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1.  平成21年5月期第1四半期の業績（平成20年6月1日～平成20年8月31日） 

 

(2) 財政状態 

  

(1) 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5月期第1四半期 35,062 ― 2,055 ― 2,106 ― 1,000 ―

20年5月期第1四半期 31,515 11.0 1,954 16.3 1,974 16.7 1,055 14.5

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5月期第1四半期 45.06 ―

20年5月期第1四半期 47.55 ―

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5月期第1四半期 44,057 22,678 51.5 1,021.83
20年5月期 46,162 22,390 48.5 1,008.86

（参考） 自己資本  21年5月期第1四半期  22,678百万円 20年5月期  22,390百万円

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5月期 ― ― ― 32.00 32.00
21年5月期 ― ――― ――― ――― ―――

21年5月期（予想） ――― ― ― 40.00 40.00

3.  平成21年5月期の業績予想（平成20年6月1日～平成21年5月31日） 
（％表示は通期は対前期、第2四半期累計期間は対前年同四半期増減率）

（注）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2四半期累計期間 70,000 11.5 3,950 1.2 4,040 1.6 2,060 △1.9 92.82
通期 142,000 11.1 8,120 5.0 8,300 5.6 4,360 2.3 196.45

4.  その他 
(1) 簡便な会計処理及び四半期財務諸表の作成に特有の会計処理の適用  有  

（注）詳細は、２ページ【定性的情報・財務情報等】 ４．その他をご覧下さい。  

(2) 四半期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、２ページ【定性的情報・財務情報等】 ４．その他をご覧下さい。  

(3) 発行済株式数（普通株式） 

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） 21年5月期第1四半期 22,194,228株 20年5月期 22,194,228株

② 期末自己株式数 21年5月期第1四半期 184株 20年5月期 124株

③ 期中平均株式数（四半期累計期間） 21年5月期第1四半期 22,194,069株 20年5月期第1四半期 22,194,104株

※ 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、実際の業績は
様々な要因により大きく異なる可能性があります。 
２．当事業年度より「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、「四半期財務諸表等規則」に従い四半期財務諸表を作成しております。  



定性的情報・財務諸表等 

１．経営成績に関する定性的情報 

当第１四半期会計期間におけるわが国経済は、原油価格の高騰を背景とした企業物価、消費者物価の値上げが相次

ぎ、経済は調整局面を迎えております。 

当業界におきましては、消費者の根強い健康志向があるものの、事業規模拡大の動きが続いている他、薬事法の改

正を受けて医薬品の販売に他業種からの参入表明が相次いでおり、経営環境はますます厳しいものになってきており

ます。 

当社におきましては、接客サービスの更なる充実とプライベートブランド商品の拡充により顧客満足度の向上に引

き続き取り組んでおります。新規出店は計画どおりドラッグストア８店舗、併設調剤薬局２店舗の出店を行いまし

た。 

これにより当第１四半期会計期間末の店舗数は直営ドラッグストア265店舗（うち調剤薬局併設21店舗）、ＦＣド

ラッグストア２店舗（うち調剤薬局併設1店舗）、直営調剤専門薬局９店舗の合計276店舗となりました。 

また、通常の販売目的で保有するたな卸資産の評価については、従来、主として売価還元法による原価法によって

おりましたが、当第1四半期会計期間より「棚卸資産の評価に関する会計基準」（企業会計基準委員会 平成18年７

月５日 企業会計基準第9号）が適用されたことに伴い、主として売価還元法による原価法（貸借対照表価額につい

ては収益性の低下に基づく簿価切下げの方法）により算定しております。これによる影響額270百万円を特別損失に

計上しております。 

以上の結果、当第１四半期会計期間の業績は、売上高35,062百万円（前年同四半期比11.3％増）、営業利益2,055

百万円（前年同四半期比5.1％増）、経常利益2,106百万円（前年同四半期比6.7％増）、四半期純利益1,000百万円

（前年同四半期比5.2％減）となりました。 

  

※前年同四半期増減率（前年同四半期の金額）は参考として記載しております。 

  

２．財政状態に関する定性的情報 

当第１四半期末における総資産は、前事業年度末と比較して2,105百万円減少しております。これは新店及び出 

店準備物件の増加等に伴い固定資産が576百万円増加しましたが、法人税等の支払により現金及び預金が1,167百万円

減少したこと及びたな卸資産が826百万円減少したことなどによるものであります。負債につきましては、前事業年

度末と比較して2,393百万円減少しております。これは買掛金が805百万円、未払法人税等が1,233百万円、未払費用

が609百万円、未払金が150百万円減少したことなどによるものであります。純資産の部は、前事業年度の剰余金の配

当により710百万減少しましたが、四半期純利益が1,000百万円となったことなどにより前事業年度末に比べ287百万

円増加し、22,678百万円となりました。 

  

３．業績予想に関する定性的情報 

 第１四半期における業績は概ね計画通りに推移しており、平成20年７月14日に公表しました業績予想に変更はあり

ません。 

（注）業績の見通しにつきましては、当社が現時点で合理的と判断する一定の前提に基づいており、実際の業績は見

通しと大きく異なることがあります。 

 その要因のうち、主なものは以下のとおりであります。   

  ・市場動向の急激な変化 

  ・当社出店エリアにおける立地条件及び周辺環境の変化 

  ・天候及び季節的な要因及び自然災害による変動 

４．その他 

（１）簡便な会計処理及び四半期財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 

 ①簡便な会計処理 

（一般債権の貸倒見積高の算定方法） 

当第１四半期会計期間末の貸倒実績率が前事業年度末に算定したものと著しい変化がないと認められるの

で、前事業年度末の貸倒実績率等を使用して一般債権の貸倒見積高を算定する方法によっております。 

（たな卸資産の評価方法） 

当第1四半期会計期間末のたな卸高の算定に関しては、実地たな卸を省略し、前事業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。 



（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いては、当事業年度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。 

（繰延税金資産及び繰延税金負債の算定方法） 

繰延税金資産の回収可能性の判断に関しては、前事業年度末以降に経営環境等、かつ、一時差異等の発生

状況に著しい変化がないと認められるので、前事業年度において使用した将来の業績予測やタックスプラン

ニングを利用する方法によっております。 

 ②四半期財務諸表の作成に特有の会計処理 

（税金費用の計算） 

当事業年度の税引前当期純利益に対する税効果会計適用後の実効税率を合理的に見積り、税引前四半期純

利益に当該見積実効税率を乗じて計算しております。 

 なお、法人税等調整額は法人税等に含めて表示しております。 

（２）四半期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 

 ①四半期財務諸表に関する会計基準の適用 

 当第１四半期会計期間より「四半期財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準委員会 平成19年３月14日 

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」（企業会計基準委員会 平成19年３

月14日 企業会計基準適用指針第14号）を適用しております。また、「四半期財務諸表等規則」に従い四半期財

務諸表を作成しております。 

 ②棚卸資産の評価に関する会計基準の適用 

 通常の販売目的で保有する棚卸資産については、従来、主として売価還元法による原価法によっておりました

が、当第１四半期会計期間より「棚卸資産の評価に関する会計基準」（企業会計基準委員会 平成18年７月５日

企業会計基準第９号）が適用されたことに伴い、主として売価還元法による原価法（収益性の低下に基づく簿価

切下げの方法）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（270百万円）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144百万円増加し、

税引前四半期利益が126百万円減少しております。 



５．四半期財務諸表 
（１）四半期貸借対照表 

（単位：百万円）

当第１四半期会計期間末 
(平成20年８月31日) 

前事業年度末に係る 
要約貸借対照表 
(平成20年５月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 4,588 5,755

売掛金 1,475 1,341

有価証券 5,000 5,500

たな卸資産 11,059 11,886

その他 2,147 2,469

流動資産合計 24,270 26,952

固定資産   

有形固定資産 8,219 7,714

無形固定資産 321 332

投資その他の資産   

長期貸付金 4,536 4,538

その他 6,770 6,678

貸倒引当金 △61 △54

投資その他の資産合計 11,245 11,163

固定資産合計 19,786 19,209

資産合計 44,057 46,162

負債の部   

流動負債   

買掛金 16,055 16,861

1年内返済予定の長期借入金 51 51

未払法人税等 887 2,120

賞与引当金 430 79

役員賞与引当金 25 102

ポイント引当金 410 380

その他 2,383 3,053

流動負債合計 20,243 22,647

固定負債   

長期借入金 133 146

退職給付引当金 608 584

その他 393 394

固定負債合計 1,135 1,124

負債合計 21,378 23,771



（単位：百万円）

当第１四半期会計期間末 
(平成20年８月31日) 

前事業年度末に係る 
要約貸借対照表 
(平成20年５月31日) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 1,305 1,305

資本剰余金 1,519 1,519

利益剰余金 19,850 19,560

自己株式 △0 △0

株主資本合計 22,675 22,386

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 2 4

評価・換算差額等合計 2 4

純資産合計 22,678 22,390

負債純資産合計 44,057 46,162



（２）四半期損益計算書 
（第１四半期累計期間） 

（単位：百万円）

当第１四半期累計期間 
(自 平成20年６月１日 
 至 平成20年８月31日) 

売上高 35,062

売上原価 26,052

売上総利益 9,010

販売費及び一般管理費 6,955

営業利益 2,055

営業外収益  

受取利息 38

受取配当金 1

その他 20

営業外収益合計 60

営業外費用  

支払利息 1

貸倒引当金繰入額 7

その他 0

営業外費用合計 8

経常利益 2,106

特別損失  

たな卸資産評価損 270

その他 0

特別損失合計 271

税引前四半期純利益 1,835

法人税等 835

四半期純利益 1,000



当事業年度より「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、「四半期財務諸表等規則」に従い四半

期財務諸表を作成しております。 

  

（３）継続企業の前提に関する注記 

 該当事項はありません。 

（４）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。 



「参考資料」 

前四半期に係る財務諸表等 

（１）（要約）四半期損益計算書 

科目 

前年同四半期 
（平成20年５月期 
第１四半期） 

金額（百万円） 

Ⅰ 売上高 31,515 

Ⅱ 売上原価 23,628 

売上総利益 7,887 

Ⅲ 販売費及び一般管理費 5,932 

営業利益 1,954 

Ⅳ 営業外収益 24 

Ⅴ 営業外費用 4 

経常利益 1,974 

Ⅵ 特別利益 － 

Ⅵ 特別損失 31 

税引前四半期純利益 1,943 

税金費用 887 

四半期純利益 1,055 
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