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1.  21年6月期の連結業績（平成20年6月21日～平成21年6月20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 ％

21年6月期 36,925 12.8 950 △18.9 1,042 △14.2 480 △46.7

20年6月期 32,728 13.4 1,171 4.6 1,214 7.1 900 56.7

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 ％ ％ ％

21年6月期 15,752.67 15,667.87 9.9 6.5 2.6
20年6月期 29,547.53 29,170.51 21.2 8.3 3.6

（参考） 持分法投資損益 21年6月期  ―百万円 20年6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

21年6月期 17,009 5,057 29.7 165,923.01
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  5,057百万円 20年6月期  4,670百万円

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

21年6月期 1,953 △2,390 146 831
20年6月期 1,741 △1,020 △820 1,122

2.  配当の状況 

 

1株当たり配当金 配当金総額
（年間）

配当性向
（連結）

純資産配当
率（連結）（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 百万円 ％ ％

20年6月期 ― 750.00 ― 1,750.00 2,500.00 76 8.5 1.8
21年6月期 ― 1,250.00 ― 1,750.00 3,000.00 91 19.0 1.9

22年6月期 
（予想）

― 1,250.00 ― 1,750.00 3,000.00 15.8

3.  22年6月期の連結業績予想（平成21年6月21日～平成22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）

 

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

19,570 8.2 462 2.3 507 0.2 279 60.3 9,152.34

通期 39,525 7.0 963 1.3 1,051 0.9 578 20.4 18,960.77



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、21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]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、32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 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 30,484株 20年6月期 30,484株

② 期末自己株式数 21年6月期 ―株 20年6月期 ―株

（参考）個別業績の概要 

1.  21年6月期の個別業績（平成20年6月21日～平成21年6月20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 ％

21年6月期 36,713 12.4 672 △42.6 912 △30.2 402 △57.8

20年6月期 32,653 13.2 1,170 19.5 1,307 22.8 953 78.1

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

21年6月期 13,193.57 13,122.55
20年6月期 31,284.48 30,885.29

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 17,042 4,910 28.8 161,090.91
20年6月期 14,939 4,601 30.8 150,936.47

（参考） 自己資本 21年6月期  4,910百万円 20年6月期  4,601百万円

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 

 上記の業績予想は、本資料の発表日現在における事業環境および入手可能な情報にもとづくものであり、今後様々な要因によって上記予想と実際の業
績が異なる結果と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」をご覧ください。 



当社グループ（当社及び連結子会社）を取り巻く経営環境は、同質化競争が顕著なものとなり、また

薬事法の改正に伴う異業種の参入を含めたオーバーストアの状況も重なって、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。また昨年に引き続き、ポイントカード会員を中心とし

た固定客を重視する方針に基づいて固定客への販売促進企画や、毎週土曜日、日曜日にポイント２倍デ

ーを設定し、地域のお客様のご支援を得てまいりました。 

さらに、平成21年６月施行の改正薬事法に伴い、新たに医薬品を販売することの出来る資格である

「登録販売者」の社員による取得に向け、社内教育体制の強化、拡充を図った結果、既存店および今後

の出店体制に必要十分の人員を確保することができました。 

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１店舗、岐阜県に６店舗及び愛知県に２店

舗出店し、ドラックストアを福井県に５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、メガドラッグストア１店舗、ドラッグストアを２店舗、新業態店

舗(バラエティストア)を２店舗を閉店いたしました。これにより、当連結会計年度末における店舗数

は、メガドラッグストア41店舗、ドラッグストア18店舗の合計59店舗となりました。 

この結果、当連結会計年度における売上高は369億25百万円と前連結会計年度に比べ41億97百万円

(12.8％)増加いたしました。利益に関しましては、経常利益10億42百万円と前連結会計年度に比べ１億

72百万円(14.2％)の減益、当期純利益は４億80百万円と４億20百万円(46.7％)の減益となりました。 

次に、当連結会計年度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」337億38百万

円、「ドラッグストア」28億３百万円、「その他」３億83百万円となりました。また、商品別の内訳で

は、食品172億90百万円、化粧品70億44百万円、医薬品53億88百万円、雑貨62億23百万円、その他９億

79百万円となりました。 

  

  業態別売上状況は次のとおりであります。 

 
  商品別売上状況は次のとおりであります。 

1. 経営成績

(1) 経営成績に関する分析

区   分
前連結会計年度 当連結会計年度 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 29,512,775 90.2 33,738,555 91.4 4,225,780 14.3

ドラッグストア 3,085,475 9.4 2,803,447 7.6 △282,027 △9.1

その他(新業態店舗ほか) 130,298 0.4 383,594 1.0 253,296 194.4

計 32,728,548 100.0 36,925,598 100.0 4,197,049 12.8

区   分
前連結会計年度 当連結会計年度 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 14,684,216 44.9 17,290,040 46.8 2,605,823 17.7

化粧品 6,608,984 20.2 7,044,004 19.1 435,020 6.6

医薬品 4,780,809 14.6 5,388,356 14.6 607,547 12.7

雑貨 5,618,583 17.2 6,223,901 16.9 605,318 10.8

その他 1,035,956 3.1 979,295 2.6 △56,660 △5.5

計 32,728,548 100.0 36,925,598 100.0 4,197,049 12.8
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（次期の見通し） 

 わが国の経済につきましては、世界的な経済の減速により景気は当面悪化を続けることが予想されま

す。また、個人消費も同様に低調に推移していく可能性が高く、当社グループを取り巻く経営環境は依然

として厳しく推移するものと思われます。 

 このような状況のもと、当社グループは、今期に引き続き固定客を重視する方針を基軸とした販売促進

企画により、顧客の囲い込みを行ってまいります。そして徹底したローコストオペレーションによるボト

ムラインの更なる切り下げやエブリデーロープライスの訴求によって、お買い求め安い価格を追求してま

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、７店舗の出店および１店舗の増床を計画しており、更なるドミナントエリア

の深耕を図ってまいります。 

 以上により、通期連結業績見通しといたしましては、売上高395億26百万円（前連結会計年度比 7.0％

増）、営業利益９億64百万円（同 1.3％増）、経常利益10億51百万円（同 0.9％増）、当期純利益５億78

百万円（同 20.4％増）を予想しております。 

①資産、負債および純資産の状況 

 当連結会計年度における資産の額は、前連結会計年度に比べ、21億45百万円増加し170億９百万円に

なっております。これは、新規出店に伴う有形固定資産の増加10億76百万円、たな卸資産（商品・貯蔵

品）の増加10億83百万円等によるものです。 

 負債の額は17億58百万円増加し、119億51百万円となっております。これは、支払手形及び買掛金の

増加20億21百万円等によるものです。 

 また、純資産は３億87百万円増加し、50億57百万円となっております。 

  

 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９億84百万円(前年同期15億48百万円)、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、当連結会計年度末で８億31百万円(前年同期11億22百万円)となりました。 

当連結会計年度の営業活動の結果得られた資金は、19億53百万円(前年同期17億41百万円)となりまし

た。税金等調整前当期純利益９億84百万円(前年同期15億48百万円)、仕入債務の増加20億21百万円(前

年同期12百万円の減少)、非資金費用である減価償却費の計上７億23百万円(前年同期４億96百万円)等

による収入とたな卸資産の増加11億59百万円（前年同期１億６百万円の減少）、法人税等の支払７億22

万円(前年同期７億28百万円)等の支出によるものです。 

当連結会計年度の投資活動の結果使用した資金は、23億90百万円(前年同期10億20百万円)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20億25百万円(前年同期７億71百万円)、

(2) 財政状態に関する分析

(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)
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差入保証金の差入れによる支出1億16百万円(前年同期２億17百万円)等があったことによるもので

す。 

当連結会計年度の財務活動の結果調達した資金は、１億46百万円(前年同期８億20百万円の使用)とな

りました。これは、長期借入金の借入れによる収入18億円(前年同期９億円)と、長期借入金の返済14億

52百万円(前年同期15億円)、社債の償還１億10百万円(前年同期１億60百万円)、配当金の支払91百万円

(前年同期59百万円)等があったことによるものであります。 

  

 当社のキャッシュ・フロー指標の推移は下記のとおりであります。 

 
   時価ベースの自己資本比率：株式時価総額／総資産 

   債務償還年数：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。 

     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 

    なうことを基本方針としております。内部留保資金につきましては、店舗の新設および増床にと 

    もなう設備投資資金として充当する方針であります。 

     当期の期末配当金につきましては、１株当たり1,750円（中間とあわせて年3,000円）を予定し 

  ております。 

     次期の利益配当につきましては、上記基本方針を踏まえ、１株当たり年間3,000円を予定してお 

    ります。 

  

(財務活動によるキャッシュ・フロー)

平成17年６月期 平成18年６月期 平成19年６月期 平成20年６月期 平成21年６月期

自己資本比率（％） 29.9 27.0 27.0 31.4 29.7

時価ベースの自己資本比率（％） 112.3 44.1 35.3 23.6 14.6

債務償還年数（年） 4.5 7.3 3.0 2.5 2.4

インタレスト・カバレッジ・レシオ（倍） 20.9 17.6 29.3 25.0 29.6

(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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1.法的規制について 

①「薬事法」等による規制について 

a.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おそれがありま

す。その主なものは次のとおりであります。 

 
b.医薬品販売業許可は、「薬事法」第25条において次の許可に区分されます。 

イ.店舗販売業------店舗毎に薬剤師もしくは登録販売者の配置が義務付けられており、薬

剤師はすべての一般用医薬品を、登録販売者は第１類医薬品以外のす

べての一般用医薬品を販売することができます。 

ロ.配置販売業------医薬品の配置販売を適切に行うための体制に関する厚生労働省令によ

る基準に従い、配置の方法により、医薬品の販売を行うことができま

す。 

ハ.卸売販売業------薬剤師が、薬局開設者、医薬品の製造販売業者、製造業者若しくは販

売業者又は病院、診療所若しくは飼育動物診療施設の開設者その他厚

生労働省令で定める者に対して、医薬品の販売を行うことができま

す。 

このうち、当社は平成21年６月１日の改正薬事法施行後に、全店舗におきまして店舗販売業

の許可を受け、店舗販売業のみを行っております。 

②医薬品の販売規制緩和について 

医薬品の販売規制緩和については、中央薬事審議会（厚生労働大臣の諮問機関）の医薬品販売規

制特別部会が、用量、効能に制限を加える等の所要の処置を講じることを前提として、「胃腸薬

（健腸薬）」、「外皮用殺菌消毒剤」、「ビタミン含有保健剤」、「総合代謝性製剤」等の15薬効

群を医薬部外品へ移行することを可能とし、一般小売店での販売の自由化を容認する旨の報告書を

平成10年3月12日に中央薬事審議会の常任部会に提出いたしました。これを受けて「ビタミン含有

保健剤」、「総合代謝性製剤」の一部については、平成11年3月31日よりスーパー、コンビニエン

スストア等一般小売店での販売が開始され、その後も平成16年7月から自由化品目に「胃腸薬（健

腸薬）」、「外皮用殺菌消毒剤」などが追加されております。 

また、「薬事法の一部を改正する法律」が、平成19年４月１日、平成21年６月１日その他規定ご

とに段階的に施行されました。今回の改正では、一般用医薬品をリスクの程度に応じて３つのグル

(4）事業等のリスク

許可、登録、指定、免許、届出の別 有効期限 関連する法令 登録等の交付者

医薬品の販売業許可 6年 薬事法
各都道府県知事 
または所轄保健所長

管理医療機器販売届出 無期限 薬事法
各都道府県知事 
または所轄保健所長

乳類販売業許可 6年 食品衛生法 所轄保健所長

一般酒類小売業免許 無制限 酒税法 所轄税務署長

たばこ小売販売業許可 無制限 たばこ事業法 所轄財務局長

農薬販売業届出 無制限 農薬取締法 各都道府県知事

肥料販売業届出 無制限 肥料取締法 各都道府県知事
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ープに分類し、このうちリスクの程度が低い２つのグループについては、新設される「登録販売

者」の資格を有する者でも販売が可能とされております。登録販売者資格は、取得要件に一定期間

の薬事従事が必要なことから、法改正後の急激な異業種参入には至ってはおりませんが、薬剤師よ

りも比較的容易に取得できることから、近い将来スーパーマーケット、コンビニエンスストア、家

電量販店等一般小売店で当社グループが販売している医薬品と同じ商品の販売が本格的に始まるこ

とが考えられます。それに伴い競争の激化が予想され、その動向によっては、当社グループの業績

に影響を与える可能性があります。 

③出店に関する規制について 

平成12年6月1日付にて規制緩和の一環として、「大規模小売業店舗における小売業の事業活動の

調整に関する法律」にかわり「大規模小売店舗立地法」（以下、「大店立地法」という）が施行さ

れました。これは、売場面積が1,000㎡超の新規出店および既存店舗の増床については、騒音、交

通渋滞、ゴミ処理問題等、出店地近隣住民の生活を守る立場から、都道府県または政令指定都市が

一定の審査をし、規制するものであります。 

平成21年６月20日現在、当社グループにおける売場面積1,000㎡超の店舗は41店舗であります。

当社グループは売場面積1,000㎡超の店舗を基本方針として出店しております。ただし、例外的に

1,000㎡未満の店舗を出店する場合もありえます。また、店舗の出店に際しては「大店立地法」の

規制外の店舗においても地元自治体等との交渉の動向によっては、出店近隣住民および地元小売業

者との調整をはかることが必要となる可能性があります。従いまして、上述の法的規制等により、

計画どおりの出店ができない場合には、今後の当社グループの業績に影響を及ぼすおそれがありま

す。 

④個人情報保護について 

当社グループは、カウンセリング化粧品販売および子会社のインターネット通信販売業務に伴う

顧客情報、ならびに当社グループの従業員に関する個人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、万一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おそれがあります。 

⑤その他法規制 

当社グループではその他、不当景品類及び不当表示防止法・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）・私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律（独占禁止

法）・容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律（容器包装リサイクル法）・エ

ネルギーの使用の合理化に関する法律（省エネ法 平成22年４月施行予定）などの関連法規等の法

的規制の適用を受けております。当社グループとしては、法令遵守を徹底しておりますが、万一法

令に違反する事由が発生した場合は、事業活動が制限されるため、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.出店政策について 

当社グループは平成21年6月20日現在59店舗（ドラッグストア（小型店）18店舗、メガドラッグスト

ア（大型店）41店舗）を運営しております（バラエティストアにつきましては撤退しております）。今

後の出店政策としましては、主力フォーマットとしてメガドラッグストア、またそれを補う形でドラッ

グストアを出店していく予定であります。当社グループが新規出店する場合には、どちらのフォーマッ
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トでも常に個別店舗の採算を重視しており、当社グループの出店条件に合致する物件が獲得できない

場合は、出店計画が達成されない場合があるため、当社グループの業績に影響を及ぼすおそれがありま

す。 

最近5事業年度の売上高、期末店舗数、営業利益、経常利益および当期純利益は以下のとおりであり

ます。 

 
(注) 1.売上高には消費税は含まれておりません。 

2.数値は連結財務諸表にもとづいております。 

  

3.ドミナント出店政策について 

当社グループは平成21年６月20日現在、福井県（33店舗）、石川県（６店舗）、岐阜県（15店舗）、

愛知県（５店舗）の59店舗を展開し、福井県においては一定のドミナントエリアを形成しております。

当社グループがドミナントエリアを形成し、その地域に出店する戦略を採用しておりますのは、店舗

間の距離を近づけることでその地域のお客様の認知度が高まり、広告宣伝費や物流コスト等を低く抑え

ることができるためであります。しかし一方で、一定のドミナントエリアが形成されるまでは、その有

利さはありません。したがって、当社グループが出店を集中させていく商勢圏において、出店場所を十

分に確保できない場合やドミナントエリアの形成までに時間を要する場合には、店舗展開が分散化する

ことにより広告費や物流コストが嵩み、収益を圧迫することになるため、当社グループの業績に影響を

及ぼすおそれがあります。またドミナントエリア形成の副作用といたしまして、特に出店した店舗間の

距離が近すぎる場合には自社競合が発生し、双方の店舗におきまして売上高や利益の減少などが考えら

れ、それによって当社グループの業績に影響を及ぼすおそれがあります。 

  

4.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等により

調達しております。総資産に対する借入金等の比率は27.2％（平成21年６月20日現在）となっており、

今後の金利動向によっては、当社グループの業績に影響を及ぼすおそれがあります。 

 平成17年６月期 平成18年６月期 平成19年６月期 平成20年６月期 平成21年６月期

業態別 
売上高

小型店（千円） 4,152,868 2,959,971 3,110,763 3,085,475 2,803,447

大型店（千円） 16,576,165 21,460,011 25,729,905 29,512,775 33,738,555

その他（千円） 18,201 16,140 19,665 130,298 383,594

計（千円） 20,747,235 24,436,123 28,860,333 32,728,548 36,925,598

期末店舗数

小型店（店） 17 13 16 15 18

大型店（店） 17 25 30 33 41

新業態店舗(店) ― ― ― 1 ―

計（店） 34 38 46 49 59

営業利益（千円） 1,000,019 914,433 1,120,571 1,171,602 950,454

経常利益（千円） 1,034,862 934,833 1,133,264 1,214,050 1,042,023

当期純利益（千円） 562,745 372,711 574,957 900,726 480,204
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5.資格者の確保について 

平成21年６月に施行されました改正薬事法において、医薬品を販売する際にはそのリスク区分に応じ

て薬剤師もしくは登録販売者の配置が義務づけられております。登録販売者資格の取得（都道府県試

験）については、社外講師を招いての自社教育制度や、インターネット通信教育を導入して社内育成に

努めておりますが、薬剤師等の確保や登録販売者の試験合格者数が予定どおりとならない場合、当社グ

ループの出店計画に影響を及ぼすおそれがあります。 

  

6.短時間労働者（パートタイマー等）への社会保険の適用拡大について 

厚生労働省では短時間労働者に対する社会保険の適用基準拡大を検討しておりますが、将来におい

て、この法律が適用された場合、当社グループにおきましても、パートタイマー社員のうち新たに適用

基準に該当する人員が多数在籍することから、当社グループの業績に影響を及ぼすおそれがあります。

  

7.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況に影響を及ぼ

すおそれがあります。 

  

8.債権管理について 

当社グループは、店舗賃借に当たり、賃貸人へ敷金・保証金を差し入れています。店舗賃貸人の経済

環境が悪化した場合等には、当社グループの業績および財務状況に影響を及ぼす可能性があります。 

  

9.ポイントカード制度について 

当社グループはポイントカード制度を導入しております。各店舗におきましてお客様が商品をご購入

される都度、ご購入代金の一定率をポイントとして付与し、その後のお買い物の際に、蓄積されたポイ

ントを500ポイントごとに500円換算で商品のご購入代金一部としてご使用いただける制度であります。

当社グループは将来のポイントのご使用による費用発生に備えるため、期末時点での未使用ポイント

残高に応じた金額をポイント引当金として計上しておりますが、今後ポイント制度の変更に加え、未使

用ポイント残高や使用実績割合等が変動した場合にも、当社グループの業績および財務状況に影響を与

える可能性があります 。 

  

10.ＰＢ（プライベート・ブランド）商品について 

当社グループは、ＰＢ（プライベート・ブランド）医薬品・食料品・日用雑貨等の開発を行っており

ます。開発にあたっては、お客様に安心して使用・飲食していただくため、品質の管理はもちろんのこ

と、商品の外装・パッケージ表示の表現など、各種関係法規・安全性・表示の適正性などの観点から、

細心の注意を払って販売管理をしております。 

しかしながら、当社グループのＰＢ商品に起因する事故等が発生した場合、お客様からの信用失墜、ブ

ランドイメージの低下、損害賠償等が発生し、当社グループの事業計画や業績に影響を及ぼす可能性が

あります。 
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11.商品・原材料等の調達と価格の変動について 

当社グループの商品仕入に関しましては、安定的な仕入、価格交渉力の維持増強等のため、特定の地

域や取引先等に大きく依存しないよう、その分散化を図っています。しかしながら仕入先の業界に関し

ても統廃合が進んでおり、分散化にも限界があるため、仕入ルートの一部が中断した場合、それにより

当社グループの業績が影響を受ける可能性があります。 

また、商品によっては、原油や原材料などの価格変動した場合、商品仕入価格が変動する可能性があ

ります。これら仕入価格の変動が生じた場合、当社グループの業績および財務状況に影響を及ぼす可能

性があります。 

  

12.災害等に関するリスクについて 

当社グループは、愛知県・岐阜県にも店舗を展開しており、この地域は東海地震の発生が予測されて

おります。当社グループでは防災管理規程・災害対策マニュアルなどを整備し、日ごろより対策を講じ

ておりますが、店舗施設等の周辺地域において前記の様な大地震や、その他の災害或いは予期せぬ事故

等が発生し、同施設等に物理的に損害が生じ、当社グループの販売活動や流通・仕入活動が阻害された

場合、更に人的被害があった場合、当社グループの事業、業績および財務状況に影響を及ぼす可能性が

あります。 

また、新型インフルエンザ等感染症の世界的な大流行によって当社グループの店舗営業活動に関わる

流通経路もしくは店舗営業自体が阻害された場合、さらに人的被害があった場合、当社グループの事

業、業績および財務状況に影響を及ぼす可能性があります。 

さらに、当社グループの事業活動においてネットワークや情報システムの役割がさらに大きくなる中、

停電、ソフトウェア・ハードウェアの欠陥、コンピュータウイルスやネットワークへの不正侵入等によ

りシステム障害が発生した場合、当社グループの業績および財務状況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(ゲンキー株式会社)および連結子会社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。 

また、当社には、「その他の関係会社」として不動産管理等を営むフジナガインターナショナルキャピ

タルズ有限会社がありますが、当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連結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。 

なお、当社グループは単一事業を営んでおり、事業の種類別セグメントの記載は困難であるため、取扱

商品および店舗の特徴を表にまとめて記載しております。 
  

  

（注）当社と子会社のゲンキーリテイリング株式会社について  

 平成21年６月施行の改正薬事法以前（以下、「旧法」と記載）におきまして、当社および子会社のゲンキー

リテイリング株式会社における医薬品販売は、当社において一般販売業許可、子会社であるゲンキーリテイリ

ング株式会社においては旧法の許可である薬種商販売業許可にもとづいて行っておりました。当社は表のとお

り子会社のゲンキーリテイリング株式会社と販売委託契約を締結し、医薬品販売業務を同社に委託しており、

同社店舗における売上は当社の売上高として計上しておりました。 

 旧法では、薬種商販売業申請者が法人の場合、店舗において医薬品を販売する薬種商適格者は当該法人の取

締役でなければならないとされておりました。当社が薬種商販売業許可による店舗展開を行う場合、薬種商販

売業許可店舗の増加にともない当社の取締役が増加し、重要な意思決定機関である取締役会に支障をきたすお

それがあることから、子会社であるゲンキーリテイリング株式会社において薬種商販売業許可を取得し、店舗

展開を行っておりました。したがって、薬種商適格者はゲンキーリテイリング株式会社の取締役に就任してお

りました。 

 今回の法改正に伴い、薬種商資格が存在しなくなり、薬剤師もしくは新設された登録販売者が医薬品を販売

できる資格者となります。どちらも旧法における薬種商の様な法人取締役である必要はなく、平成21年６月20

日までに、当社は全店舗におきまして店舗販売業許可を取得いたしました。それに伴い、平成21年６月21日か

ら、ゲンキーリテイリング株式会社の存在意義がなくなりましたので、事実上の休眠会社としております。 

2. 企業集団の状況
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平成20年６月期中間決算短信（平成20年２月１日開示）で開示した内容から重要な変更がないため、

開示を省略しております。 

 当該決算短信は次のＵＲＬからご覧いただくことができます。 

 （当社ホームページ） 

  ＵＲＬ http://www.genky.co.jp 

 （ＪＡＳＤＡＱ証券取引所ホームページ） 

  ＵＲＬ http://jds.jasdaq.co.jp/tekiji/ 

平成20年６月期中間決算短信（平成20年２月１日開示）で開示した内容から重要な変更がないため、

開示を省略しております。 

 当該決算短信は次のＵＲＬからご覧いただくことができます。 

 （当社ホームページ） 

  ＵＲＬ http://www.genky.co.jp 

 （ＪＡＳＤＡＱ証券取引所ホームページ） 

  ＵＲＬ http://jds.jasdaq.co.jp/tekiji/ 

平成20年６月期中間決算短信（平成20年２月１日開示）で開示した内容から重要な変更がないため、

開示を省略しております。 

 当該決算短信は次のＵＲＬからご覧いただくことができます。 

 （当社ホームページ） 

  ＵＲＬ http://www.genky.co.jp 

 （ＪＡＳＤＡＱ証券取引所ホームページ） 

  ＵＲＬ http://jds.jasdaq.co.jp/tekiji/ 

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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ドラッグストア業界は依然としてオーバーストアの状態が続き、また平成21年６月の薬事法改正に伴

う異業種の業界参入も相まって従来以上の競争は避けられぬ状況であります。その激流の中で、他社と

の差別化を打ち出した勝ち組と、同質化に甘んじた負け組のより鮮明な二極分化が進むものと思われま

す。 当社グループといたしましては、このような厳しい経営環境の中、勝ち残りをかけた競争に対応

するため次のような課題が対処すべき重要項目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。 

①店舗の売場面積が750坪型のメガドラッグストア業態を中心としたドミナントエリア構築  

②医薬品販売資格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 

③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 

④ロイヤルカスタマー作りと囲い込みのための諸施策の実施 

⑤コンプライアンスの徹底と内部統制の強化 

⑥財務体質の強化 

当該事項につきましては、コーポレート・ガバナンスに関する報告書の「内部統制システムに関する

基本的な考え方及びその整備状況」に記載しております。 
  

(6) その他、会社の経営上重要な事項 

該当事項はありません。 

(4) 会社の対処すべき課題

(5) 内部統制管理体制の整備・運用状況
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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20年６月20日) 

当連結会計年度 
(平成21年６月20日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 1,180,108 840,323 

売掛金 25,095 63,805 

たな卸資産 3,658,579 － 

商品 － 4,726,640 

貯蔵品 － 15,149 

繰延税金資産 235,407 237,773 

その他 363,402 384,440 

流動資産合計 5,462,594 6,268,132 

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 ※１  7,147,541 8,818,083 

減価償却累計額 △1,851,168 △2,409,195 

建物及び構築物（純額） 5,296,372 6,408,887 

土地 ※１  1,183,880 1,230,904 

建設仮勘定 603,411 196,189 

その他 220,346 683,237 

減価償却累計額 △110,203 △249,389 

その他（純額） 110,142 433,848 

有形固定資産合計 7,193,807 8,269,830 

無形固定資産 15,828 141,595 

投資その他の資産   

投資有価証券 25,542 18,250 

繰延税金資産 175,511 73,194 

長期貸付金 159,266 297,328 

差入保証金 ※１  1,512,751 1,653,829 

その他 353,459 322,436 

貸倒引当金 △35,000 △35,000 

投資その他の資産合計 2,191,530 2,330,041 

固定資産合計 9,401,165 10,741,466 

資産合計 14,863,760 17,009,598 
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(単位：千円)

前連結会計年度 
(平成20年６月20日) 

当連結会計年度 
(平成21年６月20日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 3,800,541 5,822,018 

1年内償還予定の社債 ※１  110,000 － 

1年内返済予定の長期借入金 ※１  1,284,910 1,557,624 

未払金 847,242 719,598 

未払法人税等 396,105 74,355 

繰延税金負債 1,394 － 

賞与引当金 18,835 22,030 

ポイント引当金 393,763 491,549 

その他 244,331 109,863 

流動負債合計 7,097,124 8,797,041 

固定負債   

長期借入金 ※１  2,996,379 3,071,503 

その他 99,818 83,057 

固定負債合計 3,096,198 3,154,560 

負債合計 10,193,322 11,951,601 

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 3,236,755 3,625,507 

株主資本合計 4,673,263 5,062,015 

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △2,825 △4,018 

評価・換算差額等合計 △2,825 △4,018 

純資産合計 4,670,437 5,057,996 

負債純資産合計 14,863,760 17,009,598 
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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19年６月21日 
 至 平成20年６月20日) 

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

売上高 32,728,548 36,925,598 

売上原価 25,736,976 ※１  28,951,665 

売上総利益 6,991,572 7,973,932 

販売費及び一般管理費 ※２  5,819,969 ※２  7,023,478 

営業利益 1,171,602 950,454 

営業外収益   

受取利息 4,782 5,779 

受取賃貸料 106,928 109,087 

受取手数料 85,484 113,720 

その他 45,377 60,363 

営業外収益合計 242,573 288,951 

営業外費用   

支払利息 69,547 66,060 

賃貸費用 115,964 109,688 

その他 14,613 21,633 

営業外費用合計 200,125 197,382 

経常利益 1,214,050 1,042,023 

特別利益   

前期損益修正益 － ※３  41,221 

固定資産売却益 － ※４  165 

収用補償金 504,480 － 

受取補償金 27,291 － 

特別利益合計 531,772 41,387 

特別損失   

固定資産除却損 ※５  175 ※５  407 

減損損失 ※６  160,321 ※６  12,150 

賃貸借契約解約損 1,833 － 

貸倒引当金繰入額 ※７  35,000 － 

たな卸資産評価損 － 75,873 

投資有価証券評価損 － 5,289 

リース解約損 － 5,191 

特別損失合計 197,329 98,913 

税金等調整前当期純利益 1,548,493 984,498 

法人税、住民税及び事業税 663,046 404,929 

法人税等調整額 △15,280 99,364 

法人税等合計 647,766 504,294 

当期純利益 900,726 480,204 
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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19年６月21日 
 至 平成20年６月20日) 

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

株主資本   

資本金   

前期末残高 816,427 816,427 

当期変動額   

当期変動額合計 － － 

当期末残高 816,427 816,427 

資本剰余金   

前期末残高 620,081 620,081 

当期変動額   

当期変動額合計 － － 

当期末残高 620,081 620,081 

利益剰余金   

前期末残高 2,396,996 3,236,755 

当期変動額   

剰余金の配当 △60,968 △91,452 

当期純利益 900,726 480,204 

当期変動額合計 839,758 388,752 

当期末残高 3,236,755 3,625,507 

株主資本合計   

前期末残高 3,833,504 4,673,263 

当期変動額   

剰余金の配当 △60,968 △91,452 

当期純利益 900,726 480,204 

当期変動額合計 839,758 388,752 

当期末残高 4,673,263 5,062,015 

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金   

前期末残高 2,405 △2,825 

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △5,230 △1,192 

当期変動額合計 △5,230 △1,192 

当期末残高 △2,825 △4,018 

評価・換算差額等合計   

前期末残高 2,405 △2,825 

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △5,230 △1,192 

当期変動額合計 △5,230 △1,192 

当期末残高 △2,825 △4,018 
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(単位：千円)

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

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

純資産合計   

前期末残高 3,835,909 4,670,437 

当期変動額   

剰余金の配当 △60,968 △91,452 

当期純利益 900,726 480,204 

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △5,230 △1,192 

当期変動額合計 834,528 387,559 

当期末残高 4,670,437 5,057,996 
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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19年６月21日 
 至 平成20年６月20日) 

当連結会計年度 
(自 平成20年６月21日 
 至 平成21年６月20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 1,548,493 984,498

減価償却費 496,658 723,043

固定資産除却損 175 407

減損損失 160,321 12,150

投資有価証券評価損益（△は益） － 5,289

たな卸資産評価損 － 75,873

リース解約損 － 5,191

収用補償金 △504,480 －

移転補償金の受取額 △27,291 －

固定資産売却損益（△は益） － △165

前期損益修正損益（△は益） － △41,221

貸倒引当金の増減額（△は減少） 35,000 －

賞与引当金の増減額（△は減少） △74,742 3,195

ポイント引当金の増減額（△は減少） 203,763 97,785

受取利息及び受取配当金 △4,852 △5,837

支払利息 69,547 66,060

たな卸資産の増減額（△は増加） 106,173 △1,159,083

仕入債務の増減額（△は減少） △12,414 2,021,477

その他 188,009 △49,403

小計 2,184,361 2,739,261

利息及び配当金の受取額 1,974 1,872

利息の支払額 △69,596 △65,546

収用補償金の受取額 353,130 －

法人税等の支払額 △728,277 △722,278

営業活動によるキャッシュ・フロー 1,741,590 1,953,309

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 △55,603 △39,500

定期預金の払戻による収入 138,278 88,147

有形固定資産の取得による支出 △771,472 △2,025,760

無形固定資産の取得による支出 △10,500 △145,774

差入保証金の差入による支出 △217,277 △116,044

差入保証金の回収による収入 36,986 31,015

その他 △140,841 △182,593

投資活動によるキャッシュ・フロー △1,020,429 △2,390,509
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(単位：千円)

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

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

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 900,000 1,800,000

長期借入金の返済による支出 △1,500,696 △1,452,163

社債の償還による支出 △160,000 △110,000

配当金の支払額 △59,687 △91,729

財務活動によるキャッシュ・フロー △820,383 146,107

現金及び現金同等物に係る換算差額 △67 △45

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △99,289 △291,137

現金及び現金同等物の期首残高 1,222,251 1,122,961

現金及び現金同等物の期末残高 1,122,961 831,823
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該当事項はありません。 

  

 
  

(5)【継続企業の前提に重要な疑義を抱かせる事象又は状況】

(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19年６月21日
至 平成20年６月20日)

当連結会計年度
(自 平成20年６月21日
至 平成21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、ゲンキーネット株式会

社 ２社)を連結しております。

               同左

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

３ 連結子会社の事業年度等

に関する事項

 連結子会社の決算日は、連結決算日

と一致しております。

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 

 (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。

① 有価証券

 その他有価証券

 (イ)時価のあるもの

同左

 (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

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

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

 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）によっておりま

す。    

(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

 最終仕入原価法による原価法

（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）によっておりま

す。
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項目
前連結会計年度

(自 平成19年６月21日
至 平成20年６月20日)

当連結会計年度
(自 平成20年６月21日
至 平成21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（リース資産を除 

 く）

 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

(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表示して

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。

  ――――――――――――  

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（リース資産を除 

 く）

同左

(3) 重要な引当金の計上基

準

① 貸倒引当金

 売上債権等の貸倒損失に備えるた

め、貸倒懸念債権等特定の債権につ

いて個別に回収可能性を検討し、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 賞与引当金

同左

③ 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。

③ ポイント引当金

       同左

(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。

   ――――――――――――  
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項目
前連結会計年度

(自 平成19年６月21日
至 平成20年６月20日)

当連結会計年度
(自 平成20年６月21日
至 平成21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

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

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

④ ヘッジ有効性評価の方法

 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

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

５ 連結子会社の資産及び負

債の評価に関する事項

 全面時価評価法を採用しておりま

す。

同左

６ 連結キャッシュ・フロー

計算書における資金の範囲

 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
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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】

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

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

           ――――――――――――――― （たな卸資産の評価基準及び評価方法の変更）  

 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）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

損失に計上されております。 

 この変更により、従来の方法によった場合に比べ、当

連結会計年度の売上総利益、営業利益及び経常利益が

88,217千円減少し、税金等調整前当期純利益は、

164,091千円減少しております。     

      ――――――――――――――― （リース取引の処理方法の変更） 

 所有権移転外ファイナンス・リース取引については、

従来、通常の賃貸借処理に係る方法に準じた会計処理に

よっておりましたが、当連結会計年度より「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、通常の売買処理に係る方法に準じ

た会計処理によっております。 

 これにより、営業利益、経常利益及び税金等調整前当

期純利益に与える影響はありません。 

 なお、所有権移転外ファイナンス・リース取引のう

ち、リース取引開始日が企業会計基準第13号「リース取

引に関する会計基準」の適用初年度開始前のリース取引

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。
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   (表示方法の変更)
前連結会計年度 

(自 平成19年６月21日 
 至 平成20年６月20日)

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

（連結貸借対照表） 

 前連結会計年度まで、流動負債の「その他」に含めて

表示しておりました「未払金」は、当連結会計年度にお

いて、負債及び純資産の合計額の100分の５を超えたた

め、区分掲記しました。 

 なお、前連結会計年度末の「未払金」は、527,390千

円であります。

     ――――――――――――――― 

     ―――――――――――――――  （連結貸借対照表） 

 「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則

等の一部を改正する内閣府令」（平成20年８月７日 内

閣府令第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」として掲記されていたもの

は、当連結会計年度から「商品」「貯蔵品」に区分掲記

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」「貯蔵品」は、それぞれ3,643,192

千円、15,386千円であります。
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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20年６月20日)

当連結会計年度 
(平成21年６月20日)

※１ 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。

建物及び構築物 793,439千円

土地 698,072

差入保証金 142,245

計 1,633,757

※１   ―――――――――――――――    

   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 50,000千円

１年内返済予定長期借入金 39,912

長期借入金 68,614

計 158,526

   

２ 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 900,000

差引額 1,700,000

２ 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

1,200,000千円

借入実行残高 700,000

差引額 500,000
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(連結損益計算書関係)

前連結会計年度
(自 平成19年６月21日
至 平成20年６月20日)

当連結会計年度
(自 平成20年６月21日
至 平成21年６月20日)

※１     ――――――――――― ※１ 期末たな卸高は収益性の低下に伴う簿価切下後の 

金額であり、次のたな卸資産評価損が売上原価に含

まれております。 

                   88.217千円

※２ 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 2,107,299千円

賞与引当金繰入額 13,042

ポイント引当金繰入額 330,460

地代家賃 1,075,138

リース料 406,091
 

※２ 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 2,442,831千円

賞与引当金繰入額 58,043

ポイント引当金繰入額 315,555

地代家賃 1,272,308

※３     ―――――――――――

 
  
 
※４     ―――――――――――

※３ 前期損益修正益の内容 

 前期損益修正益は、過年度に計上した店舗閉鎖に

伴う原状回復費用等の見積り計上額の修正によるも

のであります。  

※４ 固定資産売却益の内容

有形固定資産 その他 165千円

※５ 固定資産除却損の内容

建物及び構築物 32千円

有形固定資産その他 143

※５ 固定資産除却損の内容

建物及び構築物 274千円

有形固定資産その他 133

 

 

※６ 減損損失 

   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)

富山県富山市 閉鎖店舗
建物、構築 
物ほか

111,267

石川県石川郡 
野々市町

閉鎖予定店舗 建物ほか 14,021

愛知県小牧市 
ほか

閉鎖予定店舗 建物ほか 35,032

 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

建物及び構築物 104,332千円

その他 55,989

計 160,321

 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。

 

 

※６ 減損損失 

   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)

愛知県春日井
市ほか

閉鎖店舗
建物、構築 
物ほか

12,150

   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   

建物及び構築物 4,017千円

その他 8,133

計 12,150

   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。

※７ 貸倒引当金繰入額

 店舗賃借に伴う差入保証金につきまして、今後の

回収可能性を総合的に勘案し、35,000千円を計上い

たしました。

※７      ―――――――――――
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前連結会計年度(自 平成19年６月21日 至 平成20年６月20日) 

１ 発行済株式の種類及び総数に関する事項 

 
  

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 

 
  

(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  

 
(注) 「１株当たり配当額」は、記念配当500円を含んでおります。 

  

(連結株主資本等変動計算書関係)

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 30,484 ― ― 30,484

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

平成20年２月１日 
取締役会

普通株式 22,863 750 平成19年12月20日 平成20年３月３日

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９月12日 
定時株主総会

普通株式 53,347 利益剰余金 1,750 平成20年６月20日 平成20年９月16日
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当連結会計年度(自 平成20年６月21日 至 平成21年６月20日) 

１ 発行済株式の種類及び総数に関する事項 

 
  

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 

 
(注)平成20年９月12日定時株主総会決議の「１株当たり配当額」は、記念配当500円を含んでおります。 

  

(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 

 平成21年９月17日開催の定時株主総会に、次のとおり提案する予定であります。 

 
  

  

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 30,484 ― ― 30,484

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20年９月12日 
定時株主総会

普通株式 53,347 1,750 平成20年６月20日 平成20年９月16日

平成21年１月28日 
取締役会

普通株式 38,105 1,250 平成20年12月20日 平成21年３月２日

決議予定 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21年９月17日 
定時株主総会

普通株式 53,347 利益剰余金 1,750 平成21年６月20日 平成21年９月18日
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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19年６月21日
至 平成20年６月20日)

当連結会計年度
(自 平成20年６月21日
至 平成21年６月20日)

 

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20年６月20日現在)

(千円)

現金及び預金勘定 1,180,108

預入期間が３か月を超える定期預金 △57,147

現金及び現金同等物 1,122,961
 

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21年６月20日現在)

(千円)

現金及び預金勘定 840,323

預入期間が３か月を超える定期預金 △8,500

現金及び現金同等物 831,823
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 前連結会計年度および当連結会計年度において、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 

     前連結会計年度および当連結会計年度において、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 

     前連結会計年度および当連結会計年度において、海外売上高はないため、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
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(注) １株当たり当期純利益金額および潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおり

であります。 

  

 
  

(１株当たり情報)

前連結会計年度
(自 平成19年６月21日
至 平成20年６月20日)

当連結会計年度
(自 平成20年６月21日
至 平成21年６月20日)

 
１株当たり純資産額 153,209円47銭

 
１株当たり純資産額 165,923円01銭

 
１株当たり当期純利益金額 29,547円53銭

 
１株当たり当期純利益金額 15,752円67銭

潜在株式調整後 
１株当たり当期純利益金額

29,170円51銭
潜在株式調整後
１株当たり当期純利益金額

15,667円87銭

前連結会計年度
(自 平成19年６月21日
至 平成20年６月20日)

当連結会計年度
(自 平成20年６月21日
至 平成21年６月20日)

１株当たり当期純利益金額

 当期純利益(千円) 900,726 480,204

 普通株主に帰属しない金額(千円) ― ―

 普通株式に係る当期純利益(千円) 900,726 480.204

 期中平均株式数(株) 30,484 30,484

潜在株式調整後１株当たり当期純利
益金額

 当期純利益調整額(千円) ― ―

 普通株式増加数(株) 394 165

 (うち新株予約権)(株) (394) (165)

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金額
の算定に含めなかった潜在株式の概
要

平成15年９月17日定時株主総会
決議 
新株予約権の種類   １種類 
新株予約権の数     286個 
平成16年９月16日定時株主総会
決議 
新株予約権の種類   １種類 
新株予約権の数     345個 
平成17年９月16日定時株主総会
決議 
新株予約権の種類   １種類 
新株予約権の数     455個

平成15年９月17日定時株主総会
決議 
新株予約権の種類   １種類 
新株予約権の数     268個 
平成16年９月16日定時株主総会
決議 
新株予約権の種類   １種類 
新株予約権の数      330個 
平成17年９月16日定時株主総会
決議 
新株予約権の種類   １種類 
新株予約権の数     435個
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該当事項はありません。 

  

   (開示の省略) 

    リース取引、有価証券、デリバティブ取引、ストック・オプション等、税効果会計、関連当 

   事者との取引に関する注記事項につきましては、決算短信における開示に必要性が大きくな 

   いと考えられるため、開示を省略しております。 

    また、企業結合等、退職給付につきましては、該当事項はありません。 

(重要な後発事象)
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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20年６月20日) 

当事業年度 
(平成21年６月20日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 1,147,218 652,569

売掛金 13,838 50,425

商品 3,631,390 4,702,783

貯蔵品 15,386 15,149

前払費用 73,304 58,679

繰延税金資産 235,407 237,010

未収入金 424,065 417,300

その他 22,890 147,243

流動資産合計 5,563,501 6,281,160

固定資産   

有形固定資産   

建物 6,114,373 7,571,326

減価償却累計額 △1,401,354 △1,830,760

建物（純額） 4,713,019 5,740,565

構築物 1,033,168 1,246,756

減価償却累計額 △449,814 △578,434

構築物（純額） 583,353 668,322

車両運搬具 2,950 2,950

減価償却累計額 △1,875 △2,893

車両運搬具（純額） 1,074 56

工具、器具及び備品 217,396 680,287

減価償却累計額 △108,328 △246,495

工具、器具及び備品（純額） 109,068 433,792

土地 1,183,880 1,230,904

建設仮勘定 603,411 196,189

有形固定資産合計 7,193,807 8,269,830

無形固定資産   

電話加入権 3,018 3,018

ソフトウエア 2,310 138,577

ソフトウエア仮勘定 10,500 －

無形固定資産合計 15,828 141,595

投資その他の資産   

投資有価証券 25,542 18,250

関係会社株式 20,000 20,000

出資金 79 80

長期貸付金 159,266 297,328

長期前払費用 118,682 129,876

繰延税金資産 130,257 73,194

差入保証金 1,512,751 1,653,829

店舗賃借仮勘定 122,812 63,873

その他 111,884 128,606

貸倒引当金 △35,000 △35,000

投資その他の資産合計 2,166,276 2,350,041

固定資産合計 9,375,912 10,761,466

資産合計 14,939,413 17,042,626
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(単位：千円)

前事業年度 
(平成20年６月20日) 

当事業年度 
(平成21年６月20日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形 520,164 －

買掛金 3,271,114 5,791,835

1年内償還予定の社債 110,000 －

1年内返済予定の長期借入金 1,284,910 1,557,624

未払金 1,165,011 971,234

未払費用 57,656 37,130

未払法人税等 394,875 66,970

預り金 20,140 24,639

前受収益 3,543 3,877

賞与引当金 13,181 14,274

ポイント引当金 393,763 491,549

その他 7,706 18,235

流動負債合計 7,242,068 8,977,371

固定負債   

長期借入金 2,996,379 3,071,503

長期預り保証金 83,527 79,057

その他 16,290 4,000

固定負債合計 3,096,198 3,154,560

負債合計 10,338,266 12,131,931

純資産の部   

株主資本   

資本金 816,427 816,427

資本剰余金   

資本準備金 620,081 620,081

資本剰余金合計 620,081 620,081

利益剰余金   

利益準備金 8,420 8,420

その他利益剰余金   

固定資産圧縮積立金 138,832 197,862

固定資産圧縮特別勘定積立金 71,487 －

別途積立金 2,000,000 2,700,000

繰越利益剰余金 948,725 571,922

利益剰余金合計 3,167,464 3,478,205

株主資本合計 4,603,972 4,914,713

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △2,825 △4,018

評価・換算差額等合計 △2,825 △4,018

純資産合計 4,601,147 4,910,695

負債純資産合計 14,939,413 17,042,626
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(2)【損益計算書】 

(単位：千円)

前事業年度 
(自 平成19年６月21日 
 至 平成20年６月20日) 

当事業年度 
(自 平成20年６月21日 
 至 平成21年６月20日) 

売上高 32,653,315 36,713,219

売上原価   

商品期首たな卸高 3,753,404 3,555,517

当期商品仕入高 25,599,082 30,018,391

合計 29,352,486 33,573,908

他勘定振替高 15,799 20,197

商品期末たな卸高 3,631,390 4,702,783

商品売上原価 25,705,296 28,850,927

売上総利益 6,948,019 7,862,292

販売費及び一般管理費   

販売促進費 1,844,481 2,694,727

役員報酬 72,008 89,070

給料手当及び賞与 1,361,278 1,508,350

賞与引当金繰入額 13,042 13,936

ポイント引当金繰入額 330,460 315,555

福利厚生費 160,614 203,907

水道光熱費 200,869 231,382

地代家賃 549,850 578,470

賃借料 405,611 416,207

減価償却費 298,377 452,083

租税公課 92,034 97,685

その他 448,597 588,769

販売費及び一般管理費合計 5,777,226 7,190,146

営業利益 1,170,793 672,145

営業外収益   

受取利息 4,735 5,807

受取賃貸料 906,328 1,207,917

受取手数料 95,298 125,759

その他 45,268 59,585

営業外収益合計 1,051,630 1,399,069

営業外費用   

支払利息 68,765 65,983

賃貸費用 831,059 1,070,568

その他 15,395 21,708

営業外費用合計 915,220 1,158,260

経常利益 1,307,203 912,955
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(単位：千円)

前事業年度 
(自 平成19年６月21日 
 至 平成20年６月20日) 

当事業年度 
(自 平成20年６月21日 
 至 平成21年６月20日) 

特別利益   

前期損益修正益 － 41,221

固定資産売却益 － 165

収用補償金 504,480 －

受取補償金 27,291 －

特別利益合計 531,772 41,387

特別損失   

固定資産除却損 175 407

減損損失 160,321 12,150

賃貸借契約解約損 1,833 －

貸倒引当金繰入額 35,000 －

たな卸資産評価損 － 75,873

投資有価証券評価損 － 5,289

リース解約損 － 5,191

特別損失合計 197,329 98,913

税引前当期純利益 1,641,645 855,430

法人税、住民税及び事業税 661,815 396,968

法人税等調整額 26,154 56,268

法人税等合計 687,969 453,237

当期純利益 953,675 402,192
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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19年６月21日 
 至 平成20年６月20日) 

当事業年度 
(自 平成20年６月21日 
 至 平成21年６月20日) 

株主資本   

資本金   

前期末残高 816,427 816,427

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 816,427 816,427

資本剰余金   

資本準備金   

前期末残高 620,081 620,081

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 620,081 620,081

利益剰余金   

利益準備金   

前期末残高 8,420 8,420

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 8,420 8,420

その他利益剰余金   

固定資産圧縮積立金   

前期末残高 9,223 138,832

当期変動額   

固定資産圧縮積立金の積立 134,736 71,487

固定資産圧縮積立金の取崩 △5,128 △12,456

当期変動額合計 129,608 59,030

当期末残高 138,832 197,862

固定資産圧縮特別勘定積立金   

前期末残高 － 71,487

当期変動額   

固定資産圧縮特別勘定積立金の積立 71,487 －

固定資産圧縮特別勘定積立金の取崩 － △71,487

当期変動額合計 71,487 △71,487

当期末残高 71,487 －

別途積立金   

前期末残高 1,600,000 2,000,000

当期変動額   

別途積立金の積立 400,000 700,000

当期変動額合計 400,000 700,000

当期末残高 2,000,000 2,700,000

繰越利益剰余金   

前期末残高 657,113 948,725

当期変動額   

固定資産圧縮積立金の積立 △134,736 △71,487

固定資産圧縮積立金の取崩 5,128 12,456

固定資産圧縮特別勘定積立金の積立 △71,487 －
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(単位：千円)

前事業年度 
(自 平成19年６月21日 
 至 平成20年６月20日) 

当事業年度 
(自 平成20年６月21日 
 至 平成21年６月20日) 

固定資産圧縮特別勘定積立金の取崩 － 71,487

別途積立金の積立 △400,000 △700,000

剰余金の配当 △60,968 △91,452

当期純利益 953,675 402,192

当期変動額合計 291,612 △376,802

当期末残高 948,725 571,922

利益剰余金合計   

前期末残高 2,274,756 3,167,464

当期変動額   

固定資産圧縮積立金の積立 － －

固定資産圧縮積立金の取崩 － －

固定資産圧縮特別勘定積立金の積立 － －

固定資産圧縮特別勘定積立金の取崩 － －

別途積立金の積立 － －

剰余金の配当 △60,968 △91,452

当期純利益 953,675 402,192

当期変動額合計 892,707 310,740

当期末残高 3,167,464 3,478,205

株主資本合計   

前期末残高 3,711,264 4,603,972

当期変動額   

剰余金の配当 △60,968 △91,452

当期純利益 953,675 402,192

当期変動額合計 892,707 310,740

当期末残高 4,603,972 4,914,713

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金   

前期末残高 2,405 △2,825

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △5,230 △1,192

当期変動額合計 △5,230 △1,192

当期末残高 △2,825 △4,018

評価・換算差額等合計   

前期末残高 2,405 △2,825

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △5,230 △1,192

当期変動額合計 △5,230 △1,192

当期末残高 △2,825 △4,018
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(単位：千円)

前事業年度 
(自 平成19年６月21日 
 至 平成20年６月20日) 

当事業年度 
(自 平成20年６月21日 
 至 平成21年６月20日) 

純資産合計   

前期末残高 3,713,669 4,601,147

当期変動額   

剰余金の配当 △60,968 △91,452

当期純利益 953,675 402,192

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △5,230 △1,192

当期変動額合計 887,477 309,547

当期末残高 4,601,147 4,910,695
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   該当事項はありません。 

(4)【継続企業の前提に重要な疑義を抱かせる事象又は状況】
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（1）役員の異動 

 ①代表者の異動  

  該当事項はありません。 

 ②その他の役員の異動 

    平成21年３月30日に開示いたしました「役付取締役の選任に関するお知らせ」及び平成21 

    年６月５日に開示いたしました「組織変更に関するお知らせ」をご参照ください。 

  

  （2）その他 

     該当事項はありません。 

6. その他
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