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1.  22年3月期の連結業績（平成21年4月1日～平成22年3月31日） 

 

(2) 連結財政状態 

 

(3) 連結キャッシュ・フローの状況 

  

(1) 連結経営成績 （％表示は対前期増減率）

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

22年3月期 9,667 38.2 1,009 180.4 970 207.9 542 280.1
21年3月期 6,993 △55.5 360 ― 315 ― 142 ―

1株当たり当期純利益 潜在株式調整後1株当たり
当期純利益

自己資本当期純利
益率

総資産経常利益率 売上高営業利益率

円 銭 円 銭 ％ ％ ％

22年3月期 1,771.75 1,770.79 79.4 15.9 10.4
21年3月期 473.00 472.19 33.7 5.4 5.1

（参考） 持分法投資損益 22年3月期  ―百万円 21年3月期  ―百万円

総資産 純資産 自己資本比率 1株当たり純資産
百万円 百万円 ％ 円 銭

22年3月期 6,337 1,007 14.9 3,077.85
21年3月期 5,865 423 7.2 1,383.64

（参考） 自己資本   22年3月期  943百万円 21年3月期  423百万円

営業活動によるキャッシュ・フロー 投資活動によるキャッシュ・フロー 財務活動によるキャッシュ・フロー 現金及び現金同等物期末残高
百万円 百万円 百万円 百万円

22年3月期 2,121 △324 △867 1,718
21年3月期 11 154 △998 788

2.  配当の状況 

(注)23年３月期予想配当性向（連結）につきましては、5.7～7.2％です。 

1株当たり配当金 配当金総額
（合計）

配当性向
（連結）

純資産配当
率（連結）第1四半期末 第2四半期末 第3四半期末 期末 合計

円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 百万円 ％ ％

21年3月期 ― ― ― ― ― ― ― ―
22年3月期 ― 50.00 ― 65.00 115.00 35 6.5 4.9
23年3月期 

（予想）
― ― ― 110.17

～137.72
110.17

～137.72
―

3.  23年3月期の連結業績予想（平成22年4月1日～平成23年3月31日） 
（％表示は通期は対前期、第2四半期連結累計期間は対前年同四半期増減率）

 

売上高 営業利益 経常利益 当期純利益 1株当たり当期
純利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 円 銭

第2四半期 
連結累計期間 6,093 48.9 503 2.3 469 0.1 223 △27.8 725.92

通期 12,001 24.1 1,255 24.3 1,193 22.9 591 9.0 1,916.21
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4.  その他 
(1) 期中における重要な子会社の異動（連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動）  無  

(2) 連結財務諸表作成に係る会計処理の原則・手続、表示方法等の変更（連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変
更に記載されるもの） 

(注)詳細は、30ページ「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更」をご覧ください。 

(3) 発行済株式数（普通株式） 

(注)１株当たり当期純利益（連結）の算定の基礎となる株式数については、48ページ「１株当たり情報」をご覧ください。 

新規 ―社 （社名 ） 除外 ―社 （社名 ）

① 会計基準等の改正に伴う変更 無
② ①以外の変更 有

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 22年3月期 306,400株 21年3月期 305,800株
② 期末自己株式数 22年3月期  ―株 21年3月期  ―株

（参考）個別業績の概要 

1.  22年3月期の個別業績（平成21年4月1日～平成22年3月31日） 

 

(2) 個別財政状態 

  

(1) 個別経営成績 （％表示は対前期増減率）

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

22年3月期 412 △55.9 190 △71.0 156 △74.1 115 △75.5
21年3月期 933 △78.1 657 ― 606 ― 472 ―

1株当たり当期純利益 潜在株式調整後1株当たり当期純
利益

円 銭 円 銭

22年3月期 377.71 377.51
21年3月期 1,564.85 1,562.17

総資産 純資産 自己資本比率 1株当たり純資産
百万円 百万円 ％ 円 銭

22年3月期 2,620 652 24.9 2,129.61
21年3月期 3,116 554 17.8 1,813.60

（参考） 自己資本 22年3月期  652百万円 21年3月期  554百万円

2.  23年3月期の個別業績予想（平成22年4月1日～平成23年3月31日） 
（％表示は通期は対前期、第2四半期累計期間は対前年同四半期増減率）

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
(将来に関する記述等についてのご注意） 
・本資料に記載されている業績の見通し等の将来に関する記述は、当社が現在入手している情報及び合理的であると判断する一定の前提に基づいてお
り、実際の業績等には様々な要因により大きく異なる可能性があります。業績予想の前提となる仮定及び業績予想のご利用にあたっての注意事項等につ
いては、３ページ「１．経営成績(１）経営成績に関する分析」をご覧下さい。 
 なお、当社は平成22年４月28日に第三者割当増資を行っております。「３．平成23年３月期の連結業績予想」及び「(参考)個別業績の概要 ２．平成23年
３月期の個別予想」の１株当たり当期純利益は、当該増資の影響を考慮しております。 

売上高 営業利益 経常利益 当期純利益
1株当たり当期

純利益
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 円 銭

第2四半期 
累計期間 246 △24.8 115 △72.2 100 △80.0 98 △139.8 318.47

通期 465 11.4 205 7.3 175 10.9 170 32.4 551.62
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①当連結会計年度の経営成績 

平成22年３月期においては、リーマン・ショック後の急激な経済の落ち込みから脱しつつも、雇用・

所得環境、消費動向等、未だ不透明な状況の中にありましたが、当連結会計年度において売上高・利益

とも、予想を上回る結果を出すことができました。 

これは、月次売上高速報で発表しておりますとおり、当社連結子会社である健康コーポレーション株

式会社で立ち上げた美顔器等の新ブランド「エステナード（ESTENAD）」が、ジェルを定期購入いただ

くことにより、高性能美顔器エステナードソニックが９８０円という価格で購入できることが好評を博

し、美容関連分野が業績を牽引したことによります。 

健康コーポレーション株式会社を中心とする、グループ７社全社において黒字を達成することがで

き、この結果、当連結会計年度は、売上高9,667百万円（前連結会計年度は6,993百万円）、営業利益

1,009百万円（前連結会計年度は360百万円）、経常利益970百万円（前連結会計年度は315百万円）、当

期純利益は542百万円（前連結会計年度は142百万円）となりました。 

事業の種類別セグメント情報 

事業の種類別セグメント情報は次の通りであります。 

従来、事業区分は「健康関連事業」、「IT・広告関連事業」の２区分によっておりましたが、当連結

会計年度より、「美容・健康関連事業」、「食品関連事業」の２区分に変更いたしました。セグメント

区分の変更の理由については、前連結会計年度に連結範囲の変更を伴う関係会社の異動があり見直した

ことによります。これは当社の事業展開に基づく事業区分の見直しであり、事業領域の拡大によってセ

グメント情報の有用性を高めることを目的としております。  

【美容・健康関連事業】 

美容・健康関連事業は、大きく分けて「健康食品分野」と「美容関連分野」になります。 

健康食品分野は、健康コーポレーション株式会社を中心に、事業を行っております。この分野におい

ては、健康志向の高まりや、肥満・生活習慣病等の増加を背景に、近年市場が拡大しております。 

健康コーポレーション株式会社では「カロリーコントロール用健康食品」の販売を中心に事業活動を

行っておりますが、平成19年第１四半期以降続いていた売上高の落ち込みに歯止めがかかったこと、効

率の良い広告媒体に絞り込みができたことで、安定的な利益を確保できるようになっております。 

美容関連分野は、株式会社ジャパンギャルズと健康コーポレーション株式会社を中心に、事業を行っ

ております。この分野においては、美容・健康に対する消費者意識の高まりや、ホームエステに対する

ニーズの高まりにより、確実に市場は拡大しております。 

 株式会社ジャパンギャルズにおける既存販路の拡大に加え、健康食品分野で培ったWEBプロモーショ

ン等の販売ノウハウを活かす施策が功を奏し、売上高と利益を伸ばしております。 

この結果、美容・健康関連事業での売上高は7,111百万円（前連結会計年度は4,499百万円）、営業利

益は934百万円（前連結会計年度は304百万円）となりました。 

【食品関連事業】 

食品関連事業は、乳製品の加工受託及び製造販売事業を主たる事業とする、株式会社弘乳舎を中心

に、行っております。主力となる余乳加工受託は、季節的要因により、売上高と利益が第１四半期と第

３四半期後半から第４四半期に偏重する傾向にあるものの、一年という期間で見た場合、毎期安定した

売上高と高い利益を出しております。 

1. 経営成績

(1) 経営成績に関する分析

健康ホールディングス㈱(2928)　平成22年３月期決算短信

- 3 -



 当連結会計年度においては、前年第１四半期のバター・脱脂粉乳相場の高騰という特殊要因による

大幅な売上高の増加はなかったものの、主力となる余乳加工受託の他、バター・脱脂粉乳の自社ブラン

ド製品販売にも注力した結果、食品関連事業での売上高は2,576百万円（前連結会計年度は2,494百万

円）、営業利益は296百万円（前連結会計年度は331百万円）となりました。 

②次期の見通し 

次期（平成22年４月１日～平成23年３月31日）の見通しにつきましては、次の通りであります。 

当社グループは、引き続き美容・健康関連事業を主力事業に据え、新商品開発、販路拡大に注力して

まいります。また、グループ全体の統制とグループ各社の連携を強化することで、より一層の相乗効果

を追求してまいります。 

これにより、平成23年３月期の連結業績につきましては、売上高12,001百万円、営業利益1,255百万

円、経常利益1,193百万円、当期利益は591百万円を見込んでおります。 

なお、四半期毎の見通しについては、下記のように予想しております。 

 
なお業績の予想は、本資料発表日現在において入手可能な情報にもとづき作成されたものであって、

実際の業績等は、経済情勢、市場動向等様々な要因により予想数値と異なる可能性があります。 

  

第８期（平成23年３月期）

期間 第１四半期 第２四半期 第３四半期 第４四半期 通期合計

売上高（単位：百万円） 3,210 2,882 2,969 2,938 12,001

通期に占める割合 26.8％ 24.0％ 24.7％ 24.5％ 100％

営業利益（単位：百万円） 212 290 307 444 1,255

通期に占める割合 16.6％ 23.6％ 25.4％ 34.4％ 100％
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①資産、負債および純資産の状況 

当連結会計年度末の総資産は6,337百万円となり、前連結会計年度末の5,865百万円に比べ472百万円

の増加となりました。主な要因として、美容・健康関連事業において安定的な利益が確保されたため

に、現金及び預金が1,796百万円（前連結会計年度末比958百万円の増加）となったためです。 

当連結会計年度末の負債は、5,329百万円となり、前連結会計年度末の5,442百万円に比べ112百万円

の減少となりました。主な要因として、美容・健康関連事業において安定的な利益が確保されたため

に、短期借入金740百万(前連結会計年度末比595百万円の減少)、１年内返済予定の長期借入金663百万

円(前連結会計年度末比442百万円の減少）となった一方で、支払手形及び買掛金511百万円（前連結会

計年度末比266百万円の増加）、未払金489百万円（前連結会計年度末比291百万円の増加）、未払法人

税等が390百万円(前連結会計年度末比324百万円の増加）となったためです。 

純資産は、当期純利益の計上等により1,007百万円（前連結会計年度末比584百万円の増加）となりま

した。 

②キャッシュ・フローの状況 

当連結会計年度における現金及び現金同等物（以下「資金」と言う）の期末残高は1,718百万円とな

りました。当連結会計年度におけるキャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次の通りであります。

(営業活動によるキャッシュ・フロー) 

当連結会計年度において、営業活動による資金の増加は2,121百万円（前連結会計年度は11百万円）

となりました。 

収入の主な内訳は、税金等調整前当期純利益1,059百万円、仕入債務の増加266百万円、未払金の増加

262百万円、のれん償却額124百万円、法人税等の還付額672百万円であり、支出の主な内訳は、法人税

等の支払額213百万円等であります。 

(投資活動によるキャッシュ・フロー) 

当連結会計年度において、投資活動による資金の減少は、324百万円(前連結会計年度は154百万円の

増加)となりました。 

主な内訳としては、定期預金の預入による支出50百万円、有形固定資産の取得による支出263百万円

であります。 

(財務活動によるキャッシュ・フロー) 

当連結会計年度において、財務活動による資金の減少は、867百万円(前連結会計年度は998百万円の

減少)となりました。 

主な内訳としては、短期借入金の純減額595百万円、長期借入金による収入774百万円、長期借入金返

済による支出1,224百万円であります。 

(参考) キャッシュ・フロー関連指標の推移  

 
自己資本比率：自己資本/総資本 

(2) 財政状態に関する分析

平成19年３月期 平成20年３月期 平成21年３月期 平成22年３月期

自己資本比率 10.1％ 3.6％ 7.2% 14.9％

時価ベースの自己資本比率 220.7％ 23.0％ 12.1% 133.0％

キャッシュ・フロー対有利子
負債比率

986.1％ ─ 37,114.3% 156.0％

インタレスト・カバレッジ・
レシオ

31.0倍 ─ 0.2倍 34.0倍
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時価ベースの自己資本比率：株式時価総額/総資本 

キャッシュ・フロー対有利子負債比率：有利子負債/キャッシュ・フロー 

インタレスト・カバレッジ・レシオ：キャッシュフロー/利払い 

(注１)  いずれも連結ベースの財務数値により計算しております。 

(注２)  株式時価総額は自己株式を除く発行済株式をベースに計算しております。 

(注３)  キャッシュ・フローは、営業キャッシュ・フローを利用しております。 

(注４) 有利子負債は連結貸借対照表に計上されている負債のうち利子を支払っている全ての負債を対象として

おります。 

健康ホールディングス㈱(2928)　平成22年３月期決算短信

- 6 -



従来、当社は、企業体質の強化を図るため内部留保の充実を優先してまいりました。これは、設立年

度の浅い当社にとって、内部留保を事業拡大の投資等に充当し、企業価値の極大化を目指すことが、結

果として株主に対する利益配分につながるとの認識からであります。 

一方で、株主の皆様に対する適切な利益配分については、上場以来、経営の重要課題であると認識し、

配当についても検討してまいりました。 

 当社グループの平成22年３月期第１四半期が好調なスタートを切ることができたこと、平成21年５月

30日をもちまして上場３周年を迎えることができたことから、平成21年９月30日を基準日とする１株当

たり50.00円の記念配当を既に実施させて頂きました。 

 また、平成21年８月17日の当該記念配当の発表と同時に、今後の株主に対する利益配分の方針とし

て、当社単体年間配当性向20～25%を目処とする旨公表させて頂いております。 

平成22年３月期連結業績におきましても、グループ7社全社において黒字を達成することができ、当連

結会計期間において営業利益、経常利益、当期純利益のいずれも、過去 高益を計上することができま

した。 

 以上を踏まえ、平成22年３月31日を基準日とする期末配当につきましては、１株当たり普通配当

50.00円に特別配当15.00円を加え、合計65.00円と決定させて頂きました。 

なお、この結果、当社単体年間配当性向は、公表しております配当性向を上回る30.4％となります。 

  

(3）利益配分に関する基本方針及び当期・次期の配当
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以下においては、当社グループの事業展開その他に関する事項のうち、リスク要因となる可能性が考

えられる主な事項、及びその他投資者の判断に重要な影響を及ぼすと考えられる事項を記載しておりま

す。当社グループは、これらのリスク発生の可能性を認識した上で、発生の回避及び発生した場合の対

応に努める方針でありますが、当社の株式に関する投資判断は、本項及び本項以外の記載内容も併せ

て、慎重に検討した上で、行われる必要があるものと考えております。 

 なお、記載した事項は、本資料提出日現在において当社グループが判断したものであり、当社グルー

プに関する全てのリスクを網羅したものではありません。 

 ①美容・健康関連事業の「健康食品分野」及びこの分野で事業を行うグループ会社について 

 ⅰ)「健康食品」業界について 

日本国内の健康食品市場規模については、高齢化社会、生活習慣病の増加、治療医学から予防医学へ

のシフト、メタボリックシンドローム対策や特定健康診断・特定保健指導の導入等の影響で、市場全体

は中長期的に拡大していくものと予想しております。  

 しかし、「健康増進法」「不当景品類及び不当表示防止法（景品表示法）」等による法規制強化や、

食品企業だけでなく、医薬品メーカー等異業種からの参入も目立つようになり、競争も激化しておりま

す。  

 このような業界環境の中、当社グループでは、消費者ニーズに合致した「低カロリーでありながら満

腹感のあるカロリーコントロール用健康食品」を事業の柱として、インターネット媒体に加え、紙媒

体・テレビ媒体・ＥＣ（電子商取引）を効果的に活用することにより、売上・収益を拡大してきました

が、市場の変化を予想しきれずに、競合他社と比較してより魅力的な商品を継続的に販売できない場

合、当社グループの経営成績及び財政状態に影響を及ぼす可能性があります。  

 ⅱ)法規制 

当社グループが営む美容・健康関連事業の中で特に健康食品分野はその製造・品質管理、表示・広

告、販売において各関係法令によって規制を受けております。  

 製造・品質管理においては、食品・添加物・器具容器の規格等を定める「食品衛生法」の規制を受

け、表示・広告においては、主に「食品衛生法」「健康増進法」「不当景品類及び不当表示防止法（景

品表示法）」「農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関する法律（JAS法）」の規制を受けてお

り、虚偽または誇大な表示・広告が禁止されております。  

 また、販売形態によっては、禁止行為、解約事項等を規定した「特定商取引に関する法律」の規制を

受けます。  

 当社グループでは、関係諸法令のチェック体制を整備しておりますが、予期せぬ法律規制強化があっ

た場合等、当社グループの経営成績及び財政状態に影響を及ぼす可能性があります。  

 ⅲ)安全性 

仕入先及び梱包作業委託先に対する厳正な管理体制を整備し、安全性を確保できるようにトレーサビ

リティの推進に努めております。しかし、指定要件を満たさない原材料の使用や異物混入等を防止でき

なかった場合、「製造物責任法(PL法)」に基づき損害賠償請求の対象となる可能性があります。また、

商品の安全性に関する悪い風評が発生する場合もあります。これらの場合、当社グループの経営成績及

び財政状態に影響を及ぼす可能性があります。 

 ⅳ)マーケティング 

健康食品分野は、当社連結子会社である健康コーポレーション株式会社が中心となって事業を営んで

(4) 事業等のリスク
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おり、インターネット等の広告宣伝により、新規顧客を獲得しており、広告宣伝は重要なファクター

であります。同社は、マーケティング戦略を重要な経営課題と位置づけており、効果的な広告宣伝を追

求しておりますが、期待する効果をあげられない場合、当社グループの経営成績及び財政状態に影響を

及ぼす可能性があります。 

 ⅴ)顧客情報に関するリスク 

 通信販売を行う場合、保有する個人顧客情報を、適切に取り扱うことが重要であります。個人情報

保護については、法律の遵守だけではなく、情報漏洩による被害防止を行う必要があります。  

 健康コーポレーション株式会社は、「個人情報保護法」に規定する個人情報取扱事業者として、個人

情報を厳正かつ慎重に管理しておりますが、万が一、外部からの不正アクセス等により個人情報が社外

に漏洩した場合、損害賠償請求や社会的な信用失墜により、当社グループの経営成績及び財政状態に影

響を及ぼす可能性があります。  

 ⅵ)子会社に対する訴訟提起 

健康コーポレーション株式会社（以下、同社）は、株式会社三光紙器工業所（以下、三光）より、平

成21年２月12日付で訴訟の提起を受けました。損害賠償請求金額は119,075,010円であります。  

 同社は、三光に同社商製品のセットアップ及び発送業務を委託しておりましたが、同業務を他社に移

管したことが債務不履行若しくは不法行為にあたるとの主張に基づき、三光が受けたとされる損害賠償

の支払を求め、提起されたものです。同社としましては、本件訴訟で三光が主張する同社の損害賠償責

任がない事を主張し、本件訴訟に対応しているところであります。  

  

②美容・健康関連事業の「美容関連分野」及びこの分野で事業を行うグループ会社について 

 ⅰ)「美容機器・化粧品」業界について 

美容機器市場においては、美容・健康などに関する消費者意識の高まりと、社会環境の変化に伴うラ

イフスタイルの多様化・複雑化等からエステ機能を有する機器に対する需要は拡大している状況にあり

ます。また、ホームエステと呼ばれるエステティックサロンで提供されるサービスを、自宅で手軽かつ

安価に得たいという消費者が増加しており、家庭用エステ機器の需要も拡大しております。 

 化粧品市場においては、年齢を問わずアンチエイジングに対する意識が高いことから、アンチエイジ

ング機能商品に対する需要が、拡大している状況にあります。  

 しかしながら、健康食品業界同様、異業種からの参入等による競争も激化しており、市場の変化を予

想しきれずに、競合他社と比較してより魅力的な商品を継続的に販売できない場合、当社グループの経

営成績及び財政状態に影響を及ぼす可能性があります。  

 ⅱ)法規制 

当社グループが営む美容関連分野はその製造・品質管理、表示・広告、販売面において各関係法令に

よって規制を受けております。  

 製造・品質管理においては、品質・有効性・安全性確保のために必要な規定をした「薬事法」の規制

を受け、表示・広告においては、主に「薬事法」「不当景品類及び不当表示防止法（景品表示法）」の

規制を受けており、虚偽または誇大な表示・広告が禁止されております。  

 また、販売形態によっては、禁止行為、解約事項等を規定した「特定商取引に関する法律」の規制を

受けます。  

 当社グループでは、関係諸法令のチェック体制を整備しておりますが、予期せぬ法律規制が強化され

た場合等、当社グループの経営成績及び財政状態に影響を及ぼす可能性があります。 
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 ⅲ)安全性について 

仕入先及び梱包作業委託先に対する厳正な管理体制を整備し、安全性を確保できるようにトレーサビ

リティの推進に努めております。しかし、指定要件を満たさない原材料の使用や異物混入等を防止でき

なかった場合には、「製造物責任法（PL法）」に基づき損害賠償請求の対象となる可能性があります。

また、商品の安全性に関する悪い風評が発生する可能性もあります。こうした場合、当社グループの経

営成績及び財政状態に影響を及ぼす可能性があります。  

 ⅳ)マーケティング 

美容関連分野は、当社連結子会社である株式会社ジャパンギャルズと健康コーポレーション株式会社

が中心となって事業を営んでおります。この内、健康コーポレーション株式会社においては、インター

ネット等の広告宣伝により、新規顧客を獲得しており、広告宣伝は重要なファクターであります。同社

は、マーケティング戦略を重要な経営課題と位置づけており、効果的な広告宣伝を追求しております

が、期待する効果をあげられない場合、当社グループの経営成績及び財政状態に影響を及ぼす可能性が

あります。 

 ⅴ)顧客情報に関するリスク 

通信販売を行う場合、保有する個人顧客情報を、適切に取り扱うことが重要であります。個人情報保

護については、法律の遵守だけではなく、情報漏洩による被害防止を行う必要があります。  

 健康コーポレーション株式会社は、「個人情報保護法」に規定する個人情報取扱事業者として、個人

情報を厳正かつ慎重に管理しておりますが、万が一、外部からの不正アクセス等により個人情報が社外

に漏洩した場合、損害賠償請求や社会的な信用失墜により、当社グループの経営成績及び財政状態に影

響を及ぼす可能性があります。  

 ⅵ)生産拠点が特定地区に集中していることについて  

当社グループにおける美容関連分野の主力商品の充填・製造は当社連結子会社である株式会社ジャパ

ンギャルズで行っております。一部、外部委託している部分を除き、充填・製造ラインは同社にありま

す。 

 従って、株式会社ジャパンギャルズの製造拠点において、地震・火災・水害等の災害が発生した場

合、同社の生産活動は深刻な影響を受け、工場の修復や代替費用が発生し、当社グループの経営成績及

び財政状況に影響を及ぼす可能性があります。  

  

 ③食品関連事業の主力である「乳業分野」及びこの分野で事業を行うグループ会社について 

 ⅰ)酪農乳業界について 

当社連結子会社である株式会社弘乳舎が加工受託するバターと脱脂粉乳等は、日々または季節単位の

飲用需要と生産の不均衡により発生する、加工に回さざるを得ない余剰生乳（以下、「余乳」と言う）

を原料としております。従って、生乳生産と飲用需要や乳製品の価格動向等により、余乳発生の減少を

招いた場合には、当社グループの経営成績及び財政状態に影響を及ぼす可能性があります。 

また、生産する乳製品の原料である生乳の生産者に対しては「加工原料乳生産者補給金等暫定措置

法」に基づく補給金が支払われており、将来において同法律が大幅に変更もしくは廃止され、補給金の

水準が変化する場合には、原料購入価格が影響を受ける可能性があります。 

また、生産するバターと脱脂粉乳は、同じ生乳を原料としていることから、一方の製品を製造する

と、もう一方の製品も製造する必要があります。従って、どちらかの製品について製造と需要の不均衡

を招いた場合には、製品在庫の過剰となり、当社グループの経営成績及び財政状態に影響を及ぼす可能
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性があります。 

 なお、生産する乳製品は、国内農業保護を目的とした諸関税制度が敷かれていますが、世界貿易機関

（WTO）農業交渉や自由貿易協定（FTA）等の交渉状況によっては、製造販売及び原材料調達に影響する

可能性があります。 

 ⅱ)食品の安全について 

食品業界では、近年残留農薬、食品偽装問題等が発生し、食品の安全性や品質管理に対する消費者の

関心が一層高まっております。株式会社弘乳舎及び当社グループでは、製品の安全性、品質の維持・向

上を経営の 重要課題の一つとして考えており、品質管理の徹底を図っておりますが、重大な品質問題

が発生した場合には法令に基づく命令や自主的な工場の操業停止等により事業活動に影響が生じる可能

性があります。 

 ⅲ)原材料価格の市場動向について 

使用する生乳等の原材料の購入価格が、市場の需給関係の状況等により高騰した場合、原油価格の高

騰による重油等のエネルギー原料、及び容器等を含めた製造経費による原価高の影響を、コスト削減努

力で吸収できず、また市場の動向により販売価格への転嫁もできない場合には、当社グループの経営成

績及び財政状態に影響を及ぼす可能性があります。 

 ⅳ)生産拠点が特定地区に集中していることについて 

受託生産しているバター・脱脂粉乳は、株式会社弘乳舎自社工場の製造ラインで全量生産されており

ますが、同一敷地内の別製造ラインでデザート、アイスクリーム等の製造を行っております。従って、

当該地域において、地震、火災、水害等の災害が発生した場合、生産活動は深刻な影響を受け、工場の

修復や代替費用が発生し、当社グループの経営成績及び財政状態に影響を及ぼす可能性があります。 

 ⅴ)業績の季節変動について 

余乳加工受託においては、生乳生産と飲用乳需要の不均衡により発生する余乳が、特に学校給食の休

止期である年末年始・春休み等一時的に生乳の需要が減少する特定期間に集中発生する傾向にあること

から、業績は、第１四半期及び第３四半期後半から第４四半期に偏重する傾向にあります。 

 ⅵ）法的規制について 

事業の遂行にあたって、「食品衛生法」「製造物責任法（PL法）」「農林物資の規格化及び品質表示

の適正化に関する法律（JAS法）」等の法的規制を受けております。当社グループでは、関係諸法令の

チェック体制を整備しておりますが、予期せぬ法律規制強化があった場合等、当社グループの経営成績

及び財政状態に影響を及ぼす可能性があります。 

  

 ④当社グループの経営体質について 

 ⅰ)特定人物への依存 

当社設立の中心人物であり事業の推進者である代表取締役社長瀬戸 健は、経営方針や経営戦略等、

当社グループの事業活動全般において重要な役割を果たしております。他の取締役やグループ会社経営

陣への権限委譲を進めており、従前と比べ相対的に、同氏への依存度は低くなっておりますが、何らか

の理由で同氏の業務の遂行が困難になった場合、当社グループの経営成績及び財政状態に影響を及ぼす

可能性があります。 

 ⅱ)今後の事業展開 

 当社グループは、現在の事業ドメインと全く方向性が異なる新規事業分野への進出は計画しておりま

せん。しかしながら、美容・健康関連事業、食品関連事業の各分野で、生産ノウハウ・技術・販路等を
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持つ企業との業務提携もしくは当該企業の買収等を行う可能性があります。このような業務提携もしく

は買収等によって当社グループが負担する費用について、その回収が困難になった場合、当社グループ

の経営成績及び財政状態に影響を及ぼす可能性があります。 

 ⅲ)財務の健全化 

 当社グループは、グループ化推進に伴う有利子負債が、従前に比べ減少したものの、未だ残っており

ます。このため、当社グループでは、有利子負債の返済原資を確保することが可能な資金計画を策定し

ております。しかし今後、資金計画に大幅な変更を余儀なくされた場合、当社グループの経営成績及び

財政状態に影響を及ぼす可能性があります。 
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当社グループは、当社と、当社の連結子会社である健康コーポレーション株式会社、株式会社ジャパンギ

ャルズ、システムパーツ株式会社、株式会社弘乳舎、株式会社ピーズ、Bijin株式会社で構成されておりま

す。従来、事業区分は「健康関連事業」、「IT・広告関連事業」の２区分によっておりましたが、当連結会

計年度より、「美容・健康関連事業」、「食品関連事業」の２区分に変更いたしました。セグメント区分の

変更の理由については、前連結会計年度に連結範囲の変更を伴う関係会社の異動があり見直したことにより

ます。これは当社の事業展開に基づく事業区分の見直しであり、事業領域の拡大によってセグメント情報の

有用性を高めることを目的としております。  

 各社の主な事業内容と当社の関係は以下の通りであります。  

 
  

 

  

2. 企業集団の状況

会社名 主な事業内容
議決権の 

所有割合
当社との関係

健康ホールディングス株式会社 持株会社 － －

健康コーポレーション株式会社

カロリーコントロール用健康食品販売 

一般健康食品販売 

化粧品・美容機器販売

100% 連結子会社

株式会社ジャパンギャルズ
美容機器、健康機械器具等の販売事業 

化粧品の製造・販売事業
100% 連結子会社

システムパーツ株式会社 菓子原材料・包装資材の輸入販売事業 100% 連結子会社

株式会社弘乳舎 乳製品の製造販売 92.8% 連結子会社

株式会社ピーズ 広告代理店業 100% 連結子会社

Bijin株式会社 美容機器の製造加工及び輸出入業 100% 連結子会社
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当社グループは、「 高品質の商品・サービスを提供し、地球上に生きる人々の健康に貢献し、豊か

な健康生活を創造する。」「法律・規則などを遵守し、倫理・道徳などの社会規範に従うとともに、文

化・慣習を尊重して、良き企業市民として公正な経営を貫き、社会の発展に寄与する。」を社是として

おります。  

 また、分かりやすい言葉で、経営理念と行動指針を示すため、下記のようなカードを全員に配布し、

日々実践しております。  

【経営理念】  

一、お客様にいつも「ありがとう」といわれる商品を提供し続けたい。  

一、お客様の生活を「健康でイキイキ、わくわく」させ幸せにしたい。  

一、会社みんなでイキイキ、わくわくしたい。  

一、いつも誇りを持った仕事がしたい。  

一、医療と食の架け橋をつくりたい。  

一、法律を守り、お客様に信頼される会社にしたい。  

一、一度きりの人生だから全力でいきたい。  

【行動指針】  

一、お客様にいつも感謝されるために、心からお客様を大切にしよう。  

一、いつも楽しくいる為に、いつも笑顔でいよう。  

一、いつも幸せでいる為に、いつも「ありがとう」と言おう。  

一、人生を楽しむ為に、いつも向上心を持ちチャレンジしよう。  

一、いつも楽しくいる為に、人の悪口をいわないようにしよう。  

一、後ろ向きの人生を送らない為に、いつも前向きな話をしよう。  

一、誰よりも成長する為に、誰よりも頑張ろう。  

  

当社グループは、継続的な収益力の指標として「経常利益」を、成長性の観点から「売上高」を経営

指標としております。また、事業毎の収益性の観点から「売上高営業利益率」を補助指標としておりま

す。 

当社グループは、健康関連企業のグループ化を図り、健康食品を含めた健康に関連する事業を戦略的

に統合することで、人々の健康を促進させる商品・サービスを幅広く提供し、総合健康企業としてのポ

ジションを目指します。  

 具体的には、  

①売れる仕組みに乗る「売れる商品」を拡充してまいります。  

②「ダイエット」を終えたお客様に対して「アフターダイエット」商品・サービスを提供してまいりま

す。  

③事業ポートフォリオを構築するべくグループ化を進めてまいりましたが、グループ経営基盤の安定

化・強化を図ってまいります。  

  

3. 経営方針

(1) 会社の経営の基本方針

(2) 目標とする経営指標

(3) 中長期的な会社の経営戦略
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当社グループを取り巻く環境は市場全体としては追い風の中にあるものの、未だ景気後退局面である

事や、グループ各社が行う事業について異業種の参入等による競合の激化も予想されます。  

 この経営環境のもと、当社グループは、グループ運営体制の見直しと強化を図るとともに、主力事業

と位置づける美容・健康関連事業の基盤強化に向けた諸施策を実行してまいります。  

 具体的には、当社グループ各事業におきましては、以下の事項を課題として認識し、対処してまいり

ます。  

①業績の安定化と拡大、そして今後の事業運営  

 当社グループはこれまで、主力事業である美容・健康関連事業の中でも、特に健康食品分野に力を入

れ、カロリーコントロール用健康食品「豆乳クッキーダイエット」を事業の牽引役として、業容拡大並

びに収益拡大をしてまいりました。しかしながら、競争が激化するなか、この分野においては今後、安

定的な売上高と利益確保に注力してまいります。具体的には、効率的で効果の高い媒体に絞り込んだ広

告への出稿、他社差別化を図るべく顧客データベースの一層効果的な活用、顧客サービスの向上及び品

質維持に向けた取り組みを進めてまいります。  

 今後の事業拡大については、健康食品分野と親和性の高い美容関連分野を中心に行ってまいります。

グループには、この分野での企画・製造ノウハウを持つ会社があり、商品を共同開発するとともに、健

康食品分野で培った販売ノウハウをこの分野にも活かして、販路を拡大してまいります。  

 これまでの当社グループは、経営基盤の強化を図るために自社商品の開発に加え、親和性の高い美容

関連企業、食品関連企業のグループ化を行ってまいりました。この結果グループとしての業績の安定化

と強化を図ることができました。  

 今後も、グループ全体の統制とグループ各社の連携を強化することで、経営効率を高め、事業間の相

乗効果をより一層追求してまいります。一方、グループ化推進に伴い増加した有利子負債の返済原資を

確保するための財務体質の安定と強化を図るための施策も行なってまいります。  

②コンプライアンス体制の整備  

 当社グループでは、通信販売事業を営んでおり、大量の個人情報を収集・保有しております。社内体

制の整備を進め、個人情報保護管理を一層強化するため、社内管理体制の強化を図ってまいります。  

 また、法的規制の徹底遵守を図るため関係部門に対する社員教育の他、特に広告表現・表示について

は、チェックリスト等による担当者の自主チェック、法務担当者による二次チェック、必要に応じて顧

問弁護士等への確認を行ってまいります。また所轄都道府県に関係法令の遵守について相談を行い、指

導を受けながら対応を進めてまいります。  

③消費者ニーズの変化に対応する新商品の開発  

 当社グループでは、創業以来の主力商品であったカロリーコントロール用健康食品の連結売上高に占

める割合は、１割程度にまで下がっております。かねてより懸案事項であった単品依存の体質から脱却

できました。  

 しかしながら、多様化する消費者ニーズ、異業種からの参入による競争激化等に対応するため、常に

消費者ニーズに合致した新商品の企画開発を心掛け、プロダクトラインの増強と各商品のライフサイク

ルの段階に応じた新商品の投入の強化を図ってまいります。  

(4) 会社の対処すべき課題
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④企業規模の拡大に伴う人材確保と管理体制の強化  

 当社は、当社並びに当社グループの企業規模拡大に伴い、人材確保が、経営の重要な課題の一つであ

ると認識しております。将来の収益を創出するための商品企画開発・マーケティング能力を有する人材

の確保、今後も増加する間接業務に対応するためのマネージメント能力を有する人材の確保、これらに

より、収益基盤の増強と管理体制の強化に取り組んでまいります。  

 また当社は、当社並びにグループ会社の財務報告の信頼性を確保するために、内部統制システムの構

築を行い、その仕組みが適正に機能することを継続的に評価し、不備があれば必要な是正を行うことに

より、金融商品取引法及びその他関係法令等を遵守する体制を整備してまいります。  
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4.【連結財務諸表】

(1)【連結貸借対照表】

（単位：千円）

前連結会計年度
(平成21年３月31日)

当連結会計年度
(平成22年３月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 ※２ 837,619 ※２ 1,796,498

受取手形及び売掛金 ※４ 607,607 ※６ 799,668

商品及び製品 716,061 746,488

仕掛品 13,818 11,635

原材料及び貯蔵品 335,446 253,389

繰延税金資産 75,763 114,023

未収還付法人税等 667,487 102

その他 129,998 103,371

貸倒引当金 △5,345 △5,339

流動資産合計 3,378,456 3,819,838

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額） ※２ 147,483 ※２ 176,076

機械装置及び運搬具（純額） ※２ 167,099 ※２ 332,967

土地 ※２ 907,724 ※２ 907,724

その他（純額） 48,803 43,609

有形固定資産合計 ※１ 1,271,111 ※１ 1,460,377

無形固定資産

のれん 973,512 813,908

その他 12,028 12,929

無形固定資産合計 985,541 826,837

投資その他の資産

投資有価証券 24,356 20,908

繰延税金資産 420 1,789

その他 215,827 216,809

貸倒引当金 △10,543 △9,311

投資その他の資産合計 230,060 230,196

固定資産合計 2,486,713 2,517,411

資産合計 5,865,170 6,337,250
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（単位：千円）

前連結会計年度
(平成21年３月31日)

当連結会計年度
(平成22年３月31日)

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 244,797 511,317

未払金 197,893 489,076

短期借入金 ※２, ※５ 1,335,958 ※５ 740,298

1年内返済予定の長期借入金 ※２ 1,106,094 ※２ 663,232

未払法人税等 65,416 390,399

賞与引当金 63,462 78,033

返品調整引当金 12,156 39,851

その他 162,548 166,229

流動負債合計 3,188,326 3,078,438

固定負債

長期借入金 ※２ 1,912,889 ※２ 1,905,603

役員退職慰労引当金 23,311 18,954

退職給付引当金 282,894 269,866

繰延税金負債 34,630 56,907

固定負債合計 2,253,725 2,251,331

負債合計 5,442,052 5,329,769

純資産の部

株主資本

資本金 111,272 112,232

資本剰余金 118,326 118,326

利益剰余金 191,940 713,864

株主資本合計 421,539 944,422

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 2,052 △1,368

繰延ヘッジ損益 △473 －

評価・換算差額等合計 1,578 △1,368

少数株主持分 － 64,425

純資産合計 423,118 1,007,480

負債純資産合計 5,865,170 6,337,250
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(2)【連結損益計算書】

(単位：千円)

前連結会計年度
(自 平成20年４月１日
至 平成21年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成21年４月１日
至 平成22年３月31日)

売上高 6,993,444 9,667,826

売上原価 3,618,797 4,346,443

売上総利益 3,374,646 5,321,382

販売費及び一般管理費

広告宣伝費 1,134,039 2,149,655

賞与引当金繰入額 17,393 48,548

給料手当及び賞与 390,659 354,352

支払手数料 320,715 119,192

その他 1,151,698 1,639,917

販売費及び一般管理費合計 3,014,506 4,311,666

営業利益 360,140 1,009,715

営業外収益

受取利息及び配当金 8,604 532

受取賃貸料 7,032 2,432

保険解約返戻金 7,390 －

受取補償金 5,714 2,399

還付加算金 － 2,783

補助金収入 － 6,680

その他 11,749 12,146

営業外収益合計 40,491 26,975

営業外費用

支払利息 76,283 62,232

貸与資産減価償却費 3,827 365

その他 5,351 3,677

営業外費用合計 85,462 66,274

経常利益 315,169 970,415

特別利益

貸倒引当金戻入額 2,064 1,160

賞与引当金戻入額 － 1,152

固定資産売却益 ※1 20,218 ※1 2,082

子会社株式売却益 38,791 －

投資有価証券売却益 1,288 －

持分変動利益 93,000

その他 390 204

特別利益合計 62,754 97,600
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(単位：千円)

前連結会計年度
(自 平成20年４月１日
至 平成21年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成21年４月１日
至 平成22年３月31日)

特別損失

減損損失 － ※3 1,449

子会社整理損 4,443 －

投資有価証券売却損 2,124 －

固定資産除却損 ※2 10,456 ※2 1,874

子会社株式売却損 24,038 －

投資有価証券評価損 18,196 27

その他 2,175 5,000

特別損失合計 61,434 8,351

税金等調整前当期純利益 316,489 1,059,664

法人税、住民税及び事業税 191,205 534,668

法人税等調整額 △17,491 △17,691

法人税等合計 173,714 516,977

当期純利益 142,775 542,687
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(3)【連結株主資本等変動計算書】

(単位：千円)

前連結会計年度
(自 平成20年４月１日
至 平成21年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成21年４月１日
至 平成22年３月31日)

株主資本

資本金

前期末残高 102,152 111,272

当期変動額

新株の発行 9,120 960

当期変動額合計 9,120 960

当期末残高 111,272 112,232

資本剰余金

前期末残高 118,326 118,326

当期変動額

当期変動額合計 － －

当期末残高 118,326 118,326

利益剰余金

前期末残高 49,165 191,940

当期変動額

剰余金の配当 － △20,764

当期純利益 142,775 542,687

当期変動額合計 142,775 521,923

当期末残高 191,940 713,864

株主資本合計

前期末残高 269,644 421,539

当期変動額

新株の発行 9,120 960

剰余金の配当 △20,764

当期純利益 142,775 542,687

当期変動額合計 151,895 522,883

当期末残高 421,539 944,422

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金

前期末残高 △15,796 2,052

当期変動額

株主資本以外の項目の当期変動額（純
額）

17,848 △3,420

当期変動額合計 17,848 △3,420

当期末残高 2,052 △1,368

繰延ヘッジ損益

前期末残高 － △473

当期変動額

株主資本以外の項目の当期変動額（純
額）

△473 473

当期変動額合計 △473 473

当期末残高 △473 －
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(単位：千円)

前連結会計年度
(自 平成20年４月１日
至 平成21年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成21年４月１日
至 平成22年３月31日)

為替換算調整勘定

前期末残高 △1,107 －

当期変動額

株主資本以外の項目の当期変動額（純
額）

1,107 －

当期変動額合計 1,107 －

当期末残高 － －

評価・換算差額等合計

前期末残高 △16,903 1,578

当期変動額

株主資本以外の項目の当期変動額（純
額）

18,481 △2,946

当期変動額合計 18,481 △2,947

当期末残高 1,578 △1,368

少数株主持分

前期末残高 － －

当期変動額

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） － 64,425

当期変動額合計 － 64,425

当期末残高 － 64,425

純資産合計

前期末残高 252,741 423,118

当期変動額

新株の発行 9,120 960

剰余金の配当 － △20,764

当期純利益 142,775 542,687

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 18,481 61,479

当期変動額合計 170,376 584,362

当期末残高 423,118 1,007,480
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(4)【連結キャッシュ・フロー計算書】

(単位：千円)

前連結会計年度
(自 平成20年４月１日
至 平成21年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成21年４月１日
至 平成22年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益 316,489 1,059,664

減価償却費 128,752 110,704

のれん償却額 125,708 124,460

貸倒引当金の増減額（△は減少） △1,573 △1,238

退職給付引当金の増減額（△は減少） △5,268 △13,027

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 6,890 △4,357

賞与引当金の増減額（△は減少） 25,634 14,571

返品調整引当金の増減額（△は減少） 8,187 27,694

有形固定資産売却損益（△は益） △20,218 △2,082

固定資産除却損 10,456 1,874

減損損失 － 1,449

投資有価証券評価損益（△は益） 18,196 27

有価証券及び投資有価証券売却損益（△は益） 835 －

持分変動損益（△は益） － △93,000

子会社株式売却損益（△は益） △14,753 －

受取利息及び受取配当金 △8,604 △532

支払利息 76,283 62,232

為替差損益（△は益） － 631

売上債権の増減額（△は増加） 331,268 △192,060

たな卸資産の増減額（△は増加） 124,631 54,892

仕入債務の増減額（△は減少） △154,926 266,520

未払金の増減額（△は減少） 6,997 262,307

その他 △5,993 44,642

小計 968,991 1,725,374

利息及び配当金の受取額 8,604 532

利息の支払額 △62,574 △63,280

法人税等の支払額 △913,439 △213,768

法人税等の還付額 10,151 672,864

営業活動によるキャッシュ・フロー 11,733 2,121,721
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(単位：千円)

前連結会計年度
(自 平成20年４月１日
至 平成21年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成21年４月１日
至 平成22年３月31日)

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出 △120,227 △50,473

定期預金の払戻による収入 114,586 22,138

有価証券の取得による支出 － △26,549

投資有価証券の売却による収入 54,871 －

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得によ
る支出

※2 △27,154 －

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却によ
る収入

※3 159,652 －

有形固定資産の売却による収入 10,847 2,394

有形固定資産の取得による支出 △86,424 △263,508

無形固定資産の取得による支出 － △5,070

投資不動産の売却による収入 36,928 －

短期貸付金の回収による収入 94,128 775

短期貸付けによる支出 △90,197 －

その他 7,936 △4,499

投資活動によるキャッシュ・フロー 154,947 △324,791

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少） △758,905 △595,660

長期借入れによる収入 1,006,170 774,000

長期借入金の返済による支出 △1,204,866 △1,224,148

株式の発行による収入 9,120 960

社債の償還による支出 △50,000 －

少数株主からの払込みによる収入 － 192,570

配当金の支払額 － △15,237

財務活動によるキャッシュ・フロー △998,482 △867,515

現金及び現金同等物に係る換算差額 － 1,131

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △831,800 930,545

現金及び現金同等物の期首残高 1,620,111 788,311

現金及び現金同等物の期末残高 ※1 788,311 ※1 1,718,856
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該当事項はありません。 

(5)【継続企業の前提に関する注記】
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(6)【連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項】

項目
前連結会計年度

(自 平成20年４月１日
至 平成21年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成21年４月１日
至 平成22年３月31日)

１ 連結の範囲に関する事項 （１） 連結子会社の数及び名称

連結子会社の数 ６社

連結子会社の名称

株式会社ピーズ

株式会社ジャパンギャルズ

システムパーツ株式会社

健康コーポレーション株式会社

株式会社弘乳舎

Bijin株式会社

 Bijin株式会社は平成20年4月

14日の株式取得に伴い当連結会

計年度より連結子会社となりま

した。

 前連結会計年度まで連結子会

社でありました Kenkou  USA, 

Inc.は平成20年６月８日付で、

株式を譲渡したことにより連結

子会社でなくなりました。 

 前連結会計年度まで連結子会

社でありました株式会社アクデ

ィアは平成20年６月20日付で、

株式を譲渡したことにより連結

子会社でなくなりました。 

 前連結会計年度まで連結子会

社でありました株式会社ラピー

は平成20年９月25日付で、株式

を譲渡したことにより連結子会

社でなくなりました。 

 前連結会計年度まで連結子会

社でありました有限会社マイク

ロシステムは平成21年２月17日

付で、会社を清算し連結子会社

でなくなりました。

（１） 連結子会社の数及び名称

すべての子会社を連結しておりま
す。

連結子会社の数 ６社

連結子会社の名称

株式会社ピーズ

株式会社ジャパンギャルズ

システムパーツ株式会社

健康コーポレーション株式会社

株式会社弘乳舎

Bijin株式会社

（２）  非連結子会社名

非連結子会社の数 ０社

 前連結会計年度まで非連結子

会社でありました健康ベーカリ

ー株式会社は平成20年６月20日

付で、株式を譲渡したことによ

り非連結子会社でなくなりまし

た。 

 前連結会計年度まで非連結子

会社でありました健康アド株式

会社は平成20年９月30日付で、

会社を清算し非連結子会社でな

くなりました。

（２）  非連結子会社名

該当はありません。

２ 持分法の適用に関する事

項

（１） 持分法適用の関連会社の数

該当はありません。

（２） 持分法を適用しない非連結子

会社 

持分法を適用しない非連結子会社

０社

（１） 持分法適用の関連会社の数

該当はありません。

（２） 持分法を適用しない非連結子

会社 

該当はありません。
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項目
前連結会計年度

(自 平成20年４月１日
至 平成21年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成21年４月１日
至 平成22年３月31日)

 前連結会計年度まで持分法を

適用しない非連結子会社であり

ました健康ベーカリー株式会社

は平成20年６月20日付で、株式

を譲渡したことにより持分法を

適用しない非連結子会社でなく

なりました。 

 前連結会計年度まで持分法を

適用しない非連結子会社であり

ました健康アド株式会社は平成

20年９月30日付で、会社を清算

し持分法を適用しない非連結子

会社でなくなりました。

３ 連結子会社の事業年度等

に関する事項

 連結子会社のうち株式会社ジャ

パンギャルズおよびBijin株式会社

の決算日は２月28日であります。

連結財務諸表の作成に当たって

は、決算日現在の財務諸表を使用

しております。ただし、連結決算

日までの期間に発生した重要な取

引については、連結上必要な調整

を行っております。 

同左

４ 会計処理基準に関する事

項

 (1) 重要な資産の評価基準

及び評価方法

① 有価証券

その他有価証券

時価のあるもの

 決算期末日の市場価格等に基

づく時価法（評価差額は全部純

資産直入法により処理し、売却

原価は移動平均法により算定）

① 有価証券

その他有価証券

時価のあるもの

同左 

  

 

  

 

時価のないもの

移動平均法による原価法

時価のないもの

同左

② たな卸資産

製品、商品、原材料、仕掛品

 連結財務諸表提出会社及び連

結子会社は主として総平均法に

よる原価法（貸借対照表評価額

は収益性の低下に基づく簿価切

り下げの方法により算定）によ

っております。

② たな卸資産

製品、商品、原材料、仕掛品

同左

貯蔵品

 終仕入原価法（貸借対照表

価額は収益性の低下に基づく簿

価切り下げの方法により算定）

によっております。

（会計方針の変更） 

 当連結会計年度より「棚卸資

産の評価に関する会計基準」

（企業会計基準第９号平成18年

７月５日公表分）を適用してお

ります。

貯蔵品

終仕入原価法（貸借対照表価額

は収益性の低下に基づく簿価切り

下げの方法により算定）によって

おります。
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項目
前連結会計年度

(自 平成20年４月１日
至 平成21年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成21年４月１日
至 平成22年３月31日)

 この変更による当連結会計年度
の損益への影響は、営業利益、経
常利益及び税金等調整前当期純利
益はそれぞれ13,398千円減少して
おり、当期純利益は13,060千円減
少しております。

③ デリバティブ

時価法

③ デリバティブ

時価法

 (2) 重要な減価償却資産の

減価償却の方法

① 有形固定資産

建物（建物附属設備を除く）

   イ）平成10年３月31日以前に
  取得したもの
    旧定率法
   ロ）平成10年４月1日以降に
  取得したもの
    旧定額法
   ハ）平成19年４月1日以降に
  取得したもの
    定額法
  建物以外
   イ）平成19年３月31日以前に
  取得したもの
    旧定率法
   ロ）平成19年４月1日以降に
  取得したもの
    定率法
   なお、主な耐用年数は以下の
  通りであります。

建物及び構築物   ３年～50年

機械装置及び運搬具 ２年～13年

工具器具備品    ２年～20年

① 有形固定資産

同左

② 無形固定資産

 自社利用のソフトウェアについ
ては、社内における見込利用可能
期間（５年）に基づく定額法を採
用しております。

② 無形固定資産

同左

③ 長期前払費用

定額法を採用しております。

③ 長期前払費用

同左

 (3) 重要な引当金の計上基

準

① 貸倒引当金

 債権の貸倒による損失に備える
ため、一般債権については貸倒実
績率により、貸倒懸念債権等特定
の債権については個別に回収可能
性を勘案し、回収不能見込額を計
上しております。

① 貸倒引当金

同左

② 賞与引当金

 従業員の賞与の支給に備えるた
め、支給見込額に基づき計上して
おります。

③ 退職給付引当金

 一部の連結子会社については、
従業員の退職給付に備えるため、
連結会計年度末における退職給付
債務及び年金資産の見込額に基づ
き計上しております。

④役員退職慰労引当金

② 賞与引当金

同左
  
 

③ 退職給付引当金

同左

  一部の連結子会社について
は、役員の退職慰労金の支出に
備えるため、役員退職慰労金規
程に基づく連結会計年度末要支
給額を計上しております。

④役員退職慰労引当金

同左
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項目
前連結会計年度

(自 平成20年４月１日
至 平成21年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成21年４月１日
至 平成22年３月31日)

⑤ 返品調整引当金

 返品による損失に備えるた
め、過去の実績を基準として算
出した見積額を計上しておりま
す。

⑤ 返品調整引当金

同左

 (4) 重要な外貨建の資産又

は負債の本邦通貨への

換算の基準

 外貨建金銭債権債務は、連結
決算日の直物為替相場により円
貨に換算し、換算差額は損益と
して処理しております。

同左

  

  (5) 重要なヘッジ会計の方
    法

①ヘッジ会計の方法

 原則として繰延ヘッジ処理に
よっております。

②ヘッジの手段とヘッジ対象

ヘッジ手段・・・原油キャップ
ヘッジ対象・・・重油購入取引

③ヘッジ方針

 主として原油及び石油製品の
取引に係る価格変動リスクの軽
減を目的としてヘッジ取引を行
っております。

④ヘッジ有効性評価の方法

 ヘッジ開始時から有効性判定
時点までの期間において、ヘッ
ジ対象とヘッジ手段の相場変動
の累計を比較し、両者の変動額
等を基礎にして判断しておりま
す。

①ヘッジ会計の方法

同左 

 

②ヘッジの手段とヘッジ対象

同左

③ヘッジ方針

同左 

  

 

④ヘッジ有効性評価の方法

同左

 (6) その他連結財務諸表作

成のための重要な事項

消費税等の会計処理 

 消費税及び地方消費税の会計処理は

税抜方式によっております。     

同左

５ 連結子会社の資産及び負

債の評価に関する事項

 連結子会社の資産及び負債の評価方

法は全面時価評価法によっておりま

す。        

同左      

６ のれんの償却に関する事

項

 のれんは10年間で均等償却しており

ます。なお、当連結会計年度に取得し

たのれんについては５年で償却してお

ります。      

 のれんは10年間で均等償却しており

ます。なお、平成21年度３月期に取得

したのれんについては５年間で償却し

ております。      

７ 連結キャッシュ・フロー

計算書における資金の範

囲

 手許現金、要求払預金及び取得日か

ら３ヶ月以内に満期日の到来する流動

性の高い、容易に換金可能であり、か

つ、価値の変動について僅少なリスク

しか負わない短期的な投資からなって

おります。

同左      
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(7)【連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更】

【会計処理の変更】

前連結会計年度
(自 平成20年４月１日
至 平成21年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成21年４月１日
至 平成22年３月31日)

───── （販売促進物の費用処理）

従来、期末に保有している販売促進物は主として貯

蔵品に計上しておりましたが、第３四半期連結会計期

間より購入時に費用計上し、販売費及び一般管理費に

含めて処理する方法に変更しております。 

 この変更は、第３四半期より、経営合理化の一環と

して販売促進物のより適切な在庫管理を推進していく

ことを目的に、発注方法の変更等の業務改善を実施し

たことに伴い、改めて当該販売促進物の性格を見直し

た結果、購入時に費用処理することにより、財政状態

の健全化を図り、経営成績をより適切に表示するため

に行なったものであります。 

 これにより、営業利益、経常利益及び税金等調整前

当期純利益がそれぞれ21,753千円減少しております。 

 なお、セグメント情報に与える影響は、当該箇所に

記載しております。
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【表示方法の変更】

前連結会計年度
(自 平成20年４月１日
至 平成21年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成21年４月１日
至 平成22年３月31日)

（連結貸借対照表）

 財務諸表等規則の一部を改正する内閣府令（平成20

年８月７日内閣府令50号）が適用となることに伴い、

前連結会計年度において、「たな卸資産」として掲載

されたものは、当連結会計年度から「商品及び製品」

「仕掛品」「原材料及び貯蔵品」に区分しておりま

す。なお、前連結会計年度の「たな卸資産」に含まれ

る「商品及び製品」「仕掛品」「原材料及び貯蔵品」

は、それぞれ667百万円、32百万円、524百万円であり

ます。 

    

    （連結損益計算書）

 前連結会計年度において販売費及び一般管理費の

「その他」に含めて表示しておりました「給与手当及

び賞与」及び「支払手数料」は、当連結会計年度にお

いて販売費及び一般管理費の総額の100分の10を超え

ることとなったため、区分掲載することとしました。

なお、前連結会計年度における「給与手当及び賞与」

及び「支払手数料」はそれぞれ673,135千円、197,593

千円であります。 

   

─────
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(8)【連結財務諸表に関する注記事項】

(連結貸借対照表関係)

前連結会計年度 
(平成21年３月31日)

当連結会計年度 
(平成22年３月31日)

※ 1  有形固定資産の減価償却累計額

         減価償却累計額           2,457,906千円

※ 1  有形固定資産の減価償却累計額

       減価償却累計額        2,527,215千円

 

 

※２ 担保に供している資産及びこれに対応する債務は

次のとおりであります。

（1）担保に供している資産（帳簿価額）

   現金及び預金 22,107千円

   建物及び構築物 60,416千円

   機械装置及び運搬具 3,529千円

   土地 906,100千円

計 992,153千円

（2）上記に対応する債務

   短期借入金 30,000千円

   １年内返済予定の 
   長期借入金

237,100千円

   長期借入金 919,600千円

計 1,186,700千円

    また、提出会社の長期借入金640,000千円(う

ち、一年内返済予定の長期借入金144,000千円)の

担保の一部として、連結上相殺消去されている関

係会社株式（子会社株式）331,660千円を差し入れ

ております。

 

 

※２ 担保に供している資産及びこれに対応する債務は

次のとおりであります。

（1）担保に供している資産（帳簿価額）

  現金及び預金 50,000千円

  建物及び構築物 65,497千円

  機械装置及び運搬具 2,646千円

  土地 503,200千円

計 621,344千円

（2）上記に対応する債務

  １年内返済予定の 
   長期借入金

144,600千円

  長期借入金 500,800千円

計 645,400千円

    また、提出会社の長期借入金640,000千円(う

ち、一年内返済予定の長期借入金144,000千円)の

担保の一部として、連結上相殺消去されている関

係会社株式（子会社株式）331,660千円を差し入れ

ております。

 ３ 偶発債務

 連結子会社である健康コーポレーション株式会社（以

下、同社）は株式会社三光紙器工業所（以下、三光）よ

り、平成21年２月12日付で損害賠償請求に関する訴訟の

提起を受けました。同社といたしましては、三光が主張

する同社の損害賠償責任はないことを主張し本件訴訟に

対応しているところであります。 

    

    損害賠償請求金額   119,075千円      

 ３ 偶発債務

 連結子会社である健康コーポレーション株式会社（以

下、同社）は株式会社三光紙器工業所（以下、三光）よ

り、平成21年２月12日付で損害賠償請求に関する訴訟の

提起を受けました。同社といたしましては、三光が主張

する同社の損害賠償責任はないことを主張し本件訴訟に

対応しているところであります。 

    

    損害賠償請求金額   119,075千円      

 

※４ 手形割引高

 受取手形割引高 9,305千円
 

※４ 手形割引高

受取手形割引高  ─ 千円

 

※５ 当社は、資金調達の機動性を高めるため、取引銀

行と当座貸越契約を締結しております。

 なお、当連結会計年度末における当融資枠に基

づく借入の実行状況は次のとおりであります。

   当座貸越限度額 1,450,000千円

   借入実行高 857,456千円

差引額 592,543千円
 

※５ 当社は、資金調達の機動性を高めるため、取引銀

行と当座貸越契約を締結しております。

 なお、当連結会計年度末における当融資枠に基づ

く借入の実行状況は次のとおりであります。

  当座貸越限度額 1,450,000千円

  借入実行高 623,658千円

差引額 826,341千円

※６ 当連結会計年度末日満期手形の会計処理について

は、満期日に決済が行なわれたものとして処理し

ております。 

 なお、当社連結子会社である株式会社ジャパン

ギャルズの当連結会計年度末日が金融期間の休日

であったため、次の連結会計期間満期手形が、当

連結会計年度末残高から除かれております。

  受取手形 2,108千円
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(連結損益計算書関係)

前連結会計年度
(自 平成20年４月１日
至 平成21年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成21年４月１日
至 平成22年３月31日)

 

※１ 固定資産売却益の内訳は次のとおりであります。

機械装置及び運搬具 9,795千円

その他（投資その他の資産） 10,423千円

合計 20,218千円

※１ 固定資産売却益の内訳は次のとおりであります。

機械装置及び運搬具 2,082千円

 

 

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

建物及び構築物 4,850千円

機械装置及び運搬具 701千円

その他 4,744千円

合計 10,297千円

       
   無形固定資産

その他 159千円

合計 159千円

 

 

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

建物及び構築物 1,831千円

その他 42千円

合計 1,874千円

     
 

※３ 減損損失の内訳は次のとおりであります。

機械装置及び運搬具 1,442千円

その他 7千円

合計 1,449千円
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前連結会計年度(自 平成20年４月１日 至 平成21年３月31日） 

１ 発行済株式に関する事項 

   
（変動事由の概要） 

増加数の主な内訳は、次の通りであります。 

     新株予約権行使による増加             5,700 株 

  
２ 自己株式に関する事項 

該当事項はありません。 
  
３ 新株予約権等に関する事項 
  

      （ストック・オプション等関係）に記載しております。 
  

４ 配当に関する事項 

該当事項はありません。 

  

当連結会計年度(自 平成21年４月１日 至 平成22年３月31日） 

１ 発行済株式に関する事項 

   
（変動事由の概要） 

増加数の主な内訳は、次の通りであります。 

     新株予約権行使による増加              600 株 

  
２ 自己株式に関する事項 

該当事項はありません。 
  
３ 新株予約権等に関する事項 
  

      （ストック・オプション等関係）に記載しております。 
  

４ 配当に関する事項 

(１)配当金支払額 

 
  

(２)基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度となるも

の 
 

  

(連結株主資本等変動計算書関係)

株式の種類 前連結会計年度末 増加 減少 当連結会計年度末

普通株式(株) 300,100 5,700 ─ 305,800

株式の種類 前連結会計年度末 増加 減少 当連結会計年度末

普通株式(株) 305,800 600 ─ 306,400

決議 株式の種類
配当金の総額 １株あたり配当額

(円)
基準日 効力発生日

(千円)

平成21年８月17
日取締役会

普通株式 15,320 50円00銭 平成21年９月30日
平成21年12月７

日

決議 株式の種類 配当金の総額
（千円）

１株当たり
配当額（円） 基準日 効力発生日 配当の原資

平成22年６月25日 
定時株主総会(予定)

普通株式 19,916 65円00銭 平成22年３月31日
平成22年６月28日

(予定)
利益剰余金
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(連結キャッシュ・フロー計算書関係)

前連結会計年度
(自 平成20年４月１日
至 平成21年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成21年４月１日
至 平成22年３月31日)

 

※１ 現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表

に掲記されている科目の金額との関係

現金及び預金 837,619千円

預入期間が３ヶ月を超える 
定期預金

△49,307千円

現金及び現金同等物 788,311千円

 

 

※１ 現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表

に掲記されている科目の金額との関係

現金及び預金 1,796,498千円

預入期間が３ヶ月を超える 
定期預金

△77,642千円

現金及び現金同等物 1,718,856千円

 

 

※２ 株式の取得により新たに連結子会社となった会社

の資産及び負債の主な内訳

   株式の取得により新たに連結したことに伴う連結

開始時の資産及び負債の内訳並びに株式の取得価

額と取得のための支出（純額）との関係は次のと

おりであります。

   Bijin株式会社

   （平成20年４月14日現在）

流動資産 124,144千円

のれん 68,298千円

流動負債 △103,743千円

株式の取得価額 88,700千円

従来の所有分 △1,400千円

現金及び現金同等物 △60,145千円

 差引：取得のための支出 27,154千円

※３ 株式の売却により連結子会社でなくなった会社の

資産及び負債の主な内訳

   株式の売却により連結子会社でなくなった会社の

連結除外時の資産及び負債の主な内訳並びに、当

該会社株式の売却価額と売却による収入（純額）

との関係は次の通りであります。

─────

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

 

─────
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前連結会計年度
(自 平成20年４月１日
至 平成21年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成21年４月１日
至 平成22年３月31日)

 

 

 

   Kenkou USA, Inc.

     （平成20年６月８日現在）

流動資産 23,222千円

固定資産 963千円

流動負債 △61,146千円

為替調整勘定 1,107千円

計 △35,852千円

株式売却損 35,852千円

計 0千円

株式の売却価額 0千円

現金及び現金同等物 △10,565千円

 差引：売却による収入 △10,565千円

 

   株式会社アクディア

     （平成20年６月27日現在）

流動資産 46,318千円

固定資産 28,874千円

流動負債 △14,512千円

計 60,680千円

株式売却益 3千円

計 60,684千円

株式の売却価額 60,684千円

現金及び現金同等物 △32,935千円

 差引：売却による収入 27,748千円

   株式会社ラピー

     （平成20年９月25日現在）

流動資産 202,312千円

固定資産 51,206千円

のれん 43,660千円

流動負債 △145,170千円

計 152,008千円

株式売却益 38,791千円

計 190,799千円

株式の売却価額 190,799千円

現金及び現金同等物 △48,331千円

 差引：売却による収入 142,468千円
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前連結会計年度(自 平成20年４月１日 至 平成21年３月31日) 

     全セグメントの売上高合計、営業利益及び全セグメントの資産の金額の合計額に占める 

     健康関連事業の割合が、いずれも90％を超えるため、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。 

  

当連結会計年度(自 平成21年４月１日 至 平成22年３月31日) 

 
 （注）１ 事業の区分は、内部管理上採用している区分によっております。 

２ 各区分の主な事業 

(１)美容・健康関連事業・・・・・・美容関連用品、化粧品、健康食品等の販売 

(２)食品関連事業・・・・乳製品等、菓子用原材料等の販売 

３ 営業費用のうち、消去又は全社の項目に含めた配賦不能営業費用(200,048千円)の主なものは、親会社本

社の総務部門等管理部門に係る費用であります。 

４ 資産のうち、消去又は全社の項目に含めた全社資産（179,627千円）の主なものは、親会社本社の総務部

門等管理部門に係る資産等であります。 

５ 減価償却費にはのれん償却額及び長期前払費用の償却額が、資本的支出には長期前払費用の増加額がそ

れぞれ含まれております。 

６ 事業区分の変更 

従来、事業区分は「健康関連事業」、「IT・広告関連事業」の２区分によっておりましたが、当連結会

計年度より、「美容・健康関連事業」、「食品関連事業」の２区分に変更いたしました。セグメント区

分の変更の理由については、前連結会計年度に連結範囲の変更を伴う関係会社の異動があり見直したこ

とによります。これは当社の事業展開に基づく事業区分の見直しであり、事業領域の拡大によってセグ

メント情報の有用性を高めることを目的としております。  

７ 会計処理方法の変更 

「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更」に記載のとおり、第３四半期連結会計期間

より、販売促進物は購入時に費用計上し、販売費及び一般管理費に含めて処理する方法に変更しており

ます。 

 この変更に伴い、従来の方法によった場合と比較して、当連結会計年度の営業利益が、美容・健康関

連事業において21,753千円減少しております。 

(セグメント情報)

１ 事業の種類別セグメント情報

美容・健康関連事
業(千円)

食品関連事業
（千円)

計
(千円)

消去又は 
全社(千円)

連結
(千円)

Ⅰ 売上高及び営業損益

  売上高

(1) 外部顧客に
対する売上高

7,111,907 2,555,918 9,667,826 ─ 9,667,826

(2) セグメント間の内部
売上高又は振替高

─ 21,076 21,076 (21,076) ─

計 7,111,907 2,576,995 9,688,902 (21,076) 9,667,826

 営業費用 (6,177,276) (2,280,785) (8,458,061) (200,048) (8,658,110)

 営業利益 934,631 296,209 1,230,841 (221,125) 1,009,715

Ⅱ資産、減価償却費、 
 減損損失及び資本的支出 

   資産 2,832,515 3,325,107 6,157,622 179,627 6,337,250

   減価償却費 118,476 117,007 235,484 1,763 237,247

   減損損失 ─ 1,449 1,449 ─ 1,449

   資本的支出 144,088 165,838 309,926 2,757 312,683
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（参考） 

前連結会計年度を変更後の事業区分に基づき作成すると次の通りであります。 

前連結会計年度（自 平成20年４月１日 至 平成21年３月31日） 

 
 （注）１ 事業の区分は、内部管理上採用している区分によっております。 

２ 各区分の主な事業 

(１)美容・健康関連事業・・・・・・美容関連用品、化粧品、健康食品等の販売 

(２)食品関連事業・・・・乳製品等、菓子用原材料等の販売 

３ 営業費用のうち、消去又は全社の項目に含めた配賦不能営業費用(275,693千円)の主なものは、親会社本

社の総務部門等管理部門に係る費用であります。 

４ 資産のうち、消去又は全社の項目に含めた全社資産（702,565千円）の主なものは、親会社本社の総務部

門等管理部門に係る資産等であります。 

５ 減価償却費にはのれん償却額及び長期前払費用の償却額が、資本的支出には長期前払費用の増加額がそ

れぞれ含まれております。 

美容・健康関連事
業 

(千円)

食品関連事業
（千円)

計
(千円)

消去又は 
全社(千円)

連結
(千円)

Ⅰ 売上高及び営業損益

  売上高

(1) 外部顧客に
対する売上高

4,499,242 2,494,202 6,993,444 ─ 6,993,444

(2) セグメント間の内部
売上高又は振替高

─ ─ ─ ─ ─

計 4,499,242 2,494,202 6,993,444 ─ 6,993,444

 営業費用 (4,194,522） (2,163,088) (6,357,610) (275,693) (6,633,304)

 営業利益又は営業損失(△) 304,720 331,113 635,833 (275,693) 360,140

Ⅱ資産、減価償却費、 
 減損損失及び資本的支出 

   資産 2,054,097 3,108,507 5,162,605 702,565 5,865,170

   減価償却費 146,492 108,799 255,292 3,493 258,785

   減損損失 ─ ─ ─ ─ ─

   資本的支出 118,612 46,013 164,625 ─ 164,625
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前連結会計年度(自 平成20年４月１日 至 平成21年３月31日) 

当連結会計年度において、日本以外の国又は地域に所在する連結子会社はありませんので所在地

別セグメント情報の記載を省略しております。 

  

当連結会計年度(自 平成21年４月１日 至 平成22年３月31日) 

当連結会計年度において、日本以外の国又は地域に所在する連結子会社はありませんので所在地

別セグメント情報の記載を省略しております。 

    

     

  

２ 所在地別セグメント情報
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前連結会計年度(自 平成20年４月１日 至 平成21年３月31日) 

海外売上高が連結売上高の10％未満であるため、記載を省略しております。 

  

当連結会計年度(自 平成21年４月１日 至 平成22年３月31日) 

海外売上高が連結売上高の10％未満であるため、記載を省略しております。 

  

３ 海外売上高
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   前連結会計年度(自 平成20年４月１日 至 平成21年３月31日) 

関連当事者との取引(提出会社の連結子会社と関連当事者との取引) 

 連結財務諸表提出会社の重要な子会社の役員及び主要株主等 

 
(注)1 健康コーポレーション株式会社、システムパーツ株式会社、株式会社ピーズの銀行借入（217,999千円、

期限1年から10年）につき、連結財務諸表提出会社の重要な子会社の役員として債務保証を行ったもので

あります。 

(注)2 株式会社ジャパンギャルズの銀行借入（722,520千円、期限1年から5年）につき、債務保証を行ったもの

であります。     

(注)3 不動産の貸与については、株式会社ジャパンギャルズ及びBijin株式会社から提示された価格と、市場で

の取引価格を参考にして賃料を決定しております。 

(注)4 株式会社ＡＳＯジャパンに対しての貸付金について、市場金利を勘案しており、期間も１ヶ月以内とし

ております。担保の受け入れはありません。 

(注)5 債務保証に対して保証料の支払及び担保の提供はありません。 

(注)6 製品の販売価格については市場価格を勘案しております。 

(注)7 上記取引金額には、消費税等は含まれておりません。 

(関連当事者情報)

種 類
会社等の名
称又は氏名

所在地
資本金又
は 出資金

事業の内
容又は
職業

議決権等の
所有（被所
有）割合
（％）

関連当事者との
関係 取引の内容 取引金額 科 目 期末  

残高

（千円） （千円） (千円)

連結会社 
役  員

瀬戸 健 ─ ─

当社及び
連結子会
社代表取
締役社長

（被所有）
直接 ７0.6 債務保証

債務保証
(注１，
５）

217,999 ─ ─

連結会社
役  員

香西 哲雄 ─ ─
連結子会
社代表取
締役社長

─ 債務保証
債務保証
(注２，
５）

722,520 ─ ─

連結会社
役  員

松村 京子 ─ ─
連結子会
社代表取
締役社長

─ 固定資産の貸与
土地建物の
貸与(注
３，７)

16,240 ─ ─

連結子会
社役員及
びその近
親者が議
決権の過
半数を所
有してい
る会社

株式会社
ASOジャパ

ン

 
福岡県
福岡市
博多区 

 

90,000
乳製品等
の製造卸
販売事業

─

製品の供給
乳製品等の
販売（注
６、７）

483,770 売掛金 92,165

資金の貸付
資金の援助
（注４）

80,000 ─ ─
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   当連結会計年度(自 平成21年４月１日 至 平成22年３月31日) 

関連当事者との取引(提出会社の連結子会社と関連当事者との取引) 

 連結財務諸表提出会社の重要な子会社の役員及び主要株主等 

 
(注)1 健康コーポレーション株式会社、システムパーツ株式会社、株式会社ピーズの銀行借入（192,271千円、

期限４年から９年）につき、連結財務諸表提出会社の重要な子会社の役員として債務保証を行ったもの

であります。 

(注)2 不動産の貸与については、株式会社ジャパンギャルズ及びBijin株式会社から提示された価格と、市場で

の取引価格を参考にして賃料を決定しております。 

(注)3 債務保証に対して保証料の支払及び担保の提供はありません。 

(注)4 製品の販売価格については市場価格を勘案しております。 

(注)5 株式会社ASOジャパンは、子会社である株式会社弘乳舎の平成21年５月27日開催の第54回定時株主総会の

終結の時をもって、任期満了により光永守氏が取締役を退任したことに伴い関連当事者ではなくなりまし

た。 

(注)6 上記取引金額には、消費税等は含まれておりません。 

種 類
会社等の名
称又は氏名

所在地
資本金又
は 出資金

事業の内
容又は
職業

議決権等の
所有（被所
有）割合
（％）

関連当事者との
関係 取引の内容 取引金額 科 目 期末  

残高

（千円） （千円） (千円)

連結会社 
役  員

瀬戸 健 ─ ─

当社及び
連結子会
社代表取
締役社長

（被所有）
直接 55.2 債務保証

債務保証
(注１、
３）

192,271 ─ ─

連結会社
役  員

松村 京子 ─ ─
連結子会
社代表取
締役社長

─ 固定資産の貸与
土地建物の
貸与(注
２，６)

8,760 ─ ─

連結会社
役  員

松村 元 ─ ─
連結子会
社取締役

─ 固定資産の貸与
土地建物の
貸与(注
２，６)

8,760 ─ ─

連結子会
社役員及
びその近
親者が議
決権の過
半数を所
有してい
る会社

株式会社
ASOジャパ

ン

 
福岡県
福岡市
博多区

 

90,000
乳製品等
の製造卸
販売事業

─ 製品の供給

乳製品等の
販売（注
４、５、
６）

33,551 ─ ─
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(税効果会計関係)

前連結会計年度 
(平成21年３月31日)

当連結会計年度 
(平成22年３月31日)

 

 

１ 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別

の内訳

   （繰延税金資産）

税務上の繰越欠損金 359,630千円

貸倒引当金 78,653千円

賞与引当金 26,482千円

退職給付引当金 118,080千円

たな卸資産 17,824千円

減損損失 100,222千円

その他 66,553千円

繰延税金資産小計 767,446千円

評価性引当金 △555,701千円

繰延税金資産合計 211,744千円
 

   （繰延税金負債）

土地評価差額 △170,191千円

繰延税金負債合計 △170,191千円

繰延税金資産（負債）の純額 41,553千円

 

 

１ 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別

の内訳

   （繰延税金資産）

税務上の繰越欠損金 313,397千円

貸倒引当金 82,473千円

賞与引当金 32,090千円

退職給付引当金 109,107千円

たな卸資産 8,603千円

減損損失 98,314千円

その他 92,822千円

繰延税金資産小計 736,809千円

評価性引当金 △492,340千円

繰延税金資産合計 244,469千円

   （繰延税金負債）

土地評価差額 170,191千円

その他 15,372千円

繰延税金負債合計 185,563千円

繰延税金資産（負債）の純額 58,905千円

 

２ 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担

率との差異の原因となった主な項目別の内訳

   法定実効税率                   40.7%

連結仕訳によるもの 3.0%

評価性引当金の増減 6.6%

連結会社及び連結子会社の欠損に
よる税負担のないもの

8.2%

減損資産の容認による税負担のな
いもの

△7.0%

連結子会社との実効税率差額 2.5%

その他 0.9%

税効果会計適用後の法人税負担率 54.9%

  

２ 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担

率との差異の原因となった主な項目別の内訳

  法定実効税率                40.7%

連結仕訳によるもの 15.2%

評価性引当金の増減 1.4%

連結会社及び連結子会社の欠損に
よる税負担のないもの

△6.2%

連結子会社との実効税率差額 1.2%

留保金課税 9.1%

受取配当金 △12.3%

その他 △0.2%

税効果会計適用後の法人税負担率 48.8%

 

健康ホールディングス㈱(2928)　平成22年３月期決算短信

- 43 -



  

 前連結会計年度（自 平成20年４月１日 至 平成21年３月31日） 

ストック・オプションの内容、規模及びその変動状況 

  （１）ストック・オプションの内容 

 
  

 
  

(ストック・オプション等関係)

会社名 提出会社

決議年月日 平成18年１月31日（臨時株主総会）

付与対象者の区分及び人数（名）
当社社外取締役１名 監査役２名 
当社従業員23名 当社外部協力者４名

株式の種類及び付与数 普通株式  1,880株

付与日 平成18年２月16日（取締役会決議日）

権利確定条件 ① 新株予約権の割当を受けた者は、権利行使時
 において当社の取締役、監査役、従業員または 
 当社の外部協力者のいずれかの地位を保有して 
 いること、あるいは当社と顧問契約を締結して 
 いる場合に限り新株予約権を行使できる。ただ 
 し、定年退職その他取締役会が正当な理由があ 
 ると認めた場合は、この限りではない。
② 新株予約権者が死亡した場合、その者の相続
 人は新株予約権を行使することができる。

③ その他の条件は、株主総会決議および取締役
 会決議に基づき、当社と新株予約権者との間で 
 締結する「新株予約権割当契約」に定めるとこ 
 ろによる。

④ 新株予約権を譲渡する場合は、当社取締役会
 の承認を要する。

対象勤務期間 なし

権利行使期間 平成20年10月１日～平成26年12月31日

会社名 連結子会社

決議年月日 平成21年３月30日（臨時株主総会）

付与対象者の区分及び人数（名）
当社取締役３名
当社従業員10名 当社外部協力者１名

株式の種類及び付与数 普通株式  20,000株

付与日 平成21年３月30日（取締役会決議日）

権利確定条件 ① 新株予約権の割当を受けた者は、権利行使時
 において当社の取締役、従業員または、当社と 
 顧問契約を締結している外部協力者の地位にあ 
 る場合に限り新株予約権を行使できる。ただ 
 し、定年退職その他取締役会が正当な理由があ 
 ると認めた場合は、この限りではない。

② その他の条件は、株主総会決議および取締役
 会決議に基づき、当社と新株予約権者との間で 
 締結する「新株予約権割当契約」に定めるとこ 
 ろによる。

③ 新株予約権を譲渡する場合は、当社取締役会
 の承認を要する。

対象勤務期間 なし

権利行使期間 平成23年４月１日～平成31年３月31日
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  （２）ストック・オプションの規模及びその変動状況 

   ① ストック・オプションの数 

 
  

   ② 単価情報 

 
  (注)1 権利行使価格は平成18年10月１日付の株式分割（１：５）により、8,000円から1,600円に変更されてい

ます。 

  

会社名 提出会社 連結子会社

 決議年月日 平成18年１月31日 平成21年３月30日

 権利確定前

    期首 （株） 7,300 ─

    付与 （株） ─ 20,000

    失効 （株） △850 ─

    分割 （株） ─ ─

    失効 （株） ─ ─

    権利確定 （株） 6,450 ─

    未確定残 （株） ─ 20,000

 権利確定後

    期首 （株） ─ ─

    権利確定 （株） 6,450 ─

    権利行使 （株） △5,700 ─

    失効 （株） ─ ─

    未行使残 （株） 750 ─

 会社名 提出会社 連結子会社

 決議年月日 平成18年１月31日 平成21年３月30日

 権利行使価格 （円） (注）１   1,600 7,000

 行使時平均株価 （円）     3,353 ─

 付与日における公正な評価単価 
 （円）

─ ─
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 当連結会計年度（自 平成21年４月１日 至 平成22年３月31日） 

ストック・オプションの内容、規模及びその変動状況 

  （１）ストック・オプションの内容 

 
  

 
  

会社名 提出会社

決議年月日 平成18年１月31日（臨時株主総会）

付与対象者の区分及び人数（名）
当社社外取締役１名 監査役２名 
当社従業員23名 当社外部協力者４名

株式の種類及び付与数 普通株式  1,880株

付与日 平成18年２月16日（取締役会決議日）

権利確定条件 ① 新株予約権の割当を受けた者は、権利行使時
 において当社の取締役、監査役、従業員または 
 当社の外部協力者のいずれかの地位を保有して 
 いること、あるいは当社と顧問契約を締結して 
 いる場合に限り新株予約権を行使できる。ただ 
 し、定年退職その他取締役会が正当な理由があ 
 ると認めた場合は、この限りではない。
② 新株予約権者が死亡した場合、その者の相続
 人は新株予約権を行使することができる。

③ その他の条件は、株主総会決議および取締役
 会決議に基づき、当社と新株予約権者との間で 
 締結する「新株予約権割当契約」に定めるとこ 
 ろによる。

④ 新株予約権を譲渡する場合は、当社取締役会
 の承認を要する。

対象勤務期間 なし

権利行使期間 平成20年10月１日～平成26年12月31日

会社名 連結子会社

決議年月日 平成21年３月30日（臨時株主総会）

付与対象者の区分及び人数（名）
当社取締役３名
当社従業員10名 当社外部協力者１名

株式の種類及び付与数 普通株式  20,000株

付与日 平成21年３月30日（取締役会決議日）

権利確定条件 ① 新株予約権の割当を受けた者は、権利行使時
 において当社の取締役、従業員または、当社と 
 顧問契約を締結している外部協力者の地位にあ 
 る場合に限り新株予約権を行使できる。ただ 
 し、定年退職その他取締役会が正当な理由があ 
 ると認めた場合は、この限りではない。

② その他の条件は、株主総会決議および取締役
 会決議に基づき、当社と新株予約権者との間で 
 締結する「新株予約権割当契約」に定めるとこ 
 ろによる。

③ 新株予約権を譲渡する場合は、当社取締役会
 の承認を要する。

対象勤務期間 なし

権利行使期間 平成23年４月１日～平成31年３月31日

健康ホールディングス㈱(2928)　平成22年３月期決算短信

- 46 -



  （２）ストック・オプションの規模及びその変動状況 

   ① ストック・オプションの数 

 
  

   ② 単価情報  

 
  (注)1 権利行使価格は平成18年10月１日付の株式分割（１：５）により、8,000円から1,600円に変更されてい

ます。 

         

  

会社名 提出会社 連結子会社

 決議年月日 平成18年１月31日 平成21年３月30日

 権利確定前

    期首 （株） 7,300 ─

    付与 （株） ─ 20,000

    失効 （株） △850 ─

    分割 （株） ─ ─

    失効 （株） ─ ─

    権利確定 （株） 6,450 ─

    未確定残 （株） ─ 20,000

 権利確定後

    期首 （株） ─ ─

    権利確定 （株） 6,450 ─

    権利行使 （株） △6,300 ─

    失効 （株） ─ ─

    未行使残 （株） 150 ─

 会社名 提出会社 連結子会社

 決議年月日 平成18年１月31日 平成21年３月30日

 権利行使価格 （円） (注）１   1,600 7,000

 行使時平均株価 （円） 3,478 ─

 付与日における公正な評価単価 
 （円）

─ ─
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(注)１. １株当たり純資産額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。 

 
  

２． １株当たり当期純利益及び潜在株式調整後１株当たり当期純利益の算定上の基礎は以下のとお

りであります。 

 
   

(開示の省略) 

リース取引、有価証券、退職給付、デリバティブ取引、賃貸等不動産、金融商品に関する注記につい

ては、決算短信における開示の必要性が大きくないと考えられるため、開示を省略しております。   

(１株当たり情報)

項目
前連結会計年度

(自 平成20年４月１日
至 平成21年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成21年４月１日
至 平成22年３月31日)

１株当たり純資産額 1,383円64銭 3,077円85銭

１株当たり当期純利益 473円00銭 1,771円75銭

潜在株式調整後 
１株当たり当期純利益

             472円19銭 1,770円79銭

項目
前連結会計年度末

（平成21年３月31日現在)
当連結会計年度末 

（平成22年３月31日現在)

連結貸借対照表の純資産の部
の合計額（千円）

423,118 1,007,480

普通株式に係る純資産額 
（千円）

423,118 943,054

差額の主な内訳（千円）
─ 64,425 

少数株主持分

普通株式の発行済株式数 
（株)

305,800 306,400

普通株式の自己株式数(株) ─ ─

１株当たり純資産額の算定に
用いられた普通株式の数
（株）

305,800 306,400

項目
前連結会計年度

(自 平成20年４月１日
至 平成21年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成21年４月１日
至 平成22年３月31日)

連結損益計算書上の 
当期純利益(千円)

142,775 542,687

普通株式に係る当期純利益
(千円)

142,775 542,687

普通株主に帰属しない金額 
(千円)

─ ─

普通株式の期中平均株式数 
(株)

301,849 306,299

当期純利益調整額(千円) ─ ─

潜在株式調整後１株当たり当
期純利益の算定に用いられた
普通株式増加数の主要な内訳
（株）

  新株予約権 518 166

普通株式増加数（株） 518 166

希薄化効果を有しないため、
潜在株式調整後１株当たり当
期純利益の算定に含めなかっ
た潜在株式の概要

─ ─
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(重要な後発事象)

前連結会計年度
(自 平成20年４月１日
至 平成21年３月31日)

当連結会計年度 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成22年３月31日)

─────

 

 

(新規事業に係る重要な事象)

当社は、平成22年５月６日開催の取締役会におい
て、健康事業に関する社会・文化的な影響を研究・
分析するために、新たに子会社を設立することを決
議いたしました。

(1)会社の名称 グローバルメディカル研究所株式会社

(2)本店所在地 東京都中野区中央二丁目９番１号

(3)設立 平成22年5月7日

(4)事業の内容
健康食品、美容機器、化粧品の品質と
安全に係る研究と新製品の研究開発

(5)資本金 10,000千円

(6)出資比率 当社100％

(第三者割当増資)
当社は、平成22年４月５日開催の取締役会におい

て下記のとおり、第三者割当による新株式の発行を
決議し、平成22年４月28日に払込が完了しておりま
す。

(1)発行新株式数 普通株式2,190株

(2)発行価格 １株につき 金26,800円

(3)発行価額の総額 58,692,000円

(4)資本組入額 １株につき 金13,400円

(5)資本組入額の総額 29,346,000円

(6)払込期日 平成22年４月28日

(7)割当先 松村京子 1,000株

松村元 1,000株

中島美津子 130株

星野智則 60株
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5.【個別財務諸表】

(1)【貸借対照表】

(単位：千円)

前事業年度
(平成21年３月31日)

当事業年度
(平成22年３月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 147,549 201,179

前払費用 5,310 5,740

未収入金 330 －

関係会社未収入金 － 69,998

未収還付法人税等 626,691 102

その他 83 9,291

流動資産合計 779,966 286,311

固定資産

有形固定資産

機械及び装置（純額） 1,495 1,157

工具、器具及び備品（純額） 1,764 3,274

有形固定資産合計 ※1 3,259 ※1 4,431

無形固定資産

ソフトウエア 582 404

無形固定資産合計 582 404

投資その他の資産

投資有価証券 18,981 15,561

関係会社株式 ※2 2,314,044 ※2 2,314,044

出資金 10 10

敷金及び保証金 50 50

その他 45 －

投資その他の資産合計 2,333,131 2,329,665

固定資産合計 2,336,973 2,334,502

資産合計 3,116,940 2,620,813

負債の部

流動負債

短期借入金 200,000 300,000

関係会社短期借入金 ※3 650,000 ※3 710,000

1年内返済予定の長期借入金 ※2 782,150 ※2 210,800

未払金 7,421 12,757

未払費用 9,949 5,105

未払法人税等 265 41,694

未払事業所税 106 －

未払消費税等 13,034 －

預り金 2,414 1,660

その他 － 82

流動負債合計 1,665,342 1,282,101
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(単位：千円)

前事業年度
(平成21年３月31日)

当事業年度
(平成22年３月31日)

固定負債

長期借入金 ※2 897,000 ※2 686,200

固定負債合計 897,000 686,200

負債合計 2,562,342 1,968,301

純資産の部

株主資本

資本金 111,272 112,232

資本剰余金

資本準備金 118,326 118,326

資本剰余金合計 118,326 118,326

利益剰余金

その他利益剰余金

繰越利益剰余金 322,947 423,321

利益剰余金合計 322,947 423,321

株主資本合計 552,545 653,880

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 2,052 △1,368

評価・換算差額等合計 2,052 △1,368

純資産合計 554,597 652,512

負債純資産合計 3,116,940 2,620,813

健康ホールディングス㈱(2928)　平成22年３月期決算短信

- 51 -



(2)【損益計算書】

(単位：千円)

前事業年度
(自 平成20年４月１日
至 平成21年３月31日)

当事業年度
(自 平成21年４月１日
至 平成22年３月31日)

営業収入

経営指導料 ※1 403,557 ※1 64,980

受取配当金 ※1 530,103 ※1 347,198

営業収益合計 933,660 412,178

売上総利益 933,660 412,178

営業費用 ※2 275,874 ※2 221,352

営業利益 657,785 190,825

営業外収益

受取利息 ※1 3,819 36

受取賃貸料 645 ※1 1,068

保険解約返戻金 7,390 －

還付加算金 － 1,699

その他 510 117

営業外収益合計 12,365 2,922

営業外費用

支払利息 ※1 62,305 ※1 36,173

貸与資産減価償却費 481 365

その他 1,354 534

営業外費用合計 64,142 37,073

経常利益 606,008 156,674

特別利益

子会社株式売却益 30,120 －

商標権売却益 － 55,566

特別利益合計 30,120 55,566

特別損失

投資有価証券評価損 18,196 －

固定資産除却損 ※3 5,216 －

子会社整理損 93,457 －

子会社株式売却損 5,955 －

特別損失合計 122,825 －

税引前当期純利益 513,304 212,241

法人税、住民税及び事業税 265 96,547

法人税等調整額 40,689 －

法人税等合計 40,955 96,547

当期純利益 472,348 115,694
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(3)【株主資本等変動計算書】

(単位：千円)

前事業年度
(自 平成20年４月１日
至 平成21年３月31日)

当事業年度
(自 平成21年４月１日
至 平成22年３月31日)

株主資本

資本金

前期末残高 102,152 111,272

当期変動額

新株の発行 9,120 960

当期変動額合計 9,120 960

当期末残高 111,272 112,232

資本剰余金

資本準備金

前期末残高 118,326 118,326

当期変動額

当期変動額合計 － －

当期末残高 118,326 118,326

資本剰余金合計

前期末残高 118,326 118,326

当期変動額

当期変動額合計 － －

当期末残高 118,326 118,326

利益剰余金

その他利益剰余金

繰越利益剰余金

前期末残高 △149,401 322,947

当期変動額

剰余金の配当 － △15,320

当期純利益 472,348 115,694

当期変動額合計 472,348 100,374

当期末残高 322,947 423,321

利益剰余金合計

前期末残高 △149,401 322,947

当期変動額

剰余金の配当 － △15,320

当期純利益 472,348 115,694

当期変動額合計 472,348 100,374

当期末残高 322,947 423,321

株主資本合計

前期末残高 71,077 552,545

当期変動額

新株の発行 9,120 960

剰余金の配当 － △15,320

当期純利益 472,348 115,694
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(単位：千円)

前事業年度
(自 平成20年４月１日
至 平成21年３月31日)

当事業年度
(自 平成21年４月１日
至 平成22年３月31日)

当期変動額合計 481,468 101,334

当期末残高 552,545 653,880

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金

前期末残高 △6,226 2,052

当期変動額

株主資本以外の項目の当期変動額（純
額）

8,278 △3,420

当期変動額合計 8,278 △3,420

当期末残高 2,052 △1,368

評価・換算差額等合計

前期末残高 △6,226 2,052

当期変動額

株主資本以外の項目の当期変動額（純
額）

8,278 △3,420

当期変動額合計 8,278 △3,420

当期末残高 2,052 △1,368

純資産合計

前期末残高 64,851 554,597

当期変動額

新株の発行 9,120 960

剰余金の配当 － △15,320

当期純利益 472,348 115,694

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 8,278 △3,420

当期変動額合計 489,746 97,914

当期末残高 554,597 652,512
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(4)【重要な会計方針】

項目
前事業年度

(自 平成20年４月１日
至 平成21年３月31日)

当事業年度
(自 平成21年４月１日
至 平成22年３月31日)

１ 有価証券の評価基準及び

評価方法

(1) 子会社株式

 移動平均法による原価法

(1) 子会社株式

 同左

(2) その他有価証券

  ①時価のあるもの

決算期末日の市場価格等に基づ
く時価法（評価差額は、全部純資
産直入法により処理し、売却原価
は、移動平均法により算定）

   ②時価のないもの
移動平均法による原価法

(2) その他有価証券

  ①時価のあるもの

同左
  
 
 

  ②時価のないもの
同左

２ 固定資産の減価償却の方

法

 

(1) 有形固定資産

 ①平成19年３月31日以前に取得 

 したもの

旧定率法を採用しております。

  ②平成19年４月1日以降に取得 

 したもの

定率法を採用しております。な
お、主な耐用年数は以下のとおり
であります。

建物 ３～15年

機械装置 ９年

工具器具備品 ３～10年

(1) 有形固定資産

 ①平成19年３月31日以前に取得 

 したもの

同左

  ②平成19年４月1日以降に取得 

 したもの

定率法を採用しております。な
お、主な耐用年数は以下のとおり
であります。

機械装置 ９年

工具器具備品 ３～10年

(2) 無形固定資産

自社利用のソフトウェアについ
ては、社内における見込利用可能
期間（５年）に基づく定額法を採
用しております。

(2) 無形固定資産

同左

(3) 長期前払費用

定額法を採用しております。

─────

３ 引当金の計上基準 貸倒引当金

債権の貸倒による損失に備える
ため、一般債権については貸倒実
績率により、貸倒懸念債権等特定
の債権については個別に回収可能
性を勘案し、回収不能見込額を計
上しております。 
 なお、当期においては貸倒実績
及び個別の回収不能見込額がない
ため貸倒引当金は計上しておりま
せん。

貸倒引当金

同左

        

４ その他財務諸表作成のた

めの基本となる重要な事

項

消費税等の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は
税抜方式によっております。

消費税等の会計処理

同左
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(5)【会計方針の変更】

前事業年度
(自 平成20年４月１日
至 平成21年３月31日)

当事業年度
(自 平成21年４月１日
至 平成22年３月31日)

（リース取引に関する会計基準等）

 所有権移転外ファイナンス・リース取引について

は、従来、賃貸借取引に係る方針に準じた会計処理に

よっておりましたが、当事業年度より、「リース取引

に関する会計基準」(企業会計基準第13号(平成５年６

月17日（企業会計審議会第一部会）、平成19年３月30

日改正))及び「リース取引に関する会計基準の適用指

針」(企業会計基準適用指針第16号（平成６年１月18日

(日本公認会計士協会 会計制度委員会)、平成19年３

月30日改正))を適用しております

 なお、平成20年３月31日以前に契約を行った所有権

移転外ファイナンスリース取引につきましては、通常

の賃貸借処理に準じた方法によっております。

 これによる営業利益、経常利益及び税引前当期純利

益に影響はありません。

─────

(6)【表示方法の変更】

前事業年度
(自 平成20年４月１日
至 平成21年３月31日)

当事業年度
(自 平成21年４月１日
至 平成22年３月31日)

（損益計算書)

 当社は平成19年９月１日付で、健康食品通信販売事

業を子会社である健康コーポレーション株式会社に事

業分割し、持ち株会社体制に移行しました。 

 これにより、売上高に関しては、前事業年度まで

は、これらにかかる製品等と関係会社からの経営指導

料が中心でありましたが、当事業年度からは、関係会

社配当金収入、経営指導料収入等の収入だけとなりま

したので、これにつき「営業収入」と表示し、また、

「営業費用」の区分を設け、そこに営業収益に係る売

上原価と販売費及び一般管理費を表示することとしま

した。 

   

─────
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(7)【個別財務諸表に関する注記事項】

(貸借対照表関係)

前事業年度 
(平成21年３月31日)

当事業年度 
(平成22年３月31日)

 

※１ 有形固定資産の減価償却累計額

減価償却累計額 6,566千円
 

※１ 有形固定資産の減価償却累計額

減価償却累計額 8,022千円

 

※２ 担保に供している資産及びこれに対応する債務 

  は次のとおりであります。

 （１）担保に供している資産（帳簿価額）

関係会社株式 331,660千円

  計 331,660千円

 （２）上記に対応する債務
１年内返済予定の長期
借入金

144,000千円

長期借入金 640,000千円

  計 784,000千円

 

※２ 担保に供している資産及びこれに対応する債務 

  は次のとおりであります。

 （１）担保に供している資産（帳簿価額）

関係会社株式 331,660千円

 計 331,660千円

 （２）上記に対応する債務
１年内返済予定の長期
借入金

144,000千円

長期借入金 496,000千円

 計 640,000千円

※３ 関係会社に対する資産及び負債

関係会社短期借入金     650,000千円   

※３ 関係会社に対する資産及び負債

関係会社短期借入金     710,000千円   

 

 ４ 偶発債務

次の関係会社の金融機関からの借入に対し債

務保証を行っております。

保証先
金額 

（千円）
内容

株式会社弘乳舎 500,000 借入債務

株式会社ピーズ 30,000 借入債務

 ４ 偶発債務

次の関係会社の金融機関からの借入に対し債

務保証を行っております。

保証先
金額 

（千円）
内容

健康コーポレーション株式会社 200,000 借入債務

株式会社弘乳舎 684,000 借入債務

株式会社ジャパンギャルズ 1,148,000 借入債務

 

５ 当社は、資金調達の機動性を高めるため、取引

銀行と当座貸越契約を締結しております。

なお、当事業年度末における当融資枠に基づ

く借入の実行状況は次のとおりであります。

当座貸越限度額 200,000千円

借入実行残高 100,000千円

  計 100,000千円
 

５ 当社は、資金調達の機動性を高めるため、取引

銀行と当座貸越契約を締結しております。

なお、当事業年度末における当融資枠に基づ

く借入の実行状況は次のとおりであります。

当座貸越限度額 350,000千円

借入実行残高 300,000千円

 計 50,000千円
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(損益計算書関係)

前事業年度
(自 平成20年４月１日
至 平成21年３月31日)

当事業年度
(自 平成21年４月１日
至 平成22年３月31日)

 

※１ 関係会社に対するものが、次の通り含まれてお

ります。

経営指導料 403,557千円

受取配当金 530,103千円

受取利息 2,830千円

支払利息 24,246千円

※１ 関係会社に対するものが、次の通り含まれてお

ります。

経営指導料 64,980千円

受取配当金 347,198千円

支払利息 11,848千円

賃貸収入 423千円

 

 

※２ 営業費用の主要な費目及び金額額は次のとおり

であります。     

１ 役員報酬 69,423千円

２ 給料手当 64,837千円

３ 支払手数料 19,688千円

４ 減価償却費 2,221千円

５ 旅費交通費 15,954千円

６ 支払報酬 46,456千円

※３ 固定資産除却損の内訳は次のとおりでありま
   す。

建物 4,389千円

工具、器具及び備品 826千円

合計 5,216千円

 

※２ 営業費用の主要な費目及び金額額は次のとおり

であります。     

１ 役員報酬 85,066千円

２ 給料手当 47,899千円

３ 減価償却費 1,397千円

４ 旅費交通費 11,112千円

５ 支払手数料 10,870千円

６ 支払報酬 36,538千円

─────
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前事業年度(自 平成20年４月１日 至 平成21年３月31日） 

自己株式に関する事項 

該当事項はありません。 

当事業年度(自 平成21年４月１日 至 平成22年３月31日） 

自己株式に関する事項 

該当事項はありません。 

(株主資本等変動計算書関係)

健康ホールディングス㈱(2928)　平成22年３月期決算短信

- 59 -



  

 
  

(税効果会計関係)

前事業年度
(自 平成20年４月１日
至 平成21年３月31日)

当事業年度
(自 平成21年４月１日
至 平成22年３月31日)

 

１ 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別

の内訳

繰延税金資産

  税務上の繰越欠損金 255,898千円

  投資有価証券評価損 7,403千円

  その他有価証券差額金 834千円

  その他 43千円

 繰延税金資産小計 264,181千円

 評価性引当金 △264,181千円

 繰延税金資産合計 ─千円

 

１ 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別

の内訳

繰延税金資産

 税務上の繰越欠損金 298,251千円

 投資有価証券評価損 7,403千円

 その他有価証券差額金 556千円

 減価償却超過額 173千円

 その他 151千円

繰延税金資産小計 306,537千円

評価性引当金 △306,537千円

繰延税金資産合計 ─千円

 

２  法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負

担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の

原因となった主要な項目別の内訳

  法定実効税率             40.7%

  

連結子会社の受取配当金益金不算
入額

△38.0%

評価性引当金の増減 7.9%

欠損による税負担のないもの △2.7%

その他 0.1%

税効果会計適用後の法人税負担率 8.0%

 
 

２  法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負

担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の

原因となった主要な項目別の内訳

 法定実効税率               40.7%

  

連結子会社の受取配当金益金不算
入額

△61.0%

評価性引当金の増減 20.4%

留保金課税 45.4%

その他 0.2%

税効果会計適用後の法人税負担率 45.5%
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（注）１． １株当たり純資産額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。 

 
  

２． １株当たり当期純利益及び潜在株式調整後１株当たり当期純利益の算定上の基礎は、以下のとおり

であります。 

 
  

(１株当たり情報)

項目
前事業年度

(自 平成20年４月１日
至 平成21年３月31日)

当事業年度
(自 平成21年４月１日
至 平成22年３月31日)

１株当たり純資産額 1,813円60銭 2,129円60銭

１株当たり当期純利益 1,564円85銭 377円71銭

潜在株式調整後１株当たり当期純利
益

1,562円17銭 377円51銭

項目
前事業年度末

（平成21年３月31日)
当事業年度末

（平成22年３月31日)

貸借対照表の純資産の部の合計額
（千円）

554,597 652,512

普通株式に係る純資産額（千円） 554,597 652,512

普通株式の発行済株式数（株) 305,800 306,400

普通株式の自己株式数(株) ─ ─

１株当たり純資産額の算定に用い
られた普通株式の数（株）

305,800 306,400

項目
前事業年度

(自 平成20年４月１日
至 平成21年３月31日)

当事業年度
(自 平成21年４月１日
至 平成22年３月31日)

損益計算書上の当期純利益(千円) 472,348 115,694

普通株式に係る当期純利益(千円) 472,348 115,694

普通株主に帰属しない金額(千円) ─ ─

普通株式の期中平均株式数(株) 301,849 306,299

当期純利益調整額(千円) ─ ─

潜在株式調整後１株当たり当期純
利益の算定に用いられた普通株式
増加数の主要な内訳（株）

  新株予約権 518 166

普通株式増加数（株） 518 166

希薄化効果を有しないため、潜在
株式調整後１株当たり当期純利益
の算定に含めなかった潜在株式の
概要

─ ─
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(重要な後発事象)

前事業年度
(自 平成20年４月１日
至 平成21年３月31日)

当事業年度
(自 平成21年４月１日
至 平成22年３月31日)

（商標権及び商標登録出願に係る権利譲渡について）

 当社と、当社の連結子会社である健康コーポレーシ

ョン株式会社（以下、「健康コーポレーション」とい

う。）は、平成21年４月１日、商標権及び商標登録出

願に係る権利譲渡について合意しました。

１契約の概要

 当社は、健康コーポレーションの販売する商品につ

いて商標権を有しており、商品の販売実績により商標

権の使用料を受け取っておりました。 

 平成21年４月１日の権利譲渡に係る契約の合意によ

り、今後健康コーポレーションに商標権が帰属するこ

ととなり、当社に使用料の受取は発生しません。

２契約の内容

(1)契約金額      55,566,900円

(2)入金日及び入金方法 平成21年４月末日 

           指定口座への振込み

(3)損益        特別利益となります。

 

 

───── 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

 

(新規事業に係る重要な事象)

当社は、平成22年５月６日開催の取締役会におい
て、健康事業に関する社会・文化的な影響を研究・分
析するために、新たに子会社を設立することを決議い
たしました。

(1)会社の名称 グローバルメディカル研究所株式会社

(2)本店所在地 東京都中野区中央二丁目９番１号

(3)設立 平成22年5月7日

(4)事業の内容
健康食品、美容機器、化粧品の品質と
安全に係る研究と新製品の研究開発

(5)資本金 10,000千円

(6)出資比率 当社100％

(第三者割当増資)
当社は、平成22年４月５日開催の取締役会において

下記のとおり、第三者割当てによる新株式の発行を決
議し、平成22年４月28日に払込が完了しております。

(1)発行新株式数 普通株式2,190株

(2)発行価格 １株につき 金26,800円

(3)発行価額の総額 58,692,000円

(4)資本組入額 １株につき 金13,400円

(５)資本組入額の総額 29,346,000円

(６)払込期日 平成22年４月28日

(７)割当先 松村京子 1,000株

松村元 1,000株

中島美津子 130株

星野智則 60株
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該当事項はありません。 

該当事項はありません。 

  

6. その他

(1) 役員の異動

(2) その他
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