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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１四半期　
累計(会計)期間

　

第16期
第１四半期連結
累計(会計)期間

第15期　
　

会計期間

自平成20年　
４月１日　
至平成20年　
６月30日　

自平成21年
４月１日
至平成21年
６月30日

自平成20年　
４月１日　
至平成21年　
３月31日　

売上高（千円） 2,451,3783,190,34010,312,211

経常利益又は経常損失（△）（千円） △37,185 72,895 △59,560

四半期（当期）純利益又は純損失（

△）（千円）
△53,835 63,774 △99,196

持分法を適用した場合の投資損失（△）（千円）　 △1,240 － △4,962

資本金（千円）　 984,366 － 1,060,218

発行済株式総数（株）　 30,143 － 33,063

純資産額（千円） 1,778,3611,947,2121,888,844

総資産額（千円） 4,332,1944,417,8404,060,189

１株当たり純資産額（円） 59,587.6359,244.3957,494.43

１株当たり四半期（当期）純利益又は純損失（△）

（円）
△1,813.611,956.02△3,152.31

潜在株式調整後１株当たり四半期（当期）純利益金

額（円）
－ 1,955.23 －

自己資本比率（％） 40.8 43.7 46.2

営業活動による

キャッシュ・フロー（千円）
△82,619 423,805 67,259

投資活動による

キャッシュ・フロー（千円）
△316,498△35,532△823,149

財務活動による

キャッシュ・フロー（千円）
△57,623 △59,625△192,322

現金及び現金同等物の四半期末（期末）残高（千

円）
1,189,0721,046,249697,600

従業員数（人） 152 199 160

　　（注）　 1.前事業年度まで連結財務諸表を作成していないため、前第1四半期連結累計（会計）期間及び前連結会計年

度に代えて前第1四半期累計（会計）期間及び前事業年度について記載しております。

　　　　　　２.売上高には、消費税等は含んでおりません。

　　　　　　３.第15期第１四半期累計（会計）期間及び第15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、ストックオプション制度に伴う新株予約権残高がありますが、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】

　当社グループは、当社（ケンコーコム株式会社）、連結子会社１社、非連結子会社１社及び持分法適用関連会社１社

により構成されております。

　当社は、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、「その他の

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するドロップシップ事業、及び当社サイト

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を行っております。

　また、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。

　事業系統図によって示すと以下のとおりであります。

　　

３【関係会社の状況】

当第１四半期連結会計期間において、以下の会社が新たに提出会社の関係会社となっております。

名称 住所
資本金
（百万円）

主要な事業の内容
議決権の所有
割合又は被所
有割合(％)

関係内容

（連結子会社）

 

ケンコーロジコム㈱

福岡県飯塚市

　　
20

物流倉庫業の

請負業

100.0

　

当社物流倉庫業務を

請け負っている。

役員の兼任２名。
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４【従業員の状況】

(1）連結会社の状況

　 平成21年６月30日現在

従業員数（人） 199　(1)

　（注）　　使用人数は、パート従業員（85名）を含むものであり、パート従業員は平成21年６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１四半期連結会計期間の平均人員を( )

外数で記載しております。

　

(2）提出会社の状況

 平成21年６月30日現在

従業員数（人） 103　(0)

　（注）１．使用人数（当社から社外への出向者を除く。）は、パート従業員（１名）を含むものであり、パート従業員は

平成21年６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

１四半期会計期間の平均人員を( )外数で記載しております。 

　　　　２．従業員数が当第１四半期連結会計期間において57名減少しましたのは、物流業務及び商品管理業務を行っている

連結子会社への異動によるものであります。
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第２【事業の状況】

１【生産、受注及び販売の状況】

　当第１四半期連結会計期間より四半期連結財務諸表を作成しているため、前年同四半期との比較分析は行っており

ません。（以下「４　財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析」においても同じ。）

　

(1)仕入実績

　事業の種類別セグメントごとの記載に代えて、主要な商品区分別仕入実績を記載しております。

商品区分別
当第１四半期連結会計期間
（自　平成21年４月１日
至　平成21年６月30日）

健康食品（千円） 332,388

日用雑貨（千円） 431,728

フード（千円） 313,463

衛生医療（千円） 301,615

その他商品（千円） 892,649

合計（千円） 2,271,845

　（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、化粧品、医薬品、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。

(3）販売実績

①　当第１四半期連結会計期間の販売実績を事業の種類別セグメントごとに示すと、次のとおりであります。

事業の種類別セグメントの名称
当第１四半期連結会計期間
（自　平成21年４月１日
至　平成21年６月30日）

リテール事業（千円） 2,879,393

その他の事業（千円） 310,947

合計（千円） 3,190,340

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。

商品区分別 
当第１四半期連結会計期間
（自　平成21年４月１日
至　平成21年６月30日）

健康食品（千円） 489,053

日用雑貨（千円） 519,352

フード（千円） 403,227

衛生医療（千円） 353,707

その他商品（千円） 1,065,933

発送手数料等（千円） 48,118

リテール事業合計（千円） 2,879,393

　（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、化粧品、医薬品、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【事業等のリスク】

　当第１四半期連結会計期間において、当社グループの事業等のリスクについて重要な変更はありません。

 

 

 

 

 

３【経営上の重要な契約等】

　当社は、当社の福岡及び宇都宮物流センター内における入出荷業務及び商品管理業務について、当社連結子会社のケ

ンコーロジコム株式会社と平成21年４月１日に業務委託基本契約を締結いたしました。なお、契約期間は１年間とし

ております。
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４【財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】

（１）経営成績の分析

　当第１四半期連結会計期間（以下、「当四半期」）におけるわが国経済は、昨年秋からの急速な景気悪化を背景に、

雇用情勢は依然として厳しく、個人消費は低迷したまま推移いたしました。
　

　このような経営環境の中、当社グループでは新型インフルエンザの国内感染報道をうけ、衛生医療ならびに医薬品等

のパンデミック対策関連商品に対する需要が急増いたしました。これにより、平成21年５月には当社の単月売上高で

過去最高を達成し、損益分岐点を上回る売上獲得が当四半期の利益確保につながりました。

　その一方で、平成21年６月１日に完全施行された改正薬事法に関連する省令により、大半の一般用医薬品のネット販

売が規制されることとなりました。この規制に対し、当社は、法施行前の平成21年５月25日に、他１社とともに医薬品

ネット販売の権利確認請求及び違憲・違法省令無効確認・取消請求を東京地方裁判所に提起しております。

　当社グループでは、外観上存在する法に則る体制で一般用医薬品の販売を継続しておりますが、医薬品売上高（前期

当社売上高のうち約７％）は、法施行後の６月には前月売上高の62.4％減となる等、大きな影響を受けました。
　

　これらにより、当四半期における当社グループの業績は、売上高3,190百万円、営業利益76百万円、経常利益72百万円

となり、薬事法に関連した規制対応費用及び固定資産除却損を特別損失に計上したことから、四半期純利益は63百万

円となりました。
　
　事業の種類別セグメントの業績は、以下のとおりであります。
　
「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21年６月末現在の取扱商品数は13万7,234点となり、取扱商品数の拡大と重点カテゴリーの深耕を積極的に進

めてまいりました。当四半期は、前述のとおり医薬品売上高が激減する厳しい経営環境にありましたが、パンデミッ

ク対策関連商品への需要の増大もあいまって、リテール事業の売上高は2,879百万円となりました。

「その他の事業」

　その他の事業では、小売事業者向けに健康ＥＣプラットフォーム機能を提供するドロップシップ事業、ならびに

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。

　当四半期には、リテール事業同様の受注増が見られた他、既存顧客の売上規模拡大及び顧客開拓が順調に進み、そ

の他の事業による売上高は310百万円となりました。　

　

（２）財政状態の分析

　当第１四半期連結会計期間末における資産は、主に、売上の増加と売上売掛金回収期間の短縮による現金及び預金の

増加、また受注増加に備えた商品の増加等、流動資産が増加したことにより4,417百万円となりました。

　負債につきましては、主に受注増加に連動した買掛金及び未払金等の流動負債が増加したことにより2,470百万円と

なりました。

　純資産は利益剰余金の増加によって1,947百万円となりました。

　

（３）キャッシュ・フローの状況

　当第１四半期連結会計期間末（以下、「当四半期末」）における現金及び現金同等物残高は、期首より328百万円増

加し、1,046百万円となりました。

　各キャッシュ・フローの状況は、次のとおりであります。
　
　「営業活動におけるキャッシュ・フロー」は423百万円の収入となりました。主な増加要因は、税金等調整前四半期

純利益65百万円、減価償却費68百万円、仕入債務の増加額323百万円であり、主な減少要因はたな卸資産の増加額122百

万円であります。なお、当四半期中には、売上が増加したにもかかわらず、売掛金回収期間が短縮されたことにより、当

四半期末における売上債権残高は逆に５百万円減少いたしました。

　「投資活動におけるキャッシュ・フロー」は35百万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27百万円によるものであります。

　「財務活動におけるキャッシュ・フロー」は59百万円の支出となりました。これは主に、長期借入金の返済による支

出57百万円によるものであります。

　

（４）事業上及び財務上の対処すべき課題

　当第１四半期連結会計期間において、当社グループ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１四半期連結会計期間において、主要な設備に重要な異動はありません。

(2）設備の新設、除却等の計画

　当第１四半期連結会計期間において、前事業年度末に計画した重要な設備の新設、除却等について、重要な変更は

ありません。また、新たに確定した重要な設備の新設、拡充、改修、除却、売却等の計画はありません。
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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１四半期会計期間末現
在発行数（株）
（平成21年６月30日）

提出日現在発行数（株）
（平成 21年８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

 当社は単元株制

度は採用してお

りません。

計 33,063 33,063 － －

　（注）「提出日現在発行数」欄には、平成21年８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１四半期会計期間末現在
（平成21年６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１四半期会計期間末現在
（平成21年６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。

５．新株予約権の目的となる株式の数は、臨時株主総会決議による発行数から、退職等により権利を喪失した者

の数を減じております。
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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　平成14年10月10日臨時株主総会決議（平成15年６月９日取締役会決議）

区分
第１四半期会計期間末現在
（平成21年６月30日）

新株予約権の数（個） 167

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） 167

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。

４．新株予約権の数および新株予約権の目的となる株式の数は、臨時株主総会決議及び取締役会決議による発行

数から、退職等により権利を喪失した者の数を減じております。
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④　平成15年６月26日定時株主総会決議（平成15年８月１日取締役会決議）

区分
第１四半期会計期間末現在
（平成21年６月30日）

新株予約権の数（個） 370

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） 370

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。

５．新株予約権の数および新株予約権の目的となる株式の数は、定時株主総会決議および取締役会決議による発

行数から、退職等により権利を喪失した者の数を減じております。
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⑤　平成15年11月７日臨時株主総会決議（平成15年11月７日取締役会決議）

区分
第１四半期会計期間末現在
（平成21年６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。

５．新株予約権の数および新株予約権の目的となる株式の数は、臨時株主総会決議および取締役会決議による発

行数から、退職等により権利を喪失した者の数を減じております。
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⑥　平成16年１月21日臨時株主総会決議（平成16年２月４日取締役会決議）

区分
第１四半期会計期間末現在
（平成21年６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。

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。

５．新株予約権の数および新株予約権の目的となる株式の数は、臨時株主総会決議および取締役会決議による発

行数から、退職等により権利を喪失した者の数を減じております。
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⑦　平成17年６月28日定時株主総会決議（平成17年６月28日取締役会決議）

区分
第１四半期会計期間末現在
（平成21年６月30日）

新株予約権の数（個） 332

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） 332

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、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。

５．新株予約権の数および新株予約権の目的となる株式の数は、定時株主総会決議および取締役会決議による発

行数から、退職等により権利を喪失した者の数を減じております。
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⑧　平成17年６月28日定時株主総会決議（平成17年12月20日取締役会決議）

区分
第１四半期会計期間末現在
（平成21年６月30日）

新株予約権の数（個） 45

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） 45

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、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。

５．新株予約権の数および新株予約権の目的となる株式の数は、定時株主総会決議および取締役会決議による発

行数から、退職等により権利を喪失した者の数を減じております。
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会社法第236条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。　

①　平成18年６月27日定時株主総会決議（平成18年12月22日取締役会決議）

区分
第１四半期会計期間末現在
（平成21年６月30日）

新株予約権の数（個） 68

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） 68

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。

５．新株予約権の数および新株予約権の目的となる株式の数は、定時株主総会決議および取締役会決議による発

行数から、退職等により権利を喪失した者の数を減じております。
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②　平成19年６月26日定時株主総会決議（平成19年６月26日取締役会決議）

区分
第１四半期会計期間末現在
（平成21年６月30日）

新株予約権の数（個） 59

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） 59

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。

５．新株予約権の数および新株予約権の目的となる株式の数は、定時株主総会決議および取締役会決議による発

行数から、退職等により権利を喪失した者の数を減じております。
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③　平成19年６月26日取締役会決議

区分
第１四半期会計期間末現在
（平成21年６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、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　平成19年６月26日定時株主総会決議（平成19年12月21日取締役会決議）

区分
第１四半期会計期間末現在
（平成21年６月30日）

新株予約権の数(個) 31

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) 31

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。

 
調整後

払込金額
＝

調整前

払込金額
×

既発行株

式数
＋

新規発行

株式数
×

１株当り

発行価額

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。

５．新株予約権の数および新株予約権の目的となる株式の数は、定時株主総会決議および取締役会決議による発行

数から、退職等により権利を喪失した者の数を減じております。
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 ⑤　平成20年６月24日定時株主総会決議（平成20年６月24日取締役会決議）

区分
第１四半期会計期間末現在
（平成21年６月30日）

新株予約権の数(個) 129

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) 129

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。

 
調整後

払込金額
＝

調整前

払込金額
×

既発行株

式数
＋

新規発行

株式数
×

１株当り

発行価額

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。

５．新株予約権の数および新株予約権の目的となる株式の数は、定時株主総会決議および取締役会決議による発行

数から、退職等により権利を喪失した者の数を減じております。
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 ⑥　平成20年６月24日定時株主総会決議（平成21年２月６日取締役会決議）

区分
第１四半期会計期間末現在
（平成21年６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) 32,478

新株予約権の行使期間

自　平成23年３月１日

至　平成29年２月28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　 　32,478

資本組入額　  16,239

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。

 
調整後

払込金額
＝

調整前

払込金額
×

既発行株

式数
＋

新規発行

株式数
×

１株当り

発行価額

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。

５．新株予約権の数および新株予約権の目的となる株式の数は、定時株主総会決議および取締役会決議による発行

数から、退職等により権利を喪失した者の数を減じております。
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 ⑦　平成21年２月６日取締役会決議

区分
第１四半期会計期間末現在
（平成21年６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) 63,226

新株予約権の行使期間

自　平成23年３月１日

至　平成29年２月28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。

 
調整後

払込金額
＝

調整前

払込金額
×

既発行株

式数
＋

新規発行

株式数
×

１株当り

発行価額

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、当社の取締役又は監査役であることを要する。ただし、当

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、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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（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21年４月１日～

平成21年６月30日
－ 33,063 － 1,060,218 － 1,296,488

　

（５）【大株主の状況】

大量保有報告書等の写しの送付等がなく、当第１四半期会計期間において、大株主の異動は把握しておりませ

ん。　

　

 

EDINET提出書類

ケンコーコム株式会社(E03435)

四半期報告書

24/45



（６）【議決権の状況】

当第１四半期会計期間末日現在の「議決権の状況」については、株主名簿の記載内容が確認できないため、記載す

ることができないことから、直前の基準日（平成21年３月31日）に基づく株主名簿による記載をしております。

　　　①【発行済株式】

 平成21年６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21年６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 1.4

計 － 459 － 459 1.4

 

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21年
４月

５月 ６月

最高（円） 44,15048,35046,100

最低（円） 29,10035,70037,050

　（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】

１．四半期連結財務諸表及び四半期財務諸表の作成方法について

(1)  当社の四半期連結財務諸表は、「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。以下「四半期連結財務諸表規則」という。）に基づいて作成しております。

(2)  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。　

(3)  前第１四半期累計期間（平成20年４月１日から平成20年６月30日まで）は四半期連結財務諸表を作成していな

いため、前第１四半期連結累計期間（平成20年４月１日から平成20年６月30日まで）に係る四半期連結損益計算

書及び四半期連結キャッシュ・フロー計算書に代えて、前第１四半期累計期間（平成20年４月１日から平成20年

６月30日まで）に係る四半期損益計算書及び四半期キャッシュ・フロー計算書を記載しております。

　

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、前第１四半期累計期間（平成20年４月１日から平成20

年６月30日まで）に係る四半期財務諸表並びに当第１四半期連結会計期間（平成21年４月１日から平成21年６月30

日まで）及び当第１四半期連結累計期間（平成21年４月１日から平成21年６月30日まで）に係る四半期連結財務諸

表について、有限責任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。

　なお、有限責任監査法人トーマツは、監査法人の種類の変更により、平成21年７月１日をもって監査法人トーマツか

ら名称変更しております。
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１【四半期連結財務諸表】
（１）【四半期連結貸借対照表】
【当第１四半期連結会計期間末】

（単位：千円）

当第１四半期連結会計期間末
(平成21年６月30日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 1,046,249

売掛金 824,331

商品 775,186

貯蔵品 12,356

その他 55,746

貸倒引当金 △18,876

流動資産合計 2,694,993

固定資産

有形固定資産

建物 879,763

減価償却累計額 △132,428

建物（純額） 747,334

構築物 70,221

減価償却累計額 △39,084

構築物（純額） 31,136

機械及び装置 11,793

減価償却累計額 △4,472

機械及び装置（純額） 7,320

車両運搬具 8,232

減価償却累計額 △5,890

車両運搬具（純額） 2,341

工具、器具及び備品 518,013

減価償却累計額 △330,622

工具、器具及び備品（純額） 187,390

リース資産 53,361

減価償却累計額 △4,498

リース資産（純額） 48,863

建設仮勘定 422

有形固定資産合計 1,024,810

無形固定資産

ソフトウエア 509,990

ソフトウエア仮勘定 48,266

リース資産 4,593

その他 2,888

無形固定資産合計 565,738

投資その他の資産

投資有価証券 7,308

関係会社株式 26,082

差入保証金 90,780

その他 8,127

投資その他の資産合計 132,298

固定資産合計 1,722,847

資産合計 4,417,840
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（単位：千円）

当第１四半期連結会計期間末
(平成21年６月30日)

負債の部

流動負債

買掛金 1,084,315

1年内償還予定の社債 110,000

1年内返済予定の長期借入金 230,492

リース債務 10,380

未払金 267,902

未払法人税等 4,766

その他 57,104

流動負債合計 1,764,961

固定負債

社債 55,000

長期借入金 604,918

リース債務 45,749

固定負債合計 705,667

負債合計 2,470,628

純資産の部

株主資本

資本金 1,060,218

資本剰余金 1,296,488

利益剰余金 △340,191

自己株式 △83,968

株主資本合計 1,932,548

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 △944

評価・換算差額等合計 △944

新株予約権 15,608

純資産合計 1,947,212

負債純資産合計 4,417,840
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【前事業年度末】
（単位：千円）

前事業年度末に係る
要約貸借対照表

(平成21年３月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 697,600

売掛金 826,449

商品 650,920

仕掛品 1,757

貯蔵品 11,607

その他 97,030

貸倒引当金 △19,177

流動資産合計 2,266,187

固定資産

有形固定資産

建物 877,163

減価償却累計額 △121,544

建物（純額） 755,618

構築物 70,221

減価償却累計額 △37,476

構築物（純額） 32,745

機械及び装置 11,793

減価償却累計額 △4,121

機械及び装置（純額） 7,671

車両運搬具 8,232

減価償却累計額 △5,503

車両運搬具（純額） 2,729

工具、器具及び備品 492,900

減価償却累計額 △313,081

工具、器具及び備品（純額） 179,818

リース資産 47,793

減価償却累計額 △2,374

リース資産（純額） 45,419

建設仮勘定 22,030

有形固定資産合計 1,046,032

無形固定資産

ソフトウエア 402,268

ソフトウエア仮勘定 179,576

リース資産 4,848

その他 2,970

無形固定資産合計 589,664

投資その他の資産

投資有価証券 7,312

関係会社株式 53,526

差入保証金 90,856

その他 6,609

投資その他の資産合計 158,303

固定資産合計 1,794,001

資産合計 4,060,189
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（単位：千円）

前事業年度末に係る
要約貸借対照表

(平成21年３月31日)

負債の部

流動負債

買掛金 760,836

1年内償還予定の社債 110,000

1年内返済予定の長期借入金 230,492

リース債務 9,211

未払金 243,537

未払法人税等 10,089

その他 46,067

流動負債合計 1,410,233

固定負債

社債 55,000

長期借入金 662,541

リース債務 43,569

固定負債合計 761,110

負債合計 2,171,344

純資産の部

株主資本

資本金 1,060,218

資本剰余金 1,296,488

利益剰余金 △397,250

自己株式 △83,968

株主資本合計 1,875,489

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 △940

評価・換算差額等合計 △940

新株予約権 14,296

純資産合計 1,888,844

負債純資産合計 4,060,189
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（２）【四半期連結損益計算書】
【前第１四半期累計期間】

（単位：千円）

前第１四半期累計期間
(自　平成20年４月１日
　至　平成20年６月30日)

売上高 2,451,378

売上原価 1,629,145

売上総利益 822,233

販売費及び一般管理費 ※
 854,975

営業損失（△） △32,742

営業外収益

受取利息 0

受取配当金 45

破損商品等弁償金 1,007

その他 368

営業外収益合計 1,420

営業外費用

支払利息 4,849

社債利息 814

その他 199

営業外費用合計 5,863

経常損失（△） △37,185

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（△） △52,432

法人税、住民税及び事業税 1,403

法人税等合計 1,403

四半期純損失（△） △53,835
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【当第１四半期連結累計期間】
（単位：千円）

当第１四半期連結累計期間
(自　平成21年４月１日
　至　平成21年６月30日)

売上高 3,190,340

売上原価 2,141,960

売上総利益 1,048,380

販売費及び一般管理費 ※
 971,945

営業利益 76,435

営業外収益

受取利息 8

受取配当金 60

破損商品等弁償金 1,157

その他 1,039

営業外収益合計 2,265

営業外費用

支払利息 4,396

持分法による投資損失 1,240

その他 167

営業外費用合計 5,804

経常利益 72,895

特別利益

新株予約権戻入益 684

特別利益合計 684

特別損失

固定資産除却損 3,812

規制対応費用 4,068

特別損失合計 7,880

税金等調整前四半期純利益 65,699

法人税、住民税及び事業税 1,925

法人税等合計 1,925

四半期純利益 63,774
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（３）【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
【前第１四半期累計期間】

（単位：千円）

前第１四半期累計期間
(自　平成20年４月１日
　至　平成20年６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（△） △52,432

減価償却費 58,636

株式報酬費用 1,454

貸倒引当金の増減額（△は減少） 2,975

受取利息及び受取配当金 △45

支払利息 5,664

固定資産除却損 552

売上債権の増減額（△は増加） △122,223

たな卸資産の増減額（△は増加） △96,318

仕入債務の増減額（△は減少） 133,408

前払費用の増減額（△は増加） △13,062

未収入金の増減額（△は増加） △6,218

未払金の増減額（△は減少） 30,350

未払費用の増減額（△は減少） △938

未払又は未収消費税等の増減額 △7,061

その他 △7,254

小計 △72,512

利息及び配当金の受取額 45

利息の支払額 △4,870

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 △82,619

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 △234,211

無形固定資産の取得による支出 △79,379

敷金及び保証金の差入による支出 △2,996

その他 90

投資活動によるキャッシュ・フロー △316,498

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 △57,623

財務活動によるキャッシュ・フロー △57,623

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △456,740

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 ※
 1,189,072
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【当第１四半期連結累計期間】
（単位：千円）

当第１四半期連結累計期間
(自　平成21年４月１日
　至　平成21年６月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純利益 65,699

減価償却費 68,898

貸倒引当金の増減額（△は減少） △301

受取利息及び受取配当金 △68

支払利息 4,396

株式報酬費用 1,995

新株予約権戻入益 △684

持分法による投資損益（△は益） 1,240

固定資産除却損 3,812

売上債権の増減額（△は増加） 5,565

たな卸資産の増減額（△は増加） △122,916

仕入債務の増減額（△は減少） 323,479

前払費用の増減額（△は増加） 7,175

未収入金の増減額（△は増加） 9,911

未払金の増減額（△は減少） 25,748

未払費用の増減額（△は減少） 4,932

未払消費税等の増減額（△は減少） 36,813

その他 1,436

小計 437,137

利息及び配当金の受取額 68

利息の支払額 △3,908

法人税等の支払額 △9,491

営業活動によるキャッシュ・フロー 423,805

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 △5,037

無形固定資産の取得による支出 △27,691

貸付けによる支出 △3,000

敷金及び保証金の回収による収入 163

その他 32

投資活動によるキャッシュ・フロー △35,532

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 △57,623

ファイナンス・リース債務の返済による支出 △2,002

財務活動によるキャッシュ・フロー △59,625

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 328,647

現金及び現金同等物の期首残高 717,601

現金及び現金同等物の四半期末残高 ※
 1,046,249
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【四半期連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項等の変更】

 
当第１四半期連結会計期間
（自　平成21年４月１日
至　平成21年６月30日）

　１．連結の範囲に関する事項 （１）連結子会社の数　１社

　　　連結子会社の名称

　　　　ケンコーロジコム株式会社　

（２）非連結子会社の名称等

　　　非連結子会社

　　　　Kenko.com U.S.A., Inc.

　　（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 　持分法適用関連会社

　持分法適用関連会社の名称

　　イー・ショッピング・ワイン株式会社

　

　３．連結子会社の四半期決算日等に関

　　する事項　

　すべての連結子会社の四半期決算日は、四半期連結決算日と一致しておりま

す。

【簡便な会計処理】

 
 
 

当第１四半期連結会計期間 
（自　平成21年４月１日 
 至　平成21年６月30日）

棚卸資産の評価方法 　当第１四半期連結会計期間末のたな卸高の算出に関しては、実地たな卸を省略

し、前事業年度末の実地たな卸高を基礎として合理的な方法により算定する方

法によっております。　

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、連結会計年

度に係る減価償却費の額を期間按分して算定する方法によっております。
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【注記事項】

（四半期連結貸借対照表関係）

　     該当事項はありません。
 

（四半期連結損益計算書関係）

前第１四半期累計期間
（自　平成20年４月１日
至　平成20年６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        225,204千円

貸倒引当金繰入      7,049 

当第１四半期連結累計期間
（自　平成21年４月１日
至　平成21年６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        254,924千円

貸倒引当金繰入      7,345 

　

　

（四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係）

前第１四半期累計期間
（自　平成20年４月１日
至　平成20年６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6月30日現在）

 （千円）

現金及び預金勘定 1,189,072

現金及び現金同等物 1,189,072

 

当第１四半期連結累計期間
（自　平成21年４月１日
至　平成21年６月30日）

　※現金及び現金同等物の四半期末残高と四半期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21年6月30日現在）

 （千円）

現金及び預金勘定 1,046,249

現金及び現金同等物 1,046,249
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（株主資本等関係）

当第１四半期連結会計期間末（平成21年６月30日）及び当第１四半期連結累計期間（自　平成21年４月１日　至　

平成21年６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１四半
期連結会計
期間末残高
（千円）

前事業年度
末

当第１四半
期連結会計
期間増加

当第１四半
期連結会計
期間減少

当第１四半
期連結会計
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 － － － － － 4,550

第８回新株予約権（注） － － － － － 3,368

第９回新株予約権（注） － － － － － 4,528

第10回新株予約権（注） － － － － － 1,158

第11回新株予約権（注） － － － － － 1,486

第12回新株予約権（注） － － － － － 154

第13回新株予約権（注） － － － － － 111

合計 － － － － － 15,608

 （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。
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（セグメント情報）

【事業の種類別セグメント情報】

　当第１四半期連結累計期間（自平成21年４月１日　至平成21年６月30日）　

　リテール事業の売上高及び営業利益の金額は、全セグメントの売上高の合計及び営業利益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、事業の種類別セグメント情報の記載を省略しております。

　

　

【所在地別セグメント情報】

　当第１四半期連結累計期間（自平成21年４月１日　至平成21年６月30日）

　本邦以外の国又は地域に所在する連結子会社及び重要な在外支店がないため、該当事項はありません。　

　

　

【海外売上高】

　当第１四半期連結累計期間（自平成21年４月１日　至平成21年６月30日）

　海外売上高がないため該当事項はありません。　　

　

　

（持分法損益等）

 
前第１四半期会計期間
（自　平成20年４月１日
至　平成20年６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） 18,608

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１四半期連結会計期間（自　平成21年４月１日　至　平成21年６月30日）

１．ストック・オプションに係る当第１四半期連結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　　　　　　　　　1,995千円

２．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　　　　　　　　　　　　684千円　

EDINET提出書類

ケンコーコム株式会社(E03435)

四半期報告書

38/45



（１株当たり情報）

１．１株当たり純資産額

当第１四半期連結会計期間末
（平成21年６月30日）

１株当たり純資産額 59,244.39円

前事業年度末
（平成21年３月31日）

１株当たり純資産額 57,494.43円

２．１株当たり四半期純利益又は損失金額等

前第１四半期累計期間
（自　平成20年４月１日
至　平成20年６月30日）

１株当たり四半期純損失金額（△）　　 △1,813.61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、四半期純損失を計上しているため記載しておりません。

　　  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。

 
前第１四半期累計期間
（自　平成20年４月１日
至　平成20年６月30日）

１株当たり四半期純損失金額（△） 　

四半期純損失（千円）（△） △53,835

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） △53,835

期中平均株式数（株） 29,684.00

　

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
－
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当第１四半期連結累計期間
（自　平成21年４月１日
至　平成21年６月30日）

１株当たり四半期純利益金額 1,956.02円

潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額 1,955.23円

（注）１株当たり四半期純利益金額及び潜在株式調整後1株当たり四半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。

 
当第１四半期連結累計期間
（自　平成21年４月１日
至　平成21年６月30日）

１株当たり四半期純利益金額 　

四半期純利益（千円） 63,774

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利益（千円） 63,774

期中平均株式数（株） 32,604.00

　 　

潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額 　

四半期純利益調整額（千円） －

普通株式増加数（株） 13.10

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、前連結会計年度末から重要な変動があったものの概要
－
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（重要な後発事象）

当第１四半期連結会計期間
（自　平成21年４月１日
至　平成21年６月30日）

１．新株予約権の発行

　当社は、平成21年７月１日付取締役会において、会社法第236条、第238条、第239条及び第240条の規定に基づき、当社

取締役、監査役、従業員及び当社子会社従業員等に対し、ストックオプションとして新株予約権を発行することを決議

いたしました。

①　第14回新株予約権及び第15回新株予約権

(1) 発行日

　　平成21年７月１日

(2) 新株予約権の発行数

　　第14回新株予約権　320個（新株予約権１個につき普通株式１株）

　　第15回新株予約権　140個（新株予約権１個につき普通株式１株）

(3) 新株予約権の発行価額

　　無償とする

(4) 新株予約権の目的となる株式の種類及び数

　　第14回新株予約権　当社普通株式　320株

　　第15回新株予約権　当社普通株式　140株

(5) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額

　　新株予約権１個当たり44,294円（１株当たり　44,294円）

(6) 新株予約権の行使により発行する株式の発行価額の総額

　　第14回新株予約権　　14,174,080円

　　第15回新株予約権　　 6,201,160円

(7) 新株予約権の権利行使期間

　　平成23年７月１日から平成30年12月31日まで

(8) 新株予約権の行使により新株を発行する場合の発行価額のうち資本に組み入れる額

　　第14回新株予約権　　 7,087,040円（１株当たり　22,147円）

　　第15回新株予約権　　 3,100,580円（１株当たり　22,147円）

(9) 新株予約権の割当対象者及び割当数

　　第14回新株予約権 当社および当社子会社従業員等　83名　320個

　　第15回新株予約権 当社および当社子会社従業員等　72名　140個

　

②　第16回新株予約権

(1) 発行日

　　平成21年７月21日

(2) 新株予約権の発行数

　　79個（新株予約権１個につき普通株式１株）

(3) 新株予約権の発行価額

　　無償とする

(4) 新株予約権の目的となる株式の種類及び数

　　当社普通株式　79株

(5) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額

　　新株予約権１個当たり44,294円（１株当たり　44,294円）

(6) 新株予約権の行使により発行する株式の発行価額の総額

　　3,499,226円

(7) 新株予約権の権利行使期間

　　平成23年８月１日から平成30年12月31日まで

(8) 新株予約権の行使により新株を発行する場合の発行価額のうち資本に組み入れる額

　　1,749,613円（１株当たり　22,147円）

(9) 新株予約権の割当対象者及び割当数

　　当社取締役８名に対し 70個

　　当社監査役３名に対し ９個
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当第１四半期連結会計期間
（自　平成21年４月１日
至　平成21年６月30日）

　

２．新株予約権の消滅及び特別利益の発生

　当社は、平成21年５月14日開催の取締役会において、当社が発行する新株予約権の一部につき、失効の手続を行う方

針を決議しましたが、平成21年７月１日付で失効の効力が発生し、それに伴う特別利益が発生いたしました。

　

① 新株予約権の失効手続に関する概要

(1) 新株予約権を失効させる理由

　当社は、当社の従業員の業績向上に対する意欲や士気を一層高めることを目的として、新株予約権を発行いたしま

したが、当該新株予約権の発行後、行使価格と実勢価格が著しく乖離しており、当該新株予約権の当初の目的を果た

すことが困難な状態になっていることから、平成16年６月以降、当社の従業員に対して発行した新株予約権の一部に

つき、失効の手続を行う方針を平成21年５月14日開催の取締役会において決議いたしました。

(2) 失効手続の概要

　割当権者である当社および当社子会社の従業員が、当該新株予約権の権利放棄を行うことが条件となります。なお、

権利放棄の効力発生の条件といたしまして、平成21年６月23日開催の第15期当社定時株主総会において、議案「ス

トック・オプションとして新株予約権を発行する件」が承認可決され、同日以後開催される取締役会において、新た

な新株予約権の発行決議が承認可決されることを条件としております。

(3) 失効手続の経過

　平成21年６月23日開催の第15期当社定時株主総会において、議案「ストック・オプションとして新株予約権を発行

する件」が承認可決され、平成21年７月１日付取締役会において、新たな新株予約権の発行決議が承認可決されたこ

とにより、②のとおり新株予約権が消滅いたしました。

　

② 消滅した新株予約権の個数

回号 消滅した新株予約権の個数

　第５回新株予約権 185個

　第６回新株予約権 42個

　第７回新株予約権 64個

　第８回新株予約権 50個

　第10回新株予約権 31個

　第11回新株予約権 114個

総数 486個

③ 新株予約権の消滅確定日　

　 平成21年７月１日　

　

④ 特別利益の内容及び発生額

　 新株予約権戻入益　　9,572千円　

　

（リース取引関係）

　リース取引開始日が平成20年３月31日以前の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１四半期連結会計期間末におけるリース取引残高は前事業年度

末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８月８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１四半期累計期間（平成20年４月１日から平成20

年６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６月30日現在の財政状態並びに同日をもって終

了する第１四半期累計期間の経営成績及びキャッシュ・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

１．四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。

２．重要な後発事象に記載されているとおり、会社は、平成２０年８月５日開催の取締役会において、第三者割当増資によ

る新株発行を決議している。

 

　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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 独立監査人の四半期レビュー報告書 

平成21年８月７日

ケンコーコム株式会社

取締役会　御中

有限責任監査法人トーマツ

 
指定有限責任社員
業務執行社員

 公認会計士 中川　正行　　印

 
指定有限責任社員
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21年４月１日から平成22年３月31日までの連結会計年度の第１四半期連結会計期間（平成21年４月１日から平成

21年６月30日まで）及び第１四半期連結累計期間（平成21年４月１日から平成21年６月30日まで）に係る四半期連結財務

諸表、すなわち、四半期連結貸借対照表、四半期連結損益計算書及び四半期連結キャッシュ・フロー計算書について四半期

レビューを行った。この四半期連結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連結財

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、上記の四半期連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認めら

れる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して、ケンコーコム株式会社及び連結子会社の平成21年６月30日現在の財政状

態並びに同日をもって終了する第１四半期連結累計期間の経営成績及びキャッシュ・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。

　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。

２．四半期連結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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