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1.  平成21年3月期第3四半期の連結業績（平成20年4月1日～平成20年12月31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3四半期 29,777 ― 305 ― 388 ― 184 ―

20年3月期第3四半期 27,202 8.8 633 31.9 776 23.6 383 40.4

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

21年3月期第3四半期 13,844.26 ―

20年3月期第3四半期 28,726.50 ―

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3四半期 18,538 3,172 17.1 237,837.33
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3四半期  3,172百万円 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  有  
 

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） ――― ――― ――― 4,000.00 4,000.00

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  有  
 

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 39,289 10.1 262 △62.2 338 △62.0 146 △67.4 10,944.53

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3四半期  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3四半期  ―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3四半期  13,340株 20年3月期第3四半期  13,340株



 当第３四半期（９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、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、景気は減速傾向が鮮明となってまいり

ました。 

 当ドラッグストア業界におきましても、景気の先行き不透明感による消費マインドの低下の深刻化、店舗間競

争の一層の激化など、経営環境は依然として予断を許さない状況となっております。 

 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500坪タイプのメガドラッグ２店舗、300坪タイプのスーパードラッグ６店舗、200坪タ

イプのドラッグストア６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12月末日現在の店舗数は138店舗となりました。 

 この結果、当第３四半期（９ヶ月）の連結業績は、売上高は297億77百万円、営業利益は３億５百万円、経常

利益は３億88百万円、四半期純利益は１億84百万円となりました。 

  

  

 当第３四半期末における資産合計は、185億38百万円となり、前連結会計年度末に比べて、48億60百万円増加と

なりました。その主な要因は、新規出店などにより商品が11億58百万円、有形固定資産が30億88百万円それぞれ

増加したことなどによります。 

  当第３四半期末における負債合計は、153億66百万円となり、前連結会計年度末に比べて、47億42百万円増加と

なりました。その主な要因は、買掛金が13億１百万円、長期借入金が22億35百万円それぞれ増加したことなどに

よります。 

  当第３四半期末における純資産合計は、31億72百万円となり、前連結会計年度末に比べて、１億17百万円増加

となりました。その主な要因は、四半期純利益により利益剰余金が１億84百万円増加、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３四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

36百万円増加し、当第３四半期末には、11億46百万円になりました。 

 営業活動による資金の獲得額は２億３百万円であり、その主な要因は、税金等調整前四半期純利益が３億23百

万円あり、仕入債務が13億１百万円、たな卸資産が11億80百万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27億96百万円であり、その主な要因は、有形固定資産の取得により25億29百万

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27億30百万円であり、その主な要因は、短期借入金の純増額が３億50百万円、

長期借入れによる収入が36億50百万円、長期借入金の返済による支出が11億88百万円あったことなどによりま

す。 

  

  

 経営環境等を勘案して、通期の業績予想の見直しを行い、平成20年11月10日発表の予想を修正いたしました。 

 詳細につきましては、平成21年２月12日公表の「平成21年３月期 業績予想の修正及び配当予想の修正に関す

るお知らせ」をご参照下さい。  

  

【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 

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 



  

 該当事項はありません。  

  

   

① たな卸資産の評価方法 

 当第３四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。  

  

  

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） 

（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 

（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３四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74百万円減少し、税金等調整前四半期純利益は、94百万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、通常の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407百万円、流動負債が41百万円、固定負債が375百万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３四半期連結累計期間の営業利益は93百万円増加し、営業外収益は同額減少しており

ます。 



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３四半期連結会計期間末
(平成20年12月31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 1,146,156 1,009,624

売掛金 467,011 356,248

商品 4,760,528 3,602,221

繰延税金資産 79,346 122,206

その他 703,133 541,895

流動資産合計 7,156,175 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） 3,856,188 2,157,972

有形固定資産合計 8,235,255 5,147,040

無形固定資産 98,283 38,976

投資その他の資産   

その他 3,092,676 2,903,899

貸倒引当金 △43,500 △43,500

投資その他の資産合計 3,049,176 2,860,399

固定資産合計 11,382,714 8,046,415

資産合計 18,538,890 13,678,612



（単位：千円）

当第３四半期連結会計期間末
(平成20年12月31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 4,456,354 3,154,499

短期借入金 1,700,000 1,350,000

1年内返済予定の長期借入金 1,467,604 1,241,296

未払法人税等 11,937 190,658

賞与引当金 118,743 180,756

ポイント引当金 29,062 27,057

その他 1,234,307 744,040

流動負債合計 9,018,008 6,888,307

固定負債   

長期借入金 5,627,401 3,391,946

退職給付引当金 141,158 123,949

役員退職慰労引当金 101,125 101,125

その他 478,447 118,139

固定負債合計 6,348,131 3,735,160

負債合計 15,366,140 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 2,251,230 2,133,247

株主資本合計 3,172,608 3,054,626

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 141 517

評価・換算差額等合計 141 517

純資産合計 3,172,750 3,055,144

負債純資産合計 18,538,890 13,678,612



（２）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）

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年12月31日) 

売上高 29,777,125

売上原価 22,799,105

売上総利益 6,978,019

販売費及び一般管理費 6,672,051

営業利益 305,968

営業外収益  

受取利息 187

受取配当金 13,628

受取手数料 10,808

不動産賃貸料 77,574

固定資産受贈益 53,019

その他 47,492

営業外収益合計 202,712

営業外費用  

支払利息 78,012

不動産賃貸原価 35,505

その他 6,603

営業外費用合計 120,121

経常利益 388,559

特別損失  

たな卸資産評価損 20,752

減損損失 35,355

その他 8,692

特別損失合計 64,799

税金等調整前四半期純利益 323,759

法人税、住民税及び事業税 97,531

法人税等調整額 41,546

法人税等合計 139,077

四半期純利益 184,682



（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

（単位：千円）

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年12月31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 323,759

減価償却費 323,973

減損損失 35,355

賞与引当金の増減額（△は減少） △62,013

退職給付引当金の増減額（△は減少） 17,208

ポイント引当金の増減額（△は減少） 2,005

受取利息及び受取配当金 △13,816

固定資産受贈益 △53,019

支払利息 78,012

固定資産除却損 162

たな卸資産評価損 20,752

売上債権の増減額（△は増加） △110,762

たな卸資産の増減額（△は増加） △1,180,291

仕入債務の増減額（△は減少） 1,301,854

未払消費税等の増減額（△は減少） 563

その他 △19,729

小計 664,014

利息及び配当金の受取額 1,316

利息の支払額 △86,194

法人税等の支払額 △375,831

営業活動によるキャッシュ・フロー 203,305

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 △2,529,286

無形固定資産の取得による支出 △81,837

敷金及び保証金の差入による支出 △296,204

敷金及び保証金の回収による収入 110,981

預り保証金の受入による収入 1,445

預り保証金の返還による支出 △1,998

投資活動によるキャッシュ・フロー △2,796,899

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） 350,000

長期借入れによる収入 3,650,000

長期借入金の返済による支出 △1,188,237

配当金の支払額 △66,591

その他 △15,046

財務活動によるキャッシュ・フロー 2,730,125

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 136,531

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 1,146,156



 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。 

  

 該当事項はありません。 

  

 該当事項はありません。 

  

（４）継続企業の前提に関する注記 

（５）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記 

「参考資料」  

前年同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３四半期） 

金額（千円）

Ⅰ 売上高           27,202,473

Ⅱ 売上原価      20,699,447

売上総利益       6,503,026

Ⅲ 販売費及び一般管理費  5,869,546

営業利益    633,479

Ⅳ 営業外収益       232,368

Ⅴ 営業外費用       89,760

経常利益       776,087

Ⅵ 特別利益  －

Ⅶ 特別損失       100,986

税金等調整前四半期純利益     675,100

税金費用       291,889

四半期純利益       383,211



（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３四半期） 

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     675,100

 減価償却費       189,925

 減損損失       91,808

 売上債権の増加額 (△)     △89,819

 たな卸資産の増加額 (△)      △596,454

 仕入債務の増加額  986,850

 その他       31,387

小計       1,288,799

 法人税等の支払額       △422,248

 その他       △49,553

営業活動によるキャッシュ・フロー       816,997

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 △1,527,812

 差入保証金及び敷金の支出       △183,961

 差入保証金及び敷金の回収による収入  153,299

 その他 △11,524

投資活動によるキャッシュ・フロー     △1,569,998

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       300,000

 長期借入れによる収入       2,000,000

 長期借入金の返済による支出           △1,186,467

 社債の償還による支出 △100,000

 配当金の支払額     △53,324

 その他       1,214

財務活動によるキャッシュ・フロー       961,422

Ⅴ 現金及び現金同等物の増加額（又は減
少額）    208,421

Ⅵ 現金及び現金同等物の期首残高       1,055,271

Ⅶ 現金及び現金同等物の期末残高       1,263,693



 該当事項はありません。 

  

  

６．その他の情報 
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