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1.  平成24年6月期第3四半期の連結業績（平成23年6月21日～平成24年3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3四半期 42,131 12.9 1,117 10.2 1,418 12.9 766 18.3
23年6月期第3四半期 37,302 25.6 1,013 45.4 1,256 43.3 647 34.9

（注）包括利益 24年6月期第3四半期 768百万円 （19.1％） 23年6月期第3四半期 645百万円 （―％）

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3四半期 223.10 220.06
23年6月期第3四半期 188.69 187.67

総資産 純資産 自己資本比率
百万円 百万円 ％

24年6月期第3四半期 23,990 7,403 30.8
23年6月期 21,839 6,796 31.0
（参考） 自己資本  24年6月期第3四半期  7,379百万円 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  ：  無  
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 ― 25.00 ―
24年6月期（予想） 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、対前期増減率）

（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

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 
づく四半期連結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3Q 3,439,300 株 23年6月期 3,432,800 株
② 期末自己株式数 24年6月期3Q 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3Q 3,435,200 株 23年6月期3Q 3,432,748 株
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当第３四半期連結累計期間（平成23年６月21日～平成24年３月20日）におけるわが国経済は、東日本

大震災の影響により低下していた企業の生産活動に緩やかな回復傾向が見られたものの、海外経済の減

速や長期化する円高、厳しい雇用情勢を背景とした個人消費の低迷など、景気の先行きは依然として不

透明な状況で推移いたしました。 

当社グループ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者の節約

志向がより顕著となり、企業間の競争が激化するなど、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、毎週チラシによる日替り販売

や、クーポン配布を実施するなど、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３四半期連結累計期間における新規出店につきましては、岐阜県に５店舗出店いたしました。既

存店につきましては活性化を図るため、メガドラッグストア30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。これにより、当第３四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62店舗、ドラッグストア17店舗の合計79店舗となりました。 

この結果、当第３四半期連結累計期間における売上高は421億31百万円と前第３四半期連結累計期間

に比べ48億28百万円(12.9％)増加いたしました。利益に関しましては、経常利益14億18百万円と前第３

四半期連結累計期間に比べ１億62百万円(12.9％)の増加、四半期純利益は７億66百万円と前第３四半期

連結累計期間に比べ１億18百万円(18.3％)の増加となりました。 

次に、当第３四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」392

億14百万円、「ドラッグストア」21億65百万円、「その他」７億50百万円となりました。また、商品別

の内訳では、「食品」221億72百万円、「雑貨」69億89百万円、「化粧品」66億64百万円、「医薬品」

50億95百万円、「その他」12億９百万円となりました。 

  

 当第３四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21億51百万円増加し、239

億90百万円となりました。その主な要因は、商品の増加９億２百万円、有形固定資産の増加７億２百万

円によるものです。 

 負債合計は、前連結会計年度末に比べ15億44百万円増加し、165億87百万円となりました。これは、

仕入債務の増加４億72百万円、借入金の増加11億39百万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６億６百万円増加し、74億３百万円となりました。 

  

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24年１月18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３四半期連結会計期間 
(平成24年３月20日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 1,132,998 1,390,550

売掛金 110,771 89,866

商品 6,256,455 7,159,026

貯蔵品 9,913 16,510

その他 851,989 997,590

流動資産合計 8,362,129 9,653,543

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 8,054,077 8,396,783

その他（純額） 2,348,118 2,707,740

有形固定資産合計 10,402,196 11,104,523

無形固定資産 104,334 81,761

投資その他の資産   

その他 3,020,521 3,200,553

貸倒引当金 △50,000 △50,000

投資その他の資産合計 2,970,521 3,150,553

固定資産合計 13,477,052 14,336,838

資産合計 21,839,181 23,990,382

負債の部   

流動負債   

買掛金 6,990,821 7,463,310

1年内返済予定の長期借入金 1,582,814 1,551,899

未払法人税等 734,877 190,847

賞与引当金 51,098 85,840

ポイント引当金 957,144 1,118,303

その他 1,054,536 1,296,786

流動負債合計 11,371,292 11,706,986

固定負債   

長期借入金 3,171,444 4,342,330

資産除去債務 402,132 437,056

その他 97,762 100,867

固定負債合計 3,671,339 4,880,254

負債合計 15,042,631 16,587,240
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(単位：千円)

前連結会計年度 
(平成23年６月20日) 

当第３四半期連結会計期間 
(平成24年３月20日) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 1,020,737 1,024,657

資本剰余金 824,391 828,311

利益剰余金 4,932,358 5,526,966

自己株式 △73 △73

株主資本合計 6,777,413 7,379,861

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 △670

その他の包括利益累計額合計 △2,264 △670

新株予約権 21,399 23,950

純資産合計 6,796,549 7,403,141

負債純資産合計 21,839,181 23,990,382
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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３四半期連結累計期間 

(単位：千円)

前第３四半期連結累計期間 
(自 平成22年６月21日 
 至 平成23年３月20日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成23年６月21日 
 至 平成24年３月20日) 

売上高 37,302,795 42,131,149

売上原価 29,493,229 33,528,251

売上総利益 7,809,565 8,602,897

販売費及び一般管理費 6,795,713 7,485,401

営業利益 1,013,852 1,117,495

営業外収益   

受取利息 5,636 7,584

受取賃貸料 91,040 92,574

受取手数料 214,681 257,351

その他 72,396 77,951

営業外収益合計 383,755 435,462

営業外費用   

支払利息 37,292 34,789

賃貸費用 86,812 87,975

その他 17,418 11,908

営業外費用合計 141,524 134,674

経常利益 1,256,083 1,418,283

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   

固定資産除却損 44 7,382

減損損失 9,329 －

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 113,887 9,228

税金等調整前四半期純利益 1,142,413 1,409,054

法人税、住民税及び事業税 723,819 690,503

法人税等調整額 △229,138 △47,856

法人税等合計 494,680 642,647

少数株主損益調整前四半期純利益 647,732 766,407

四半期純利益 647,732 766,407
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 四半期連結包括利益計算書 
 第３四半期連結累計期間 

(単位：千円)

前第３四半期連結累計期間 
(自 平成22年６月21日 
 至 平成23年３月20日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成23年６月21日 
 至 平成24年３月20日) 

少数株主損益調整前四半期純利益 647,732 766,407

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △2,674 1,593

その他の包括利益合計 △2,674 1,593

四半期包括利益 645,057 768,001

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 645,057 768,001

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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