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1.  平成21年6月期第2四半期の連結業績（平成20年6月21日～平成20年12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2四半期 18,087 ― 451 ― 506 ― 174 ―

20年6月期第2四半期 16,165 16.3 594 6.7 612 8.6 586 160.5

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2四半期 5,711.07 5,675.51
20年6月期第2四半期 19,249.49 18,909.56

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2四半期 15,919 4,789 30.1 157,114.86
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2四半期  4,789百万円 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 ― 750.00 ― 1,750.00 2,500.00
21年6月期 ― 1,250.00 ――― ――― ―――

21年6月期（予想） ――― ――― 0.00 1,250.00 2,500.00

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） 
（％表示は対前期増減率）

（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

通期 37,000 13.1 903 △22.9 1,003 △17.4 409 △54.6 13,416.87

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  無  

(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2四半期 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2四半期 ―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2四半期 30,484株 20年6月期第2四半期 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２四半期連結累計期間（平成20年６月21日～平成20年12月20日）におけるわが国の経済環境は、米国金融機関

の信用不安に端を発する世界的な連鎖不況や、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、景気の後退

局面が続いております。また、国内製造大手の大幅な人員削減による失業者数の急激な増加や、日用生活品の価格水

準の高止まりなどにより、個人消費は以前にも増して減退しております。 

 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きましても、同質化競争が顕著なものとなり、さ

らには改正薬事法の施行に伴う他業種の新規参入も相まったオーバーストアーズにより、厳しさは加速度的に高まっ

ております。 

 このような状況の中、当社グループは、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

強化してドミナントエリア構築に邁進し、また低価格の生活必需品を取り揃えた「価格値下宣言コーナー」を設置し

て、お客様の利便性を高めてまいりました。 

 新規出店につきましては、ドラッグストアを福井県に１店舗、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、ドラッグ

ストアのうち福井県の１店舗および愛知県の１店舗、新業態店舗２店舗を閉店いたしました。これにより、当第２四

半期連結累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、合計51店舗となりまし

た。 

 この結果、当第２四半期連結累計期間における売上高は180億87百万円、経常利益５億６百万円、四半期純利益は

１億74百万円となりました。次に、当第２四半期連結累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」165億14百万円、「ドラッグストア」14億10百万円、「その他」１億62百万円となりました。 

 また、商品別の内訳では、食品83億63百万円、化粧品35億20百万円、雑貨31億38百万円、医薬品25億75百万円、そ

の他４億89百万円となりました。 

  

２．連結財政状態に関する定性的情報 

 当第２四半期連結会計期間末における総資産は159億19百万円となり、前連結会計年度末に比べ10億55百万円増加

しました。その主な要因は、現金及び預金の減少４億57百万円、商品の増加７億63百万円、有形固定資産の増加７億

13百万円であります。また、負債合計は111億29百万円となり、前連結会計年度末に比べ９億36百万円増加しまし

た。その主な要因は、支払手形及び買掛金の増加11億97百万円、未払法人税等の減少１億64百万円であります。純資

産は47億89百万円となり、前連結会計年度末に比べ１億19百万円増加しました。 

  

３．連結業績予想に関する定性的情報 

 当第２四半期連結累計期間における業績の進捗状況などを勘案し、業績予想の見直しを行った結果、平成20年８月

１日に「平成20年６月期 決算短信」にて公表しました平成21年６月期の連結業績予想を修正いたしました。 

 なお、当該予想に関する詳細につきましては、平成21年１月28日に公表いたしました「平成21年６月期 業績予想

の修正に関するお知らせ」をご参照ください。 

  



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 

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、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、当第２四半期連結累計期間の売上総利益、営業利益及び

経常利益が70,337千円減少し、税金等調整前四半期純利益は、146,211千円減少しております。 

  



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２四半期連結会計期間末
(平成20年12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 723,063 1,180,108

売掛金 39,128 25,095

商品 4,407,177 3,643,192

貯蔵品 16,120 15,386

その他 568,625 598,810

流動資産合計 5,754,116 5,462,594

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 5,833,569 5,296,372

その他（純額） 2,073,665 1,897,434

有形固定資産合計 7,907,235 7,193,807

無形固定資産   

その他 92,867 15,828

無形固定資産合計 92,867 15,828

投資その他の資産   

その他 2,200,043 2,226,530

貸倒引当金 △35,000 △35,000

投資その他の資産合計 2,165,043 2,191,530

固定資産合計 10,165,146 9,401,165

資産合計 15,919,263 14,863,760

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 4,998,101 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 1,448,076 1,284,910

未払法人税等 231,679 396,105

賞与引当金 16,888 18,835

ポイント引当金 471,439 393,763

その他 951,283 1,092,969

流動負債合計 8,147,467 7,097,124

固定負債   

長期借入金 2,890,660 2,996,379

その他 91,646 99,818

固定負債合計 2,982,306 3,096,198

負債合計 11,129,774 10,193,322



（単位：千円）

当第２四半期連結会計期間末
(平成20年12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 3,357,484 3,236,755

株主資本合計 4,793,992 4,673,263

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △4,503 △2,825

評価・換算差額等合計 △4,503 △2,825

純資産合計 4,789,489 4,670,437

負債純資産合計 15,919,263 14,863,760



（２）四半期連結損益計算書 
（第２四半期連結累計期間） 

（単位：千円）

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成20年６月21日 
 至 平成20年12月20日) 

売上高 18,087,550

売上原価 14,259,843

売上総利益 3,827,706

販売費及び一般管理費 3,376,071

営業利益 451,635

営業外収益  

受取利息 2,533

受取賃貸料 52,095

受取手数料 57,983

その他 33,274

営業外収益合計 145,887

営業外費用  

支払利息 31,987

賃貸費用 53,382

その他 6,067

営業外費用合計 91,437

経常利益 506,085

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  

減損損失 12,150

投資有価証券評価損 5,772

たな卸資産評価損 75,873

特別損失合計 93,796

税金等調整前四半期純利益 451,786

法人税、住民税及び事業税 228,123

法人税等調整額 49,567

法人税等合計 277,690

四半期純利益 174,096



（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

（単位：千円）

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成20年６月21日 
 至 平成20年12月20日) 

営業活動によるキャッシュ・フロー  

税金等調整前四半期純利益 451,786

減価償却費 318,209

投資有価証券評価損益（△は益） 5,772

減損損失 12,150

たな卸資産評価損 75,873

賞与引当金の増減額（△は減少） △1,947

ポイント引当金の増減額（△は減少） 77,675

前期損益修正損益（△は益） △39,498

受取利息及び受取配当金 △2,590

支払利息 31,987

売上債権の増減額（△は増加） △14,033

たな卸資産の増減額（△は増加） △840,592

仕入債務の増減額（△は減少） 1,197,560

その他 △113,606

小計 1,158,748

利息及び配当金の受取額 2,779

利息の支払額 △30,715

法人税等の支払額 △329,691

営業活動によるキャッシュ・フロー 801,120

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 △86,332

定期預金の払戻による収入 88,147

有形固定資産の取得による支出 △1,097,130

無形固定資産の取得による支出 △32,615

差入保証金の差入による支出 △72,079

差入保証金の回収による収入 29,977

その他 △9,988

投資活動によるキャッシュ・フロー △1,180,021

財務活動によるキャッシュ・フロー  

長期借入れによる収入 700,000

長期借入金の返済による支出 △642,554

社債の償還による支出 △80,000

配当金の支払額 △53,771

財務活動によるキャッシュ・フロー △76,325

現金及び現金同等物に係る換算差額 △3

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △455,230

現金及び現金同等物の期首残高 1,122,961

現金及び現金同等物の四半期末残高 667,731



 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 

〔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。 

  

〔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。 

  

〔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。 



「参考資料」 

前年同四半期に係る財務諸表 

（１）中間連結損益計算書 

 
前中間連結会計期間 

（自 平成19年６月21日 
至 平成19年12月20日） 

区分 金額（千円） 
百分比 
（％） 

Ⅰ 売上高   16,165,574 100.0 

Ⅱ 売上原価   12,759,827 78.9 

売上総利益   3,405,747 21.1 

Ⅲ 販売費及び一般管理費   2,811,103 17.4 

営業利益   594,643 3.7 

Ⅳ 営業外収益       

１．受取利息 2,057     

２．賃貸料収入 53,523     

３．受取手数料 51,394     

４．器具備品受贈益 13,818     

５．その他 13,437 134,231 0.8 

Ⅴ 営業外費用       

１．支払利息 39,280     

２．賃貸費用 66,352     

３．その他 10,700 116,333 0.7 

経常利益   612,541 3.8 

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 

Ⅶ 特別損失       

１．減損損失 111,267     

２．店舗賃借解約損 1,833 113,100 0.7 

税金等調整前中間純利益   1,031,213 6.4 

法人税、住民税及び事業
税 348,857     

法人税等調整額 95,554 444,411 2.8 

中間純利益   586,801 3.6 

    



（２）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19年６月21日 
至 平成19年12月20日） 

区分 金額（千円） 

Ⅰ 営業活動によるキャッシュ・フロー  

税金等調整前中間純利益 1,031,213 

減価償却費 239,326 

減損損失 111,267 

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） △77,274 

ポイント引当金の増減額（△：減少） 109,652 

受取利息および受取配当金 △2,126 

支払利息 39,280 

たな卸資産の増減額（△：増加） △486,039 

仕入債務の増減額（△：減少） 141,137 

その他（純額） 60,815 

小計 635,481 

利息および配当金の受取額 1,012 

利息の支払額 △35,114 

法人税等の支払額 △390,325 

営業活動によるキャッシュ・フロー 211,053 

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 △30,103 

定期預金の払戻による収入 76,278 

有形固定資産の取得による支出 △338,615 

差入保証金の差入れによる支出 △23,087 

差入保証金の返還による収入 22,564 

その他（純額） △138,574 

投資活動によるキャッシュ・フロー △431,538 

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 500,000 

長期借入金の返済による支出 △571,916 

社債の償還による支出 △80,000 

配当金の支払額 △37,665 

財務活動によるキャッシュ・フロー △89,581 

Ⅳ 現金及び現金同等物に係る換算差額 △44 

Ⅴ 現金及び現金同等物の増減額（△：減少） △310,111 

Ⅵ 現金及び現金同等物の期首残高 1,222,251 

Ⅶ 現金及び現金同等物の中間期末残高 912,139 
  


	ゲンキー㈱（２７７２）　平成21年６月期　第２四半期決算短信: ゲンキー㈱（２７７２）　平成21年６月期　第２四半期決算短信
	- 1 -: - 1 -
	- 2 -: - 2 -
	- 3 -: - 3 -
	- 4 -: - 4 -
	- 5 -: - 5 -
	- 6 -: - 6 -
	- 7 -: - 7 -
	- 8 -: - 8 -
	- 9 -: - 9 -
	- 10 -: - 10 -


