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1.  平成23年6月期第2四半期の連結業績（平成22年6月21日～平成22年12月20日） 

（注）平成21年12月21日付にて普通株式１株につき100株の割合で株式分割しております。そのため、平成22年６月期第２四半期の１株当たり四半期純利
益及び潜在株式調整後１株当たり四半期純利益は、当該株式分割が行われる前の数値で表示しております。詳しくは、【添付資料】９ページ「４．補足情報
（ご参考）株式分割に伴う遡及修正値」をご覧ください。 

(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 ％

23年6月期第2四半期 24,547 25.2 562 2.9 725 8.5 343 △5.7
22年6月期第2四半期 19,607 8.4 546 21.0 668 32.2 364 109.1

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

23年6月期第2四半期 100.00 99.59
22年6月期第2四半期 11,896.93 11,822.38

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

23年6月期第2四半期 20,365 6,295 30.8 1,829.64
22年6月期 18,991 6,024 31.7 1,752.33

（参考） 自己資本  23年6月期第2四半期  6,280百万円 22年6月期  6,015百万円

2.  配当の状況 

（注）当四半期における配当予想の修正有無  無  
（注）１ 平成21年12月21日付にて普通株式１株につき100株の割合で株式分割しております。そのため、平成22年６月期第２四半期末の１株当たり配当金 
     については、当該株式分割が行われる前の数値で表示しており、平成22年６月期の１株当たり配当金合計の記載を省略しております。詳しくは、【 
     添付資料】９ページ「４．補足情報 （ご参考）株式分割に伴う遡及修正値」をご覧ください。 
   ２ 平成22年６月期期末配当金の内訳     普通配当 17円50銭    記念配当 ５円00銭 

年間配当金
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

22年6月期 ― 1,750.00 ― 22.50 ―
23年6月期 ― 20.00
23年6月期 
（予想）

― 20.00 40.00

3.  平成23年6月期の連結業績予想（平成22年6月21日～平成23年6月20日） 
（％表示は、対前期増減率）

（注）当四半期における業績予想の修正有無  有  
連結業績予想の修正については、本日公表の「平成23年６月期第２四半期業績予想との差異及び通期業績予想の修正に関するお知らせ」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 50,000 21.2 1,200 24.4 1,500 22.4 770 17.4 224.31



(1) 当四半期中における重要な子会社の異動  無  

（注）当四半期会計期間における連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動の有無となります。 

(2) 簡便な会計処理及び特有の会計処理の適用  無  
（注）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の有無となります。 

(3) 会計処理の原則・手続、表示方法等の変更 

（注）「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
示方法等の変更の有無となります。 

(4) 発行済株式数（普通株式） 

（注）平成21年12月21日付にて普通株式１株につき100株の割合で株式分割しております。そのため、平成22年６月期第２四半期に係る期中平均株
式数（四半期連結累計期間）は、当該株式分割が行われる前の株式数で表示しております。 

※四半期レビュー手続の実施状況に関する表示 
この四半期決算短信は、金融商品取引法に基づく四半期レビュー手続の対象外であり、この四半期決算短信の開示時点において、金融商品取引法に基
づく四半期財務諸表のレビュー手続は終了していません。 

※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、
【添付資料】２ページ「1.当四半期の連結業績等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」及び、【添付資料】９ページ「４．補足情報（ご
参考）株式分割に伴う遡及修正値」をご覧ください。 

4.  その他 （詳しくは、【添付資料】３ページ「２．その他の情報」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） 23年6月期2Q 3,432,800株 22年6月期 3,432,800株
② 期末自己株式数 23年6月期2Q 67株 22年6月期 ―株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 23年6月期2Q 3,432,756株 22年6月期2Q 30,597株
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当第２四半期連結累計期間(平成22年６月21日～平成22年12月20日)におけるわが国の経済は、一部の

業種で企業収益において改善傾向が見られるものの、急激な円高、株価の低迷、雇用情勢の悪化を背景

とした景気の先行き不透明感から、依然として厳しい状況で推移しております。 

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、雇用不安や所得の伸び悩

みなどから消費マインドは一段と冷え込み、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、当社グループは、「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。その結果、福井県及び岐阜県における地域シェアが高まったこと

で、既存店における来店客数が前年同期比120.8％と伸長いたしました。また、毎週月曜日から金曜日

までチラシによる日替り販売を実施したことで、生活必需品をより低価格で買い求めたいとするお客様

のニーズに応えてまいりました。 

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４店舗、岐阜県に１店舗及び愛知県に１店

舗出店いたしました。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51店舗、ドラッグストア19店舗の合計70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245億47百万円と前第２四半期連結累計期間

に比べ49億40百万円(25.2％)増加いたしました。利益に関しましては、経常利益７億25百万円と前第２

四半期連結累計期間に比べ56百万円(8.5％)の増益、四半期純利益は３億43百万円と前第２四半期連結

累計期間に比べ20百万円(5.7％)の減益となりました。 

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」 

225億98百万円、「ドラッグストア」16億12百万円、「その他」３億36百万円となりました。また、商

品別の内訳では、食品123億91百万円、化粧品42億９百万円、雑貨41億44百万円、医薬品31億６百万

円、その他６億95百万円となりました。 

  

当第２四半期連結会計期間末における総資産は203億65百万円となり、前連結会計年度末に比べ13億

73百万円増加しました。その主な要因は、商品の増加６億63百万円、有形固定資産の増加５億86百万円

であります。また、負債合計は140億69百万円となり、前連結会計年度末に比べ11億２百万円増加しま

した。その主な要因は、買掛金の増加３億86百万円、長期借入金の増加３億67百万円であります。純資

産は62億95百万円となり、前連結会計年度末に比べ２億71百万円増加しました。 

  

平成23年６月期の連結業績予想につきましては、本日（平成23年１月20日）公表の「平成23年６月期

第２四半期業績予想との差異及び通期業績予想の修正に関するお知らせ」をご覧ください。 

  

1. 当四半期の連結業績等に関する定性的情報

(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。 

  

①会計基準に関する事項の変更 

（資産除去債務に関する会計基準の適用） 

第１四半期連結会計期間より、「資産除去債務に関する会計基準」（企業会計基準第18号 平成20

年３月31日）及び「資産除去債務に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第21号 平

成20年３月31日）を適用しております。 

これにより、当第２四半期連結累計期間の営業利益は11,724千円減少し、経常利益は12,059千円減

少し、税金等調整前四半期純利益は116,572千円減少しております。また、当会計基準等の適用開始

による資産除去債務の変動額は337,538千円であります。 

  

②表示方法の変更 

（四半期連結損益計算書関係） 

「連結財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第22号 平成20年12月26日）に基づき財務諸表

等規則等の一部を改正する内閣府令（平成21年３月24日 内閣府令第５号）の適用に伴い、当第２四

半期連結累計期間では、「少数株主損益調整前四半期純利益」の科目を表示しております。 

  

2. その他の情報

(1) 重要な子会社の異動の概要

(2) 簡便な会計処理及び特有の会計処理の概要

(3) 会計処理の原則・手続、表示方法等の変更の概要
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３.四半期連結財務諸表 
(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22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22年６月20日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 856,406 1,230,023

売掛金 81,568 67,216

商品 6,161,502 5,497,733

貯蔵品 16,604 14,992

その他 724,489 618,735

流動資産合計 7,840,570 7,428,701

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 7,463,469 6,747,010

その他（純額） 2,126,034 2,256,159

有形固定資産合計 9,589,504 9,003,169

無形固定資産   

その他 113,076 120,297

無形固定資産合計 113,076 120,297

投資その他の資産   

その他 2,872,040 2,489,093

貸倒引当金 △50,000 △50,000

投資その他の資産合計 2,822,040 2,439,093

固定資産合計 12,524,621 11,562,560

資産合計 20,365,191 18,991,261

負債の部   

流動負債   

買掛金 6,177,191 5,790,238

1年内返済予定の長期借入金 1,763,387 1,835,655

未払法人税等 461,935 440,483

賞与引当金 19,356 39,354

ポイント引当金 795,614 560,968

その他 1,041,691 1,226,782

流動負債合計 10,259,176 9,893,482

固定負債   

長期借入金 3,340,344 2,973,008

資産除去債務 370,484 －

その他 99,452 100,667

固定負債合計 3,810,281 3,073,675

負債合計 14,069,458 12,967,158
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(単位：千円)

当第２四半期連結会計期間末
(平成22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22年６月20日) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 1,020,737 1,020,737

資本剰余金 824,391 824,391

利益剰余金 4,440,067 4,174,026

自己株式 △73 －

株主資本合計 6,285,122 6,019,155

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △4,446 △3,745

評価・換算差額等合計 △4,446 △3,745

新株予約権 15,057 8,692

純資産合計 6,295,733 6,024,102

負債純資産合計 20,365,191 18,991,261
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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21年６月21日 
 至 平成21年12月20日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成22年６月21日 
 至 平成22年12月20日) 

売上高 19,607,039 24,547,410

売上原価 15,303,834 19,420,275

売上総利益 4,303,204 5,127,134

販売費及び一般管理費 3,756,894 4,565,120

営業利益 546,310 562,014

営業外収益   

受取利息 3,379 3,695

受取賃貸料 54,225 61,182

受取手数料 130,880 136,707

その他 25,605 58,399

営業外収益合計 214,091 259,985

営業外費用   

支払利息 32,401 23,415

賃貸費用 54,616 57,858

その他 4,398 14,796

営業外費用合計 91,416 96,070

経常利益 668,984 725,928

特別利益   

投資有価証券売却益 － 217

特別利益合計 － 217

特別損失   

固定資産売却損 1,000 －

固定資産除却損 20,174 44

減損損失 19,750 9,329

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 104,513

特別損失合計 40,924 113,887

税金等調整前四半期純利益 628,059 612,258

法人税、住民税及び事業税 350,732 443,413

法人税等調整額 △86,683 △174,433

法人税等合計 264,049 268,980

少数株主損益調整前四半期純利益 － 343,278

四半期純利益 364,010 343,278
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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21年６月21日 
 至 平成21年12月20日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成22年６月21日 
 至 平成22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 628,059 612,258

減価償却費 406,155 478,696

株式報酬費用 2,206 6,364

投資有価証券売却損益（△は益） － △217

固定資産売却損益（△は益） 1,000 －

固定資産除却損 20,174 44

減損損失 19,750 9,329

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 104,513

賞与引当金の増減額（△は減少） △3,274 △19,998

ポイント引当金の増減額（△は減少） 62,124 234,646

受取利息及び受取配当金 △3,436 △4,829

支払利息 32,401 23,415

売上債権の増減額（△は増加） 6,825 △14,352

たな卸資産の増減額（△は増加） △837,587 △665,380

仕入債務の増減額（△は減少） 373,298 386,952

その他 166,732 24,731

小計 874,430 1,176,175

利息及び配当金の受取額 444 2,530

利息の支払額 △32,219 △26,542

法人税等の支払額 △72,890 △421,799

営業活動によるキャッシュ・フロー 769,764 730,364

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 △6,005 △240,000

定期預金の払戻による収入 14,505 240,000

有形固定資産の取得による支出 △667,501 △989,337

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 △4,718 △10,031

投資有価証券の取得による支出 － △100,153

投資有価証券の売却による収入 － 30,366

差入保証金の差入による支出 △49,196 △97,533

差入保証金の回収による収入 9,168 10,212

その他 △6,267 △165,766

投資活動によるキャッシュ・フロー △700,015 △1,322,245

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 850,000 1,300,000

長期借入金の返済による支出 △775,058 △1,004,932

株式の発行による収入 27,720 －

自己株式の取得による支出 － △73

配当金の支払額 △53,587 △76,731

財務活動によるキャッシュ・フロー 49,074 218,263

現金及び現金同等物に係る換算差額 △32 0

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 118,791 △373,617

現金及び現金同等物の期首残高 831,823 1,230,023

現金及び現金同等物の四半期末残高 950,615 856,406
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該当事項はありません。 

  

 前第２四半期連結会計期間(自 平成21年９月21日 至 平成21年12月20日)及び前第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２四半期連結会計期間(自 平成21年９月21日 至 平成21年12月20日)及び前第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２四半期連結会計期間(自 平成21年９月21日 至 平成21年12月20日)及び前第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22年６月21日 至 平成22年12月20日)及び当第２四半期連結会

計期間(自 平成22年９月21日 至 平成22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セグメントであるため、記載を

省略しております。 

(追加情報) 

第１四半期連結会計期間より「セグメント情報等の開示に関する会計基準」(企業会計基準第17号 

 平成21年３月27日)及び「セグメント情報等の開示に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用

指針第20号  平成20年３月21日)を適用しております。 

  

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

【事業の種類別セグメント情報】

【所在地別セグメント情報】

【海外売上高】

【セグメント情報】

(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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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を実施いたしました。 

 当該株式分割が期首に行われたと仮定した場合の平成22年６月期第２四半期の１株当たり情報、平成

22年６月期第２四半期末の１株当たり配当金は以下のとおりであります。 

  

 
  

4. 補足情報

（ご参考）株式分割に伴う遡及修正値

１株当たり 潜在株式調整後                      

四半期純利益 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 118.97 118.22

（基準日）
１株当たり配当金

円  銭 

22年６月期第２四半期末 17.50
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