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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16期

第２四半期連結
累計期間

第17期
第２四半期連結
累計期間

第16期
第２四半期連結
会計期間

第17期
第２四半期連結
会計期間

第16期

会計期間

自平成21年
４月１日
至平成21年
９月30日

自平成22年
４月１日
至平成22年
９月30日

自平成21年
７月１日
至平成21年
９月30日

自平成22年
７月１日
至平成22年
９月30日

自平成21年　
４月１日　
至平成22年　
３月31日　

売上高（千円） 6,415,4436,356,4833,225,1023,187,35112,508,439

経常利益又は経常損失（△）

（千円）
121,245△96,995 48,349 △45,173 91,050

四半期（当期）純利益又は純損失

（△）（千円）
91,004△116,528 27,230 △49,964 64,547

純資産額（千円） － － 1,967,5601,825,6531,950,973

総資産額（千円） － － 4,452,0294,474,1434,197,200

１株当たり純資産額（円） － － 60,080.3555,267.2759,198.78

１株当たり四半期（当期）純利益

又は四半期純損失（△）（円）
2,790.99△3,555.67 835.05△1,524.411,976.34

潜在株式調整後１株当たり四半期

（当期）純利益金額（円）
2,783.09 － 829.39 － 1,965.65

自己資本比率（％） － － 44.0 40.5 46.2

営業活動による

キャッシュ・フロー（千円）
530,004 8,493 － － 304,671

投資活動による

キャッシュ・フロー（千円）
△104,976△89,196 － － △254,048

財務活動による

キャッシュ・フロー（千円）
△74,363 288,317 － － △157,183

現金及び現金同等物の四半期末

（期末）残高（千円）
－ － 1,068,265817,695 610,980

従業員数（人） － － 199 243 213

（注）１．当社は四半期連結財務諸表を作成しておりますので、提出会社の主要な経営指標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17期第２四半期累計（会計）期間の潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額については、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２四半期連結会計期間において、当社グループ（当社及び当社の関係会社）が営む事業の内容について、重要な

変更はありません。また、主要な関係会社における異動もありません。　　

３【関係会社の状況】

　当第２四半期連結会計期間において、重要な関係会社の移動はありません。　

　

４【従業員の状況】

(1）連結会社の状況

　 平成22年９月30日現在

従業員数（人） 243

　（注）従業員数は、物流センターのパート従業員（97名）を含むものであり、物流センターのパート従業員は平成22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。

　

(2）提出会社の状況

 平成22年９月30日現在

従業員数（人） 112

　（注）従業員数にはパートタイマー及びアルバイトは含んでおりません。　
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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　当第２四半期連結会計期間の販売実績をセグメントごとに示すと、以下のとおりであります。

セグメントの名称
当第２四半期連結会計期間

（自　平成22年７月１日
至　平成22年９月30日）

前年同四半期比（％）

リテール事業（千円） 2,829,256 －

ドロップシップ事業（千円） 327,721 －

報告セグメント計（千円） 3,156,978 －

その他（千円） 30,373 －

合計（千円） 3,187,351 －

　

②　当第２四半期連結会計期間の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２四半期連結会計期間

（自　平成22年７月１日
至　平成22年９月30日）

前年同四半期比（％）

日用雑貨（千円） 549,172 103.1

健康食品（千円） 528,024 98.7

フード（千円） 496,572 119.5

化粧品（千円） 237,084 96.9

その他商品（千円） 936,451 84.3

発送手数料等（千円） 81,951 162.7

リテール事業合計（千円） 2,829,256 98.0

　　　（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、ベビー用品、衛生医療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。

　

２【事業等のリスク】

　当第２四半期連結会計期間において、新たな事業等のリスクの発生、または、前事業年度の有価証券報告書に記載し

た事業等のリスクについての重要な変更はありません。  

 

３【経営上の重要な契約等】

　当第２四半期連結会計期間において、経営上の重要な契約等の決定又は締結等はありません。
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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2四半期連結会計期間(以下、「当第２四半期」)におけるわが国経済は、海外経済の改善を起点に一部に持ち直

しの兆しが見られるものの、為替レート・株価の変動などによる景気の下振れ懸念から雇用情勢は依然として厳し

く、個人消費は引き続き厳しい状況が続きました。

　このような経営環境の中、当社グループにおいては、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、競合他社の実質的な値下げの影響もあって、売上高を伸ばすことができず、パンデミック対策関連商品の売上

急増があった前年同期の売上を下回る結果となりました。

　利益面におきましても、売上が予想を下回ったことに加え、Kenko.com Singapore Pte. Ltd.及びドラッグ・ラグ是

正支援事業の先行投資が発生したことにより赤字となりました。

　当社といたしましては、売上を再び成長軌道にのせることを最優先として、９月に実質的な値下げとなる送料無料ラ

インの引下げを実施しました結果、その後の売上高に増加の兆しがみえてきております。　

　これらにより、当第２四半期における当社グループの業績は、売上高3,187百万円(前年同四半期比1.2%減)、営業損失

37百万円（前年同四半期は営業利益52百万円）、経常損失45百万円(前年同四半期は経常利益48百万円)、四半期純損

失は49百万円(前年同四半期は四半期純利益27百万円)となりました。

　

　　　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22年９月末現在の取扱商品数は11万8,865点（Kenko.com Singapore Pte. Ltd.取扱商品を除く）でありまし

た。取扱商品数を増加させることができなかったこと、また競合他社の実質的な値下げの影響もあって、売上高を伸ば

すことができませんでした。全体としてはパンデミック対策関連商品の売上急増があった前年同期を下回る結果とな

り、当第２四半期におけるリテール事業の売上高は2,829百万円（前年同四半期比2.0%減）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２四半期は、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327百万円（前年同四半

期比4.2%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　　

事業等を行っております。

　当第２四半期には、顧客開拓が順調に進み、その他の事業による売上高は30百万円（前年同期比36.3%増）となりま

した。

　

（２）財政状態の分析

  当第２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276百万円増加し、4,474百万円となりました。

これは主に、現預金及びたな卸資産等の流動資産が増加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402百万円増加し、2,648百万円となりました。これは主に買掛金及び未払金の増

加、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125百万円減少し、1,825百万円となりました。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。

　

（３）キャッシュ・フローの状況

　当第２四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、前四半期連結会計期間

末より8百万円減少し、817百万円となりました。

　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11百万円の収入となりました。主な増加要因は、減価償却費77百万円及

び前渡金の減少51百万円であり、主な減少要因は税金等調整前四半期純損失52百万円及びたな卸資産の増加額44百万

円であります。

　「投資活動におけるキャッシュ・フロー」は25百万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16百万円及び有形固定資産の取得７百万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５百万円の収入となりました。主な増加要因は長期借入による収入200
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百万円及び短期借入による収入150百万円であり、主な減少要因は短期借入金の返済による支出200百万円及び長期借

入金の返済による支出82百万円であります。

　

（４）事業上及び財務上の対処すべき課題

　当第２四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２四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２四半期連結会計期間において、前四半期連結会計期間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２四半期会計期間末現
在発行数（株）
（平成22年９月30日）

提出日現在発行数（株）
（平成22年11月12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 33,235 33,235
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 33,235 33,235 － －

　（注）「提出日現在発行数」欄には、平成22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22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）

20,000
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22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） 64

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２四半期会計期間末現在
（平成22年９月30日）

新株予約権の数（個） 162

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） 162

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２四半期会計期間末現在
（平成22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） 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２四半期会計期間末現在
（平成22年９月30日）

新株予約権の数（個） 63

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） 63

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２四半期会計期間末現在
（平成22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。

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２四半期会計期間末現在
（平成22年９月30日）

新株予約権の数（個） 145

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） 145

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２四半期会計期間末現在
（平成22年９月30日）

新株予約権の数（個） 3

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） 3

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２四半期会計期間末現在
（平成22年９月30日）

新株予約権の数（個） 4

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） 4

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２四半期会計期間末現在
（平成22年９月30日）

新株予約権の数（個） 8

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） 8

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２四半期会計期間末現在
（平成22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、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２四半期会計期間末現在
（平成22年９月30日）

新株予約権の数(個) 15

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) 15

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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⑤　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２四半期会計期間末現在
（平成22年９月30日）

新株予約権の数(個) 62

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) 62

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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⑥　平成21年２月６日取締役会決議

区分
第２四半期会計期間末現在
（平成22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) 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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⑦　平成21年６月23日定時株主総会決議（平成21年７月１日取締役会決議）

区分
第２四半期会計期間末現在
（平成22年９月30日）

新株予約権の数(個) 280

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) 280

新株予約権の行使時の払込金額(円) 44,294

新株予約権の行使期間

自　平成23年７月１日

至　平成30年12年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　 　44,294

資本組入額　  22,147

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、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21年６月23日定時株主総会決議（平成21年７月１日取締役会決議）

区分
第２四半期会計期間末現在
（平成22年９月30日）

新株予約権の数(個) 131

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) 131

新株予約権の行使時の払込金額(円) 44,294

新株予約権の行使期間

自　平成23年７月１日

至　平成30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　 　44,294

資本組入額　  22,147

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、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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⑨　平成21年７月１日取締役会決議

区分
第２四半期会計期間末現在
（平成22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) 44,294

新株予約権の行使期間

自　平成23年８月１日

至　平成30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　 　44,294

資本組入額　  22,147

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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⑩　平成21年６月23日定時株主総会決議（平成21年12月25日取締役会決議）

区分
第２四半期会計期間末現在
（平成22年９月30日）

新株予約権の数(個) 72

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) 72

新株予約権の行使時の払込金額(円) 60,668

新株予約権の行使期間

自　平成23年12月26日

至　平成30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　 　60,668

資本組入額　  30,334

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、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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⑪　平成21年６月23日定時株主総会決議（平成22年３月26日取締役会決議）

区分
第２四半期会計期間末現在
（平成22年９月30日）

新株予約権の数(個) 18

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) 18

新株予約権の行使時の払込金額(円) 63,900

新株予約権の行使期間

自　平成24年３月27日

至　平成30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　 　63,900

資本組入額　  31,950

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、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）【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

該当事項はありません。

　

　

（４）【ライツプランの内容】

該当事項はありません。　 

 

 

（５）【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22年７月１日～

平成22年９月30日
－ 33,235 － 1,064,387 － 1,300,707

　　

（６）【大株主の状況】

　 平成22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 22.5

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　 京都府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Paltac 大阪府大阪市中央区南久宝寺町1丁目5-9 730 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 － 16,802 50.6
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（７）【議決権の状況】

　　　①【発行済株式】

 平成22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　 32,776 32,776 　－

端株 － － －

発行済株式総数 33,235 － －

総株主の議決権 － 32,776 －

 

②【自己株式等】

 平成22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 1.4

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22年
４月

５月 ６月 ７月 ８月 ９月

最高（円） 69,40067,80059,00058,00054,00051,700

最低（円） 60,30050,20052,00052,00045,00047,000

　（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提出後、当四半期報告書提出日までの役員の移動は、次のとおりであります。

（1）役職の移動　

　新役名 　新職名 　旧役名 　旧職名 　氏名 　移動年月日

　取締役 　－ 　取締役 　管理本部長 　片岡　敬三 　平成22年７月１日
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第５【経理の状況】

１．四半期連結財務諸表の作成方法について

  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。

　なお、前第２四半期連結会計期間（平成21年７月１日から平成21年９月30日まで）及び前第２四半期連結累計期間

（平成21年４月１日から平成21年９月30日まで）は、改正前の四半期連結財務諸表規則に基づき、当第２四半期連結

会計期間（平成22年７月１日から平成22年９月30日まで）及び当第２四半期連結累計期間（平成22年４月１日から

平成22年９月30日まで）は、改正後の四半期連結財務諸表規則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、前第２四半期連結会計期間（平成21年７月１日から平

成21年９月30日まで）及び前第２四半期連結累計期間（平成21年４月１日から平成21年９月30日まで）に係る四半

期連結財務諸表並びに当第２四半期連結会計期間（平成22年７月１日から平成22年９月30日まで）及び当第２四半

期連結累計期間（平成22年４月１日から平成22年９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。
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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】

（単位：千円）

当第２四半期連結会計期間末
(平成22年９月30日)

前連結会計年度末に係る
要約連結貸借対照表
(平成22年３月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 818,534 610,980

売掛金 784,144 751,257

商品 1,099,742 1,006,021

貯蔵品 12,469 12,371

その他 91,680 87,418

貸倒引当金 △21,580 △20,521

流動資産合計 2,784,990 2,447,528

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物 976,982 964,186

減価償却累計額 △233,158 △208,542

建物及び構築物（純額） 743,823 755,644

機械装置及び運搬具 22,305 20,685

減価償却累計額 △13,860 △12,820

機械装置及び運搬具（純額） 8,445 7,864

工具、器具及び備品 547,508 556,506

減価償却累計額 △392,688 △385,229

工具、器具及び備品（純額） 154,820 171,277

リース資産 128,475 87,741

減価償却累計額 △23,901 △14,355

リース資産（純額） 104,574 73,385

建設仮勘定 234 1,041

有形固定資産合計 1,011,897 1,009,213

無形固定資産

ソフトウエア 503,017 517,727

ソフトウエア仮勘定 18,829 61,078

リース資産 16,281 6,986

その他 2,796 2,986

無形固定資産合計 540,924 588,778

投資その他の資産

投資有価証券 6,756 6,800

関係会社株式 － 12,436

差入保証金 124,008 125,679

その他 5,566 6,765

投資その他の資産合計 136,330 151,680

固定資産合計 1,689,152 1,749,672

資産合計 4,474,143 4,197,200
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（単位：千円）

当第２四半期連結会計期間末
(平成22年９月30日)

前連結会計年度末に係る
要約連結貸借対照表
(平成22年３月31日)

負債の部

流動負債

買掛金 897,332 844,349

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 381,092 254,468

リース債務 28,823 18,349

未払金 304,562 288,524

短期借入金 50,000 －

未払法人税等 7,772 24,876

引当金 7,560 501

その他 85,597 96,615

流動負債合計 1,762,740 1,582,686

固定負債

長期借入金 775,716 597,873

リース債務 97,047 65,668

資産除去債務 10,715 －

その他 2,270 －

固定負債合計 885,749 663,541

負債合計 2,648,489 2,246,227

純資産の部

株主資本

資本金 1,064,387 1,064,201

資本剰余金 1,300,707 1,300,521

利益剰余金 △461,954 △339,417

自己株式 △83,968 △83,968

株主資本合計 1,819,172 1,941,337

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 △1,496 △1,452

為替換算調整勘定 △6,235 －

評価・換算差額等合計 △7,731 △1,452

新株予約権 14,213 11,088

純資産合計 1,825,653 1,950,973

負債純資産合計 4,474,143 4,197,200
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（２）【四半期連結損益計算書】
【第２四半期連結累計期間】

（単位：千円）

前第２四半期連結累計期間
(自　平成21年４月１日
　至　平成21年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自　平成22年４月１日
　至　平成22年９月30日)

売上高 6,415,443 6,356,483

売上原価 4,310,368 4,277,033

売上総利益 2,105,074 2,079,450

販売費及び一般管理費 ※
 1,976,167

※
 2,166,036

営業利益又は営業損失（△） 128,907 △86,586

営業外収益

受取利息 214 258

受取配当金 60 60

破損商品等弁償金 2,561 2,979

その他 1,276 1,031

営業外収益合計 4,112 4,330

営業外費用

支払利息 8,882 9,609

持分法による投資損失 2,481 －

為替差損 － 4,923

その他 410 206

営業外費用合計 11,774 14,739

経常利益又は経常損失（△） 121,245 △96,995

特別利益

新株予約権戻入益 10,256 －

保険差益 － 610

特別利益合計 10,256 610

特別損失

固定資産除却損 3,924 7,398

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

関係会社株式評価損 12,405 －

規制対応費用 4,068 －

その他 － 242

特別損失合計 20,398 18,498

税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期
純損失（△）

111,103 △114,882

法人税、住民税及び事業税 20,099 3,997

過年度法人税等戻入額 － △4,622

法人税等調整額 － 2,270

法人税等合計 20,099 1,645

四半期純利益又は四半期純損失（△） 91,004 △116,528
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【第２四半期連結会計期間】
（単位：千円）

前第２四半期連結会計期間
(自　平成21年７月１日
　至　平成21年９月30日)

当第２四半期連結会計期間
(自　平成22年７月１日
　至　平成22年９月30日)

売上高 3,225,102 3,187,351

売上原価 2,168,408 2,136,965

売上総利益 1,056,694 1,050,386

販売費及び一般管理費 ※
 1,004,222

※
 1,088,379

営業利益又は営業損失（△） 52,471 △37,993

営業外収益

受取利息 206 258

破損商品等弁償金 1,403 1,647

その他 237 480

営業外収益合計 1,847 2,386

営業外費用

支払利息 4,485 5,371

持分法による投資損失 1,240 －

為替差損 － 4,923

その他 243 △727

営業外費用合計 5,969 9,566

経常利益又は経常損失（△） 48,349 △45,173

特別利益

新株予約権戻入益 9,572 －

保険差益 － 95

特別利益合計 9,572 95

特別損失

固定資産除却損 111 712

固定資産臨時償却費 － 6,407

関係会社株式評価損 12,405 －

特別損失合計 12,517 7,119

税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期
純損失（△）

45,404 △52,198

法人税、住民税及び事業税 18,174 1,739

過年度法人税等戻入額 － △4,622

法人税等調整額 － 648

法人税等合計 18,174 △2,234

四半期純利益又は四半期純損失（△） 27,230 △49,964
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（３）【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
（単位：千円）

前第２四半期連結累計期間
(自　平成21年４月１日
　至　平成21年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自　平成22年４月１日
　至　平成22年９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又は税金等調整前四
半期純損失（△）

111,103 △114,882

減価償却費 139,155 149,825

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） △1,794 1,059

賞与引当金の増減額（△は減少） 1,003 422

ポイント引当金の増減額（△は減少） － 6,636

受取利息及び受取配当金 △274 △318

支払利息 8,882 9,609

株式報酬費用 3,760 3,125

新株予約権戻入益 △10,256 －

保険差益 － △610

持分法による投資損益（△は益） 2,481 －

固定資産除却損 3,924 7,398

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） 58,028 △34,757

たな卸資産の増減額（△は増加） △144,698 △93,819

仕入債務の増減額（△は減少） 262,159 52,982

前払費用の増減額（△は増加） 5,687 △13,357

前渡金の増減額（△は増加） － 10,228

未収入金の増減額（△は増加） △1,003 9,012

未払金の増減額（△は減少） 50,739 27,460

未払費用の増減額（△は減少） 6,620 3,849

未払消費税等の増減額（△は減少） 52,540 △15,946

その他 △12,330 20,979

小計 548,132 39,753

利息及び配当金の受取額 274 318

保険金の受取額 － 610

利息の支払額 △8,910 △11,569

法人税等の支払額 △9,491 △20,619

営業活動によるキャッシュ・フロー 530,004 8,493

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 △11,903 △25,368

無形固定資産の取得による支出 △46,708 △64,108

貸付けによる支出 △12,999 △2,000

関係会社株式の取得による支出 △10,000 －

敷金及び保証金の差入による支出 △23,632 －

敷金及び保証金の回収による収入 163 2,267

その他 102 102

投資活動によるキャッシュ・フロー △104,976 △89,106
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（単位：千円）

前第２四半期連結累計期間
(自　平成21年４月１日
　至　平成21年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自　平成22年４月１日
　至　平成22年９月30日)

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 － 250,000

短期借入金の返済による支出 － △200,000

長期借入れによる収入 100,000 450,000

長期借入金の返済による支出 △115,246 △145,533

社債の償還による支出 △55,000 △55,000

株式の発行による収入 975 372

ファイナンス・リース債務の返済による支出 △5,092 △11,521

財務活動によるキャッシュ・フロー △74,363 288,317

現金及び現金同等物に係る換算差額 － △3,090

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 350,663 204,613

現金及び現金同等物の期首残高 717,601 613,082

現金及び現金同等物の四半期末残高 ※
 1,068,265

※
 817,695
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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２四半期連結累計期間
（自　平成22年４月１日
至　平成22年９月30日）

　１．連結の範囲に関する事項 （１）連結の範囲の変更 

　第１四半期連結会計期間より、Monzen Corporation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）変更後の連結子会社の数

　　　４社　

　２.会計処理基準に関する事項 　資産除去債務に関する会計基準の適用 

　第１四半期連結会計期間より、「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」（企業会計基準適用運用指針第21号 平成20年

３月31日）を適用しております。

　これにより、当第２四半期連結累計期間の営業損失及び経常損失はそ

れぞれ670千円、税金等調整前四半期純損失は5,121千円増加しており

ます。また、当会計基準等の適用開始による資産除去債務の変動額は

9,585千円であります。

　

　

【表示方法の変更】

当第２四半期連結累計期間
（自　平成22年４月１日
至　平成22年９月30日）

（四半期連結キャッシュ・フロー計算書）

　前第２四半期連結累計期間において、「営業活動によるキャッシュ・フロー」の「その他」に含めて表示してお

りました「前渡金の増減額」は重要性が増したため、第２四半期連結累計期間より区分掲記することとしました。

なお、前第２四半期連結累計期間の「営業活動によるキャッシュ・フロー」の「その他」に含まれる「前渡金の増

減額」は△6,231千円であります。
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【簡便な会計処理】

 
 
 

当第２四半期連結累計期間 
（自　平成22年４月１日 
 至　平成22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、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２四半期連結累計期間
（自　平成21年４月１日
至　平成21年９月30日）

当第２四半期連結累計期間
（自　平成22年４月１日
至　平成22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。

※　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        516,084千円

貸倒引当金繰入額      14,157 

荷造運賃        540,479千円

貸倒引当金繰入額      12,043 

ポイント引当金繰入額　 9,728　

　

前第２四半期連結会計期間
（自　平成21年７月１日
至　平成21年９月30日）

当第２四半期連結会計期間
（自　平成22年７月１日
至　平成22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。

※　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        261,160千円

貸倒引当金繰入額      6,812 

荷造運賃        278,716千円

貸倒引当金繰入額      3,797 

ポイント引当金繰入額　 8,519　

　

（四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係）

前第２四半期連結累計期間
（自　平成21年４月１日
至　平成21年９月30日）

当第２四半期連結累計期間
（自　平成22年４月１日
至　平成22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９月30日現在）

 （千円）

現金及び預金勘定 1,068,265

現金及び現金同等物 1,068,265

 

（平成22年９月30日現在）

 （千円）

現金及び預金勘定 818,534

預入期間が3か月を超える定期預金　 △838

現金及び現金同等物 817,695
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（株主資本等関係）

当第２四半期連結会計期間末（平成22年９月30日）及び当第２四半期連結累計期間（自　平成22年４月１日　至　

平成22年９月30日）

１．発行済株式の種類及び総数

　　　普通株式　　　　　　　　　　　　　　　　　33,235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
期連結会計
期間末残高
（千円）

前事業年度
末

当第２四半
期連結会計
期間増加

当第２四半
期連結会計
期間減少

当第２四半
期連結会計
期間末

提出会社

　

新株引受権付社債 普通株式 200 － － 200 200

第７回新株予約権 － － － － － 310

第８回新株予約権 － － － － － 565

第９回新株予約権 － － － － － 5,519

第11回新株予約権 － － － － － 385

第12回新株予約権（注） － － － － － 581

第13回新株予約権（注） － － － － － 531

第14回新株予約権（注） － － － － － 3,077

第15回新株予約権（注） － － － － － 1,522

第16回新株予約権（注） － － － － － 810

第17回新株予約権（注） － － － － － 559

第18回新株予約権（注） － － － － － 150

合計 － － － － － 14,213

 （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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（セグメント情報等）

【事業の種類別セグメント情報】

　　前第２四半期連結会計期間（自　平成21年７月１日　至　平成21年９月30日）

 
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）

　

売上高      　

(1）外部顧客に対する売上高 2,888,304336,798　3,225,102 － 3,225,102　 　

(2）

 

セグメント間の内部売上

高又は振替高
－ － － － －  

 計 2,888,304　336,7983,225,102  － 3,225,102 　

 営業利益 123,12411,555134,680△82,208　 52,471 　

　

前第２四半期連結累計期間（自　平成21年４月１日　至　平成21年９月30日）

 
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）

　

売上高      　

(1）外部顧客に対する売上高 5,767,697647,7466,415,443 － 6,415,443 　

(2）

 

セグメント間の内部売上

高又は振替高
－ － － － －  

 計 5,767,697647,7466,415,443  － 6,415,443 　

 営業利益 273,28716,543　289,830△160,922128,907 　

　（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

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

　

【所在地別セグメント情報】

前第２四半期連結会計期間（自平成21年７月１日　至平成21年９月30日）及び前第２四半期連結累計期間（自平成

21年４月１日　至平成21年９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】

前第２四半期連結会計期間（自平成21年７月１日　至平成21年９月30日）及び前第２四半期連結累計期間（自平成

21年４月１日　至平成21年９月30日）

　　海外売上高がないため該当事項はありません。　　

　

EDINET提出書類

ケンコーコム株式会社(E03435)

四半期報告書

40/47



【セグメント情報】

１．報告セグメントの概要

当第２四半期連結累計期間（自平成22年４月１日　至平成22年９月30日）及び当第２四半期連結会計期間（自

平成22年７月１日　至平成22年９月30日）　

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及び利益又は損失の金額に関する情報

当第２四半期連結累計期間（自平成22年４月１日　至平成22年９月30日）　　　　

　 　　　　　　　　　　　　　（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　　

計

売上高      　 　

外部顧客への売上高 5,664,589641,645
6,306,234

　
50,2486,356,483－

6,356,483

　
セグメント間の内部売
上高又は振替高

－ － － － － － －

計 5,664,589641,6456,306,23450,2486,356,483－　
6,356,483

　

セグメント利益又は損失

（△）
71,43411,56582,9993,23286,231

△172,817

　
△86,586　

（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△172,817千円には、各報告セグメントに配分していない全社費用172,817千円

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利益と調整を行っております。

　

当第２四半期連結会計期間（自平成22年７月１日　至平成22年９月30日）　　　　

　 　　　　　　　　　　　　　（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　　

計

売上高      　 　

外部顧客への売上高 2,829,256　327,7213,156,97830,3733,187,351－
3,187,351

　
セグメント間の内部売
上高又は振替高

－ － － － － － －

計 2,829,256327,7213,156,97830,3733,187,351－　
3,187,351

　

セグメント利益又は損失

（△）
35,5945,73341,3273,50344,831△82,824　△37,993　

（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△82,824千円には、各報告セグメントに配分していない全社費用82,824千円が

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利益と調整を行っております。
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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

当第２四半期連結会計期間（自平成22年７月１日　至平成22年９月30日）　  

　　該当事項はありません。　

　

（追加情報）

　　　第１四半期連結会計期間より、「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。

　

（金融商品関係）

　 当第２四半期連結会計期間末（平成22年９月30日）

　長期借入金が、企業集団の事業の運営において重要なものとなっており、かつ、前連結会計年度の末日に比べて

著しい変動が認められます。　

科目
四半期連結貸借対照
表計上額（千円）

時価（千円） 差額（千円）

長期借入金（※） 1,156,808 1,154,770 △2,037

　
（※）長期借入金に記載された金額には１年内返済予定の長期借入金が含まれております。
　

（注） 金融商品の時価の算定方法

　長期借入金

　元利金の合計額を、同様の新規借り入れ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。

　　

（ストック・オプション等関係）

当第２四半期連結会計期間（自　平成22年７月１日　至　平成22年９月30日）

１．ストック・オプションに係る当第２四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　　　　　　　　　1,668千円
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（１株当たり情報）

１．１株当たり純資産額

当第２四半期連結会計期間末
（平成22年９月30日）

前連結会計年度末
（平成22年３月31日）

１株当たり純資産額 55,267.27円 １株当たり純資産額 59,198.78円

２．１株当たり四半期純利益又は損失金額等

前第２四半期連結累計期間
（自　平成21年４月１日
至　平成21年９月30日）

当第２四半期連結累計期間
（自　平成22年４月１日
至　平成22年９月30日）

１株当たり四半期純利益金額 2,790.99円

潜在株式調整後１株当たり四半期純

利益金額
2,783.09円

１株当たり四半期純損失金額（△） △3,555.67円

　なお、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

であるため記載しておりません。

（注）１株当たり四半期純利益金額又は１株当たり四半期純損失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。

 
前第２四半期連結累計期間
（自　平成21年４月１日
至　平成21年９月30日）

当第２四半期連結累計期間
（自　平成22年４月１日
至　平成22年９月30日）

１株当たり四半期純利益金額又は１株当たり四半期

純損失金額
　 　

四半期純利益又は四半期純損失（△）（千円） 91,004 △116,528

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又は四半期純損失

（△）（千円）
91,004 △116,528

期中平均株式数（株） 32,606.38 32,772.56

　 　 　

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） 92.54 －

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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前第２四半期連結会計期間
（自　平成21年７月１日
至　平成21年９月30日）

当第２四半期連結会計期間
（自　平成22年７月１日
至　平成22年９月30日）

１株当たり四半期純利益金額 835.05円

潜在株式調整後１株当たり四半期純

利益金額
829.39円

１株当たり四半期純損失金額（△） △1,524.41円

　なお、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株当たり四半期淳損失

であるため記載しておりません。

（注）１株当たり四半期純利益金額又は１株当たり四半期純損失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。

 
前第２四半期連結会計期間
（自　平成21年７月１日
至　平成21年９月30日）

当第２四半期連結会計期間
（自　平成22年７月１日
至　平成22年９月30日）

１株当たり四半期純利益金額又は１株当たり四半期

純損失金額
　 　

四半期純利益又は四半期純損失（△）（千円） 27,230 △49,964

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又は四半期純損失

（△）（千円）
27,230 △49,964

期中平均株式数（株） 32,608.73 32,776.00

　 　 　

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） 222.73 －

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

－ －

　　

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21年11月９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２四半期連結会計期間（平成21年７月１日から平成

21年９月30日まで）及び第２四半期連結累計期間（平成21年４月１日から平成21年９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２四半期連結会計期間及び第２四半期連結累計期間の経営成績並びに第２四半期連結累計期

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。

　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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 独立監査人の四半期レビュー報告書 

平成22年11月９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22年４月１日から平成23年３月31日までの連結会計年度の第２四半期連結会計期間（平成22年７月１日から平成

22年９月30日まで）及び第２四半期連結累計期間（平成22年４月１日から平成22年９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22年９月30日現在の財政状

態、同日をもって終了する第２四半期連結会計期間及び第２四半期連結累計期間の経営成績並びに第２四半期連結累計期

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。

　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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