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１．平成19年12月中間期の連結業績（平成19年６月21日～平成19年12月20日）

(1）連結経営成績 （％表示は対前年中間期増減率）

売上高 営業利益 経常利益 中間（当期）純利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

19年12月中間期 16,165 16.3 594 6.7 612 8.6 586 160.5

18年12月中間期 13,894 16.3 557 10.4 564 8.2 225 30.3

19年６月期 28,860  1,120  1,133  574  

１株当たり中間
（当期）純利益

潜在株式調整後１株当たり

中間（当期）純利益

円 銭 円 銭

19年12月中間期 19,249 49 18,909 56

18年12月中間期 7,498 02 7,383 97

19年６月期 19,004 35 18,715 46

（参考）持分法投資損益 19年12月中間期 ―百万円 18年12月中間期 ―百万円 19年６月期 ―百万円

(2）連結財政状態

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

19年12月中間期 14,853 4,381 29.5 143,716 51

18年12月中間期 13,193 3,483 26.4 114,421 70

19年６月期 14,229 3,835 27.0 125,833 52

（参考）自己資本 19年12月中間期 4,381百万円 18年12月中間期 3,483百万円 19年６月期 3,835百万円

(3）連結キャッシュ・フローの状況

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

19年12月中間期 211 △431 △89 912

18年12月中間期 642 △1,052 210 1,109

19年６月期 1,698 △1,781 △3 1,222

２．配当の状況

１株当たり配当金

（基準日） 第１四半期末 中間期末 第３四半期末 期末 年間

円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭

19年６月期 0 00 0 00 0 00 1,250 00 1,250 00

20年６月期 0 00 750 00 － －

20年６月期（予想） － － 0 00 1,250 00 2,000 00

３．平成20年６月期の連結業績予想（平成19年６月21日～平成20年６月20日）

（％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
１株当たり
当期純利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 円 銭

通期 34,672 20.1 1,349 20.4 1,406 24.1 773 34.4 25,357 56
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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）中間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（中間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）

①　会計基準等の改正に伴う変更　無

②　①以外の変更　　　　　　　　無

 

(3）発行済株式数（普通株式）

①　期末発行済株式数（自己株式を含む） 19年12月中間期 30,484株 18年12月中間期 30,444株 19年６月期 30,484株

②　期末自己株式数 19年12月中間期 0株 18年12月中間期 0株 19年６月期 0株

（注）１株当たり中間（当期）純利益（連結）の算定の基礎となる株式数については、30ページ「１株当たり情報」

をご覧ください。

（参考）個別業績の概要

１．平成19年12月中間期の個別業績（平成19年６月21日～平成19年12月20日）

(1）個別経営成績 （％表示は対前年中間期増減率）

売上高 営業利益 経常利益 中間（当期）純利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

19年12月中間期 16,137 16.1 574 19.2 643 23.2 620 209.2

18年12月中間期 13,894 16.3 481 △2.0 522 △1.4 200 12.8

19年６月期 28,853 － 979 － 1,064 － 535 －

１株当たり中間
（当期）純利益

円 銭

19年12月中間期 20,341 74

18年12月中間期 6,675 48

19年６月期 17,696 68

(2）個別財政状態

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

19年12月中間期 14,895 4,292 28.8 140,798 81

18年12月中間期 13,186 3,376 25.6 110,894 36

19年６月期 14,216 3,713 26.1 121,823 58

（参考）自己資本 19年12月中間期 4,292百万円 18年12月中間期 3,376百万円 19年６月期 3,713百万円

 

※　業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項

上記予想は本資料発表日現在において入手可能な情報に基づき作成したもので、実際の業績は今後様々な要因によっ

て予想数値と異なる場合があります。上記業績予想に関する事項は、添付資料４ページをご参照ください。
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１．経営成績
(1）経営成績に関する分析

（当中間期の経営成績）

　当社グループ（当社および連結子会社）を取り巻く経営環境は、競合他社との出店競争や価格競争など、一層厳し

さを増しております。

　このような状況のもと、当社グループは、引き続き積極的な出店および改装を行うとともに、規模拡大に伴う人材

の教育および組織の強化などに取り組みつつ、着実に事業の拡大を図ってまいりました。

　新規出店につきましては、メガドラッグストアを福井県に２店舗出店し、既存店につきましては、10店舗の改装を

行い活性化を図り、当中間連結会計期間末における店舗数は47店舗となりました。

　この結果、当中間連結会計期間における売上高は161億65百万円と前中間連結会計期間に比べ22億71百万円

（16.3％）増加いたしました。利益に関しましては、当中間連結会計期間においてポイント引当金を１億53百万円繰

入れ計上いたしましたが、経常利益６億12百万円と前中間連結会計期間末に比べ48百万円（8.6％）の増加となりまし

た。さらに、当中間連結会計期間末において補償金収入５億４百万円、減損損失１億11百万円等を計上したため、中

間純利益は５億86百万円と前中間連結会計期間末に比べ３億61百万円（160.5％）の増加となりました。

　次に、当中間連結会計期間における業態別の売上高を見ますと、「メガドラッグストア」145億27百万円、「ドラッ

グストア」15億87百万円、「その他」49百万円となりました。また、商品別の内訳では、食品71億27百万円、化粧品

33億５百万円、医薬品23億76百万円、雑貨28億29百万円、その他５億25百万円となりました。

　業態別売上状況は次のとおりであります。

区分

前中間連結会計期間 当中間連結会計期間 増減

金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
増減率
（％）

メガドラッグストア 12,363,626 89.0 14,527,921 89.9 2,164,294 17.5

ドラッグストア 1,522,185 10.9 1,587,819 9.8 65,634 4.3

その他（調剤薬局ほか） 8,372 0.1 49,834 0.3 41,462 495.2

計 13,894,183 100.0 16,165,574 100.0 2,271,391 16.3

 

　商品別売上状況は次のとおりであります。

区分

前中間連結会計期間 当中間連結会計期間 増減

金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
増減率
（％）

食品 6,128,710 44.1 7,127,342 44.1 998,631 16.3

化粧品 2,725,966 19.6 3,305,936 20.5 579,970 21.3

医薬品 2,116,242 15.2 2,376,906 14.7 260,663 12.3

雑貨 2,467,057 17.8 2,829,520 17.5 362,463 14.7

その他 456,207 3.3 525,869 3.2 69,661 15.3

計 13,894,183 100.0 16,165,574 100.0 2,271,391 16.3
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（通期の見通し）

　通期の見通しといたしましては、個人消費に関しては、原油価格の高騰、原材料価格の上昇による影響など、懸念

材料を払拭できないまま、引き続き景気回復力に欠ける状況で推移するものと思われます。

　ドラッグストア業界におきましては、出店の拡大に伴う競争の激化、業態を超えての競合など厳しい経営環境が続

くものと予想しております。このような状況のもと、当社グループは、チラシ販促を縮小することで無駄なコストを

削減し、ポイント販促による固定客を重視する方針を継続し、一部改装や品揃え強化などによる既存店活性化を図っ

てまいります。

　また、今後の出店ペース加速化に対応するための社員教育システム、物流システムならびに情報システムの再構築

など社内体制充実に引き続き積極的に取り組み、より経営の効率化を図ってまいります。

　新規出店につきましては、下期８店舗の出店を計画しており、更なるドミナントエリアの深耕を図ってまいります

が、建築基準法（平成19年６月20日改正）に基づき、建築確認の申請書提出から確認済証の交付を受けるまでの建築

確認に要する期間が長期化した場合、出店の時期が遅延する可能性があります。

　以上により、通期連結業績見通しといたしましては、平成19年８月３日付「平成19年６月期決算短信」にて公表の

数値から変更はなく、売上高346億72百万円、営業利益13億49百万円、経常利益14億６百万円、当期純利益７億73百万

円を見込んでおります。

 

(2）財政状態に関する分析

①資産、負債および純資産の状況

　当中間連結会計期間末における資産の額は、前中間連結会計期間末に比べ、16億60百万円増加し、148億53百万円と

なっております。これは、新規出店に伴う棚卸資産の増加７億15百万円、有形固定資産の増加３億63百万円等による

ものです。

　負債の額は、７億62百万円増加し、104億72百万円となっております。これは、店舗数の増加に伴う支払手形買掛金

の増加５億16百万円、ポイント引当金の増加２億99百万円等によるものです。

　また、純資産は８億97百万円増加し、43億81百万円となっております。

 

②キャッシュ・フローの状況

　当中間連結会計期間における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、新規店舗の出店等に伴う有形固定

資産の取得、差入保証金の差入ならびに長期借入金の返済等による支出を、税金等調整前当期純利益10億31百万円（前

年同期４億39百万円）、短期借入金および長期借入金の借入などの収入により資金調達いたしました結果、９億12百

万円（前年同期11億９百万円）となりました。

（営業活動によるキャッシュ・フロー）

　当中間連結会計期間の営業活動の結果得られた資金は、２億11百万円（前年同期６億42百万円）となりました。「メ

ガドラッグストア」の新規出店、原価低減および重点販売商品の強化等の効果により、税金等調整前当期純利益10億

31百万円（前年同期４億39百万円）、仕入債務の増加１億41百万円（前年同期７億21百万円）、非資金費用である減

価償却費の計上２億39百万円（前年同期２億４百万円）やポイント引当金の増加１億９百万円（前年同期　なし）等

による収入と法人税等の支払３億90百万円（前年同期２億21百万円）、たな卸資産の増加４億86百万円（前年同期５

億74百万円）等の支出によるものです。

（投資活動によるキャッシュ・フロー）

　当中間連結会計期間の投資活動の結果使用した資金は、４億31百万円（前年同期10億52百万円）となりました。こ

れは、新規出店等に係る有形固定資産の取得による支出３億38百万円（前年同期９億17百万円）等があったことによ

るものです。

（財務活動によるキャッシュ・フロー）

　当中間連結会計期間の財務活動の結果使用した資金は、89百万円（前年同期　調達２億10百万円）となりました。

これは、短期借入金の借入による収入１億円（前年同期　なし）、長期借入金の借入による収入５億円（前年同期８

億円）と、長期借入金の返済５億71百万円（前年同期５億32百万円）社債の償還80百万円（前年同期80百万円）、配

当金の支払37百万円（前年同期37百万円）による支出によるものです。
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　当社のキャッシュ・フロー関連指標の推移は下記のとおりであります。

平成18年６月期 平成19年６月期 平成20年６月期

中間 期末 中間 期末 中間

自己資本比率（％） 26.3 27.0 26.4 27.0 29.5

時価ベースの自己資本比率（％） 100.9 44.1 31.4 35.3 33.0

キャッシュ・フロー対有利子負債比率 50.4 7.3 8.4 3.0 24.2

インタレスト・カバレッジ・レシオ

（倍）
5.1 17.6 24.8 29.3 6.0

　時価ベースの自己資本比率　　　　　　：　株式時価総額　／　総資産

　キャッシュ・フロー対有利子負債比率　：　有利子負債　／　営業キャッシュ・フロー

　インタレスト・カバレッジ・レシオ　　：　営業キャッシュ・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。

　　　2.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。

　　　3.営業キャッシュ・フローおよび利払いは、連結キャッシュ・フロー計算書に計上されている「営業活動によ

　　　　るキャッシュ・フロー」および「利息の支払額」を用いております。

 

 

(3）利益配分に関する基本方針及び当期の配当

　当社グループは、将来の事業展開を勘案し、経営基盤の充実・強化による安定した成長を確保するために必要な内

部留保を図りながら、株主利益重視の見地から、継続的・安定的な配当を行うことを基本方針としております。当期

においては、株主の皆様への利益還元の機会を充実させるべく、中間配当を実施し、中間期末および事業年度末の年

２回としております。

　当中間期末の利益配当につきましては、１株につき750円、当期末においては、１株につき1,250円の年間2,000円の

普通配当を予定しております。

　また、内部留保資金につきましては、店舗の新設および増床に伴う設備投資資金として充当する方針であります。

 

(4）事業等のリスク

１．法的規制について

　①「薬事法」等による規制について

　当社グループは、「薬事法」上の医薬品等を販売するにあたり、各都道府県の許可・登録・指定・免許および届出

を必要としております。また、食品、たばこ、酒類等の販売については、食品衛生法等それぞれ関係法令に基づき、

所轄官公庁の許可・免許・登録等を必要としております。今後当該法令等の改正により、当社グループの業績に影響

を及ぼす可能性があります。

 

　②出店に関する規制について

　「大規模小売店舗立地法」（以下、「大店立地法」という）においては、売場面積が1,000㎡を超える新規出店およ

び既存店の変更について、都道府県知事（政令指定都市においては市長）に届出が義務付けられており、騒音、交通

渋滞およびごみ処理等、地域への生活環境への配慮が審査事項となります。

　従いまして、上記法的規制により計画どおりの新規出店および既存店の増床等ができない場合は、当社グループの

出店政策に影響を及ぼす可能性があります。
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　③資格者確保について

　薬事法の規定により、「一般販売業」では薬剤師、「薬種商販売業」では薬種商適格者の配置が義務付けられてお

ります。これら有資格者の確保が十分に出来ない場合には、当社グループの出店政策に影響を及ぼす可能性がありま

す。

　なお、改正薬事法が平成21年４月に施行され、医薬品の販売において新たな資格である「登録販売者」の常駐が義

務付けられることから、その養成および確保についても重要となります。

 

　④個人情報保護について

　当社グループは、ポイントカードシステムの運用に伴う顧客情報を保持しております。これらの情報の取扱につい

ては情報管理者により、情報の利用・保管等に関する社内ルールを設け、その管理については万全を期してはおりま

すが、コンピュータの不具合や犯罪行為などによる情報の漏洩があった場合、当社グループは社会的信用を損なうな

どの理由により、業績に影響を及ぼす可能性があります。

 

２．出店政策について

　当社グループは、地域での知名度向上による占有率向上および管理コストの抑制等を目的とするドミナント戦略を

とっております。今後の店舗展開において、出店場所が十分に確保できない場合や、ドミナント形成に時間を要する

場合には、店舗の収益が悪化し、当社グループの業績に影響を及ぼす可能性があります。

　また、出店地域の集中により自社競合が発生した場合など、既存店舗の実績に影響を及ぼす可能性があります。

 

３．借入金依存度について

　当社グループは、出店による設備資金および差入保証金等を主として金融機関からの借入金および社債の発行によ

り調達しております。総資産に対する借入金および社債の比率は34.3％（平成19年12月20日現在）となっており、今

後の金利動向によっては、当社の業績に影響を及ぼす可能性があります。

 

４．固定資産の減損処理について

　当社グループは、自社所有している固定資産の価値が将来大幅に下落した場合ならびに店舗等で収益性が低下した

場合等、減損会計の適用により対象となる資産または資産グループに対して、固定資産の減損処理が必要になる場合

があります。これにより、当社グループの業績および財務状態に影響を及ぼす可能性があります。
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２．企業集団の状況
　当社グループは、当社（ゲンキー株式会社）および子会社２社から構成されており、医薬品、化粧品、雑貨を中心に

販売するドラッグストア、医薬品、化粧品、雑貨、食品、その他の中で生活必需品を中心に販売するメガドラッグスト

アおよびＥＣサイトを通じた化粧品、雑貨の販売を営む小売業であります。

　なお、その他の関係会社であるフジナガインターナショナルキャピタルズ有限会社との取引関係はありません。

　当社グループの事業内容および当社と子会社の当該事業における位置づけは、次のとおりであります。

 

 

当   
  

  
  

 

社 

子会社 
ゲンキーリテイリング株式会社 事務の受託 

不動産の賃貸 

商品の販売委託 商品の販売 

商品の販売 

当社グループ 

一   

般  
 

消 
  

費  
 

者 

子会社 
ゲンキーネット株式会社 

商品の販売 商品の販売 
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３．経営方針
(1）会社の経営の基本方針

　当社の経営理念は、「われわれは、熱意を持って日本国の国家と国民に信頼されるチェーンストアを創り、地域の

人々の生活向上に貢献します。」であります。

　当社の発想は、専門店発想ではなく総合生活業態発想であります。日常生活シーンを支える生活必需品総合ストア

（米国型ディスカウントストア）を目指しており、それを実現すべく従来型のドラッグストアに加えて「メガドラッ

グストア」の展開を行っております。これまでは、売場面積900坪型を標準として出店をしてまいりましたが、今後は

750坪型をメガドラッグストアの標準タイプとし、さらに450坪型の中型店を出店することにより強固なドミナントエ

リアを構築してまいりたいと考えております。ヘルスアンドビューティを第一核部門として再認識し、カスタマイズ

（カウンセリング）・単純化（セルフ）・安さ・楽しんで買い物をミックスしたストアコンセプトで、お客様の毎日

の暮らしを支える業態を目指しております。

 

(2）目標とする経営指標

　当社は、売上高成長率30％、売上高経常利益率６％、ＲＯＡ（総資産経常利益率）15％を中期の目標とする経営指

標にしております。

 

(3）中長期的な会社の経営戦略

　中長期的にドラッグストア業界は、各社の出店意欲が旺盛なこともあり、出店競争が激化し、異業態との競合も加

速することで、価格競争に拍車が掛かるものと想定しております。このような中で、生き残りをかけた企業再編の動

きが活発になるとともに、各社の戦略に差別化が図られるものと想定しております。

　当社は、「Ｔｈｉｎｋ　Ｓｍａｌｌ」をスローガンに、一店一店、一品一品、一人一人を従業員全員が考えること

で、競争に打ち勝つための明確な差別化が図れるものと考えております。具体的には、750坪型をメインフォーマット

に据え、ヘルスアンドビューティを第一核部門として再設定し、明確な店舗メッセージをお客様に発信してまいりま

す。

　また、岐阜県を第二のドミナントエリアとして集中的に出店してまいります。

 

(4）会社の対処すべき課題

　今後も、ドラッグストア業界はオーバーストアの状態が続き、サバイバル競争の激化による勝ち組と負け組のより

鮮明な二極分化が進むものと思われます。当社といたしましては、このような厳しい経営環境の中、勝ち組となるべ

く生き残りをかけた急速な店舗出店に対応するため、次のような課題に対処していきます。

　店舗の売場面積が750坪型の業態確立によるドミナントエリア構築、店舗開発の速度アップ、メガドラッグストアの

店舗管理者をはじめとする計画的かつ継続的な人材の確保ならびに育成、定番商品を中心とした店舗オペレーション

の技術および管理レベルの更なる向上、ロイヤルカスタマー作りのための諸施策の実施、財務体質の強化等が対処す

べき重要課題であると認識しており、より積極的に取り組んでいきたいと考えております。

 

(5）その他、会社の経営上重要な事項

　該当事項はありません。
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４．中間連結財務諸表
(1) 中間連結貸借対照表

前中間連結会計期間末
（平成18年12月20日）

当中間連結会計期間末
（平成19年12月20日）

対前中間
期比

前連結会計年度の
要約連結貸借対照表
（平成19年６月20日）

区分
注記
番号

金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

増減
（千円）

金額（千円）
構成比
（％）

（資産の部）

Ⅰ　流動資産

１　現金及び預金 ※２ 1,297,414 1,005,786  1,362,073

２　売掛金 5,808 13,205  8,099

３　たな卸資産 3,535,225 4,250,793  3,764,753

４　その他 251,827 904,683  384,723

流動資産合計 5,090,274 38.6 6,174,469 41.6 1,084,194 5,519,650 38.8

Ⅱ　固定資産

１　有形固定資産 ※１

(1）建物及び構
築物

※２ 4,749,975 5,285,694 5,340,850

(2）土地 ※２ 1,139,323 1,183,880 1,182,596

(3）その他 416,533 6,305,833 47.8 199,398 6,668,972 44.9 363,139 215,174 6,738,621 47.4

２　無形固定資産 3,040 0.0 5,658 0.0 2,617 5,988 0.0

３　投資その他の
資産

(1）差入保証金 ※２ 1,316,136 1,419,919 1,384,761

(2）その他 477,913 1,794,049 13.6 584,456 2,004,376 13.5 210,326 580,752 1,965,513 13.8

固定資産合計 8,102,923 61.4 8,679,006 58.4 576,083 8,710,122 61.2

資産合計 13,193,198 100.0 14,853,476 100.0 1,660,278 14,229,773 100.0

（負債の部）

Ⅰ　流動負債

１　支払手形及び
買掛金

3,437,898 3,954,093  3,812,955

２　短期借入金 － 100,000  －

３　1年内償還予定
社債

※２ 160,000 160,000  160,000

４　１年内返済予
定長期借入金

※２ 1,331,835 1,350,284  1,177,368

５　未払法人税等 236,220 357,914  407,014

６　賞与引当金 15,826 16,303  93,577

７　ポイント引当
金

－ 299,652  190,000

８　その他 543,993 645,544  616,233

流動負債合計 5,725,773 43.4 6,883,792 46.3 1,158,018 6,457,148 45.4
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前中間連結会計期間末
（平成18年12月20日）

当中間連結会計期間末
（平成19年12月20日）

対前中間
期比

前連結会計年度の
要約連結貸借対照表
（平成19年６月20日）

区分
注記
番号

金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

増減
（千円）

金額（千円）
構成比
（％）

Ⅱ　固定負債

１　社債 ※２ 190,000 30,000  110,000

２　長期借入金 ※２ 3,686,305 3,459,785  3,704,618

３　その他 107,665 98,843  122,098

固定負債合計 3,983,970 30.2 3,588,629 24.2 △395,340 3,936,716 27.6

負債合計 9,709,743 73.6 10,472,422 70.5 762,678 10,393,864 73.0

（純資産の部）            

Ⅰ　株主資本            

１　資本金   815,327 6.2  816,427 5.5 1,100  816,427 5.7

２　資本剰余金   618,981 4.7  620,081 4.2 1,100  620,081 4.4

３　利益剰余金   2,047,279 15.5  2,945,692 19.8 898,413  2,396,996 16.9

株主資本合計   3,481,587 26.4  4,382,200 29.5 900,613  3,833,504 27.0

Ⅱ　評価・換算差額等            

その他有価証券評
価差額金

  1,867   △1,146    2,405  

評価・換算差額等
合計

  1,867 0.0  △1,146 △0.0 △3,013  2,405 0.0

純資産合計   3,483,454 26.4  4,381,054 29.5 897,599  3,835,909 27.0

負債純資産合計   13,193,198 100.0  14,853,476 100.0 1,660,278  14,229,773 100.0
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(2) 中間連結損益計算書

前中間連結会計期間
（自　平成18年６月21日
至　平成18年12月20日）

当中間連結会計期間
（自　平成19年６月21日
至　平成19年12月20日）

対前中間
期比

前連結会計年度の
要約連結損益計算書

（自　平成18年６月21日
至　平成19年６月20日）

区分
注記
番号

金額（千円）
百分比
（％）

金額（千円）
百分比
（％）

増減
（千円）

金額（千円）
百分比
（％）

Ⅰ　売上高 13,894,183 100.0 16,165,574 100.0 2,271,391 28,860,333 100.0

Ⅱ　売上原価 11,076,245 79.7 12,759,827 78.9 1,683,582 22,864,974 79.2

売上総利益 2,817,938 20.3 3,405,747 21.1 587,808 5,995,359 20.8

Ⅲ　販売費及び一般
管理費

※１ 2,260,480 16.3 2,811,103 17.4 550,623 4,874,788 16.9

営業利益 557,458 4.0 594,643 3.7 37,185 1,120,571 3.9

Ⅳ　営業外収益

１　受取利息 451 2,057 1,585

２　賃貸料収入 51,304 53,523 106,625

３　受取手数料 43,996 51,394 84,664

４　器具備品受贈
益

― 13,818 ―

５　その他 20,836 116,589 0.9 13,437 134,231 0.8 17,642 32,612 225,487 0.7

Ⅴ　営業外費用

１　支払利息 29,451 38,799 63,688

２　賃貸費用 60,604 66,352 122,076

３　株式交付費 47 ― ―

４　支払手数料 12,603 ― ―

５　その他 7,328 110,034 0.8 11,182 116,333 0.7 6,298 27,029 212,794 0.7

経常利益 564,013 4.1 612,541 3.8 48,528 1,133,264 3.9

Ⅵ　特別利益

　１　収用補償金収
入

―   504,480    ―   

　２　賃貸解約補償
金収入

― ― ― 27,291 531,772 3.3 531,772 ― ― ―

Ⅶ　特別損失

１　固定資産除却
損

※２ 3,074 ― 3,260

２　減損損失 ※３ 57,152 111,267 57,152

３　買掛金整理損 24,455 ― 24,455

４　店舗賃借解約
損

40,285 124,968 0.9 1,833 113,100 0.7 △11,867 41,804 126,673 0.4

税金等調整前
中間（当期）
純利益

439,045 3.2 1,031,213 6.4 592,168 1,006,591 3.5

法人税、住民
税及び事業税

228,804 348,857 585,360

法人税等調整
額

△14,999 213,804 1.6 95,554 444,411 2.8 230,607 △153,726 431,633 1.5

中間（当期）
純利益

225,240 1.6 586,801 3.6 361,560 574,957 2.0
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(3) 中間連結株主資本等変動計算書

前中間連結会計期間（自平成18年６月21日　至平成18年12月20日）

株主資本

資本金 資本剰余金 利益剰余金 株主資本合計

平成18年６月20日　残高（千円） 785,097 588,751 1,859,578 3,233,426

中間連結会計期間中の変動額

新株の発行 30,230 30,230  60,460

剰余金の配当   △37,540 △37,540

中間純利益   225,240 225,240

株主資本以外の項目の中間連結
会計期間中の変動額（純額）

    

中間連結会計期間中の変動額合計
（千円）

30,230 30,230 187,700 248,160

平成18年12月20日　残高（千円） 815,327 618,981 2,047,279 3,481,587

評価・換算差
額等

純資産合計
その他有価
証券評価差
額金

平成18年６月20日　残高（千円） 225 3,233,652

中間連結会計期間中の変動額

新株の発行  60,460

剰余金の配当  △37,540

中間純利益  225,240

株主資本以外の項目の中間連結
会計期間中の変動額（純額）

1,641 1,641

中間連結会計期間中の変動額合計
（千円）

1,641 249,802

平成18年12月20日　残高（千円） 1,867 3,483,454
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当中間連結会計期間（自平成19年６月21日　至平成19年12月20日）

株主資本

資本金 資本剰余金 利益剰余金 株主資本合計

平成19年６月20日　残高（千円） 816,427 620,081 2,396,996 3,833,504

中間連結会計期間中の変動額

剰余金の配当   △38,105 △38,105

中間純利益   586,801 586,801

株主資本以外の項目の中間連結
会計期間中の変動額（純額）

    

中間連結会計期間中の変動額合計
（千円）

  548,696 548,696

平成19年12月20日　残高（千円） 816,427 620,081 2,945,692 4,382,200

評価・換算差
額等

純資産合計
その他有価
証券評価差
額金

平成19年６月20日　残高（千円） 2,405 3,835,909

中間連結会計期間中の変動額

剰余金の配当  △38,105

中間純利益  586,801

株主資本以外の項目の中間連結
会計期間中の変動額（純額）

△3,551 △3,551

中間連結会計期間中の変動額合計
（千円）

△3,551 545,145

平成19年12月20日　残高（千円） △1,146 4,381,054
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前連結会計年度の要約連結株主資本等変動計算書（自平成18年６月21日　至平成19年６月20日）

株主資本

資本金 資本剰余金 利益剰余金 株主資本合計

平成18年６月20日　残高（千円） 785,097 588,751 1,859,578 3,233,426

連結会計年度中の変動額

新株の発行 31,330 31,330  62,660

剰余金の配当   △37,540 △37,540

当期純利益   574,957 574,957

株主資本以外の項目の連結会計
年度中の変動額（純額）

    

連結会計年度中の変動額合計
（千円）

31,330 31,330 537,417 600,077

平成19年６月20日　残高（千円） 816,427 620,081 2,396,996 3,833,504

評価・換算差
額等

純資産合計
その他有価
証券評価差
額金

平成18年６月20日　残高（千円） 225 3,233,652

連結会計年度中の変動額

新株の発行  62,660

剰余金の配当  △37,540

当期純利益  574,957

株主資本以外の項目の連結会計
年度中の変動額（純額）

2,179 2,179

連結会計年度中の変動額合計
（千円）

2,179 602,257

平成19年６月20日　残高（千円） 2,405 3,835,909
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(4) 中間連結キャッシュ・フロー計算書

前中間連結会計期間
（自　平成18年６月21日
至　平成18年12月20日）

当中間連結会計期間
（自　平成19年６月21日
至　平成19年12月20日）

対前中間期比

前連結会計年度の要約連結　
キャッシュ・フロー計算書
（自　平成18年６月21日
至　平成19年６月20日）

区分
注記
番号

金額（千円） 金額（千円）
増減

（千円）
金額（千円）

Ⅰ　営業活動によるキャッ
シュ・フロー

税金等調整前中間
（当期）純利益

439,045 1,031,213  1,006,591

減価償却費 204,375 239,326  446,558

減損損失 57,152 111,267  57,152

固定資産除却損 3,074 ―  3,260

収用補償金収入 ― △504,480  ―

賃貸解約補償金収入 ― △27,291  ―

賞与引当金の増減額
（△：減少）

△63,566 △77,274  14,185

ポイント引当金の増
減額（△：減少）

― 109,652  190,000

受取利息および受取
配当金

△511 △2,126  △1,646

支払利息 29,451 39,280  63,688

たな卸資産の増減額
（△：増加）

△574,031 △486,039  △803,559

仕入債務の増減額
（△：減少）

721,683 141,137  1,096,740

その他（純額） 73,163 60,815  98,946

小計 889,836 635,481 △254,355 2,171,916

利息及び配当金の受
取額

409 1,012  1,463

利息の支払額 △25,896 △35,114  △58,035

法人税等の支払額 △221,502 △390,325  △416,903

営業活動によるキャッ
シュ・フロー

642,846 211,053 △431,793 1,698,440
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前中間連結会計期間
（自　平成18年６月21日
至　平成18年12月20日）

当中間連結会計期間
（自　平成19年６月21日
至　平成19年12月20日）

対前中間期比

前連結会計年度の要約連結　
キャッシュ・フロー計算書
（自　平成18年６月21日
至　平成19年６月20日）

区分
注記
番号

金額（千円） 金額（千円）
増減

（千円）
金額（千円）

Ⅱ　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

△65,057 △30,103  △99,081

定期預金の払戻によ
る収入

41,034 76,278  123,034

有形固定資産の取得
による支出

△917,035 △338,615  △1,546,977

投資有価証券の取得
による支出

― ―  △10,287

投資有価証券の売却
による収入

21,464 ―  ―

差入保証金の差入れ
による支出

△141,584 △23,087  △209,880

差入保証金の返還に
よる収入

27,915 22,564  81,522

その他（純額） △19,300 △138,574  △119,344

投資活動によるキャッ
シュ・フロー

△1,052,563 △431,538 621,025 △1,781,013

Ⅲ　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（△：減少）

－ 100,000  ―

長期借入れによる収
入

800,000 500,000  1,800,000

長期借入金の返済に
よる支出

△532,505 △571,916  △1,668,659

社債の償還による支
出

△80,000 △80,000  △160,000

株式の発行による収
入

60,412 ―  62,103

配当金の支払額 △37,203 △37,665  △37,272

財務活動によるキャッ
シュ・フロー

210,703 △89,581 △300,284 △3,828

Ⅳ　現金及び現金同等物に
係る換算差額

11 △44 △55 34

Ⅴ　現金及び現金同等物の
増減額（△：減少）

△199,002 △310,111 △111,109 △86,367

Ⅵ　現金及び現金同等物の
期首残高

1,308,618 1,222,251 △86,367 1,308,618

Ⅶ　現金及び現金同等物の
中間期末（期末）残高

1,109,616 912,139 △197,476 1,222,251
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中間連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項

項目
　　前中間連結会計期間

（自　平成18年６月21日
　至　平成18年12月20日）

　　当中間連結会計期間
（自　平成19年６月21日
　至　平成19年12月20日）

　　  前連結会計年度
（自　平成18年６月21日
　至　平成19年６月20日）

１．連結の範囲に関する事

項

すべての子会社（ゲンキーリテ

イリング株式会社１社）を連結して

おります。

　すべての子会社（ゲンキーリ

テイリング株式会社、ゲンキーネッ

ト株式会社２社）を連結しておりま

す。

すべての子会社（ゲンキーリテ

イリング株式会社、ゲンキーネット

株式会社２社）を連結しておりま

す。

　なお、ゲンキーネット株式会社に

ついては、当連結会計年度において

新たに設立したため、連結の範囲に

含めております。

２．持分法の適用に関する

事項

非連結子会社および関連会社は

ないため、該当事項はありません。

同左 同左

３．連結子会社の中間決算

日（決算日）等に関す

る事項

連結子会社の中間期末日は、中

間連結決算日と一致しております。

同左 連結子会社の決算日は、連結決

算日と一致しております。

４．会計処理基準に関する

事項

(1）重要な資産の評価基準

および評価方法

①　有価証券

　　その他有価証券

(イ)時価のあるもの

中間連結決算日の市場価格等

にもとづく時価法（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）によっております。

①　有価証券

　　その他有価証券

(イ)時価のあるもの

同左

①　有価証券

その他有価証券

(イ)時価のあるもの

　　連結決算日の市場価格等に

もとづく時価法（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）によっております。

(ロ)時価のないもの

　　移動平均法による原価法に

よっております。

(ロ)時価のないもの

同左

(ロ)時価のないもの

同左

②　デリバティブ

　　時価法によっております。

②　デリバティブ

同左

②　デリバティブ

同左

③　たな卸資産

(イ)商品

　　売価還元法による原価法に

よっております。

③　たな卸資産

(イ)商品

同左

③　たな卸資産

(イ)商品

同左

(ロ)貯蔵品

最終仕入原価法による原価

法によっております。

(ロ)貯蔵品

同左

(ロ）貯蔵品

同左
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項目
　　前中間連結会計期間

（自　平成18年６月21日
　至　平成18年12月20日）

　　当中間連結会計期間
（自　平成19年６月21日
　至　平成19年12月20日）

　　  前連結会計年度
（自　平成18年６月21日
　至　平成19年６月20日）

(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

定率法によっております。た

だし、平成10年４月１日以降に

取得した建物（附属設備を除

く）および事業用定期借地権契

約による借地上の建物について

は定額法によっております。

　なお、主な耐用年数は、以下

のとおりであります。

　建物及び構築物　10～31年

①　有形固定資産

同左

 

 

 

 

 

 

 

 

（追加情報）

法人税法の改正に伴い、平成

19年３月31日以前に取得した資

産については、改正前の法人税

法に基づく減価償却の方法の適

用により取得価額の５％に到達

した連結会計年度の翌連結会計

年度より、取得価額の５％相当

額と備忘価額との差額を５年間

にわたり均等償却し、減価償却

費に含めて計上しております。

なお、当該変更に伴う損益に与

える影響額は軽微であります。

 

①　有形固定資産

定率法によっております。た

だし、平成10年４月１日以降に

取得した建物（附属設備を除

く）および事業用定期借地権契

約による借地上の建物について

は定額法によっております。

　なお、主な耐用年数は、以下

のとおりであります。

　建物及び構築物　10～31年

（会計方針の変更）

当連結会計年度より、平成19

年度の法人税法の改正に伴い、

平成19年４月１日以降取得資産

（事業用定期借地権契約による

借地上の建物を除く）の減価償

却額の計算方法については、改

正後の法人税法に定める方法に

よっております。

　なお、この変更による影響額

は軽微であります。

 

②　無形固定資産

自社利用のソフトウェアについ

ては利用可能期間（５年）にもと

づく定額法によっております。

②　無形固定資産

同左

②　無形固定資産

同左
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項目
　　前中間連結会計期間

（自　平成18年６月21日
　至　平成18年12月20日）

　　当中間連結会計期間
（自　平成19年６月21日
　至　平成19年12月20日）

　　  前連結会計年度
（自　平成18年６月21日
　至　平成19年６月20日）

(3)重要な引当金の計上基準 ①　賞与引当金

従業員に対して支給する賞与に

充てるため、支給見込額の当中間

連結会計期間負担額を計上してお

ります。

①　賞与引当金

同左

①　賞与引当金

従業員に対して支給する賞与に

充てるため、支給見込額の当連結

会計年度負担額を計上しておりま

す。

 ―――

 

②　ポイント引当金

販売促進を目的とするポイント

カード制度に基づき、顧客に付与

したポイントの利用による費用負

担に備えるため、将来利用される

と見込まれる額を計上しておりま

す。

②　ポイント引当金

販売促進を目的とするポイント

カード制度に基づき、顧客に付与

したポイントの利用による費用負

担に備えるため、将来利用される

と見込まれる額を計上しておりま

す。

（追加情報）

従来、ポイントカード会員に発

行した値引ポイントは、それを使

用した時に売上値引として計上し

ておりましたが、当連結会計年度

より、将来利用されると見込まれ

るポイントに対する所要額をポイ

ント引当金として計上することと

いたしました。

これは、当連結会計年度より新

ポイントカード制度を全店舗に本

格導入したことに伴い、ポイント

付与に伴う販売促進費の金額的な

重要性が増したこと、および付与

ポイントの実績データが集計可能

となり、将来利用されると見込ま

れる金額の合理的算定が可能と

なったことによるものであります。

この結果、従来の方法によった

場合と比較し、営業利益、経常利

益、税金等調整前当期純利益はそ

れぞれ190,000千円減少しており

ます。

なお、当連結会計年度の下期よ

り利用見込額を合理的に算定でき

るようになったため、当連結会計

年度末よりポイント引当金を計上

することとしたものであり、当中

間連結会計期間は従来の方法に

よっております。

 

(4)重要なリース取引の処理

方法

リース物件の所有権が借主に移

転すると認められるもの以外の

ファイナンス・リース取引につい

ては、通常の賃貸借取引に係る方

法に準じた会計処理によっており

ます。

同左 同左
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項目
　　前中間連結会計期間

（自　平成18年６月21日
　至　平成18年12月20日）

　　当中間連結会計期間
（自　平成19年６月21日
　至　平成19年12月20日）

　　  前連結会計年度
（自　平成18年６月21日
　至　平成19年６月20日）

(5)重要なヘッジ会計の方法 ①ヘッジ会計の方法

　金利スワップについては、特例処

理を採用しております。

①ヘッジ会計の方法

　同左

①ヘッジ会計の方法 

 同左

②ヘッジ手段とヘッジ対象

　ヘッジ手段　金利スワップ

　ヘッジ対象　借入金の利息

②ヘッジ手段とヘッジ対象

　ヘッジ手段　同左

　ヘッジ対象　同左

  ②ヘッジ手段とヘッジ対象

  ヘッジ手段　同左

　ヘッジ対象　同左

③ヘッジ方針

　当社は、借入金の金利変動リスク

を回避する目的で金利スワップ取引

を行っております。投機目的でのデ

リバティブ取引は一切行わない方針

であります。

 ③ヘッジ方針

　同左

  ③ヘッジ方針

 同左

④ヘッジの有効性評価の方法

　当社の金利スワップ取引は、金利

スワップの特例処理の要件を満たし

ておりますので、その判定をもって

有効性の判定に代えております。

④ヘッジの有効性評価の方法 

　同左

 ④ヘッジの有効性評価の方法 

 同左

(6）その他中間連結財務諸

表（連結財務諸表）作成

のための重要な事項

①　消費税等の会計処理

消費税および地方消費税の会計

処理は税抜方式によっております。

①　消費税等の会計処理

同左

①　消費税等の会計処理

同左

②　株式交付費の会計処理

　支出時に全額費用として処理し

ております。

②　株式交付費の会計処理

同左

②　株式交付費の会計処理

同左

５．中間連結キャッシュ・

フロー計算書（連結

キャッシュ・フロー計

算書）における資金の

範囲

　中間連結キャッシュ・フロー計算

書における資金（現金及び現金同等

物）は、手許現金、随時引き出し可

能な預金および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取得日から３

か月以内に償還期限の到来する短期

投資からなっております。

同左 　連結キャッシュ・フロー計算書に

おける資金（現金及び現金同等物）

は、手許現金、随時引き出し可能な

預金および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

スクしか負わない取得日から３か月

以内に償還期限の到来する短期投資

からなっております。
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表示方法の変更

前中間連結会計期間
（自　平成18年６月21日
至　平成18年12月20日）

当中間連結会計期間
（自　平成19年６月21日
至　平成19年12月20日）

（中間連結損益計算書）

１．「支払手数料」は、前中間連結会計期間まで、営業外費用の「そ

の他」に含めて表示しておりましたが、当中間連結会計期間において、

営業外費用の100分の10を超えたため区分掲記しております。

　なお、前中間連結会計期間の「支払手数料」の金額は8,318千円であ

ります。

 ２．前中間連結会計期間において、「新株発行費」として掲記されて

いたものは、当中間連結会計期間より「新株交付費」と表示しておりま

す。

 ３．　　　　　　　　　――――――

（中間連結損益計算書）

１．　　　　　　　　　　――――――

 

 

　

 

２．　　　　　　　　　　――――――

 

 

３．「器具備品受贈益」は、前中間連結会計期間まで、営業外収益の

「その他」に含めて表示しておりましたが、当中間連結会計期間におい

て、営業外収益の100分の10を超えたため区分掲記しております。

　なお、前中間連結会計期間の「器具備品受贈益」の金額は1,713千円

であります。 
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注記事項

（中間連結貸借対照表関係）

前中間連結会計期間末
（平成18年12月20日）

当中間連結会計期間末
（平成19年12月20日）

前連結会計年度末
（平成19年６月20日）

※１　有形固定資産の減価償

却累計額
1,373,189千円

※１　有形固定資産の減価償

却累計額
1,816,596千円

※１　有形固定資産の減価償

却累計額
1,577,599千円

※２　担保資産及び担保付債務

　担保に供している資産は次のとおりであ

ります。

※２　担保資産及び担保付債務

　担保に供している資産は次のとおりであ

ります。

※２　担保資産及び担保付債務

　担保に供している資産は次のとおりであ

ります。

現金及び預金 70,254千円

建物及び構築物 1,006,486

土地 698,072

差入保証金 152,744

計 1,927,558

建物及び構築物 922,660千円

土地 698,072

差入保証金 145,745

計 1,766,477

現金及び預金 70,278千円

建物及び構築物 963,502

土地 698,072

差入保証金 149,244

計 1,881,098

　担保付債務は次のとおりであります。 　担保付債務は次のとおりであります。 　担保付債務は次のとおりであります。

１年内償還予定社債 100,000千円

１年内返済予定長期借

入金
232,709

社債 100,000

長期借入金 351,482

計 784,191

１年内償還予定社債 100,000千円

１年内返済予定長期借

入金
38,230

長期借入金 88,570

計 226,800

１年内償還予定社債 100,000千円

１年内返済予定長期

借入金
28,234

社債 50,000

長期借入金 108,526

計 286,760

３　当社は、新規出店に係る設備資金の迅速

かつ効率的な調達を行うため、５取引金融

機関とコミットメント期間付シンジケート

ローン契約を締結しております。これらの

契約に基づく当中間連結会計期間末の借入

未実行残高は次のとおりであります。

３　当社は、新規出店に係る設備資金の迅速

かつ効率的な調達を行うため、５取引金融

機関とコミットメント期間付シンジケート

ローン契約を締結しております。これらの

契約に基づく当中間連結会計期間末の借入

未実行残高は次のとおりであります。

３　当社は、新規出店に係る設備資金の迅速

かつ効率的な調達を行うため、５取引金融

機関とコミットメント期間付シンジケート

ローン契約を締結しております。これらの

契約に基づく当連結会計年度末の借入未実

行残高は次のとおりであります。

コミットメント期間付シン

ジケートローン極度額の総

額

2,600,000 千円

借入実行残高 －

差引額 2,600,000

コミットメント期間付シン

ジケートローン極度額の総

額

2,600,000 千円

借入実行残高 600,000

差引額 2,000,000

コミットメント期間付シン

ジケートローン極度額の総

額

2,600,000 千円

借入実行残高 600,000

差引額 2,000,000
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（中間連結損益計算書関係）

        　 前中間連結会計期間
（自　平成18年６月21日
　至　平成18年12月20日）

        　 当中間連結会計期間
（自　平成19年６月21日
　至　平成19年12月20日）

        　 前連結会計年度
（自　平成18年６月21日
　至　平成19年６月20日）

 ※１　販売費及び一般管理費のうち主要な費

目および金額は次のとおりであります。

 ※１　販売費及び一般管理費のうち主要な費

目および金額は次のとおりであります。

 ※１　販売費及び一般管理費のうち主要な

費目および金額は次のとおりでありま

す。

給与手当・賞与 847,948千円

賞与引当金繰入額 15,642

地代家賃 455,061

リース料 147,410

給与手当・賞与 1,006,975千円

賞与引当金繰入額 16,146

ポイント引当金繰

入額
153,816

地代家賃 507,621

リース料 196,087

給与手当・賞与    1,699,950千円

賞与引当金繰入額 92,772

ポイント引当金繰

入額
190,000

地代家賃 937,054

リース料 317,897

※２　固定資産除却損の内容 ――――― ※２　固定資産除却損の内容

建物及び構築物 2,087千円

有形固定資産その他 987

計 3,074

建物及び構築物 2,239千円

有形固定資産その他 1,020

計 3,259

※３　減損損失の内訳

　当中間連結会計期間において、当社グループ

は以下の資産グループについて減損損失を計上

いたしました。

※３　減損損失の内訳

　当中間連結会計期間において、当社グループ

は以下の資産グループについて減損損失を計上

いたしました。

   ※３　減損損失の内訳

　当連結会計年度において、当社グループは以

下の資産グループについて減損損失を計上いた

しました。

場所 用途 種類
金額

（千円）

石川県　
金沢市　
ほか

閉鎖予
定店舗

建物、
構築物
ほか

57,152

場所 用途 種類
金額

（千円）

富山県　
富山市

閉鎖予
定店舗

建物、
構築物
ほか

111,267

場所 用途 種類
金額

（千円）

石川県　
金沢市　
ほか

閉鎖予
定店舗

建物、
構築物
ほか

57,152

　当社グループは、キャッシュ・フローを生み

出す最小単位として、主として店舗を基本単位

としてグルーピングしております。その結果、

閉鎖予定店舗については、収益性の低下により、

当該店舗の帳簿価額を回収可能価額まで減額し、

当該減少額を減損損失として特別損失に計上い

たしました。

　当社グループは、キャッシュ・フローを生み

出す最小単位として、主として店舗を基本単位

としてグルーピングしております。その結果、

閉鎖予定店舗については、物件移転補償契約締

結により、当該店舗の帳簿価額を減額し、当該

減少額を減損損失として特別損失に計上いたし

ました。

 当社グループは、キャッシュ・フローを生み

出す最小単位として、主として店舗を基本単

位としてグルーピングしております。その結

果、閉鎖予定店舗については、収益性の低下

により、当該店舗の帳簿価額を回収可能価額

まで減額し、当該減少額を減損損失として特

別損失に計上いたしました。

 ※減損損失の内訳  ※減損損失の内訳  ※減損損失の内訳

建物及び構築物 31,238 千円

その他 25,913

計 57,152

建物及び構築物 89,237 千円

その他 22,029

計 111,267

建物及び構築物 31,238 千円

その他 25,913

計 57,152

　なお、当該資産グループの回収可能価額は、

閉鎖予定日までの使用価値に基づいて測定して

おります。

　なお、当該資産グループの回収可能価額は、

閉鎖予定日までの使用価値に基づいて測定して

おります。

 　なお、当該資産グループの回収可能価額は

閉鎖予定日までの使用価値に基づいて測定し

ております。
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（中間連結株主資本等変動計算書関係）

前中間連結会計期間（自平成18年６月21日　至平成18年12月20日）

１．発行済株式の種類及び総数に関する事項

前連結会計年度末株
式数　(株)

当中間連結会計期間
増加株式数 (株)

当中間連結会計期間
減少株式数 (株)

当中間連結会計期間
末株式数 (株)

発行済株式

普通株式 30,032 412 ― 30,444

 (注)発行済株式数の増加412株は、ストックオプション行使による増加であります。

 

２．自己株式の種類及び株式数に関する事項

 　　　　　 該当事項はありません。

 

        ３．新株予約権及び自己新株予約権に関する事項

 該当事項はありません。

 

４．配当に関する事項

配当金支払額

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

平成18年９月15日

定時株主総会
普通株式 37,540 1,250 平成18年６月20日 平成18年９月19日

 

当中間連結会計期間（自平成19年６月21日　至平成19年12月20日）

１．発行済株式の種類及び総数に関する事項

前連結会計年度末株
式数　(株)

当中間連結会計期間
増加株式数 (株)

当中間連結会計期間
減少株式数 (株)

当中間連結会計期間
末株式数 (株)

発行済株式

普通株式 30,484 ― ― 30,484

 

 

２．自己株式の種類及び株式数に関する事項

 　　　　　 該当事項はありません。

 

        ３．新株予約権及び自己新株予約権に関する事項

 該当事項はありません。

 

４．配当に関する事項

(1)配当金支払額

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

平成19年９月14日

定時株主総会
普通株式 38,105 1,250 平成19年６月20日 平成19年９月18日

(2)基準日が当中間連結会計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当中間連結会計期間末後となるもの

決議
株式の種類

配当金の総額
（千円）

配当の原資
１株当たり配
当額（円）

基準日 効力発生日

平成20年２月１日

取締役会
普通株式 22,863  利益剰余金 750 平成19年12月20日 平成20年３月３日
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前連結会計年度（自平成18年６月21日　至平成19年６月20日）

１．発行済株式の種類及び総数に関する事項

前連結会計年度末株
式数 (株)

当連結会計年度増加
株式数 (株)

当連結会計年度減少
株式数 (株)

当連結会計年度末株
式数 (株)

発行済株式

普通株式 30,032 452 ― 30,484

 (注)普通株式の発行済株式総数の増加は、新株予約権の権利行使による新株式発行による増加452株であります。

 

２．自己株式の種類及び株式数に関する事項

 該当事項はありません。

 

 　　 　３．新株予約権及び自己新株予約権に関する事項

  　　　　　該当事項はありません。

 

４．配当に関する事項

(1)配当金支払額

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

平成18年９月15日

定時株主総会
普通株式 37,540 1,250 平成18年６月20日 平成18年９月19日

(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

決議
株式の種類

配当金の総額
（千円）

配当の原資
１株当たり配
当額（円）

基準日 効力発生日

平成19年９月14日

定時株主総会
普通株式 38,105  利益剰余金 1,250 平成19年６月20日 平成19年９月18日
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（中間連結キャッシュ・フロー計算書関係）

　　　　前中間連結会計期間
（自　平成18年６月21日
　至　平成18年12月20日）

　　　　当中間連結会計期間
（自　平成19年６月21日
　至　平成19年12月20日）

　　　　前連結会計年度
（自　平成18年６月21日
　至　平成19年６月20日）

現金及び現金同等物の中間期末残高と中間

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18年12月20日現在）

現金及び現金同等物の中間期末残高と中間

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19年12月20日現在）

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

（平成19年６月20日現在）

（千円） （千円） （千円）

現金及び預金勘定 1,297,414

預入期間が３か月を超え

る定期預金
△187,797

現金及び現金同等物 1,109,616

現金及び預金勘定 1,005,786

預入期間が３か月を超え

る定期預金
△93,647

現金及び現金同等物 912,139

現金及び預金勘定 1,362,073

預入期間が３か月を超え

る定期預金
△139,821

現金及び現金同等物 1,222,251
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（リース取引関係）

ＥＤＩＮＥＴによる開示を行うため、記載を省略しております。

 

（有価証券関係）

前中間連結会計期間末（平成18年12月20日）

１．その他有価証券で時価のあるもの

種類 取得原価（千円）
中間連結貸借対照表計上
額（千円）

差額（千円）

(1)株式 1,900 2,175 275

(2)債券

①　国債、地方債等 ― ― ―

②　社債 ― ― ―

③　その他 ― ― ―

(3)その他 17,595 20,452 2,857

計 19,495 22,627 3,132

２．時価評価されていない主な有価証券の内訳

(1）その他有価証券

内容 中間連結貸借対照表計上額（千円）

非上場株式 500

当中間連結会計期間末（平成19年12月20日）

１．その他有価証券で時価のあるもの

種類 取得原価（千円）
中間連結貸借対照表計上
額（千円）

差額（千円）

(1)株式 1,900 2,150 250

(2)債券

①　国債、地方債等 ― ― ―

②　社債 ― ― ―

③　その他 ― ― ―

(3)その他 27,882 25,709 △2,173

計 29,782 27,859 △1,923

２．時価評価されていない主な有価証券の内訳

(1）その他有価証券

内容 中間連結貸借対照表計上額（千円）

非上場株式 500
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前連結会計年度末（平成19年６月20日）

１．その他有価証券で時価のあるもの

種類 取得原価（千円）
連結貸借対照表計上額（千

円）
差額（千円）

(1)株式 1,900 2,360 460

(2)債券

①　国債、地方債等 ― ― ―

②　社債 ― ― ―

③　その他 ― ― ―

(3)その他 27,882 31,458 3,575

計 29,782 33,818 4,035

２．時価評価されていない主な有価証券の内訳

(1)その他有価証券

内容 連結貸借対照表計上額（千円）

非上場株式 500

（デリバティブ取引関係）

前中間連結会計期間末（平成18年12月20日）

　　　　該当事項はありません。

当中間連結会計期間末（平成19年12月20日）

　　　　該当事項はありません。

前連結会計年度末（平成19年６月20日）

　　　　該当事項はありません。
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（ストック・オプション等関係）

前中間連結会計期間（自平成18年６月21日　至平成18年12月20日）

  当中間連結会計期間に付与したストック・オプションの内容

該当事項はありません。 

 

当中間連結会計期間（自平成19年６月21日　至平成19年12月20日）

  当中間連結会計期間に付与したストック・オプションの内容

該当事項はありません。 

 

 前連結会計年度（自平成18年６月21日　至平成19年6月20日）

 　前連結会計年度に付与したストック・オプションの内容

　 該当事項はありません。 

（セグメント情報）

ａ．事業の種類別セグメント情報

前中間連結会計期間（自平成18年６月21日　至平成18年12月20日）、当中間連結会計期間（自平成19年６月21

日　至平成19年12月20日）および前連結会計年度（自平成18年６月21日　至平成19年６月20日）

当社グループは医薬品、化粧品、雑貨、食品等の小売業という単一事業を営んでいるため、該当事項はありま

せん。

ｂ．所在地別セグメント情報

前中間連結会計期間（自平成18年６月21日　至平成18年12月20日）、当中間連結会計期間（自平成19年６月21

日　至平成19年12月20日）および前連結会計年度（自平成18年６月21日　至平成19年６月20日）

　本邦以外の国または地域に所在する連結子会社及び在外支店はないため、該当事項はありません。

ｃ．海外売上高

前中間連結会計期間（自平成18年６月21日　至平成18年12月20日）、当中間連結会計期間（自平成19年６月21

日　至平成19年12月20日）および前連結会計年度（自平成18年６月21日　至平成19年６月20日）

　海外売上高はないため、該当事項はありません。
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（１株当たり情報）

前中間連結会計期間
(自　平成18年６月21日
至　平成18年12月20日)

当中間連結会計期間
(自　平成19年６月21日
至　平成19年12月20日)

前連結会計年度
(自　平成18年６月21日
至　平成19年６月20日)

１株当たり純資産額 114,421円70銭

１株当たり中間純利益金額 7,498円02銭

潜在株式調整後１株当たり中

間純利益金額

7,383円97銭

　

１株当たり純資産額 143,716円51銭

１株当たり中間純利益金額 19,249円49銭

潜在株式調整後１株当たり中

間純利益金額

18,909円56銭

　

１株当たり純資産額   125,833円52銭

１株当たり当期純利益金額 19,004円35銭

潜在株式調整後１株当たり

当期純利益金額

18,715円46銭

　

　（注）　１株当たり中間（当期）純利益および潜在株式調整後１株当たり中間（当期）純利益の算定上の基礎は,以下の

とおりであります。

前中間連結会計期間
(自　平成18年６月21日
至　平成18年12月20日)

当中間連結会計期間
(自　平成19年６月21日
至　平成19年12月20日)

前連結会計年度
(自　平成18年６月21日
至　平成19年６月20日)

１株当たり中間（当期）純利益金額

中間（当期）純利益        225,240千円  586,801千円 574,957千円

普通株主に帰属しない金額 ― ― ―

普通株式に係る中間（当期）純利益     225,240千円 586,801千円 574,957千円

期中平均株式数      30,040株 30,484株 30,254株

潜在株式調整後１株当たり中間（当期）

純利益金額

　中間（当期）純利益調整額 ― ― ―

　普通株式増加数      464株 548株 467株

　（うち新株予約権） (464株) (548株) (467株)

希薄化効果を有しないため、潜在株式調

整後１株当たり中間（当期）純利益の算

定に含めなかった潜在株式の概要

　新株予約権の種類

2種類

新株予約権の数

　840個

　新株予約権の種類

2種類

新株予約権の数

800個

 　新株予約権の種類

2種類　　

 　新株予約権の数

　 800個
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（重要な後発事象）

前中間連結会計期間
（自　平成18年６月21日
至　平成18年12月20日）

当中間連結会計期間
（自　平成19年６月21日
至　平成19年12月20日）

前連結会計年度
（自　平成18年６月21日
至　平成19年６月20日）

(子会社の設立)

 当社は、平成18年12月4日開催の取締役会決議

に基づき、平成18年12月21日に「ゲンキーネッ

ト株式会社」(資本金1,000万円、出資比率100%)

を設立いたしました。

　なお、同社はインターネットを通じた化粧品、

医薬品、雑貨の通信販売を主な事業内容とする

予定であります。

────────────

 

────────────
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５．中間個別財務諸表
(1) 中間貸借対照表

前中間会計期間末
（平成18年12月20日）

当中間会計期間末
（平成19年12月20日）

対前中間
期比

前事業年度の要約貸借対照表
（平成19年６月20日）

区分
注記
番号

金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

増減
（千円）

金額（千円）
構成比
（％）

（資産の部）  

Ⅰ　流動資産  

１　現金及び預金 ※２ 1,160,673 881,721  1,187,511

２　売掛金 5,808 11,155  6,632

３　たな卸資産 3,535,225 4,247,752  3,764,238

４　未収入金 ― 761,575  ―

５　その他 371,828 294,492  528,147

流動資産合計 5,073,536 38.5 6,196,697 41.6 1,123,161 5,486,529 38.6

Ⅱ　固定資産  

１　有形固定資産 ※１  

(1）建物 ※２ 4,179,960 4,679,583  4,704,053

(2）土地 ※２ 1,139,323 1,183,880  1,182,596

(3）その他 ※２ 986,549 805,508  851,971

計 6,305,833 6,668,972  6,738,621

２　無形固定資産 3,040 5,658  5,988

３　投資その他の
資産

 

(1）差入保証金 ※２ 1,316,136 1,419,919  1,384,761

(2）その他 487,913 604,456  600,752

計 1,804,049 2,024,376  1,985,513

固定資産合計 8,112,923 61.5 8,699,006 58.4 586,083 8,730,122 61.4

資産合計 13,186,459 100.0 14,895,704 100.0 1,709,245 14,216,652 100.0

 

（負債の部）  

Ⅰ　流動負債  

１　支払手形 464,833 526,951  540,293

２　買掛金 2,973,065 3,423,325  3,270,454

３　短期借入金 ― 100,000  ―

４　１年内償還予
定社債

※２ 160,000 160,000  160,000

５　１年内返済予
定長期借入金

※２ 1,331,835 1,350,284  1,177,368

６　未払金 538,386 703,264  714,963

７　未払法人税等 216,870 357,834  378,948

８　賞与引当金 11,158 11,163  64,568

９　ポイント引当
金

― 299,652  190,000

10　その他 130,272 82,488  69,670

流動負債合計 5,826,421 44.2 7,014,963 47.1 1,188,541 6,566,266 46.2
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前中間会計期間末
（平成18年12月20日）

当中間会計期間末
（平成19年12月20日）

対前中間
期比

前事業年度の要約貸借対照表
（平成19年６月20日）

区分
注記
番号

金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

増減
（千円）

金額（千円）
構成比
（％）

Ⅱ　固定負債  

１　社債 ※２ 190,000 30,000  110,000

２　長期借入金 ※２ 3,686,305 3,459,785  3,704,618

３　その他 107,665 98,843  122,098

固定負債合計 3,983,970 30.2 3,588,629 24.1 △395,340 3,936,716 27.7

負債合計 9,810,391 74.4 10,603,593 71.2 793,201 10,502,982 73.9

 

（純資産の部）            

Ⅰ　株主資本            

１　資本金   815,327 6.2  816,427 5.5 1,100  816,427 5.7

２　資本剰余金            

 (1) 資本準備金  618,981   620,081    620,081   

資本剰余金合
計

  618,981 4.7  620,081 4.1 1,100  620,081 4.4

３　利益剰余金            

(1）利益準備金  8,420   8,420    8,420   

(2）その他利益
剰余金

           

固定資産圧
縮積立金

 12,981   235,667    9,223   

別途積立金  1,600,000   2,000,000    1,600,000   

繰越利益剰
余金

 318,491   612,661    657,113   

利益剰余金合
計

  1,939,892 14.7  2,856,749 19.2 916,856  2,274,756 16.0

株主資本合計   3,374,200 25.6  4,293,257 28.8 919,056  3,711,264 26.1

Ⅱ　評価・換算差額
等

           

その他有価証券
評価差額金

  1,867 0.0  △1,146 △0.0   2,405 0.0

評価・換算差額等
合計

  1,867 0.0  △1,146 △0.0 △3,013  2,405 0.0

純資産合計   3,376,067 25.6  4,292,110 28.8 916,043  3,713,669 26.1

負債純資産合計   13,186,459 100.0  14,895,704 100.0 1,709,245  14,216,652 100.0
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(2) 中間損益計算書

前中間会計期間
（自　平成18年６月21日
至　平成18年12月20日）

当中間会計期間
（自　平成19年６月21日
至　平成19年12月20日）

対前中間
期比

前事業年度の要約損益計算書
（自　平成18年６月21日
至　平成19年６月20日）

区分
注記
番号

金額（千円）
百分比
（％）

金額（千円）
百分比
（％）

増減
（千円）

金額（千円）
百分比
（％）

Ⅰ　売上高 13,894,183 100.0 16,137,375 100.0 2,243,191 28,853,657 100.0

Ⅱ　売上原価 11,076,245 79.7 12,748,401 79.0 1,672,155 22,861,992 79.2

売上総利益 2,817,938 20.3 3,388,974 21.0 571,035 5,991,665 20.8

Ⅲ　販売費及び一般
管理費

2,336,209 16.8 2,814,614 17.4 478,405 5,011,723 17.4

営業利益 481,729 3.5 574,359 3.6 92,629 979,941 3.4

Ⅳ　営業外収益 ※１ 415,880 3.0 518,723 3.2 102,843 857,749 3.0

Ⅴ　営業外費用 ※２ 375,284 2.7 449,749 2.8 74,464 773,279 2.7

経常利益 522,324 3.8 643,333 4.0 121,008 1,064,412 3.7

Ⅵ　特別利益 ― ― 531,772 3.3 531,772 ― ―

Ⅶ　特別損失 ※4 124,968 0.9 113,100 0.7 △11,867 126,673 0.5

税引前中間
（当期）純利
益

397,356 2.9 1,062,004 6.6 664,648 937,738 3.2

法人税、住民
税及び事業税

209,453 348,777 552,953

法人税等調整
額

△12,628 196,825 1.4 93,130 441,907 2.8 245,082 △150,610 402,343 1.3

中間（当期）
純利益

200,531 1.5 620,097 3.8 419,566 535,395 1.9
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(3）中間株主資本等変動計算書

前中間会計期間（自平成18年６月21日　至平成18年12月20日）

株主資本

資本金

資本剰余金 利益剰余金

株主資本
合計資本準備

金
利益準備
金

その他利益剰余金

利益剰余
金合計

固定資産
圧縮積立
金

別途積立
金

繰越利益
剰余金

平成18年６月20日　残高
（千円）

785,097 588,751 8,420 12,981 1,280,000 475,499 1,776,901 3,150,749

中間会計期間中の変動額

新株の発行 30,230 30,230     ― 60,460

剰余金の配当      △37,540 △37,540 △37,540

別途積立金の積立     320,000 △320,000 ― ―

中間純利益      200,531 200,531 200,531

株主資本以外の項目の中間会
計期間中の変動額（純額）

        

中間会計期間中の変動額合計
（千円）

30,230 30,230 ― ― 320,000 △157,008 162,991 223,451

平成18年12月20日　残高
（千円）

815,327 618,981 8,420 12,981 1,600,000 318,491 1,939,892 3,374,200

評価・換算差額等

純資産合計
その他有価証券評
価差額金

平成18年６月20日　残高
（千円）

225 3,150,974

中間会計期間中の変動額

新株の発行  60,460

剰余金の配当  △37,540

別途積立金の積立  ―

中間純利益  200,531

株主資本以外の項目の中間会
計期間中の変動額（純額）

1,641 1,641

中間会計期間中の変動額合計
（千円）

1,641 225,092

平成18年12月20日　残高
（千円）

1,867 3,376,067
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当中間会計期間（自平成19年６月21日　至平成19年12月20日）

株主資本

資本金

資本剰余金 利益剰余金

株主資本
合計資本準備

金
利益準備
金

その他利益剰余金

利益剰余
金合計

固定資産
圧縮積立
金

別途積立
金

繰越利益
剰余金

平成19年６月20日　残高
（千円）

816,427 620,081 8,420 9,223 1,600,000 657,113 2,274,756 3,711,264

中間会計期間中の変動額

剰余金の配当      △38,105 △38,105 △38,105

別途積立金の積立     400,000 △400,000 ― ―

固定資産圧縮積立金の積立    227,762  △227,762 ― ―

固定資産圧縮積立金の取崩    △1,318  1,318 ― ―

中間純利益      620,097 620,097 620,097

株主資本以外の項目の中間会
計期間中の変動額（純額）

        

中間会計期間中の変動額合計
（千円）

― ― ― 226,444 400,000 △44,451 581,992 581,992

平成19年12月20日　残高
（千円）

816,427 620,081 8,420 235,667 2,000,000 612,661 2,856,749 4,293,257

評価・換算差額等

純資産合計
その他有価証券評
価差額金

平成19年６月20日　残高
（千円）

2,405 3,713,669

中間会計期間中の変動額

剰余金の配当  △38,105

別途積立金の積立  ―

固定資産圧縮積立金の積立  ―

固定資産圧縮積立金の取崩  ―

中間純利益  620,097

株主資本以外の項目の中間会
計期間中の変動額（純額）

△3,551 △3,551

中間会計期間中の変動額合計
（千円）

△3,551 578,441

平成19年12月20日　残高
（千円）

△1,146 4,292,110
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前事業年度の株主資本等変動計算書（自平成18年６月21日　至平成19年６月20日）

株主資本

資本金

資本剰余金 利益剰余金

株主資本
合計資本準備

金
利益準備
金

その他利益剰余金

固定資産
圧縮積立
金

別途積立
金

繰越利益
剰余金

平成18年６月20日　残高
（千円）

785,097 588,751 8,420 12,981 1,280,000 475,499 3,150,749

事業年度中の変動額

新株の発行 31,330 31,330     62,660

固定資産圧縮積立金の取崩    △3,757  3,757 ―

別途積立金の積立     320,000 △320,000 ―

剰余金の配当      △37,540 △37,540

当期純利益      535,395 535,395

株主資本以外の項目の事業年
度中の変動額（純額）

       

事業年度中の変動額合計
（千円）

31,330 31,330 ― △3,757 320,000 181,613 560,515

平成19年６月20日　残高
（千円）

816,427 620,081 8,420 9,223 1,600,000 657,113 3,711,264

評価・換算差額等

純資産合計
その他有価証券評
価差額金

平成18年６月20日　残高
（千円）

225 3,150,974

事業年度中の変動額

新株の発行  62,660

固定資産圧縮積立金の取崩   ―

別途積立金の積立   ―

剰余金の配当  △37,540

当期純利益  535,395

株主資本以外の項目の事業年
度中の変動額（純額）

2,179 2,179

事業年度中の変動額合計
（千円）

2,179 562,694

平成19年６月20日　残高
（千円）

2,405 3,713,669
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中間財務諸表作成のための基本となる重要な事項

項目
前中間会計期間

（自　平成18年６月21日
至　平成18年12月20日）

当中間会計期間
（自　平成19年６月21日
至　平成19年12月20日）

前事業年度
（自　平成18年６月21日
至　平成19年６月20日）

１．資産の評価基準および評

価方法

(1）有価証券

子会社株式

　移動平均法による原価法に

よっております。

(1）有価証券

子会社株式

同左

(1）有価証券

子会社株式

同左

その他有価証券

①　時価のあるもの

中間決算日の市場価格等にも

とづく時価法（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）によっております。

その他有価証券

①　時価のあるもの

中間決算日の市場価格等にも

とづく時価法（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）によっております。

その他有価証券

①　時価のあるもの

　決算日の市場価格等にもと

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）によっております。

②　時価のないもの

　移動平均法による原価法に

よっております。

②　時価のないもの

同左

②　時価のないもの

同左

(2）デリバティブ

　時価法によっております。

(2）デリバティブ

同左

(2）デリバティブ

同左

(3）たな卸資産

①　商品

　売価還元法による原価法に

よっております。

(3）たな卸資産

①　商品

同左

(3）たな卸資産

①　商品

同左

②　貯蔵品

　最終仕入原価法による原価法

によっております。

②　貯蔵品

同左

②　貯蔵品

同左

２．固定資産の減価償却の方

法

(1）有形固定資産

　定率法によっております。

　ただし、平成10年４月１日以降

に取得した建物（附属設備を除

く）および事業用定期借地権契約

による借地上の建物については定

額法によっております。

　なお、主な耐用年数は、以下の

とおりであります。

建物　13～31年

(1）有形固定資産

同左

 

 

 

 

 

 

 

 

（追加情報）

　法人税法の改正に伴い、平成19

年３月31日以前に取得した資産に

ついては、改正前の法人税法に基

づく減価償却の方法の適用により

取得価額の５％に到達した事業年

度の翌事業年度より、取得価額の

５％相当額と備忘価額との差額を

５年間にわたり均等償却し、減価

償却費に含めて計上しておりま

す。

　なお、当該変更に伴う損益に与

える影響は軽微であります。

 

(1）有形固定資産

　定率法によっております。

　ただし、平成10年４月１日以降

に取得した建物（附属設備を除

く）および事業用定期借地権契約

による借地上の建物については定

額法によっております。

　なお、主な耐用年数は、以下の

とおりであります。

建物　13～31年

（会計方針の変更）

　当事業年度より、平成19年度の

法人税法の改正に伴い、平成19年

４月１日以降取得資産（事業用定

期借地権契約による借地上の建物

を除く）の減価償却額の計算方法

については、改正後の法人税法に

定める方法によっております。

　なお、この変更による影響額は

軽微であります。

(2）無形固定資産

　自社利用のソフトウェアについ

ては利用可能期間（５年）にもと

づく定額法によっております。

(2）無形固定資産

同左

(2）無形固定資産

同左

３．繰延資産の処理方法 (1）株式交付費

支出時に全額費用として処理し

ております。

(1）株式交付費

同左

(1）株式交付費

同左
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項目
前中間会計期間

（自　平成18年６月21日
至　平成18年12月20日）

当中間会計期間
（自　平成19年６月21日
至　平成19年12月20日）

前事業年度
（自　平成18年６月21日
至　平成19年６月20日）

４．引当金の計上基準 (1）賞与引当金

　従業員に対して支給する賞与に

充てるため、支給見込額の当中間

会計期間負担額を計上しておりま

す。

(1）賞与引当金

同左

(1）賞与引当金

　従業員に対して支給する賞与に

充てるため、支給見込額の当期負

担額を計上しております。

 ――――

 

(2）ポイント引当金

　販売促進を目的とするポイント

カード制度に基づき、顧客に付与

したポイントの利用による費用負

担に備えるため、将来利用される

と見込まれる額を計上しておりま

す。

 

 

(2）ポイント引当金

　販売促進を目的とするポイント

カード制度に基づき、顧客に付与

したポイントの利用による費用負

担に備えるため、将来利用される

と見込まれる額を計上しておりま

す。

（追加情報）

　従来、ポイントカード会員に発

行した値引ポイントは、それを使

用した時に売上値引として計上し

ておりましたが、当事業年度より、

将来利用されると見込まれるポイ

ントに対する所要額をポイント引

当金として計上することといたし

ました。

　これは、当事業年度より新ポイ

ントカード制度を全店舗に本格導

入したことに伴い、ポイント付与

に伴う販売促進費の金額的な重要

性が増したこと、および付与ポイ

ントの実績データが集計可能とな

り、将来利用されると見込まれる

金額の合理的算定が可能となった

ことによるものであります。

　この結果、従来の方法によった

場合と比較し、営業利益、経常利

益、税引前当期純利益はそれぞれ

190,000千円減少しております。

　なお、当事業年度の下期より利

用見込額を合理的に算定できるよ

うになったため、当事業年度末よ

りポイント引当金を計上すること

としたものであり、当中間会計期

間は従来の方法によっております。

５．リース取引の処理方法 　リース物件の所有権が借主に移転

すると認められるもの以外のファイ

ナンス・リース取引については、通

常の賃貸借取引に係る方法に準じた

会計処理によっております。

同左 同左
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項目
前中間会計期間

（自　平成18年６月21日
至　平成18年12月20日）

当中間会計期間
（自　平成19年６月21日
至　平成19年12月20日）

前事業年度
（自　平成18年６月21日
至　平成19年６月20日）

６. ヘッジ会計の方法 ①ヘッジ会計の方法

　金利スワップについては、特例処

理を採用しております。

②ヘッジ手段とヘッジ対象

　ヘッジ手段　金利スワップ

　ヘッジ対象　借入金の利息

③ヘッジ方針

　当社は、借入金の金利変動リスク

を回避する目的で金利スワップ取

引を行っております。投機目的で

のデリバティブ取引は一切行わな

い方針であります。

④ヘッジの有効性評価の方法

　当社の金利スワップ取引は、金利

スワップの特例処理の要件を満たし

ておりますので、その判定をもって

有効性の判定に代えております。

①ヘッジ会計の方法

　同左

 

②ヘッジ手段とヘッジ対象 

　ヘッジ手段　 同左

　ヘッジ対象　 同左

③ヘッジ方針

　 同左

 

 

 

 

 ④ヘッジの有効性評価の方法

　 同左

 　①ヘッジ会計の方法

 同左

 　②ヘッジ手段とヘッジ対象 

 　ヘッジ手段　 同左

 　ヘッジ対象　 同左

 　③ヘッジ方針

  同左

 

 

  ④ヘッジの有効性評価の方法

同左

７．その他中間財務諸表（財

務諸表）作成のための基

本となる重要な事項

(1）消費税等の会計処理

　消費税および地方消費税の会計

処理は税抜方式によっております。

(1）消費税等の会計処理

同左

(1）消費税等の会計処理

同左
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表示方法の変更

前中間会計期間
（自　平成18年６月21日
至　平成18年12月20日）

当中間会計期間
（自　平成19年６月21日
至　平成19年12月20日）

（中間貸借対照表関係）

──────────

（中間貸借対照表関係）

　「未収入金」は、前中間会計期間まで、流動資産の「その他」に含

めて表示しておりましたが、当中間会計期間末において資産の総額の

100分の５を超えたため区分掲記しております。

　なお、前中間会計期間末の「未収入金」の金額は216,448千円であり

ます。
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注記事項

（中間貸借対照表関係）

前中間会計期間末
（平成18年12月20日）

当中間会計期間末
（平成19年12月20日）

前事業年度末
（平成19年６月20日）

※１　有形固定資産の減価償

却累計額
1,373,189千円

※１　有形固定資産の減価償

却累計額
1,816,596千円

※１　有形固定資産の減価償

却累計額
1,577,599千円

※２　担保資産及び担保付債務

　担保に供している資産は次のとおりで

あります。

※２　担保資産及び担保付債務

　担保に供している資産は次のとおりで

あります。

※２　担保資産及び担保付債務

　担保に供している資産は次のとおりで

あります。

現金及び預金 70,254千円

建物 935,663

土地 698,072

有形固定資産その他 70,822

差入保証金 152,744

計 1,927,558

建物 863,815千円

土地 698,072

有形固定資産その他 58,844

差入保証金 145,745

計 1,766,477

現金及び預金 70,278千円

建物 899,254

土地 698,072

有形固定資産その他 64,247

差入保証金 149,244

計 1,881,098

　担保付債務は次のとおりであります。 　担保付債務は次のとおりであります。 　担保付債務は次のとおりであります。

１年内償還予定社債 100,000千円

１年内返済予定長期借入金 232,709

社債 100,000

長期借入金 351,482

計 784,191

１年内償還予定社債 100,000千円

１年内返済予定長期借入金 38,230

長期借入金 88,570

計 226,800

１年内償還予定社債 100,000千円

１年内返済予定長期借入金 28,234

社債 50,000

長期借入金 108,526

計 286,760

　３　当社は、新規出店に係る設備資金の迅

速かつ効率的な調達を行うため、５取引金

融機関とコミットメント期間付シンジケー

トローン契約を締結しております。これら

の契約に基づく当中間会計期間末の借入未

実行残高は次のとおりであります。

　３　当社は、新規出店に係る設備資金の迅

速かつ効率的な調達を行うため、５取引金

融機関とコミットメント期間付シンジケー

トローン契約を締結しております。これら

の契約に基づく当中間会計期間末の借入未

実行残高は次のとおりであります。

３　当社は、新規出店に係る設備資金の迅速

かつ効率的な調達を行うため、５取引金融機

関とコミットメント期間付シンジケートロー

ン契約を締結しております。これらの契約に

基づく当事業年度末の借入未実行残高は次の

とおりであります。

コミットメント期間付シ

ンジケートローン極度額

の総額

2,600,000 千円

借入実行残高 －

差引額 2,600,000

コミットメント期間付シ

ンジケートローン極度額

の総額

2,600,000 千円

借入実行残高 600,000

差引額 2,000,000

コミットメント期間付シ

ンジケートローン極度額

の総額

2,600,000 千円

借入実行残高 600,000

差引額 2,000,000
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（中間損益計算書関係）

前中間会計期間
（自　平成18年６月21日
至　平成18年12月20日）

当中間会計期間
（自　平成19年６月21日
至　平成19年12月20日）

前事業年度
（自　平成18年６月21日
至　平成19年６月20日）

※１　営業外収益のうち主要なもの ※１　営業外収益のうち主要なもの ※１　営業外収益のうち主要なもの

受取利息 251千円

賃貸料収入 347,104

受取利息 2,054千円

賃貸料収入 433,423

受取利息 1,364千円

賃貸料収入 731,125

※２　営業外費用のうち主要なもの ※２　営業外費用のうち主要なもの ※２　営業外費用のうち主要なもの

支払利息   28,616千円

賃貸費用 325,854

支払利息 39,280千円

賃貸費用 399,768

支払利息 62,217千円

賃貸費用 682,945

３　減価償却実施額 ３　減価償却実施額 ３　減価償却実施額

有形固定資産 204,348千円

無形固定資産 26

有形固定資産 238,996千円

無形固定資産 330

有形固定資産 446,179千円

無形固定資産 379

※４　特別損失のうち主要なもの ※４　特別損失のうち主要なもの ※４　特別損失のうち主要なもの　

減損損失

店舗賃借解約損

買掛金整理損

  57,152千円

   40,285

   24,455

減損損失

店舗賃借解約損

 

111,267千円

   1,833

         

減損損失

店舗賃借解約損

買掛金整理損

固定資産除却損

  57,152千円

   40,285

   24,455

    3,260

　当中間会計期間において、当社は以下の資産

グループについて減損損失を計上いたしました。

　当中間会計期間において、当社は以下の資産

グループについて減損損失を計上いたしました。

 当事業年度において、当社は以下の資産グ

ループについて減損損失を計上いたしました。

場所 用途 種類
金額

（千円）

石川県
金沢市
ほか

閉鎖予
定店舗

建物、
構築物
ほか

57,152

場所 用途 種類
金額

（千円）

富山県
富山市

閉鎖予
定店舗

建物、
構築物
ほか

111,267

場所 用途 種類
金額

（千円）

石川県
金沢市
ほか

閉鎖予
定店舗

建物、
構築物
ほか

57,152

　当社は、キャッシュ・フローを生み出す最小

単位として、主として店舗を基本単位としてグ

ルーピングしております。その結果、賃貸店舗

については、収益性の低下により、当該店舗の

帳簿価額を回収可能価額まで減額し、当該減少

額を減損損失として特別損失に計上いたしまし

た。

　当社は、キャッシュ・フローを生み出す最小

単位として、主として店舗を基本単位としてグ

ルーピングしております。その結果、賃貸店舗

については、物件移転補償契約締結により、当

該店舗の帳簿価額を減額し、当該減少額を減損

損失として特別損失に計上いたしました。

 当社は、キャッシュ・フローを生み出す最

小単位として、主として店舗を基本単位とし

てグルーピングしております。その結果、閉

鎖予定店舗については、収益性の低下により、

当該店舗の帳簿価額を回収可能価額まで減額

し、当該減少額を減損損失として特別損失に

計上いたしました。
 

 ※減損損失の内訳  ※減損損失の内訳  ※減損損失の内訳

建物 30,294 千円

その他 26,857

　計 57,152

建物 84,528 千円

構築物 4,708

器具備品 29

その他 22,000

　計 111,267

建物 30,294 千円

構築物 943

その他 25,913

　計 57,152

　なお、当該資産グループの回収可能価額は、

閉鎖予定日までの使用価値に基づいて測定して

おります。

　なお、当該資産グループの回収可能価額は、

閉鎖予定日までの使用価値に基づいて測定して

おります。

　なお、当該資産グループの回収可能価額は、

閉鎖予定日までの使用価値に基づいて測定し

ております。
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（中間株主資本等変動計算書関係）

 　　　 前中間会計期間（自平成18年６月21日　至平成18年12月20日）

 　　　 自己株式の種類及び株式数に関する事項

 　　　 該当事項はありません。

 

 　　　 当中間会計期間（自平成19年６月21日　至平成19年12月20日）

 　　　 自己株式の種類及び株式数に関する事項

 　　　 該当事項はありません。

 

 　　　 前事業年度（自平成18年６月21日　至平成19年6月20日）

　　　  自己株式の種類及び株式数に関する事項

 　　　 該当事項はありません。
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（リース取引関係）

 　　　ＥＤＩＮＥＴによる開示を行うため、記載を省略しております。

（有価証券関係）

前中間会計期間、当中間会計期間および前事業年度のいずれにおいても子会社株式および関連会社株式で時価

のあるものはありません。

（１株当たり情報）

前中間会計期間
（自　平成18年６月21日
至　平成18年12月20日）

当中間会計期間
（自　平成19年６月21日
至　平成19年12月20日）

前事業年度
（自　平成18年６月21日
至　平成19年６月20日）

１株当たり純資産額 110,894円36銭

１株当たり中間純利益金額 6,675円48銭

潜在株式調整後１株当たり

中間純利益金額
6,573円94銭

１株当たり純資産額 140,798円81銭

１株当たり中間純利益金額 20,341円74銭

潜在株式調整後１株当たり

中間純利益金額
19,982円52銭

１株当たり純資産額 121,823円58銭

１株当たり当期純利益金額 17,696円68銭

潜在株式調整後１株当たり

当期純利益金額
17,427円67銭

　（注）　１株当たり中間（当期）純利益および潜在株式調整後１株当たり中間（当期）純利益の算定上の基礎は、以下

のとおりであります。

前中間会計期間
(自　平成18年６月21日
至　平成18年12月20日)

当中間会計期間
(自　平成19年６月21日
至　平成19年12月20日)

前事業年度
(自　平成18年６月21日
至　平成19年６月20日)

１株当たり中間（当期）純利益金額

中間（当期）純利益 200,531千円 620,097千円 535,395千円

普通株主に帰属しない金額 ― ― ―

普通株式に係る中間（当期）純利益 200,531千円 620,097千円 535,395千円

期中平均株式数 30,040株 30,484株 30,254株

潜在株式調整後１株当たり中間（当期）

純利益金額

　中間（当期）純利益調整額 ― ― ―

　普通株式増加数     464株 548株 467株

　（うち新株予約権） (　　　464株) (　　　548株) (　　　467株)

希薄化効果を有しないため、潜在株式調

整後１株当たり中間（当期）純利益の算

定に含めなかった潜在株式の概要

(1)新株予約権の種類

2種類

新株予約権の数

840個

(1)新株予約権の種類

2種類

新株予約権の数

 800個

 (1)新株予約権の種類

 2種類

 新株予約権の数

 800個
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（重要な後発事象）

前中間会計期間
（自　平成18年６月21日
至　平成18年12月20日）

当中間会計期間
（自　平成19年６月21日
至　平成19年12月20日）

前事業年度
（自　平成18年６月21日
至　平成19年６月20日）

 (子会社の設立)

　当社は、平成18年12月4日開催の取締役会決

議に基づき、平成18年12月21日に「ゲンキー

ネット株式会社」(資本金1,000万円、出資比

率100%)を設立いたしました。

　尚、同社はインターネットを通じた化粧品、

医薬品、雑貨の通信販売を主な事業内容とす

る予定であります。

────────── ──────────
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６．その他
　第18期（平成19年６月21日から平成20年６月20日まで）中間配当については、平成20年２月１日開催の取締役会に

おいて、平成19年12月20日の最終の株主名簿および実質株主名簿に記載又は記録された株主に対し、次のとおり中間

配当を行うことを決議いたしました。

　　①中間配当金の総額　　　　　　　　　　　　　　　　22,863千円

　　②１株当たり中間配当金　　　　　　　　　　　　　 　　　750円

　　③支払請求権の効力発生日および支払開始日　　平成20年３月３日
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