
平成21年3月期 第2四半期決算短信 

平成20年11月10日

（百万円未満切捨て）

上場会社名 株式会社 サッポロドラッグストアー 上場取引所 JQ 
コード番号 2786 URL http://www.sapporo-drug.co.jp/
代表者 （役職名） 代表取締役社長 （氏名） 富山 睦浩

問合せ先責任者 （役職名） 常務取締役管理本部長 （氏名） 京田 雅仁 TEL 011-771-8100

四半期報告書提出予定日 平成20年11月13日

1.  平成21年3月期第2四半期の連結業績（平成20年4月1日～平成20年9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2四半期 19,539 ― 293 ― 342 ― 161 ―

20年3月期第2四半期 18,051 9.4 406 39.4 490 27.1 219 70.0

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2四半期 12,135.31 ―

20年3月期第2四半期 16,422.44 ―

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2四半期 16,914 3,149 18.6 236,127.77
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2四半期  3,149百万円 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） 
（％表示は対前期増減率）

（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

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予想等の将来に関する記述は、当社が本資料の発表日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2四半期  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2四半期  ―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2四半期  13,340株 20年3月期第2四半期  13,340株
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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２四半期（６ヶ月）におけるわが国経済は、米国のサブプライムローン問題に端を発した世界的な金融市場

の混乱や、原油・小麦粉等の原材料価格の高騰と為替の急激な円高の進行による企業収益の圧迫などにより、国内

景気は減速傾向が鮮明となってきました。

　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５店舗、200坪タイプのドラッグストア４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３店舗の閉店を行いました。これにより、平成20

年９月末日現在の店舗数は133店舗となりました。

　この結果、当第２四半期（６ヶ月）の連結業績は、売上高は195億39百万円、営業利益は２億93百万円、経常利

益は３億42百万円、四半期純利益は１億61百万円となりました。

２．連結財政状態に関する定性的情報

　当第２四半期末における資産合計は、169億14百万円となり、前連結会計年度末に比べて、32億36百万円増加と

なりました。その主な要因は、新規出店などにより商品が７億14百万円、有形固定資産が20億58百万円それぞれ増

加したことなどによります。

  当第２四半期末における負債合計は、137億64百万円となり、前連結会計年度末に比べて、31億41百万円増加と

なりました。その主な要因は、買掛金が６億33百万円、短期借入金が６億50百万円、長期借入金が15億６百万円そ

れぞれ増加したことなどによります。

  当第２四半期末における純資産合計は、31億49百万円となり、前連結会計年度末に比べて、94百万円増加となり

ました。その主な要因は、当四半期純利益により利益剰余金が１億61百万円増加、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２四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、１億14

百万円増加し、当第２四半期末には、11億24百万円になりました。

　営業活動による資金の獲得額は50百万円であり、その主な要因は、税金等調整前四半期純利益が２億80百万円あ

り、仕入債務が６億33百万円、たな卸資産が７億36百万円それぞれ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22億77百万円であり、その主な要因は、有形固定資産の取得により20億70百万円

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23億41百万円であり、その主な要因は、短期借入金の純増額が６億50百万円、長

期借入れによる収入が23億50百万円、長期借入金の返済による支出が５億85百万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

　平成20年５月13日に公表いたしました連結業績から修正は行っておりません。
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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２四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、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）が適用されたことに伴い、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、当第２四半期連結累計期間の売上総利益、営業利益及び

経常利益が39百万円減少し、税金等調整前四半期純利益は、60百万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、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317百万円、流動負債が20百万円、固定負債が301百万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、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しております。

　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、当第２四半期連結累計期間の営業利益は62百万円増加し、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２四半期連結会計期間末
(平成20年９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 1,124,124 1,009,624

売掛金 388,966 356,248

商品 4,316,416 3,602,221

繰延税金資産 135,450 122,206

その他 581,163 541,895

流動資産合計 6,546,120 5,632,197

固定資産   

有形固定資産   

土地 4,379,066 2,989,067

その他（純額） 2,826,778 2,157,972

有形固定資産合計 7,205,845 5,147,040

無形固定資産 104,797 38,976

投資その他の資産   

その他 3,101,566 2,903,899

貸倒引当金 △43,500 △43,500

投資その他の資産合計 3,058,066 2,860,399

固定資産合計 10,368,709 8,046,415

資産合計 16,914,829 13,678,612
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（単位：千円）

当第２四半期連結会計期間末
(平成20年９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 3,788,026 3,154,499

短期借入金 2,000,000 1,350,000

1年内返済予定の長期借入金 1,499,004 1,241,296

未払法人税等 129,318 190,658

賞与引当金 236,133 180,756

ポイント引当金 28,841 27,057

その他 535,741 744,040

流動負債合計 8,217,064 6,888,307

固定負債   

長期借入金 4,898,335 3,391,946

退職給付引当金 136,080 123,949

役員退職慰労引当金 101,125 101,125

その他 412,280 118,139

固定負債合計 5,547,820 3,735,160

負債合計 13,764,885 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 2,228,432 2,133,247

株主資本合計 3,149,811 3,054,626

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 133 517

評価・換算差額等合計 133 517

純資産合計 3,149,944 3,055,144

負債純資産合計 16,914,829 13,678,612
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（２）四半期連結損益計算書 
（第２四半期連結累計期間） 

（単位：千円）

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年９月30日) 

売上高 19,539,561

売上原価 14,897,239

売上総利益 4,642,322

販売費及び一般管理費 4,348,901

営業利益 293,420

営業外収益  

受取利息 139

受取配当金 13,098

受取手数料 9,286

不動産賃貸料 51,254

固定資産受贈益 27,111

その他 24,543

営業外収益合計 125,433

営業外費用  

支払利息 47,587

不動産賃貸原価 23,544

その他 4,943

営業外費用合計 76,076

経常利益 342,778

特別損失  

たな卸資産評価損 20,752

減損損失 35,355

その他 5,730

特別損失合計 61,837

税金等調整前四半期純利益 280,940

法人税、住民税及び事業税 136,052

法人税等調整額 △16,996

法人税等合計 119,055

四半期純利益 161,885
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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２四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年９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 280,940

減価償却費 196,904

減損損失 35,355

賞与引当金の増減額（△は減少） 55,377

退職給付引当金の増減額（△は減少） 12,130

ポイント引当金の増減額（△は減少） 1,784

受取利息及び受取配当金 △13,238

固定資産受贈益 △27,111

支払利息 47,587

たな卸資産評価損 20,752

売上債権の増減額（△は増加） △32,717

たな卸資産の増減額（△は増加） △736,179

仕入債務の増減額（△は減少） 633,526

未払消費税等の増減額（△は減少） △3,968

その他 △171,081

小計 300,061

利息及び配当金の受取額 738

利息の支払額 △52,979

法人税等の支払額 △196,880

営業活動によるキャッシュ・フロー 50,939

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 △2,070,040

無形固定資産の取得による支出 △14,653

敷金及び保証金の差入による支出 △254,004

敷金及び保証金の回収による収入 61,464

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 △1,332

投資活動によるキャッシュ・フロー △2,277,565

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） 650,000

長期借入れによる収入 2,350,000

長期借入金の返済による支出 △585,903

配当金の支払額 △66,543

その他 △6,428

財務活動によるキャッシュ・フロー 2,341,125

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 114,499

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 1,124,124

-4-



　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。

 

（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。

「参考資料」

前年同四半期に係る財務諸表

（１）中間連結損益計算書

前中間連結会計期間
（自　平成19年４月１日
至　平成19年９月30日）

区分 金額（千円）

Ⅰ　売上高 18,051,559

Ⅱ　売上原価 13,781,793

売上総利益 4,269,765

Ⅲ　販売費及び一般管理費 3,863,568

営業利益 406,196

Ⅳ　営業外収益 145,314

Ⅴ　営業外費用 61,276

経常利益 490,234

Ⅵ　特別利益 －

Ⅶ　特別損失 94,986

税金等調整前中間純利益 395,247

法人税、住民税及び事業税 202,091

法人税等調整額 △25,919

中間純利益 219,075

－ 1 －



（２）中間連結キャッシュ・フロー計算書

前中間連結会計期間
（自　平成19年４月１日
至　平成19年９月30日）

区分 金額（千円）

Ⅰ　営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前中間純利益 395,247

減価償却費 119,229

減損損失 91,808

売上債権の増加額（△） △36,706

たな卸資産の増加額（△） △53,823

仕入債務の増加額 84,116

その他 103,539

小計 703,411

法人税等の支払額 △250,184

その他 △24,711

営業活動によるキャッシュ・フロー 428,515

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 △449,445

差入保証金及び敷金の支出 △129,943

差入保証金及び敷金の回収による収入 53,978

その他 △8,383

投資活動によるキャッシュ・フロー △533,793

Ⅲ　財務活動によるキャッシュ・フロー  

長期借入れによる収入 900,000

長期借入金の返済による支出 △744,143

社債の償還による支出 △100,000

配当金の支払額 △53,263

その他 864

財務活動によるキャッシュ・フロー 3,458

Ⅳ　現金及び現金同等物の減少額（△） △101,820

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中間期末残高 953,451

－ 2 －



６．その他の情報

　該当事項はありません。

 

－ 3 －
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