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1.  平成22年6月期第2四半期の連結業績（平成21年6月21日～平成21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 ％

22年6月期第2四半期 19,607 8.4 546 21.0 668 32.2 364 109.1
21年6月期第2四半期 18,087 ― 451 ― 506 ― 174 ―

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

22年6月期第2四半期 11,896.93 11,822.38
21年6月期第2四半期 5,711.07 5,675.51

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

22年6月期第2四半期 18,329 5,398 29.4 174,150.69
21年6月期 17,009 5,057 29.7 165,923.01

（参考） 自己資本  22年6月期第2四半期  5,396百万円 21年6月期  5,057百万円

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  

平成22年６月期（予想）の１株当たり配当金については、株式分割を考慮しない額を記載しております。詳しくは、３ページ「（ご参考）株式分割後の業績予
想及び配当予想について」をご覧ください。 

1株当たり配当金

第1四半期末 第2四半期末 第3四半期末 期末 合計
円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭

21年6月期 ― 1,250.00 ― 1,750.00 3,000.00

22年6月期 ― 1,750.00

22年6月期 
（予想）

― 1,750.00 3,500.00

3.  平成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  
平成22年６月期の連結業績予想における１株当たり当期純利益については、株式分割を考慮しない額を記載しております。詳しくは、３ページ「（ご参考）株
式分割後の業績予想及び配当予想について」をご覧ください。 

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

(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 

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あたっての注意事項については、
３ページ「（ご参考）株式分割後の業績予想及び配当予想について」及び４ページ【定性的情報・財務諸表等】「３．連結業績予想に関する定性的情報」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 無

② ①以外の変更 無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 22年6月期第2四半期 30,988株 21年6月期 30,484株

② 期末自己株式数 22年6月期第2四半期 ―株 21年6月期 ―株

③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 22年6月期第2四半期 30,597株 21年6月期第2四半期 30,484株
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（ご参考）株式分割後の業績予想及び配当予想について 

 当社は、平成 21 年 10 月５日開催の取締役会の決議に基づき、平成 21 年 12 月 21 日を効力発生日として普

通株式１株につき 100 株の割合で株式分割しております。当該株式分割が期首に行われたと仮定した場合の

22 年６月期の業績予想及び配当予想は以下のとおりです。 

 

１.22 年６月期の業績予想 

   
    １株当たり当期純利益 

            円 銭

連結業績予想 通期 189.61  

 

 

 

 

２.22 年６月期の配当予想 

  １株当たり配当金 

第２四半期末 期末 年間 
（基準日） 

円 銭 円 銭 円 銭 

22 年６月期（実績） 17.50  - 

22 年６月期（予想） - 17.50  
35.00  
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当第２四半期連結累計期間(平成21年６月21日～平成21年12月20日)における、わが国の経済は、米国

金融機関の信用不安に端を発する、世界的な連鎖不況に伴う国内企業の業績悪化など、景気の後退局面

が続いております。また、雇用情勢の急激な悪化を背景とした景気の先行き不透明感からも、個人消費

の低迷は一層の厳しさをみせております。 

当社グループ（当社及び連結子会社）を取り巻く経営環境につきましても、同質化競争が顕著なもの

となり、また薬事法の改正に伴い異業種の参入が予想されること等も重なって、厳しい状況が続いてお

ります。 

このような状況の中、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、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。 

新規出店につきましては、ドラッグストアを福井県に２店舗、メガドラッグストアを岐阜県に１店

舗、実験店舗（30坪の化粧品専門店舗）を福井県に３店舗出店いたしました。既存店につきましては、

福井県のドラッグストア１店舗を閉店いたしました。これにより、当第２四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42店舗、ドラッグストア19店舗、実験店舗３店舗の合計64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196億７百万円と前第２四半期連結累計期間

に比べ15億19百万円(8.4％)増加いたしました。利益に関しましては、経常利益６億68百万円と前第２

四半期連結累計期間に比べ１億62百万円(32.2％)の増益、四半期純利益は３億64百万円と前第２四半期

連結累計期間に比べ１億89百万円(109.1％)の増益となりました。 

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」177

億85百万円と前第２四半期連結累計期間に比べ12億70百万円（7.7％）増加、「ドラッグストア」15億

32百万円と前第２四半期連結累計期間に比べ１億21百万円（8.6％）増加、「その他」２億89百万円と

前第２四半期連結累計期間に比べ１億27百万円（78.7％）増加となりました。また、商品別の内訳で

は、食品90億75百万円と前第２四半期連結累計期間に比べ７億12百万円（8.5％）増加、化粧品36億77

百万円と前第２四半期連結累計期間に比べ１億56百万円（4.5％）増加、雑貨33億65百万円と前第２四

半期連結累計期間に比べ２億26百万円（7.2％）増加、医薬品29億20百万円と前第２四半期連結累計期

間に比べ３億44百万円（13.4％）増加、その他５億68百万円と前第２四半期連結累計期間に比べ78百万

円（16.1％）増加となりました。 

  

当第２四半期連結会計期間末における総資産は183億29百万円となり、前連結会計年度末に比べ13億

19百万円増加しました。その主な要因は、現金及び預金の増加１億10百万円、商品の増加８億32百万

円、有形固定資産の増加３億４百万円であります。また、負債合計は129億30百万円となり、前連結会

計年度末に比べ９億78百万円増加しました。その主な要因は、仕入債務の増加３億73百万円、未払法人

税等の増加２億92百万円であります。純資産は53億98百万円となり、前連結会計年度末に比べ３億40百

万円増加しました。 

  

当第２四半期連結累計期間における業績は、概ね前回発表（平成22年１月５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。 

  

・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

2. 連結財政状態に関する定性的情報

3. 連結業績予想に関する定性的情報
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該当事項はありません。 

  

該当事項はありません。 

  

該当事項はありません。 

  

  

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)

(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

(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
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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２四半期連結会計期間末
(平成21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21年６月20日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 950,615 840,323

売掛金 56,979 63,805

商品 5,559,577 4,726,640

貯蔵品 19,799 15,149

その他 616,932 622,213

流動資産合計 7,203,903 6,268,132

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 6,482,021 6,408,887

その他（純額） 2,092,040 1,860,942

有形固定資産合計 8,574,062 8,269,830

無形固定資産   

その他 136,858 141,595

無形固定資産合計 136,858 141,595

投資その他の資産   

その他 2,449,538 2,365,041

貸倒引当金 △35,000 △35,000

投資その他の資産合計 2,414,538 2,330,041

固定資産合計 11,125,459 10,741,466

資産合計 18,329,363 17,009,598

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 － 5,822,018

買掛金 6,195,316 －

1年内返済予定の長期借入金 1,765,314 1,557,624

未払法人税等 366,434 74,355

賞与引当金 18,756 22,030

ポイント引当金 553,673 491,549

その他 1,006,567 829,462

流動負債合計 9,906,062 8,797,041

固定負債   

長期借入金 2,938,755 3,071,503

その他 85,757 83,057

固定負債合計 3,024,512 3,154,560

負債合計 12,930,575 11,951,601
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（単位：千円）

当第２四半期連結会計期間末
(平成21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21年６月20日) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 830,287 816,427

資本剰余金 633,941 620,081

利益剰余金 3,936,170 3,625,507

株主資本合計 5,400,398 5,062,015

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △3,817 △4,018

評価・換算差額等合計 △3,817 △4,018

新株予約権 2,206 －

純資産合計 5,398,788 5,057,996

負債純資産合計 18,329,363 17,009,598
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(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）

前第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) 

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

売上高 18,087,550 19,607,039

売上原価 14,259,843 15,303,834

売上総利益 3,827,706 4,303,204

販売費及び一般管理費 3,376,071 3,756,894

営業利益 451,635 546,310

営業外収益   

受取利息 2,533 3,379

受取賃貸料 52,095 54,225

受取手数料 57,983 130,880

その他 33,274 25,605

営業外収益合計 145,887 214,091

営業外費用   

支払利息 31,987 32,401

賃貸費用 53,382 54,616

その他 6,067 4,398

営業外費用合計 91,437 91,416

経常利益 506,085 668,984

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   

固定資産売却損 － 1,000

固定資産除却損 － 20,174

減損損失 12,150 19,750

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 40,924

税金等調整前四半期純利益 451,786 628,059

法人税、住民税及び事業税 228,123 350,732

法人税等調整額 49,567 △86,683

法人税等合計 277,690 264,049

四半期純利益 174,096 364,010
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(3)【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】 

（単位：千円）

前第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) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成21年６月21日 
 至 平成21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 451,786 628,059

減価償却費 318,209 406,155

株式報酬費用 － 2,206

投資有価証券評価損益（△は益） 5,772 －

固定資産売却損益（△は益） － 1,000

固定資産除却損 － 19,824

減損損失 12,150 19,750

たな卸資産評価損 75,873 －

前期損益修正損益（△は益） △39,498 －

賞与引当金の増減額（△は減少） △1,947 △3,274

ポイント引当金の増減額（△は減少） 77,675 62,124

受取利息及び受取配当金 △2,590 △3,436

支払利息 31,987 32,401

売上債権の増減額（△は増加） △14,033 6,825

たな卸資産の増減額（△は増加） △840,592 △837,587

仕入債務の増減額（△は減少） 1,197,560 373,298

その他 △113,606 167,082

小計 1,158,748 874,430

利息及び配当金の受取額 2,779 444

利息の支払額 △30,715 △32,219

法人税等の支払額 △329,691 △72,890

営業活動によるキャッシュ・フロー 801,120 769,764

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 △6,005

定期預金の払戻による収入 88,147 14,505

有形固定資産の取得による支出 △1,097,130 △667,501

有形固定資産の売却による収入 － 10,000

無形固定資産の取得による支出 △32,615 △4,718

差入保証金の差入による支出 △72,079 △49,196

差入保証金の回収による収入 29,977 9,168

その他 △9,988 △6,267

投資活動によるキャッシュ・フロー △1,180,021 △700,015

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 700,000 850,000

長期借入金の返済による支出 △642,554 △775,058

社債の償還による支出 △80,000 －

株式の発行による収入 － 27,720

配当金の支払額 △53,771 △53,587

財務活動によるキャッシュ・フロー △76,325 49,074
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（単位：千円）

前第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) 

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

現金及び現金同等物に係る換算差額 △3 △32

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △455,230 118,791

現金及び現金同等物の期首残高 1,122,961 831,823

現金及び現金同等物の四半期末残高 667,731 950,615
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当第２四半期連結累計期間(自 平成21年６月21日 至 平成21年12月20日) 

 該当事項はありません。 

  

【事業の種類別セグメント情報】 

前第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)及び当第２四半期連結累計

期間(自 平成21年６月21日 至 平成21年12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。 

  

前第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)及び当第２四半期連結累計

期間(自 平成21年６月21日 至 平成21年12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。 

  

前第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)及び当第２四半期連結累計

期間(自 平成21年６月21日 至 平成21年12月20日) 

海外売上高がないため、該当事項はありません。 

  

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

 該当事項はありません。 

  

(4) 継続企業の前提に関する注記

(5) セグメント情報

【所在地別セグメント情報】

【海外売上高】

(6) 株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記
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