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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 26,091 ― 196 ― 237 ― △208 ―
20年3月期第3四半期 ― ― ― ― ― ― ― ―

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 △11,515.97 ―
20年3月期第3四半期 ― ―

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 26,436 3,630 13.7 170,797.69
20年3月期 ― ― ― ―

（参考） 自己資本   21年3月期第3四半期  3,630百万円 20年3月期  ―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 ― 1,000.00 ― 1,000.00 2,000.00
21年3月期 ― 1,000.00 ― ――― ―――

21年3月期（予想） ――― ――― ――― 1,000.00 2,000.00

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 40,450 ― 465 ― 408 ― △197 ― △10,417.77

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）  有  

平成20年９月１日付で株式会社メディコ・二十一を完全子会社としており、第３四半期連結会計期間より当該子会社を連結の範囲に含めております。  

(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．その他をご覧ください。  

(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．その他をご覧ください。  

(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 
・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。 
・平成20年5月12日にお知らせしたとおり、平成20年9月1日付で株式会社メディコ・二十一を完全子会社化したことにともない、平成21年3月期第3四半期決算より連結決
算に移行しております。 
・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、「四半期連結財務諸表等規則」に従い四半期連結財務諸表を作成しております。  

新規 1 社 （社名 株式会社メディコ・二十一 ） 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 無

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  21,259株 20年3月期  15,659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  18,143株 20年3月期第3四半期  15,659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 

平成20年４月１日から12月31日の９か月間（以下、当第３四半期）のわが国経済は、米国の金融市場の

混乱に端を発した世界的な景気後退の影響を受け、信用収縮、雇用情勢の急速な悪化など極めて厳しい状

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、景気後退および先行き不安感から、生活防

衛意識の高まりによる消費退潮の影響が現れております。 

 このような状況のもとで当社グループは、中国四国地方での強固な地域ドミナントを築くべく、同地域

に基盤を置く有力ドラッグストアである株式会社メディコ・二十一を当第３四半期より連結子会社といた

しました。店舗運営につきましては、引き続いて店舗オペレーションの効率化、商品政策につきましては

プライスラインの再検討を行い、競争激化への対応を進めて参りました。 

出退店につきましては、提出会社では香川県で２店舗、徳島県で１店舗を開設いたしました。また愛媛

県で２店舗、香川県で１店舗のリニューアルを行いました。国内子会社では店舗配置の見直しとして香川

県で１店舗を閉店しました。これにより、当第３四半期末の店舗数は当社99店舗、連結子会社106店舗の合

計205店舗となりました。 

以上の結果、当第３四半期の連結業績は、売上高は26,091,095千円、営業利益は196,568千円、経常利益

は237,140千円、四半期純損失は208,934千円となりました。 

 

２．連結財政状態に関する定性的情報 

（1）資産、負債及び純資産の状況 

当第３四半期末の総資産は、26,436,986千円となりました。そのうち流動資産は12,506,642千円、固

定資産は13,930,344千円となりました。負債につきましては、22,805,998千円となりました。そのうち

流動負債は13,654,977千円、固定負債9,151,021千円となりました。純資産につきましては3,630,988千

円となり、自己資本比率は13.7％となりました。また、１株当たり純資産は170,797円69銭となりました。 

なお、当社グループは、当第３四半期連結会計期間より四半期連結財務諸表を作成しているため、前

連結会計年度末との対比の記載はしておりません。 

（2）キャッシュ・フローの状況 

当第３四半期連結累計期間末における現金及び現金同等物（以下資金という。）は、1,691,008 千円と

なりました。 

 営業活動の結果使用した資金は 261,484 千円となりました。これは主として、減損損失 310,449 千円

仕入債務の増加 253,213 千円に対し、たな卸資産の増加 752,092 千円となったことによるものです。 

  投資活動の結果獲得した資金は 85,608 千円となりました。これは主として、連結の範囲の変更を伴う

子会社株式の取得による収入 499,832 千円に対して、有形固定資産の取得による支出 298,926 千円、貸

付けによる支出 125,276 千円となったことによるものです。 

財務活動の結果獲得した資金は 1,115,802 千円となりました。これは主として、長期借入れによる収

入 2,800,000 千円に対し、長期借入金の返済による支出 1,732,799 千円となったことによるものです。 

 

３．連結業績予想に関する定性的情報 

 平成 21 年３月期の通期連結業績につきましては、平成 20 年 11 月７日付で公表しております連結業績

予想数値に変更はございません。 



４．その他 

(1) 期中における重要な子会社の異動（連結の範囲の変更を伴う特定子会社の異動） 

    平成20年９月１日付で株式会社メディコ・二十一を完全子会社としており、第３四半期連結会計 

期間より当該子会社を連結の範囲に含めております。 

(2) 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 

棚卸資産の評価方法 

四半期連結会計期間末における棚卸高の算出に関して、実地棚卸を省略し前事業年度に係る実地棚

卸高を基礎として合理的な方法により算定しております。 

(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、

「四半期連結財務諸表等規則」に従い四半期連結財務諸表を作成しております。 

②通常の販売目的で保有するたな卸資産については、従来、移動平均法による原価法によっておりま

したが、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」（企業会計基準第９号）が

適用されたことに伴い、移動平均法による原価法（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。これにより、当第３四半期連結累計期間の営業利

益、経常利益はそれぞれ 4,802 千円減少し、税金等調整前四半期純損失は 4,802 千円増加しており

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 1,871,008 －

売掛金 493,838 －

商品 8,931,814 －

その他 1,209,979 －

流動資産合計 12,506,642 －

固定資産   

有形固定資産   

建物（純額） 3,843,390 －

土地 5,339,760 －

その他（純額） 595,000 －

有形固定資産合計 9,778,151 －

無形固定資産 52,203 －

投資その他の資産 4,099,989 －

固定資産合計 13,930,344 －

資産合計 26,436,986 －

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 8,416,189 －

短期借入金 1,691,500 －

1年内返済予定の長期借入金 2,503,372 －

1年内償還予定の社債 30,000 －

未払法人税等 38,436 －

賞与引当金 207,351 －

その他 768,126 －

流動負債合計 13,654,977 －

固定負債   

社債 40,000 －

長期借入金 8,576,374 －

退職給付引当金 219,776 －

役員退職慰労引当金 24,062 －

負ののれん 13,548 －

その他 277,259 －

固定負債合計 9,151,021 －

負債合計 22,805,998 －



（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) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 573,141 －

資本剰余金 1,294,616 －

利益剰余金 1,758,780 －

株主資本合計 3,626,538 －

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 4,449 －

純資産合計 3,630,988 －

負債純資産合計 26,436,986 －



（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 26,091,905

売上原価 19,330,895

売上総利益 6,761,009

販売費及び一般管理費 6,564,440

営業利益 196,568

営業外収益  

受取利息 20,751

受取賃貸料 152,604

その他 134,083

営業外収益合計 307,439

営業外費用  

支払利息 154,136

賃貸費用 95,008

その他 17,723

営業外費用合計 266,868

経常利益 237,140

特別損失  

固定資産売却損 22

固定資産除却損 50,901

減損損失 310,449

その他 926

特別損失合計 362,299

税金等調整前四半期純損失（△） △125,159

法人税、住民税及び事業税 56,705

法人税等調整額 27,069

法人税等合計 83,774

四半期純損失（△） △208,934



【第３四半期連結会計期間】 

（単位：千円）

当第３四半期連結会計期間 
(自 平成20年10月１日 
 至 平成20年12月31日) 

売上高 13,376,423

売上原価 9,863,241

売上総利益 3,513,182

販売費及び一般管理費 3,313,249

営業利益 199,932

営業外収益  

受取利息 8,914

受取賃貸料 65,508

受取手数料 36,177

その他 33,725

営業外収益合計 144,325

営業外費用  

支払利息 63,341

賃貸費用 37,831

その他 3,390

営業外費用合計 104,563

経常利益 239,694

特別損失  

固定資産除却損 40,246

減損損失 184,465

その他 790

特別損失合計 225,502

税金等調整前四半期純利益 14,192

法人税、住民税及び事業税 44,477

法人税等調整額 34,794

法人税等合計 79,271

四半期純損失（△） △65,079



（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損失（△） △125,159

減価償却費 242,410

賞与引当金の増減額（△は減少） △25,493

退職給付引当金の増減額（△は減少） △7,351

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 88

固定資産受贈益 △26,575

投資有価証券評価損益（△は益） 926

受取利息及び受取配当金 △36,301

支払利息 154,136

有形固定資産売却損益（△は益） 22

有形固定資産除却損 50,901

減損損失 310,449

売上債権の増減額（△は増加） △52,669

未収入金の増減額（△は増加） 36,052

たな卸資産の増減額（△は増加） △752,092

仕入債務の増減額（△は減少） 253,213

その他 △75,101

小計 △52,544

利息及び配当金の受取額 18,273

利息の支払額 △149,508

法人税等の支払額 △77,705

営業活動によるキャッシュ・フロー △261,484

投資活動によるキャッシュ・フロー  

定期預金の預入による支出 △180,000

定期預金の払戻による収入 180,000

有形固定資産の取得による支出 △298,926

有形固定資産の売却による収入 5

投資有価証券の取得による支出 △359

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による
収入

499,832

貸付けによる支出 △125,276

貸付金の回収による収入 75,156

差入保証金の差入による支出 △91,479

差入保証金の回収による収入 16,306

その他 10,349

投資活動によるキャッシュ・フロー 85,608



（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) 

財務活動によるキャッシュ・フロー  

短期借入れによる収入 5,416,319

短期借入金の返済による支出 △5,315,799

長期借入れによる収入 2,800,000

長期借入金の返済による支出 △1,732,799

社債の償還による支出 △15,000

配当金の支払額 △36,918

財務活動によるキャッシュ・フロー 1,115,802

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 939,926

現金及び現金同等物の期首残高 751,082

現金及び現金同等物の四半期末残高 1,691,008



 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

財務諸表等規則」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) 株主の資本に著しい変動があった場合の注記 

当社は、平成20年９月１日付で株式会社メディコ・二十一を当社の完全子会社とする株式交換を実施

いたしました。この結果、資本準備金が638,400千円増加し、当第３四半期連結累計期間末において資本

準備金が1,294,616千円となっております。 
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