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1.  平成24年6月期第1四半期の連結業績（平成23年6月21日～平成23年9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 ％

24年6月期第1四半期 14,526 15.0 357 △7.2 458 0.4 257 26.9
23年6月期第1四半期 12,632 25.6 384 5.4 456 13.3 202 △15.4

（注）包括利益 24年6月期第1四半期 257百万円 （28.1％） 23年6月期第1四半期 200百万円 （―％）

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

24年6月期第1四半期 75.00 73.81
23年6月期第1四半期 59.09 58.88

総資産 純資産 自己資本比率
百万円 百万円 ％

24年6月期第1四半期 21,919 6,971 31.7
23年6月期 21,839 6,796 31.0
（参考） 自己資本  24年6月期第1四半期  6,946百万円 23年6月期  6,775百万円

2.  配当の状況 

（注）直近に公表されている配当予想からの修正の有無  ：  有  
    平成23年６月期 期末配当金の内訳   普通配当 20円00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

23年6月期 ― 20.00 ― 25.00 45.00
24年6月期 ―
24年6月期（予想） 25.00 ― 25.00 50.00

3.  平成24年6月期の連結業績予想（平成23年6月21日～平成24年6月20日） 
（％表示は、通期は対前期、第２四半期(累計)は対前年同四半期増減率）

（注）直近に公表されている業績予想からの修正の有無  ：  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

第2四半期(累計) 29,000 18.1 650 15.7 800 10.2 415 20.9 120.89
通期 60,000 16.5 1,600 18.4 1,950 13.1 1,000 10.6 291.31



(1) 当四半期連結累計期間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) 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) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 

(4) 発行済株式数（普通株式） 

※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条件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、【添付資料】２ページ「1.当四半期決算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」をご覧ください。 

4.  その他

① 会計基準等の改正に伴う会計方針の変更   ：  無
② ①以外の会計方針の変更   ：  無
③ 会計上の見積りの変更   ：  無
④ 修正再表示   ：  無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 24年6月期1Q 3,432,800 株 23年6月期 3,432,800 株
② 期末自己株式数 24年6月期1Q 67 株 23年6月期 67 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 24年6月期1Q 3,432,733 株 23年6月期1Q 3,432,779 株



 

  

  

１．当四半期決算に関する定性的情報 …………………………………………………… ２ 

（１）連結経営成績に関する定性的情報 ………………………………………………… ２ 

（２）連結財政状態に関する定性的情報 ………………………………………………… ２ 

（３）連結業績予想に関する定性的情報 ………………………………………………… ２ 

２．サマリー情報(その他)に関する事項 ………………………………………………… ３ 

（１）当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動 …………………………… ３ 

（２）四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 …………………………… ３ 

（３）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 ………………………… ３ 

３．四半期連結財務諸表 …………………………………………………………………… ４ 

（１）四半期連結貸借対照表 ……………………………………………………………… ４ 

（２）四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書 

四半期連結損益計算書 

 第１四半期連結累計期間 ………………………………………………………… ６ 

四半期連結包括利益計算書 

 第１四半期連結累計期間 ………………………………………………………… ７ 

（３）継続企業の前提に関する注記 ……………………………………………………… ８ 

（４）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記 ……………………………… ８ 

  

○添付資料の目次

ゲンキー株式会社（2772）　平成24年６月期　第１四半期決算短信

1



 

当第１四半期連結累計期間（平成23年６月21日～平成23年９月20日）におけるわが国経済は、アジア

諸国を中心とする新興国経済の拡大に伴い、企業収益において一部改善が見られたものの、長期化する

円高、株式市場の低迷、雇用情勢の悪化などにより個人消費は低調に推移し、依然として厳しい状況と

なりました。さらに、東日本大震災の影響による企業活動の低下など、景気に対する先行き不透明感が

一層強まっております。 

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冷え込み、また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、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、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。 

当第１四半期連結累計期間における新規出店はありませんでしたが、既存店の活性化を図るため、メ

ガドラッグストア25店舗において化粧品部門などの改装を行い、ドラッグストア１店舗を閉店いたしま

した。そのため、当第１四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57店舗、ドラッ

グストア17店舗の合計74店舗となりました。 

この結果、当第１四半期連結累計期間における売上高は145億26百万円と前第１四半期連結累計期間

に比べ18億94百万円(15.0％)増加いたしました。利益に関しましては、経常利益４億58百万円と前第１

四半期連結累計期間に比べ１百万円(0.4％)の増加、四半期純利益は２億57百万円と前第１四半期連結

累計期間に比べ54百万円(26.9％)の増加となりました。 

次に、当第１四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」134

億95百万円、「ドラッグストア」７億83百万円、「その他」２億48百万円となりました。また、商品別

の内訳では、「食品」76億10百万円、「雑貨」24億86百万円、「化粧品」23億23百万円、「医薬品」17

億12百万円、「その他」３億94百万円となりました。 

  

 当第１四半期連結会計期間末における総資産は、前連結会計年度末に比べ80百万円増加し、219億19

百万円となりました。その主な要因は、商品の増加３億42百万円によるものです。 

 負債合計は、前連結会計年度末に比べ94百万円減少し、149億48百万円となりました。これは、未払

法人税等の減少５億26百万円、借入金の増加４億31百万円等によるものです。 

 純資産合計は、前連結会計年度末に比べ１億74百万円増加し、69億71百万円となりました。 

  

当連結会計年度（平成24年６月期）の業績見通しにつきましては、平成23年７月27日に公表した連結

業績予想から変更はありません。 

  

１．当四半期決算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。 

  

該当事項はありません。 

２．サマリー情報(その他)に関する事項

（１）当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動

（２）四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用

（３）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示
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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)

前連結会計年度 
(平成23年６月20日) 

当第１四半期連結会計期間 
(平成23年９月20日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 1,132,998 1,004,058

売掛金 110,771 94,772

商品 6,256,455 6,598,732

貯蔵品 9,913 18,170

その他 851,989 882,790

流動資産合計 8,362,129 8,598,524

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 8,054,077 7,875,378

その他（純額） 2,348,118 2,428,912

有形固定資産合計 10,402,196 10,304,290

無形固定資産 104,334 95,134

投資その他の資産   

その他 3,020,521 2,971,347

貸倒引当金 △50,000 △50,000

投資その他の資産合計 2,970,521 2,921,347

固定資産合計 13,477,052 13,320,772

資産合計 21,839,181 21,919,296

負債の部   

流動負債   

買掛金 6,990,821 7,024,750

1年内返済予定の長期借入金 1,582,814 1,707,464

未払法人税等 734,877 208,634

賞与引当金 51,098 87,141

ポイント引当金 957,144 1,008,809

その他 1,054,536 930,752

流動負債合計 11,371,292 10,967,552

固定負債   

長期借入金 3,171,444 3,478,476

資産除去債務 402,132 404,116

その他 97,762 98,077

固定負債合計 3,671,339 3,980,670

負債合計 15,042,631 14,948,222

ゲンキー株式会社（2772）　平成24年６月期　第１四半期決算短信

4



(単位：千円)

前連結会計年度 
(平成23年６月20日) 

当第１四半期連結会計期間 
(平成23年９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 4,932,358 5,103,987

自己株式 △73 △73

株主資本合計 6,777,413 6,949,042

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 △2,264 △2,578

その他の包括利益累計額合計 △2,264 △2,578

新株予約権 21,399 24,609

純資産合計 6,796,549 6,971,074

負債純資産合計 21,839,181 21,919,296
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（２）四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書 
 四半期連結損益計算書 
 第１四半期連結累計期間 

(単位：千円)

前第１四半期連結累計期間 
(自 平成22年６月21日 
 至 平成22年９月20日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成23年６月21日 
 至 平成23年９月20日) 

売上高 12,632,441 14,526,990

売上原価 10,074,877 11,717,824

売上総利益 2,557,564 2,809,165

販売費及び一般管理費 2,172,655 2,452,034

営業利益 384,908 357,131

営業外収益   

受取利息 1,749 2,599

受取賃貸料 29,884 29,563

受取手数料 63,562 90,974

その他 28,198 21,594

営業外収益合計 123,394 144,730

営業外費用   

支払利息 10,742 12,167

賃貸費用 28,990 28,891

その他 12,434 2,706

営業外費用合計 52,167 43,765

経常利益 456,135 458,096

特別損失   

固定資産除却損 44 －

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 104,513 －

投資有価証券売却損 － 1,845

特別損失合計 104,557 1,845

税金等調整前四半期純利益 351,577 456,250

法人税、住民税及び事業税 206,538 199,182

法人税等調整額 △57,801 △379

法人税等合計 148,737 198,803

少数株主損益調整前四半期純利益 202,840 257,447

四半期純利益 202,840 257,447
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 四半期連結包括利益計算書 
 第１四半期連結累計期間 

(単位：千円)

前第１四半期連結累計期間 
(自 平成22年６月21日 
 至 平成22年９月20日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成23年６月21日 
 至 平成23年９月20日) 

少数株主損益調整前四半期純利益 202,840 257,447

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △2,144 △314

その他の包括利益合計 △2,144 △314

四半期包括利益 200,695 257,133

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 200,695 257,133

少数株主に係る四半期包括利益 － －
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該当事項はありません。 

  

該当事項はありません。 

  

（３）継続企業の前提に関する注記

（４）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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