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1.  平成21年3月期第1四半期の連結業績（平成20年4月1日～平成20年6月30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 ％

21年3月期第1四半期 9,478 ― 55 ― 79 ― 30 ―

20年3月期第1四半期 8,638 9.4 124 519.1 169 109.8 97 149.8

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

21年3月期第1四半期 2,257.61 ―

20年3月期第1四半期 7,329.10 ―

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

21年3月期第1四半期 16,445 3,018 18.4 226,294.82
20年3月期 13,678 3,055 22.3 229,021.31

（参考） 自己資本   21年3月期第1四半期  3,018百万円 20年3月期  3,055百万円

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  
 

1株当たり配当金

（基準日） 第1四半期末 第2四半期末 第3四半期末 期末 年間

円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭

20年3月期 ― ― ― 5,000.00 5,000.00
21年3月期 ― ――― ――― ――― ―――

21年3月期（予想） ――― ― ― 5,000.00 5,000.00

3.  平成21年3月期の連結業績予想（平成20年4月1日～平成21年3月31日） 
（％表示は通期は対前期、第2四半期連結累計期間は対前年同四半期増減率）

（注）連結業績予想数値の当四半期における修正の有無  無  
 

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2四半期連結累計期間 19,670 ― 315 ― 343 ― 151 ― 11,322.04
通期 40,523 13.5 858 24.1 905 1.7 470 5.2 35,289.28

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  有  

（注）詳細は、３ページ【定性的情報・財務諸表等】４．その他をご覧下さい。  

(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） 

（注）詳細は、３ページ【定性的情報・財務諸表等】４．その他をご覧下さい。  

(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 
１．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、実際の実績
等は様々な要因により大きく異なる可能性があります。なお、上記予想に関する事項は、２ページ【定性的情報・財務諸表】３．連結業績予想に関する定性的情報をご覧く
ださい。 
２．当連結会計年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第12号）及び「四半期財務諸表に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準第14号）を適
用しております。また、「四半期連結財務諸表規則」に従い四半期連結財務諸表を作成しております。  

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 有

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 21年3月期第1四半期  13,340株 20年3月期  13,340株

② 期末自己株式数 21年3月期第1四半期  ―株 20年3月期  ―株

③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 21年3月期第1四半期  13,340株 20年3月期第1四半期  13,340株



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 

 当第１四半期（平成20年４月１日～平成20年６月30日）におけるわが国経済は、昨年来のサブプライムローン

問題による米国経済の後退懸念が強まるなか、原油や原材料価格の高騰と為替市場の変動による企業収益の圧迫

などにより、景気の先行きが不透明なまま推移いたしました。また、個人消費においては、ガソリン価格の高騰

や、原材料価格の高騰に伴う生活必需品の値上げ等の影響により、個人消費は弱めに推移しており、先行き不透

明な状況が続いております。 

 当ドラッグストア業界におきましても、商品価格の値上げなどによる消費マインドの悪化や、店舗間競争の一

層の激化など、引き続き厳しい経営環境下にあります。 

 このような状況のもと、当社グループ(当社及び連結子会社）といたしましては、地域のお客さまのニーズにあ

った店舗づくりに努めてまいりました。 

 店舗面では、店舗床面積300坪タイプのスーパードラッグ４店舗、200坪タイプのドラッグストア１店舗及び調

剤薬局１店舗を新設いたしました。一方、既存店の見直しのなかで１店舗の閉店を行いました。これにより、平

成20年６月末日現在の店舗数は131店舗となりました。 

 この結果、当第１四半期の連結業績は、売上高は94億78百万円、営業利益は55百万円、経常利益は79百万円、

四半期純利益は30百万円となりました。 

 なお、営業利益、経常利益、四半期純利益の前年同期比減益の主な要因は、新規出店数の増加（前年同期２店

舗出店、当第１四半期６店舗出店）に伴う出店費用の増加及びたな卸資産の評価基準の変更の影響です。 

２．連結財政状態に関する定性的情報 

 当第１四半期末における資産合計は、164億45百万円となり、前連結会計年度末に比べて、27億66百万円増加と

なりました。その主な要因は、新規出店などにより商品が７億28百万円、有形固定資産が16億59百万円それぞれ

増加したことなどによります。 

  当第１四半期末における負債合計は、134億26百万円となり、前連結会計年度末に比べて、28億２百万円増加と

なりました。その主な要因は、買掛金が11億87百万円、短期借入金が10億50百万円、長期借入金が４億88百万円

それぞれ増加したことなどによります。 

  当第１四半期末における純資産合計は、30億18百万円となり、前連結会計年度末に比べて、36百万円減少とな

りました。その主な要因は、配当金の支払により66百万円減少したことなどによります。 

  （キャッシュ・フローの状況） 

 当第１四半期における現金及び現金同等物（以下、「資金」という。）は、前連結会計年度末に比べて、１億

96百万円増加し、当第１四半期末には、12億６百万円になりました。 

 営業活動による資金の獲得額は３億90百万円であり、その主な要因は、仕入債務が11億87百万円増加し、たな

卸資産が７億49百万円増加したことなどによります。 

 投資活動による資金の支出額は17億97百万円であり、その主な要因は、有形固定資産の取得により17億27百万

円支出したことなどによります。 

 財務活動による資金の獲得額は16億３百万円であり、その主な要因は、短期借入金の純増額が10億50百万円、

長期借入れによる収入が10億50百万円、長期借入金の返済による支出が４億45百万円あったことなどによりま

す。 

  

３．連結業績予想に関する定性的情報 

 当第１四半期における業績は、概ね予想どおりに推移しております。現時点におきましては、平成20年５月13

日に公表いたしました業績予想数値に変更がありません。 
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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） 

 該当事項はありません。  

（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 

   ① たな卸資産の評価方法 

 当第１四半期連結会計期間末のたな卸高の算出に関しましては、実地たな卸を省略し、前連結会計年度末の

実地たな卸高を基礎として合理的な方法により算定する方法によっております。  

   ② 固定資産の減価償却費の算定方法 

 定率法を採用している資産につきましては、連結会計年度末に係る減価償却費の額を期間按分して算定する

方法によっております。  

（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 

    ① 会計基準等の改正に伴う変更 

ア.当連結会計年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第12号）及び「四半期財務諸表

に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第14号）を適用しております。また、「四半期連結財

務諸表規則」に従い四半期連結財務諸表を作成しております。 

イ.通常の販売目的で保有するたな卸資産につきましては、従来、主として売価還元法(連続意見書第四の売価

還元原価法）による原価法によっておりましたが、当第１四半期連結会計期間より「棚卸資産の評価に関する

会計基準」（企業会計基準第９号 平成18年７月５日）が適用されることに伴い、収益性の低下に基づく簿価

切下げに対応するため、主として売価還元法（連続意見書第四の売価還元低価法）による原価法により算定し

ております。 

 なお、期首在庫に含まれる変更差額（20百万円）は特別損失に計上しております。 

 この変更により、従来の方法によった場合に比べ、売上総利益、営業利益及び経常利益が40百万円減少し、

税金等調整前四半期純利益は、61百万円減少しております。 

ウ.所有権移転外ファイナンス・リース取引につきましては、従来、賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理

によっておりましたが、「リース取引に関する会計基準」（企業会計基準第13号（平成５年６月17日（企業会

計審議会第一部会）、平成19年３月30日改正））及び「リース取引に関する会計基準の適用指針」（企業会計

基準適用指針第16号（平成６年１月18日（日本公認会計士協会 会計制度委員会）、平成19年３月30日改

正））が平成20年４月１日以後開始する連結会計年度に係る四半期連結財務諸表から適用することができるこ

とになったことに伴い、当第１四半期連結会計期間からこれらの会計基準等を適用し、通常の売買取引に係る

会計処理によっております。 

 また、所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産の減価償却の方法につきましては、リース

期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用しております。 

 なお、リース取引開始日が適用初年度開始前の所有権移転外ファイナンス・リース取引につきましては、通

常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理を引き続き採用しております。 

 この変更により、有形固定資産が128百万円、流動負債が９百万円、固定負債が121百万円それぞれ計上され

ておりますが、損益に与える影響は軽微であります。 

    ② ①以外の変更 

 従来、ＥＯＳ（電子発注システム）手数料収入は、営業外収益として処理しておりましたが、当第１四半期

連結会計期間より売上原価から控除する方法に変更いたしました。 

 この変更は、ＥＯＳ手数料収入が増加傾向にあること及び在庫計算システムの入替で商品分類別に売上原価

への反映が可能となったことを契機に、費用収益の合理的な対応を図るためであります。 

 この変更により、営業利益は31百万円増加し、営業外収益は同額減少しております。 
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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１四半期連結会計期間末
(平成20年６月30日) 

前連結会計年度末に係る 
要約連結貸借対照表 
(平成20年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 1,206,381 1,009,624

売掛金 413,051 356,248

商品 4,330,821 3,602,221

繰延税金資産 161,997 122,206

その他 568,597 541,895

流動資産合計 6,680,848 5,632,197

固定資産   

有形固定資産   

土地 4,155,404 2,989,067

その他（純額） 2,650,990 2,157,972

有形固定資産合計 6,806,395 5,147,040

無形固定資産 38,535 38,976

投資その他の資産   

その他 2,962,750 2,903,899

貸倒引当金 △43,500 △43,500

投資その他の資産合計 2,919,250 2,860,399

固定資産合計 9,764,181 8,046,415

資産合計 16,445,030 13,678,612
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（単位：千円）

当第１四半期連結会計期間末
(平成20年６月30日) 

前連結会計年度末に係る 
要約連結貸借対照表 
(平成20年３月31日) 

負債の部   

流動負債   

買掛金 4,342,165 3,154,499

短期借入金 2,400,000 1,350,000

1年内返済予定の長期借入金 1,357,316 1,241,296

未払法人税等 56,492 190,658

賞与引当金 117,205 180,756

ポイント引当金 28,129 27,057

その他 782,903 744,040

流動負債合計 9,084,211 6,888,307

固定負債   

長期借入金 3,880,602 3,391,946

退職給付引当金 129,700 123,949

役員退職慰労引当金 101,125 101,125

その他 230,617 118,139

固定負債合計 4,342,045 3,735,160

負債合計 13,426,257 10,623,468

純資産の部   

株主資本   

資本金 439,589 439,589

資本剰余金 481,788 481,788

利益剰余金 2,096,664 2,133,247

株主資本合計 3,018,042 3,054,626

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 730 517

評価・換算差額等合計 730 517

純資産合計 3,018,772 3,055,144

負債純資産合計 16,445,030 13,678,612
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（２）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）

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年６月30日) 

売上高 9,478,880

売上原価 7,269,958

売上総利益 2,208,921

販売費及び一般管理費 2,153,623

営業利益 55,297

営業外収益  

受取配当金 573

受取手数料 7,302

不動産賃貸料 25,627

固定資産受贈益 18,507

その他 8,398

営業外収益合計 60,409

営業外費用  

支払利息 22,203

不動産賃貸原価 11,608

その他 2,427

営業外費用合計 36,239

経常利益 79,467

特別損失  

たな卸資産評価損 20,752

その他 2,810

特別損失合計 23,562

税金等調整前四半期純利益 55,905

法人税、住民税及び事業税 63,207

法人税等調整額 △37,417

法人税等合計 25,789

四半期純利益 30,116
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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）

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年６月30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 55,905

減価償却費 92,810

賞与引当金の増減額（△は減少） 63,551

退職給付引当金の増減額（△は減少） 5,750

ポイント引当金の増減額（△は減少） 1,072

受取利息及び受取配当金 △678

固定資産受贈益 △14,750

支払利息 22,203

たな卸資産評価損 20,752

売上債権の増減額（△は増加） △56,802

たな卸資産の増減額（△は増加） △749,351

仕入債務の増減額（△は減少） 1,187,665

未払消費税等の増減額（△は減少） 2,463

その他 △12,333

小計 618,256

利息及び配当金の受取額 678

利息の支払額 △28,980

法人税等の支払額 △199,162

営業活動によるキャッシュ・フロー 390,792

投資活動によるキャッシュ・フロー  

有形固定資産の取得による支出 △1,727,748

無形固定資産の取得による支出 △10,610

敷金及び保証金の差入による支出 △87,792

敷金及び保証金の回収による収入 28,637

預り保証金の受入による収入 1,000

預り保証金の返還による支出 △666

投資活動によるキャッシュ・フロー △1,797,179

財務活動によるキャッシュ・フロー  

短期借入金の純増減額（△は減少） 1,050,000

長期借入れによる収入 1,050,000

長期借入金の返済による支出 △445,324

配当金の支払額 △49,125

その他 △2,407

財務活動によるキャッシュ・フロー 1,603,143

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 196,756

現金及び現金同等物の期首残高 1,009,624

現金及び現金同等物の四半期末残高 1,206,381
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（４）継続企業の前提に関する注記 

 該当事項はありません。 

（５）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記 

 該当事項はありません。 
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「参考資料」 

前四半期に係る財務諸表等 

（１）（要約）四半期連結損益計算書 

科目 

前年同四半期 
（平成20年３月期第１四半期） 

金額（千円） 

Ⅰ 売上高 8,638,123 

Ⅱ 売上原価 6,620,472 

 売上総利益 2,017,651 

Ⅲ 販売費及び一般管理費 1,893,433 

 営業利益 124,218 

Ⅳ 営業外収益 74,533 

Ⅴ 営業外費用 29,654 

 経常利益 169,097 

Ⅵ 特別利益 － 

Ⅶ 特別損失 － 

税金等調整前四半期純利益 169,097 

税金費用 71,327 

四半期純利益 97,770 
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（２）（要約）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

 
前年同四半期 

（平成20年３月期第１四半期） 

区分 金額（千円） 

Ⅰ 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 169,097 

 減価償却費 55,804 

 売上債権の増加額 △12,340 

 たな卸資産の増加額 △425,967 

 仕入債務の増加額 643,907 

 その他 154,608 

小 計 585,110 

 法人税等の支払額 △255,342 

 その他 △18,130 

営業活動によるキャッシュ・フロー 311,638 

Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー   

 有形固定資産の取得による支出 △269,774 

 差入保証金及び敷金の支出 △44,363 

 差入保証金及び敷金の回収による収入 21,764 

 その他 △10,602 

投資活動によるキャッシュ・フロー △302,976 

Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー   

 短期借入金の純増減(△)額 △200,000 

 長期借入れによる収入 800,000 

 長期借入金の返済による支出 △447,324 

 配当金の支払額 △46,355 

 その他 514 

財務活動によるキャッシュ・フロー 106,834 

Ⅳ 現金及び現金同等物の増加額（又は減少
額） 115,496 

Ⅴ 現金及び現金同等物の期首残高 1,055,271 

Ⅵ 現金及び現金同等物の期末残高 1,170,768 
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