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1.  平成26年6月期第1四半期の連結業績（平成25年6月21日～平成25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 ％

26年6月期第1四半期 13,857 △7.7 269 △1.3 301 5.5 174 3.8
25年6月期第1四半期 15,011 3.3 272 △36.1 286 △37.5 167 △34.8

（注）包括利益 26年6月期第1四半期 179百万円 （6.2％） 25年6月期第1四半期 168百万円 （△34.4％）

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

26年6月期第1四半期 50.57 49.92
25年6月期第1四半期 48.72 48.12

総資産 純資産 自己資本比率
百万円 百万円 ％

26年6月期第1四半期 28,559 8,325 29.1
25年6月期 27,198 8,243 30.2
（参考） 自己資本  26年6月期第1四半期  8,303百万円 25年6月期  8,221百万円

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  
 

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

25年6月期 ― 25.00 ― 25.00 50.00
26年6月期 ―
26年6月期（予想） 25.00 ― 25.00 50.00

3. 平成26年 6月期の連結業績予想（平成25年6月21日～平成26年 6月20日）  
（％表示は、通期は対前期、四半期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 3.4 600 229.9 650 185.7 390 169.6 113.20
通期 59,000 7.9 1,450 61.7 1,500 44.2 900 44.4 261.22



(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おりません。 

※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）連結業績予想などの将来予測情報に関する説明」をご覧ください。 

※  注記事項

新規 ―社 （社名） 、 除外 ―社 （社名）

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） 26年6月期1Q 3,445,300 株 25年6月期 3,445,300 株
② 期末自己株式数 26年6月期1Q 92 株 25年6月期 92 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 26年6月期1Q 3,445,208 株 25年6月期1Q 3,445,233 株
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当第１四半期連結累計期間（平成25年６月21日～平成25年９月20日）におけるわが国経済は、新政権

による経済政策への期待感から景気回復の兆しが見られたものの、雇用・所得環境の好転には至ってお

らず、欧州諸国や新興国の経済停滞なども影響し、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、業態を超えた競合他社の出店や価格競争が続く

中、消費税増税への不安等を背景に消費者の節約志向は更に強まり、厳しい状況となっております。 

このような状況の中、当社グループは、「近所で生活費が節約できるお店」をコンセプトに、主力業

態である売場面積300～900坪の「メガドラッグストア」の店舗展開を強化し、地域シェアを高めるため

ドミナントエリア構築に邁進いたしました。また、今後加速するであろう異業種を交えた本格的な価格

破壊競争への準備として、ＥＤＬＣ（エブリディローコスト）及びＥＤＬＰ（エブリディロープライ

ス）の追求に尽力いたしました。 

当第１四半期連結累計期間における新規出退店につきましては、メガドラッグストアを福井県に１店

舗、岐阜県に１店舗出店、ドラッグストアを１店舗閉店いたしました。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80店舗、ドラッグストア14店舗の合計94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138億57百万円と前第１四半期連結累計期間

に比べ11億54百万円(△7.7％)減少いたしました。利益に関しましては、経常利益３億１百万円と前第

１四半期連結累計期間に比べ15百万円(5.5％)の増益、四半期純利益は１億74百万円と前第１四半期連

結累計期間に比べ6百万円(3.8％)の増益となりました。 

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見ますと、「メガドラッグストア」128

億85百万円、「ドラッグストア」５億44百万円、「その他」４億28百万円となりました。また、商品別

の内訳では、「食品」72億50百万円、「雑貨」23億96百万円、「化粧品」21億72百万円、「医薬品」17

億23百万円、「その他」３億15百万円となりました。 

  

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13億61百万円増加し、285

億59百万円となりました。その主な要因は、商品の増加４億51百万円、有形固定資産の増加７億50百万

円によるものです。 

負債合計は、前連結会計年度末に比べ12億80百万円増加し、202億34百万円となりました。これは主

に買掛金が５億19百万円、１年内返済予定の長期借入金が１億99百万円、流動負債その他が３億72百万

円それぞれ増加したことによるものです。 

純資産合計は、前連結会計年度末に比べ81百万円増加し、83億25百万円となりました。 

  

当連結会計年度(平成26年６月期)の業績見通しにつきましては、平成25年７月25日に公表いたしまし

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）経営成績に関する説明

（２）財政状態に関する説明

（３）連結業績予想などの将来予測情報に関する説明
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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(注記事項)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25年６月20日) 

当第１四半期連結会計期間 
(平成25年９月20日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 1,090,728 1,299,156

売掛金 202,842 164,626

商品 7,362,430 7,814,171

貯蔵品 24,649 16,059

その他 694,316 626,766

流動資産合計 9,374,967 9,920,780

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 10,891,758 11,171,224

その他（純額） 3,014,497 3,485,211

有形固定資産合計 13,906,256 14,656,435

無形固定資産 143,967 146,513

投資その他の資産   

その他 3,788,250 3,851,050

貸倒引当金 △15,000 △15,000

投資その他の資産合計 3,773,250 3,836,050

固定資産合計 17,823,474 18,638,999

資産合計 27,198,442 28,559,780

負債の部   

流動負債   

買掛金 6,887,257 7,406,449

短期借入金 100,000 100,000

1年内返済予定の長期借入金 2,396,528 2,596,188

未払法人税等 42,339 126,857

賞与引当金 20,301 80,411

ポイント引当金 67,169 132,261

その他 1,240,984 1,613,742

流動負債合計 10,754,581 12,055,910

固定負債   

長期借入金 6,965,528 6,917,317

資産除去債務 551,992 570,024

その他 682,473 691,506

固定負債合計 8,199,994 8,178,847

負債合計 18,954,575 20,234,757
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(単位：千円)

前連結会計年度 
(平成25年６月20日) 

当第１四半期連結会計期間 
(平成25年９月20日) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 1,028,275 1,028,275

資本剰余金 831,929 831,929

利益剰余金 6,355,552 6,431,767

自己株式 △116 △116

株主資本合計 8,215,641 8,291,856

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 4,164 5,981

為替換算調整勘定 2,106 5,230

その他の包括利益累計額合計 6,270 11,211

新株予約権 21,954 21,954

純資産合計 8,243,866 8,325,022

負債純資産合計 27,198,442 28,559,780
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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24年６月21日  
 至 平成24年９月20日） 

当第１四半期連結累計期間 
（自 平成25年６月21日  
 至 平成25年９月20日） 

売上高 15,011,970 13,857,914

売上原価 11,991,890 11,143,878

売上総利益 3,020,080 2,714,036

販売費及び一般管理費 2,747,545 2,444,942

営業利益 272,534 269,093

営業外収益   

受取利息 2,628 4,241

受取賃貸料 34,963 56,793

受取手数料 12,938 15,197

その他 12,985 24,120

営業外収益合計 63,515 100,352

営業外費用   

支払利息 12,676 17,096

賃貸費用 30,445 44,453

その他 6,577 5,918

営業外費用合計 49,699 67,468

経常利益 286,350 301,977

税金等調整前四半期純利益 286,350 301,977

法人税、住民税及び事業税 12,926 125,758

法人税等調整額 105,566 2,011

法人税等合計 118,493 127,770

少数株主損益調整前四半期純利益 167,857 174,207

四半期純利益 167,857 174,207
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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24年６月21日 
 至 平成24年９月20日) 

当第1四半期連結累計期間 
(自 平成25年６月21日 
 至 平成25年９月20日) 

少数株主損益調整前四半期純利益 167,857 174,207

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 807 1,816

為替換算調整勘定 － 3,124

その他の包括利益合計 807 4,941

四半期包括利益 168,665 179,149

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 168,665 179,149

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。 

  

 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。 

（３）四半期連結財務諸表に関する注記事項

（継続企業の前提に関する注記）

（株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記）

（セグメント情報等）
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