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1.  平成21年6月期第1四半期の連結業績（平成20年6月21日～平成20年9月20日） 

 

(2) 連結財政状態 

  

(1) 連結経営成績（累計） （％表示は対前年同四半期増減率）

売上高 営業利益 経常利益 四半期純利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

21年6月期第1四半期 9,370 ― 208 ― 225 ― 48 ―

20年6月期第1四半期 8,325 17.5 345 40.2 363 44.6 197 62.8

1株当たり四半期純利益
潜在株式調整後1株当たり四半期純利

益

円 銭 円 銭

21年6月期第1四半期 1,604.00 1,590.12
20年6月期第1四半期 6,483.43 6,360.74

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

21年6月期第1四半期 17,094 4,663 27.3 152,982.73
20年6月期 14,863 4,670 31.4 153,209.47

（参考） 自己資本  21年6月期第1四半期  4,663百万円 20年6月期  4,670百万円

2.  配当の状況 

（注）配当予想の当四半期における修正の有無  無  
 

1株当たり配当金

（基準日） 第1四半期末 第2四半期末 第3四半期末 期末 年間

円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭

20年6月期 0.00 750.00 0.00 1,750.00 2,500.00
21年6月期 0.00 ――― ――― ――― ―――

21年6月期（予想） ――― 750.00 0.00 1,250.00 2,000.00

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

（注）連結業績予想数値の当四半期における修正の有無  無  
 

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 17,888 ― 600 ― 650 ― 248 ― 8,135.42
通期 37,000 13.1 1,270 8.4 1,370 12.8 610 △32.3 20,010.50

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) 簡便な会計処理及び四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用  有  

(注)詳細は、3ページ【定性的情報・財務諸表等】4．その他をご覧ください。 

(3) 四半期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（四半期連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項等の変更に記載されるもの） 

(注)詳細は、3ページ【定性的情報・財務諸表等】4．その他をご覧ください。 

(4) 発行済株式数（普通株式） 

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事事項 
１．本資料に記載されている業績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
等は様々な要因により大きく異なる可能性があります。 
２．当連結会計年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第12号）及び「四半期財務諸表に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第
14号）を適用しております。また、「四半期連結財務諸表規則」に従い四半期連結財務諸表を作成しております。  

新規 ― 社 （社名 ） 除外 ― 社 （社名 ）

① 会計基準等の改正に伴う変更 有

② ①以外の変更 無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 21年6月期第1四半期 30,484株 20年6月期 30,484株

② 期末自己株式数 21年6月期第1四半期 ―株 20年6月期 ―株

③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 21年6月期第1四半期 30,484株 20年6月期第1四半期 30,484株



定性的情報・財務諸表等

１．連結経営成績に関する定性的情報

　当第１四半期連結会計期間における、わが国の経済環境は、米国経済の後退懸念が強まるなか、原油や原材料価格

の高騰などによる、企業収益の圧迫などにより、景気の足踏み状態が続いております。また、個人消費においては、

ガソリン価格の高騰や、原材料価格の高騰に伴う生活必需品の値上げ等の影響により、個人消費は低調に推移してお

り、先行き不透明な状況が続いております。

　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においても、同質化競争が顕著なものとなり、さらに

はオーバーストアーズの状況も重なり、依然として厳しい状況が続いております。

　このような状況の中、売場面積750坪を中心とする「メガドラッグストア」業態での店舗展開を強化し、ドミナント

エリア構築に邁進いたしました。

　新規出店につきましては、メガドラッグストアを岐阜県に３店舗および愛知県に１店舗、新業態店舗（バラエティ

ストア）を愛知県に１店舗出店いたしました。既存店につきましては、愛知県のドラッグストア１店舗、新業態店舗

（バラエティストア）１店舗を閉店いたしました。これにより、当第１四半期連結会計期間末における店舗数は、メ

ガドラッグストア37店舗、ドラッグストア14店舗、新業態店舗（バラエティストア）1店舗、合計52店舗となりました。

　この結果、当第１四半期連結会計期間における売上高は93億70百万円、経常利益２億25百万円、四半期純利益は48

百万円となりました。次に、当第１四半期連結会計期間における業態別の売上高をみますと、「メガドラッグスト

ア」85億52百万円、「ドラッグストア」７億40百万円、「その他（新業態店舗ほか）」77百万円となりました。

　また、商品別の内訳では、食品43億24百万円、化粧品18億47百万円、雑貨16億51百万円、医薬品13億４百万円、そ

の他２億42百万円となりました。

２．連結財政状態に関する定性的情報

　当第１四半期連結会計期間末における総資産は170億94百万円となり、前連結会計年度末に比べ22億31百万円増加し

ました。その主な要因は、現金及び預金の増加15億72百万円、商品の増加３億77百万円、有形固定資産の増加３億44

百万円であります。また、負債合計は124億31百万円となり、前連結会計年度末に比べ22億37百万円増加しました。そ

の主な要因は、支払手形及び買掛金の増加24億90百万円、長期借入金の増加４億円であります。純資産は46億63百万

円となり、前連結会計年度末に比べ６百万円減少しました。

３．連結業績予想に関する定性的情報

　当第１四半期連結会計期間における業績は、概ね前回発表（平成20年８月１日）の業績予想の想定範囲内で推移し

ており、現時点において、業績予想の変更は行っておりません。
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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）

該当事項はありません。

（２）簡便な会計処理及び四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用

①簡便な会計処理

　棚卸資産の評価方法

　当第１四半期連結会計期間末の棚卸高の算出に関しては、実地棚卸を省略し、前連結会計年度末の実地棚

卸高を基礎として合理的な方法により算定する方法によっております。

②四半期特有の会計処理

　　該当事項はありません。

（３）四半期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

①四半期財務諸表に関する会計基準の適用

　当連結会計年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第12号）及び「四半期財務諸表

に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第14号）を適用しております。また、「四半期連結

財務諸表規則」に従い四半期連結財務諸表を作成しております。

②棚卸資産の評価に関する会計基準の適用

　通常の販売目的で保有するたな卸資産については、従来、主として売価還元法による原価法によっており

ましたが、当第１四半期連結会計期間より「棚卸資産の評価に関する会計基準」（企業会計基準第９号　平

成18年７月５日）が適用されたことに伴い、主として売価還元法による原価法（貸借対照表価額については

収益性の低下に基づく簿価切下げの方法）により算定しております。

　なお、期首在庫に含まれる変更差額75,873千円は特別損失に計上しております。

　この変更により、従来の方法によった場合に比べ、売上総利益、営業利益及び経常利益が59,044千円減少

し、税金等調整前四半期純利益は、134,917千円減少しております。
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５．四半期連結財務諸表 
（１）四半期連結貸借対照表 

（単位：千円）

当第１四半期連結会計期間末
(平成20年９月20日) 

前連結会計年度末に係る 
要約連結貸借対照表 
(平成20年６月20日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 2,752,573 1,180,108

売掛金 29,811 25,095

商品 4,021,015 3,643,192

貯蔵品 14,945 15,386

その他 547,992 598,810

流動資産合計 7,366,337 5,462,594

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 5,964,186 5,296,372

その他（純額） 1,573,918 1,897,434

有形固定資産合計 7,538,104 7,193,807

無形固定資産   

その他 31,383 15,828

無形固定資産合計 31,383 15,828

投資その他の資産   

その他 2,193,967 2,226,530

貸倒引当金 △35,000 △35,000

投資その他の資産合計 2,158,967 2,191,530

固定資産合計 9,728,454 9,401,165

資産合計 17,094,792 14,863,760

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 6,290,871 3,800,541

1年内償還予定の社債 30,000 110,000

1年内返済予定の長期借入金 1,318,056 1,284,910

未払法人税等 73,570 396,105

賞与引当金 68,460 18,835

ポイント引当金 438,536 393,763

その他 724,426 1,092,969

流動負債合計 8,943,920 7,097,124

固定負債   

長期借入金 3,397,020 2,996,379

その他 90,326 99,818

固定負債合計 3,487,346 3,096,198

負債合計 12,431,267 10,193,322
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（単位：千円）

当第１四半期連結会計期間末
(平成20年９月20日) 

前連結会計年度末に係る 
要約連結貸借対照表 
(平成20年６月20日) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 816,427 816,427

資本剰余金 620,081 620,081

利益剰余金 3,232,304 3,236,755

株主資本合計 4,668,812 4,673,263

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △5,286 △2,825

評価・換算差額等合計 △5,286 △2,825

純資産合計 4,663,525 4,670,437

負債純資産合計 17,094,792 14,863,760
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（２）四半期連結損益計算書 
（第１四半期連結累計期間） 

（単位：千円）

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成20年６月21日 
 至 平成20年９月20日) 

売上高 9,370,477

売上原価 7,445,270

売上総利益 1,925,206

販売費及び一般管理費 1,716,590

営業利益 208,616

営業外収益  

受取利息 1,386

受取賃貸料 25,442

受取手数料 26,432

その他 8,953

営業外収益合計 62,214

営業外費用  

支払利息 17,230

賃貸費用 25,756

その他 2,266

営業外費用合計 45,254

経常利益 225,577

特別利益  

前期損益修正益 39,498

特別利益合計 39,498

特別損失  

たな卸資産評価損 75,873

特別損失合計 75,873

税金等調整前四半期純利益 189,201

法人税、住民税及び事業税 73,481

法人税等調整額 66,823

法人税等合計 140,305

四半期純利益 48,896
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　当連結会計年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第12号）及び「四半期財務諸表に関する

会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第14号）を適用しております。また、「四半期連結財務諸表規則」に

従い四半期連結財務諸表を作成しております。

（４）継続企業の前提に関する注記

　該当事項はありません。

（５）セグメント情報

ａ．事業の種類別セグメント情報

　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

　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

　海外売上高がないため、該当事項はありません。

（６）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記

　該当事項はありません。
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「参考資料」

前第１四半期に係る財務諸表等

（１）（要約）第１四半期連結損益計算書（平成19年６月20日～９月20日）

科目

前年同四半期
（平成20年６月期
第１四半期）

金額（千円）

Ⅰ　売上高 8,325,610

Ⅱ　売上原価 6,618,124

　売上総利益 1,707,485

Ⅲ　販売費及び一般管理費 1,361,687

　営業利益 345,798

Ⅳ　営業外収益 75,127

Ⅴ　営業外費用 57,539

　経常利益 363,385

　　税金等調整前四半期純利益 363,385

　　税金費用 165,744

　　四半期純利益 197,640
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