規発行前の株価」を「処分前の株式

の時価」に、それぞれ読み替えるものとする。

３．新株予約権の行使期間は、当社と対象者との間で締結した「新株予約権割当契約書」により一部制限してお

ります。

４．新株予約権の行使の条件、譲渡に関する事項は次のとおりであります。

①　対象者は、当該新株予約権の行使時においても、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を要する。ただし、当社または当社関係会社の取締役または監査役を任期満

了により退任した場合、もしくは定年退職その他当社取締役会が認める正当な事由のある場合は、この限

りではない。

②　対象者は、当該新株予約権を譲渡、質入、その他処分することができないものとする。

③　その他の条件については、定時株主総会決議及び取締役会決議に基づき、当社と対象者との間で締結した

「新株予約権割当契約書」に定めております。　

EDINET提出書類

ケンコーコム株式会社(E03435)

四半期報告書

16/34



⑪　第９回新株予約権

区分
第２四半期会計期間末現在
（平成20年９月30日）

新株予約権の数（個） 79

新株予約権のうち自己新株予約権の数（個） －

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式

新株予約権の目的となる株式の数（株） 79

新株予約権の行使時の払込金額（円） 124,150

新株予約権の行使期間

自　平成21年７月１日

至　平成28年12月31日

（注３）

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の

発行価格及び資本組入額（円）

発行価格　 　124,150

資本組入額 　 62,075

新株予約権の行使の条件 （注４）

新株予約権の譲渡に関する事項 （注４）

代用払込みに関する事項 －

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 －

　（注）１．新株予約権の目的たる株式の数

権利付与日以降、当社が株式分割または株式併合を行う場合、当社は次の算式により目的たる株式の数を調

整いたします。ただし、かかる調整は、当該新株予約権のうち、その時点で対象者が行使していない当該新株

予約権の目的たる株式の数についてのみ行われ、調整の結果生じる１株未満の株式については、これを切り

捨てるものとします。

 調整後株式数 ＝調整前株式数 ×分割・併合の比率

２．新株予約権の行使時の払込金額

権利付与日以降、当社が株式分割または併合を行う場合、次の算式により払込金額を調整（１円未満の端数

切上げ）するものといたします。

 調整後払込金額 ＝調整前払込金額 ／分割・併合の比率

また、発行価額調整式に使用する調整前発行価額を下回る払込金額をもって株式を発行する場合、次の算式

により払込金額（発行価額）を調整（１円未満の端数切上げ）するものといたします。

    既発行

株式数
＋

新規発行

株式数
×

１株当り

発行価額 

調整後

払込金額
＝

調整前

払込金額
×

分割・新規発行前の株価

既発行株式数＋分割・新規発行株式数

なお、上記算式において、「既発行株式数」とは当社の発行済株式総数から当社が保有する自己株式の総数

を控除した数とし、また、自己株式の処分を行う場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」

に、「１株当たり払込金額」を「１株当たり処分金額」に、「分割・新規発行前の株価」を「処分前の株式

の時価」に、それぞれ読み替えるものとする。

３．新株予約権の行使期間は、当社と対象者との間で締結した「新株予約権割当契約書」により一部制限してお

ります。

４．新株予約権の行使の条件、譲渡に関する事項は次のとおりであります。

①　対象者は、当該新株予約権の行使時において当社の取締役および監査役の地位にあることを要する。ただ

し、任期満了による退任、その他当社取締役会が認める正当な事由のある場合は、この限りでない。

②　対象者は、当該新株予約権を譲渡、質入、その他処分することができないものとする。

③　その他の条件については、定時株主総会決議及び取締役会決議に基づき、当社と対象者との間で締結した

「新株予約権割当契約書」に定めております。
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⑫　第10回新株予約権

区分
第２四半期会計期間末現在
（平成20年９月30日）

新株予約権の数(個) 34

新株予約権のうち自己新株予約権の数（個） －

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式

新株予約権の目的となる株式の数(株) 34

新株予約権の行使時の払込金額(円) 118,000

新株予約権の行使期間

自　平成22年１月１日

至　平成28年12月31日

(注３)

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の

発行価格及び資本組入額(円)

発行価格　 　118,000

資本組入額　  59,000

新株予約権の行使の条件 (注４)

新株予約権の譲渡に関する事項 (注４)

代用払込みに関する事項   －

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項   －

　（注）１．新株予約権の目的たる株式の数

権利付与日以降、当社が株式分割または株式併合を行う場合、当社は次の算式により目的たる株式の数を調

整いたします。ただし、かかる調整は、当該新株予約権のうち、その時点で対象者が行使していない当該新株

予約権の目的たる株式の数についてのみ行われ、調整の結果生じる１株未満の株式については、これを切り

捨てるものとします。

 調整後株式数 ＝調整前株式数 ×分割・併合の比率

２．新株予約権の行使時の払込金額

権利付与日以降、当社が株式分割または併合を行う場合、次の算式により払込金額を調整（１円未満の端数

切上げ）するものといたします。

 調整後払込金額 ＝調整前払込金額 ／分割・併合の比率

また、発行価額調整式に使用する調整前発行価額を下回る払込金額をもって株式を発行する場合、次の算式

により払込金額（発行価額）を調整（１円未満の端数切上げ）するものといたします。

    既発行

株式数
＋

新規発行

株式数
×

１株当り

発行価額

調整後

払込金額
＝

調整前

払込金額
×

分割・新規発行前の株価

既発行株式数＋分割・新規発行株式数

なお、上記算式において、「既発行株式数」とは当社の発行済株式総数から当社が保有する自己株式の総数

を控除した数とし、また、自己株式の処分を行う場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」

に、「１株当たり払込金額」を「１株当たり処分金額」に、「分割・新規発行前の株価」を「処分前の株式

の時価」に、それぞれ読み替えるものとする。

３．新株予約権の行使期間は、当社と対象者との間で締結した「新株予約権割当契約書」により一部制限してお

ります。

４．新株予約権の行使の条件、譲渡に関する事項は次のとおりであります。

①　対象者は、当該新株予約権の行使時においても、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を要する。ただし、当社または当社関係会社の取締役または監査役を任期

満了により退任した場合、もしくは定年退職その他当社取締役会が認める正当な事由がある場合は、この

限りではない。

②　対象者は、当該新株予約権を譲渡、質入、その他処分することができないものとする。

③　その他の条件については、定時株主総会決議及び取締役会決議に基づき、当社と対象者との間で締結した

「新株予約権割当契約書」に定めております。　
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⑬　第11回新株予約権

区分
第２四半期会計期間末現在
（平成20年９月30日）

新株予約権の数(個) 134

新株予約権のうち自己新株予約権の数（個） －

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式

新株予約権の目的となる株式の数(株) 134

新株予約権の行使時の払込金額(円) 63,226

新株予約権の行使期間

自　平成22年７月１日

至　平成28年６月30日

(注３)

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の

発行価格及び資本組入額(円)

発行価格　 　63,226

資本組入額　  31,613

新株予約権の行使の条件 (注４)

新株予約権の譲渡に関する事項 (注４)

代用払込みに関する事項   －

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項   －

　（注）１．新株予約権の目的たる株式の数

権利付与日以降、当社が株式分割または株式併合を行う場合、当社は次の算式により目的たる株式の数を調

整いたします。ただし、かかる調整は、当該新株予約権のうち、その時点で対象者が行使していない当該新株

予約権の目的たる株式の数についてのみ行われ、調整の結果生じる１株未満の株式については、これを切り

捨てるものとします。

 調整後株式数 ＝調整前株式数 ×分割・併合の比率

２．新株予約権の行使時の払込金額

権利付与日以降、当社が株式分割または併合を行う場合、次の算式により払込金額を調整（１円未満の端数

切上げ）するものといたします。

 調整後払込金額 ＝調整前払込金額 ／分割・併合の比率

また、発行価額調整式に使用する調整前発行価額を下回る払込金額をもって株式を発行する場合、次の算式

により払込金額（発行価額）を調整（１円未満の端数切上げ）するものといたします。

    既発行

株式数
＋

新規発行

株式数
×

１株当り

発行価額

調整後

払込金額
＝

調整前

払込金額
×

分割・新規発行前の株価

既発行株式数＋分割・新規発行株式数

なお、上記算式において、「既発行株式数」とは当社の発行済株式総数から当社が保有する自己株式の総数

を控除した数とし、また、自己株式の処分を行う場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」

に、「１株当たり払込金額」を「１株当たり処分金額」に、「分割・新規発行前の株価」を「処分前の株式

の時価」に、それぞれ読み替えるものとする。

３．新株予約権の行使期間は、当社と対象者との間で締結した「新株予約権割当契約書」により一部制限してお

ります。

４．新株予約権の行使の条件、譲渡に関する事項は次のとおりであります。

①　対象者は、当該新株予約権の行使時においても、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を要する。ただし、当社または当社関係会社の取締役または監査役を任期

満了により退任した場合、もしくは定年退職その他当社取締役会が認める正当な事由がある場合は、この

限りではない。

②　対象者は、当該新株予約権を譲渡、質入、その他処分することができないものとする。

③　その他の条件については、定時株主総会決議及び取締役会決議に基づき、当社と対象者との間で締結した

「新株予約権割当契約書」に定めております。

（３）【ライツプランの内容】

　該当事項はありません。

　

（４）【発行済株式総数、資本金等の推移】

年月日
発行済株式総
数増減数
（株）

発行済株式総
数残高（株）

資本金増減額
（千円）

資本金残高
（千円）

資本準備金増
減額（千円）

資本準備金残
高（千円）

平成20年8月21日

　（注）
2,920 33,063 75,8521,060,21875,8521,296,488

　　（注）第三者割当
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　　　　　発行価格　　　51,954円

　　　　　資本組入れ額　25,977円

  　　　　主な割当先　株式会社あらた、株式会社大木、株式会社リードヘルスケア、株式会社菱食

 

 

（５）【大株主の状況】

 平成20年９月30日現在

氏名又は名称 住所
所有株式数
（株）

発行済株式総数に
対する所有株式数
の割合（％）

後藤　玄利              東京都渋谷区 7,480 22.6

株式会社菱食 東京都大田区平和島６丁目1-1 1,730 5.2

樋口　宣人 東京都世田谷区 1,125 3.4

植田　厚 神奈川県川崎市宮前区 1,120 3.4

オムロンヘルスケア株式会社 京都市右京区山ノ内山ノ下町24 920 2.8

株式会社ニチレイフーズ 東京都中央区築地６丁目19-20 757 2.3

有限会社後藤散 大分県臼杵市二王座135 750 2.3

株式会社あらた 千葉県船橋市海神町南１丁目1389 730 2.2

株式会社大木 東京都文京区音羽２丁目1-4 730 2.2

株式会社コバショウ（注） 東京都中央区日本橋本町２丁目1-4 730 2.2

住友商事株式会社 東京都中央区晴海１丁目8-11 730 2.2

株式会社リードヘルスケア 福岡県北九州市小倉南区下曽根新町13-1 730 2.2

計 － 17,532 53.0

（注）株式会社コバショウは、平成20年４月１日付で株式会社パルタックとの合併により、商号を株式会社パルタックＫ

Ｓに変更しております。

EDINET提出書類

ケンコーコム株式会社(E03435)

四半期報告書

20/34



（６）【議決権の状況】

　　

　　　①【発行済株式】

 平成20年９月30日現在

区分 株式数（株） 議決権の数（個） 内容

無議決権株式 － － －

議決権制限株式（自己株式等） － － －

議決権制限株式（その他） － － －

完全議決権株式（自己株式等） 普通株式　　　459 － －

完全議決権株式（その他） 普通株式　32,604 32,604 －

端株 － － －

発行済株式総数 33,063 － －

総株主の議決権 － 32,604 －

　

②【自己株式等】

 平成20年９月30日現在

所有者の氏名又
は名称

所有者の住所
自己名義所有株
式数（株）

他人名義所有株
式数（株）

所有株式数の合
計（株）

発行済株式総数に
対する所有株式数
の割合（％）

ケンコーコム

株式会社

東京都港区赤坂

三丁目11番３号
459 － 459 1.39

計 － 459 － 459 1.39

　

２【株価の推移】

【当該四半期累計期間における月別最高・最低株価】

月別
平成20年
４月

５月 ６月 ７月 ８月 ９月

最高（円） 60,90069,00066,00058,00057,80049,450

最低（円） 54,60058,50056,50048,00043,40037,700

　（注）　最高・最低株価は、東京証券取引所（マザーズ市場）におけるものであります。

　

３【役員の状況】

　　前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期報告書の提出日までにおいて、役員の異動はありません。
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第５【経理の状況】

１．四半期財務諸表の作成方法について

　当社の四半期財務諸表は、「四半期財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（平成19年内閣府令第63

号。以下「四半期財務諸表等規則」という。）に基づいて作成しております。

　

２．監査証明について

　当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、当第２四半期会計期間（平成20年７月１日から平成20

年９月30日まで）及び当第２四半期累計期間（平成20年４月１日から平成20年９月30日まで）に係る四半期財務諸

表について、監査法人トーマツによる四半期レビューを受けております。

　

３．四半期連結財務諸表について

　四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則（平成19年内閣府令第64号）第５条第２項により、当社

では、子会社の資産、売上高等から見て、当企業集団の財政状態及び経営成績に関する合理的な判断を誤らせない程度

に重要性が乏しいものとして、四半期連結財務諸表は作成しておりません。

　なお、資産基準、売上高基準、利益基準及び利益剰余金基準による割合は次のとおりであります。

　　資産基準　　　　0.20％

　　売上高基準　　　0.09％

　　利益基準　　　　5.53％

　　利益剰余金基準　2.06％
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１【四半期財務諸表】
（１）【四半期貸借対照表】

（単位：千円）

当第２四半期会計期間末
(平成20年９月30日)

前事業年度末に係る
要約貸借対照表

(平成20年３月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 803,269 1,645,812

売掛金 1,075,371 944,169

商品 598,336 405,928

貯蔵品 12,695 8,708

その他 80,950 50,837

貸倒引当金 △24,880 △21,515

流動資産合計 2,545,742 3,033,942

固定資産

有形固定資産

建物 869,219 455,372

減価償却累計額 △98,484 △82,367

建物（純額） 770,735 373,004

構築物 70,221 65,421

減価償却累計額 △33,504 △30,032

構築物（純額） 36,717 35,388

機械及び装置 11,793 9,482

減価償却累計額 △3,274 △2,547

機械及び装置（純額） 8,518 6,934

車両運搬具 8,232 5,062

減価償却累計額 △4,234 △3,790

車両運搬具（純額） 3,998 1,271

工具、器具及び備品 497,208 449,636

減価償却累計額 △275,150 △240,963

工具、器具及び備品（純額） 222,058 208,672

建設仮勘定 20,764 61,190

有形固定資産合計 1,062,792 686,463

無形固定資産

ソフトウエア 388,405 234,480

ソフトウエア仮勘定 127,846 205,474

その他 2,727 2,185

無形固定資産合計 518,979 442,140

投資その他の資産

投資有価証券 8,300 5,931

関係会社株式 33,526 33,526

差入保証金 91,056 88,512

その他 7,430 4,034

投資その他の資産合計 140,312 132,004

固定資産合計 1,722,083 1,260,608

資産合計 4,267,826 4,294,550
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（単位：千円）

当第２四半期会計期間末
(平成20年９月30日)

前事業年度末に係る
要約貸借対照表

(平成20年３月31日)

負債の部

流動負債

買掛金 839,292 768,544

1年内償還予定の社債 110,000 110,000

1年内返済予定の長期借入金 230,492 230,492

未払金 283,666 234,669

未払法人税等 8,277 7,925

その他 19,435 54,120

流動負債合計 1,491,164 1,405,752

固定負債

社債 110,000 165,000

長期借入金 777,787 893,033

その他 19 －

固定負債合計 887,806 1,058,033

負債合計 2,378,970 2,463,785

純資産の部

株主資本

資本金 1,060,218 984,366

資本剰余金 1,296,488 1,220,636

利益剰余金 △395,651 △298,053

自己株式 △83,968 △83,968

株主資本合計 1,877,088 1,822,980

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 28 △321

評価・換算差額等合計 28 △321

新株予約権 11,739 8,107

純資産合計 1,888,855 1,830,765

負債純資産合計 4,267,826 4,294,550
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（２）【四半期損益計算書】
【第２四半期累計期間】

（単位：千円）

当第２四半期累計期間
(自　平成20年４月１日
　至　平成20年９月30日)

売上高 5,061,756

売上原価 3,352,670

売上総利益 1,709,085

販売費及び一般管理費 ※
 1,780,660

営業損失（△） △71,574

営業外収益

受取利息 1,602

受取配当金 45

破損商品等弁償金 2,530

その他 591

営業外収益合計 4,769

営業外費用

支払利息 9,488

社債利息 1,616

その他 1,621

営業外費用合計 12,726

経常損失（△） △79,531

特別損失

固定資産除却損 552

商品評価損 14,567

その他 126

特別損失合計 15,246

税引前四半期純損失（△） △94,777

法人税、住民税及び事業税 2,819

法人税等合計 2,819

四半期純損失（△） △97,597
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【第２四半期会計期間】
（単位：千円）

当第２四半期会計期間
(自　平成20年７月１日
　至　平成20年９月30日)

売上高 2,610,377

売上原価 1,723,524

売上総利益 886,852

販売費及び一般管理費 ※
 925,684

営業損失（△） △38,831

営業外収益

受取利息 1,602

破損商品等弁償金 1,523

その他 223

営業外収益合計 3,349

営業外費用

支払利息 4,639

社債利息 801

その他 1,422

営業外費用合計 6,862

経常損失（△） △42,345

税引前四半期純損失（△） △42,345

法人税、住民税及び事業税 1,416

法人税等合計 1,416

四半期純損失（△） △43,762
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（３）【四半期キャッシュ・フロー計算書】
（単位：千円）

当第２四半期累計期間
(自　平成20年４月１日
　至　平成20年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前四半期純損失（△） △94,777

減価償却費 130,022

株式報酬費用 3,632

貸倒引当金の増減額（△は減少） 3,365

受取利息及び受取配当金 △1,647

支払利息 11,105

固定資産除却損 552

売上債権の増減額（△は増加） △125,814

たな卸資産の増減額（△は増加） △196,394

仕入債務の増減額（△は減少） 74,099

前払費用の増減額（△は増加） △26,144

未収入金の増減額（△は増加） △352

未払金の増減額（△は減少） 43,223

未払費用の増減額（△は減少） 1,529

未払又は未収消費税等の増減額 △8,505

その他 △4,168

小計 △190,276

利息及び配当金の受取額 1,611

利息の支払額 △11,116

法人税等の支払額 △5,282

営業活動によるキャッシュ・フロー △205,063

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 △457,305

無形固定資産の取得による支出 △154,673

投資有価証券の取得による支出 △1,999

敷金及び保証金の差入による支出 △2,996

貸付けによる支出 △2,144

その他 180

投資活動によるキャッシュ・フロー △618,939

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入金の返済による支出 △115,246

社債の償還による支出 △55,000

株式の発行による収入 151,705

財務活動によるキャッシュ・フロー △18,540

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △842,543

現金及び現金同等物の期首残高 1,645,812

現金及び現金同等物の四半期末残高 ※
 803,269
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【四半期財務諸表作成のための基本となる重要な事項等の変更】

 
当第２四半期累計期間
（自　平成20年４月１日
至　平成20年９月30日）

会計処理基準に関する事項の

変更

たな卸資産の評価基準及び評価方法の変更

　通常の販売目的で保有するたな卸資産については、従来、主として移動平均法による原

価法によっておりましたが、第１四半期会計期間より「棚卸資産の評価に関する会計基

準」（企業会計基準第９号　平成18年７月５日）が適用されたことに伴い、主として移動

平均法による原価法（貸借対照表価額については収益性の低下に基づく簿価切下げの方

法）により算定しております。

　これにより、当第２四半期累計期間の営業損失及び経常損失は、それぞれ10,158千円、税

引前四半期純損失は25,459千円増加しております。

　

【簡便な会計処理】

 
 
 

当第２四半期累計期間 
（自　平成20年４月１日 
 至　平成20年９月30日）

固定資産の減価償却費の算定方

法

　減価償却の方法として定率法を採用している固定資産については、事業年度に係る減

価償却費の額を期間按分して算定する方法によっております。
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【注記事項】

（四半期貸借対照表関係）

　該当事項はありません。

　

（四半期損益計算書関係）

当第２四半期累計期間
（自　平成20年４月１日
至　平成20年９月30日）

※　販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額は次のとおりであります。

荷造運賃 466,820千円

貸倒引当金繰入 12,514 

　

当第２四半期会計期間
（自　平成20年７月１日
至　平成20年９月30日）

※　販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額は次のとおりであります。

荷造運賃 241,615千円

貸倒引当金繰入 5,465 

　

（四半期キャッシュ・フロー計算書関係）

当第２四半期累計期間
（自　平成20年４月１日
至　平成20年９月30日）

　※現金及び現金同等物の四半期末残高と四半期貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係

（平成20年9月30日現在）

（千円）

現金及び預金勘定 803,269

現金及び現金同等物 803,269
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（株主資本等関係）

当第２四半期会計期間末（平成20年９月30日）及び当第２四半期累計期間（自　平成20年４月１日　至　平成20年

９月30日）

１．発行済株式の種類及び総数

　　　普通株式　　　　　　　　　　　　　　　　　33,063株

 

２．自己株式の種類及び株式数

　　　普通株式　　　　　　　　　　　　　　　 　　　459株

 

３．新株予約権等に関する事項

　ストック・オプションとしての新株予約権

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） 当第２四半
期会計期間
末残高
（千円）

前事業年度
末

当第２四半
期会計期間
増加

当第２四半
期会計期間
減少

当第２四半
期会計期間
末

提出会社

新株引受権付社債 普通株式 500 － － 500 250

第７回新株予約権（注） － － － － － 4,999

第８回新株予約権（注） － － － － － 2,639

第９回新株予約権（注） － － － － － 2,830

第10回新株予約権（注） － － － － － 634

第11回新株予約権（注） － － － － － 387

合計 － － － － － 11,739

 （注）　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。

　

４．配当に関する事項

　該当事項はありません。

　

５．株主資本の金額の著しい変動

　当社は、平成20年８月21日付で、株式会社あらた、株式会社大木、株式会社リードヘルスケア及び株式会社菱食

から第三者割当増資の払込みを受けました。この結果、当第２四半期会計期間において資本金が75百万円、資本

準備金が75百万円増加し、当第２四半期会計期間末において資本金が1,060百万円、資本準備金が1,296百万円

となっております。 　
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（持分法損益等）

 
当第２四半期累計期間
（自　平成20年４月１日
至　平成20年９月30日）

持分法を適用した場合の投資損失の金額

（千円）
 △2,481

 

 
当第２四半期会計期間
（自　平成20年７月１日
至　平成20年９月30日）

関連会社に対する投資の金額（千円） 　　　      21,090

持分法を適用した場合の投資の金額

（千円）
      17,368　

持分法を適用した場合の投資損失の金額

（千円）
 △1,240

　

（ストック・オプション等関係）

当第２四半期会計期間（自　平成20年７月１日　至　平成20年９月30日）

１．ストック・オプションに係る当第２四半期会計期間における費用計上額及び科目名

　販売費及び一般管理費　　　　　　　　　2,177千円

 

２．当第２四半期会計期間に付与したストック・オプションの内容
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 第11回新株予約権

 付与対象者の区分及び人数  当社従業員 17名

 株式の種類別のストック・オプションの付与数  普通株式　134株

 付与日  平成20年７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。

 対象勤務期間  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22年７月１日　至平成28年６月30日

 権利行使価格（円） 63,226

 付与日における公正な評価単価（円） 29,596～36,087

 

　

（１株当たり情報）

１．１株当たり純資産額

当第２四半期会計期間末
（平成20年９月30日）

前事業年度末
（平成20年３月31日）

１株当たり純資産額 57,573.19円 １株当たり純資産額 61,402.04円

　

２．１株当たり四半期純損失金額

当第２四半期累計期間
（自　平成20年４月１日
至　平成20年９月30日）

当第２四半期会計期間
（自　平成20年７月１日
至　平成20年９月30日）

１株当たり四半期純損失金額

（△）
△3,216.98円

潜在株式調整後１株当たり四半期

純利益金額
－円

１株当たり四半期純損失金額

（△）
△1,412.35円

潜在株式調整後１株当たり四半期

純利益金額
－円

　（注）　潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額については、潜在株式は存在するものの、１株当たり四半期純損失

を計上しているため記載しておりません。なお、１株当たり四半期純損失金額の算定上の基礎は、以下のとおり

であります。

 
当第２四半期累計期間
（自　平成20年４月１日
至　平成20年９月30日）

当第２四半期会計期間
（自　平成20年７月１日
至　平成20年９月30日）

四半期純損失（千円）（△） △97,597 △43,762

普通株主に帰属しない金額（千円） － －

普通株式に係る四半期純損失（千円） △97,597 △43,762

期中平均株式数（株） 30,338.21 30,985.30

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後１株当

たり四半期純利益の算定に含めなかった潜在株式

で、前事業年度末から重要な変動があったものの概

要

第11回新株予約権　

（新株予約権の数　134個）

なお、概要は「第４提出会社の

状況、１株式等の状況、(2）新株

予約権等の状況」に記載のとお

りであります。

 第11回新株予約権　

（新株予約権の数　134個）

なお、概要は「第４提出会社の

状況、１株式等の状況、(2）新株

予約権等の状況」に記載のとお

りであります。

 

（重要な後発事象）

　　　　該当事項はありません。

　

（リース取引関係）

　所有権移転外ファイナンス・リース取引について通常の賃貸借取引に係る方法に準じて処理を行っております

が、当第２四半期会計期間におけるリース取引残高は前事業年度に比べて著しい変動が認められないため、記載し

ておりません。

　

２【その他】

　該当事項はありません。
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第二部【提出会社の保証会社等の情報】
　該当事項はありません。
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 独立監査人の四半期レビュー報告書 

　

平成20年11月７日

ケンコーコム株式会社

取締役会　御中
　

監査法人トーマツ

　

 
指定社員
業務執行社員

 公認会計士 中川　正行　　印

　

 
指定社員
業務執行社員

 公認会計士 岡田　雅史　　印

　

　当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられているケンコーコム株式会

社の平成20年４月１日から平成21年３月31日までの第15期事業年度の第２四半期会計期間（平成20年７月１日から平成20

年９月30日まで）及び第２四半期累計期間（平成20年４月１日から平成20年９月30日まで）に係る四半期財務諸表、すな

わち、四半期貸借対照表、四半期損益計算書及び四半期キャッシュ・フロー計算書について四半期レビューを行った。この

四半期財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から四半期財務諸表に対する結論を表明する

ことにある。

　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に準拠して四半期レビューを行った。

四半期レビューは、主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対して実施される質問、分析的手続

その他の四半期レビュー手続により行われており、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して実

施される年度の財務諸表の監査に比べ限定された手続により行われた。

　当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる

四半期財務諸表の作成基準に準拠して、ケンコーコム株式会社の平成20年９月30日現在の財政状態、同日をもって終了する

第２四半期会計期間及び第２四半期累計期間の経営成績並びに第２四半期累計期間のキャッシュ・フローの状況を適正に

表示していないと信じさせる事項がすべての重要な点において認められなかった。

 

追記情報

　四半期財務諸表作成のための基本となる重要な事項等の変更に記載されているとおり、会社は当期より、棚卸資産の評価

方法について「棚卸資産の評価に関する会計基準」を適用している。

 

　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

　

以　上

　

　（注）１．上記は、四半期レビュー報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社（四半期報

告書提出会社）が別途保管しております。

２．四半期財務諸表の範囲にはＸＢＲＬデータ自体は含まれていません。
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