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1.  平成21年3月期第2四半期の業績（平成20年4月1日～平成20年9月30日） 

 

(2) 財政状態 

  

(1) 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3月期第2四半期 12,715 ― △3 ― △2 ― △143 ―
20年3月期第2四半期 13,211 4.1 142 △47.2 127 △55.7 49 △67.1

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3月期第2四半期 △8,678.52 ―
20年3月期第2四半期 3,149.09 3,131.09

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3月期第2四半期 18,102 3,705 20.5 174,308.58
20年3月期 17,009 3,234 19.0 206,558.38

（参考） 自己資本   21年3月期第2四半期  3,705百万円 20年3月期  3,234百万円

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3月期 ― 1,000.00 ― 1,000.00 2,000.00
21年3月期 ― 1,000.00 ――― ――― ―――

21年3月期（予想） ――― ――― ― 1,000.00 2,000.00

3.  平成21年3月期の業績予想（平成20年4月1日～平成21年3月31日） 
（％表示は対前期増減率）

（注）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

通期 26,450 ― 305 ― 278 ― △263 ― △13,907.98

4.  その他 
(1) 簡便な会計処理及び四半期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。  

(2) 四半期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。  

(3) 発行済株式数（普通株式） 

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3月期第2四半期  21,259株 20年3月期  15,659株
② 期末自己株式数 21年3月期第2四半期  ―株 20年3月期  ―株
③ 期中平均株式数（四半期累計期間） 21年3月期第2四半期  16,576株 20年3月期第2四半期  15,659株

※ 業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
・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。業績予想の前提となる仮定及び業績予想のご利用に当たっての注意事項等については、２ページ【定性的情報・財 
務諸表等】３．業績予想に関する定性的情報 をご覧ください。 
・当事業年度より「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、「四半期財務諸表等規則」に従い四半期財務諸表を作成しております。  



【定性的情報・財務諸表等】 

１．経営成績に関する定性的情報 

平成 20 年４月１日から９月 30 日の６か月間（以下、当第２四半期）の経済環境は、原材料高騰によ

るコスト増を背景に企業の景況感も大幅に悪化する状況となりました。また個人消費も、物価上昇に伴

う実質所得の減少や消費者心理の悪化から弱含んでおり、事業環境は厳しさを増しております。 

 このような状況下で当社は、人件費を含む販売管理費の適正化を進めるとともに、チラシ等の販売促

進を抑制し顧客の固定化を図るＤＭ等に取組みました。新規出店につきましては、香川県、徳島県に計

３店舗を開設いたしました。しかし、他地域地盤の競合他社の相次ぐ出店による競争の激化などから、

当第２四半期（６か月）の業績は売上高 12,715,481 千円、営業損失は 3,363 千円、経常損失は 2,553

千円となりました。また、賃貸用不動産につき減損損失 117,755 千円を計上したことなどから、四半期

純損失は 143,855 千円となりました。 

 

２．財政状態に関する定性的情報 

（1）資産、負債及び純資産の状況 

当第２四半期末の総資産につきましては、前事業年度末と比較して 1,092,124 千円増加し、18,102,081

千円となりました。これは主に現金及び預金が 198,090 千円減少したものの、投資その他の資産が

736,314 千円、商品が 538,547 千円増加したことによるものです。 

  負債につきましては、621,102 千円増加の 14,396,562 千円となりました。これは主に短期借入金が

450,040 千円減少したものの、支払手形及び買掛金が 719,365 千円、長期借入金が 375,131 千円増加し

たことによるものです。 

  純資産につきましては、471,022 千円増加の 3,705,519 千円となりました。これは主に利益剰余金が

159,514 千円減少したものの、資本剰余金が 638,400 千円増加したことによるものです。 

 

（2）キャッシュ・フローの状況 

当第２四半期累計期間における現金及び現金同等物（以下資金という。）は、前事業年度末に比べ

198,090 千円減少し、552,991 千円となりました。 

 営業活動の結果得られた資金は 208,998 千円となりました。これは主として、たな卸資産の増加

540,593 千円に対し、仕入債務の増加が 719,364 千円となったことによるものです。 

  投資活動の結果使用した資金は 325,907 千円となりました。これは主として、有形固定資産の取得に

よる支出 216,333 千円、差入保証金の差入による支出 75,992 千円によるものです。 

財務活動の結果使用した資金は 81,181 千円となりました。これは主として、短期借入れの返済による 

支出 1,750,040 千円に対し、短期借入れによる収入が 1,300,000 千円となったことによるものです。 

 

 

 

 

 

 

 



３．業績予想に関する定性的情報 

 第３、第４四半期につきましては、引き続き厳しい経済環境のもと、売上高につきましては当初計画

値をやや下回るもののと見込まれます。よって通期の売上高予想としましては、26,450 百万円を見込ん

でおります。利益面では、店舗運営の一層の効率化、販売管理費の適正化を引き続き推進することで利

益率の改善を図ります。これにより、通期では営業利益 305 百万円、経常利益 278 百万円を見込んでお

ります。また、グループ内での店舗配置等の見直しに伴う特別損失を 277 百万円見込むことから、当期

純損失は 263 百万円を見込んでおります。 

なお、平成 20 年 11 月７日付で「連結決算への移行に伴う平成 21 年３月期連結業績予想の公表ならび

びに特別損失の発生ならびに平成 21 年３月期第２四半期累計期間および通期業績予想の修正について」

を別途公表しております。 

 

４．その他 

(1) 期中における重要な子会社の異動（連結の範囲の変更を伴う特定子会社の異動） 

    平成 20 年９月１日付で株式会社メディコ・二十一が当社の子会社となりました。同社の第２四半 

期会計期間末は平成 20 年８月 31 日であるため、当第２四半期におきましては、当社は連結財務諸 

表を作成しておりません。 

(2) 簡便な会計処理及び四半期財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 

棚卸資産の評価方法 

四半期会計期間末における棚卸高の算出に関して、実地棚卸を省略し前事業年度に係る実地棚卸

高を基礎として合理的な方法により算定しております。 

(3) 四半期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当事業年度より「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、

「四半期財務諸表等規則」に従い四半期財務諸表を作成しております。 

②通常の販売目的で保有するたな卸資産については、従来、主として移動平均法による原価法によ 

っておりましたが、当第１四半期会計期間より「棚卸資産の評価に関する会計基準」（企業会計基 

準第９号）が適用されたことに伴い、主として移動平均法による原価法（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。これにより、当第２四 

半期累計期間の営業損失、経常損失及び税引前四半期純損失は、それぞれ 4,806 千円増加してお 

ります。 



１【四半期財務諸表】 
（１）【四半期貸借対照表】 

（単位：千円）

当第２四半期会計期間末 
(平成20年９月30日) 

前事業年度末に係る 
要約貸借対照表 

(平成20年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 732,991 931,082

売掛金 269,452 274,554

商品 4,863,769 4,325,221

その他 469,111 411,536

流動資産合計 6,335,325 5,942,394

固定資産   

有形固定資産   

建物（純額） 2,612,915 2,568,932

土地 5,511,157 5,573,357

その他（純額） 291,733 311,559

有形固定資産合計 8,415,806 8,453,850

無形固定資産 51,987 51,063

投資その他の資産 3,298,962 2,562,648

固定資産合計 11,766,756 11,067,562

資産合計 18,102,081 17,009,957

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 4,742,808 4,023,444

短期借入金 774,940 1,224,980

1年内返済予定の長期借入金 2,068,245 2,043,858

1年内償還予定の社債 30,000 30,000

未払法人税等 22,718 46,988

賞与引当金 116,705 79,105

その他 330,872 363,686

流動負債合計 8,086,291 7,812,063

固定負債   

社債 40,000 55,000

長期借入金 5,906,138 5,531,007

退職給付引当金 182,366 187,603

役員退職慰労引当金 11,963 13,027

その他 169,802 176,758

固定負債合計 6,310,271 5,963,396

負債合計 14,396,562 13,775,460
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（単位：千円）

当第２四半期会計期間末 
(平成20年９月30日) 

前事業年度末に係る 
要約貸借対照表 

(平成20年３月31日) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 573,141 573,141

資本剰余金 1,294,616 656,216

利益剰余金 1,845,118 2,004,632

株主資本合計 3,712,877 3,233,991

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △7,357 506

評価・換算差額等合計 △7,357 506

純資産合計 3,705,519 3,234,497

負債純資産合計 18,102,081 17,009,957



（２）【四半期損益計算書】 
【第２四半期累計期間】 

（単位：千円）

当第２四半期累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年９月30日) 

売上高 12,715,481

売上原価 9,467,654

売上総利益 3,247,827

販売費及び一般管理費 3,251,191

営業損失（△） △3,363

営業外収益  

受取利息 11,837

受取賃貸料 87,096

その他 64,180

営業外収益合計 163,114

営業外費用  

支払利息 90,794

賃貸費用 57,177

その他 14,333

営業外費用合計 162,304

経常損失（△） △2,553

特別損失  

投資有価証券評価損 136

固定資産売却損 22

固定資産除却損 10,655

減損損失 125,984

特別損失合計 136,797

税引前四半期純損失（△） △139,351

法人税、住民税及び事業税 12,228

法人税等調整額 △7,725

法人税等合計 4,503

四半期純損失（△） △143,855



【第２四半期会計期間】 

（単位：千円）

当第２四半期会計期間 
(自 平成20年７月１日 
 至 平成20年９月30日) 

売上高 6,458,252

売上原価 4,809,769

売上総利益 1,648,482

販売費及び一般管理費 1,638,036

営業利益 10,446

営業外収益  

受取利息 6,234

受取賃貸料 43,358

その他 33,201

営業外収益合計 82,793

営業外費用  

支払利息 45,655

賃貸費用 29,494

その他 6,308

営業外費用合計 81,457

経常利益 11,783

特別損失  

固定資産売却損 22

固定資産除却損 10,655

減損損失 122,110

特別損失合計 132,787

税引前四半期純損失（△） △121,004

法人税、住民税及び事業税 6,234

法人税等調整額 △5,586

法人税等合計 648

四半期純損失（△） △121,652



（３）【四半期キャッシュ・フロー計算書】 

（単位：千円）

当第２四半期累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年９月30日) 

営業活動によるキャッシュ・フロー  

税引前四半期純損失（△） △139,351

減価償却費 126,806

賞与引当金の増減額（△は減少） 37,600

退職給付引当金の増減額（△は減少） △5,236

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △1,063

固定資産受贈益 △18,996

投資有価証券評価損益（△は益） 136

受取利息及び受取配当金 △13,790

支払利息 90,794

有形固定資産売却損益（△は益） 22

有形固定資産除却損 10,655

減損損失 125,984

売上債権の増減額（△は増加） 5,102

未収入金の増減額（△は増加） △1,396

たな卸資産の増減額（△は増加） △540,593

仕入債務の増減額（△は減少） 719,364

その他 △63,363

小計 332,673

利息及び配当金の受取額 3,471

利息の支払額 △90,116

法人税等の支払額 △37,029

営業活動によるキャッシュ・フロー 208,998

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 △30,000

定期預金の払戻による収入 30,000

有形固定資産の取得による支出 △216,333

有形固定資産の売却による収入 5

投資有価証券の取得による支出 △307

子会社株式の取得による支出 △21,838

貸付けによる支出 △58,400

貸付金の回収による収入 42,930

差入保証金の差入による支出 △75,992

差入保証金の回収による収入 2,472

その他 1,556

投資活動によるキャッシュ・フロー △325,907



（単位：千円）

当第２四半期累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年９月30日) 

財務活動によるキャッシュ・フロー  

短期借入れによる収入 1,300,000

短期借入金の返済による支出 △1,750,040

長期借入れによる収入 1,500,000

長期借入金の返済による支出 △1,100,482

社債の償還による支出 △15,000

配当金の支払額 △15,659

財務活動によるキャッシュ・フロー △81,181

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △198,090

現金及び現金同等物の期首残高 751,082

現金及び現金同等物の四半期末残高 552,991



 当事業年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」（企業会計基第 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、「四半期財務

諸表等規則」に従い四半期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) 株主の資本に著しい変動があった場合の注記 

  平成 20 年９月１日付で、株式交換により株式会社メディコ・二十一を完全子会社としました。

この結果、当第２四半期会計期間において資本準備金が 638,400 千円増加し、当第２四半期会計期

間末における資本準備金は 1,294,616 千円となっております。 



 

「参考資料」 

前年同四半期に係る財務諸表等 

 

(1) （要約）中間損益計算書（平成 19 年４月１日～９月 30 日） 

（単位：千円） 

  

前中間会計期間 

（自平成 19年４月１日 

   至平成 19 年９月 30 日） 科  目 

金  額 
百分比 

（％） 

13,211,979 

9,851,394 

100.0 

74.6 

3,360,584 

3,217,614 

25.4 

24.3 

142,970 

146,671 

162,050 

127,590 

48 

19,259 

108,379 

74,714

△15,647 59,067 

Ⅰ 売上高 

Ⅱ 売上原価 

売上総利益 

Ⅲ 販売費及び一般管理費 

営業利益 

Ⅳ 営業外収益 

Ⅴ 営業外費用 

経常利益 

Ⅵ 特別利益 

Ⅶ 特別損失 

税引前中間(当期)純利益 

法人税、住民税及び事業税 

法人税等調整額 

中間(当期)純利益 49,311 

1.1 

1.1 

1.2 

1.0 

0.0 

0.2 

0.8 

 

0.4 

0.4 

      

 

 

 



 

(2) （要約）中間キャッシュ・フロー計算書（平成 19 年４月１日～９月 30 日） 

（単位：千円）       

 

前中間会計期間 

（自平成 19年４月１日 

 至平成 19 年９月 30 日）

区  分 金  額 

Ⅰ 営業活動によるキャッシュ・フロー  

税引前中間(当期)純利益 108,379 

減価償却費 128,443 

賞与引当金の増減額（△は減少額） 14,073 

投資有価証券評価損 163 

退職給付引当金の減少額 △3,860 

投資有価証券売却益 △48 

受取利息及び受取配当金 △9,460 

支払利息 93,434 

有形固定資産除却損 4,551 

器具備品受贈益 △16,156 

有形固定資産除却損 2,658 

減損損失 16,423 

売上債権の増減額（△は増加額） △65,605 

未収入金の減少額 8,872 

たな卸資産の増加額 △285,206 

仕入債務の増減額（△は減少額） 590,022 

その他 42,068 

小計 624,201 

利息及び配当金の受取額 1,594 

利息の支払額 △90,859 

法人税等の支払額 △145,549 

営業活動によるキャッシュ・フロー 389,386 

Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー  

有形固定資産の取得による支出 △219,365 

投資有価証券の取得による支出 △304 

投資有価証券の売却による収入 238 

貸付けによる支出 △219,360 

貸付金の回収による収入 32,419 

差入敷金保証金の増加による支出 △166,279 

差入敷金保証金の減少による収入 168,768 

その他 3,468 

投資活動によるキャッシュ・フロー △400,414 

Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー  

短期借入れによる収入 2,600,000 

短期借入金の返済による支出 △3,490,040 

長期借入れによる収入 2,050,000 

長期借入金の返済による支出 △923,637 

社債償還による支出 △15,000 

配当金の支払額 △19,573 

財務活動によるキャッシュ・フロー 201,748 

Ⅳ 現金及び現金同等物の増加額 190,720 

Ⅴ 現金及び現金同等物の期首残高 704,229 

Ⅵ 現金及び現金同等物の中間期末(期末)残高 894,950 
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