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1.  平成21年11月期第1四半期の連結業績（平成20年11月16日～平成21年2月15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11月期第1四半期 25,245 ― 895 ― 1,001 ― 526 ―
20年11月期第1四半期 25,516 △1.3 935 35.9 1,047 38.1 572 ―

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11月期第1四半期 11.96 ―
20年11月期第1四半期 12.33 12.27

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11月期第1四半期 36,506 11,147 30.5 256.87
20年11月期 36,634 11,251 30.7 252.29

（参考） 自己資本   21年11月期第1四半期  11,147百万円 20年11月期  11,251百万円

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11月期 ― 0.00 ― 8.00 8.00
21年11月期 ― ――― ――― ――― ―――

21年11月期（予想） ――― 0.00 ― 8.00 8.00

3.  平成21年11月期の連結業績予想（平成20年11月16日～平成21年11月15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  

１株当たり予想当期純利益については、平成20年12月に自己株式1,200千株を取得したことにより、発表日現在の期中平均株式数の予想により算出しております。 

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 50,200 ― 1,700 ― 1,950 ― 1,090 ― 24.95
通期 102,100 0.0 3,500 2.9 4,000 3.0 2,070 0.4 47.54

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 
・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。 
・上記に記載した予想数値は、現時点で入手可能な情報に基づき判断した見通しであり、多分に不確定な要素を含んでおります。実際の業績等は、業況の変化等によ
り、上記予想数値と異なる場合があります。業績予想の前提となる条件等については、３ページ【定性的情報・財務諸表等】「３.連結業績予想に関する定性的情報」をご
覧ください。 

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11月期第1四半期  43,409,940株 20年11月期  44,609,940株
② 期末自己株式数 21年11月期第1四半期  10,944株 20年11月期  10,944株
③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 21年11月期第1四半期  43,972,909株 20年11月期第1四半期  46,433,852株
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当第1四半期連結会計期間におけるわが国の経済は、世界的な金融不安による株式・為替市場の混乱が
実体経済に大きな影響を及ぼし、企業収益は大幅に減少し、個人消費においても雇用・所得の不安による
先行き不透明感が増し、急速な景気後退の様相が鮮明になってきております。 
当社グループが属するドラッグストア業界においても、個人消費減退の影響を受ける一方で、Ｍ＆Ａ・

資本提携等による業界再編や出店・価格競争など生き残りをかけた競争が激化する状況であります。 
このような状況の下、当社グループは消費の冷え込みによる客数及び買上点数の減少や暖冬の影響によ

る季節品の落ち込みに歯止めをかけるべく、ポイントカード販促の強化などの集客促進施策を進める一方
で、人員の効率的な配置による生産性の向上を進めてまいりました。 
店舗については、株式会社ジップドラッグで６店舗、株式会社ライフォートで３店舗の計９店舗を新規

出店し、退店は、株式会社ライフォートで３店舗発生したことにより、当第1四半期連結会計期間末のグ
ループ直営店舗数は計374店舗となりました。 
営業に関しては、調剤部門の業績が堅調に推移したものの、小売売上における期初のチラシ集客不振に

よる客数減少が影響し、当第1四半期連結会計期間の売上高は252億45百万円（前年同期比1.1％減）とな
りました。 
損益面においては、人件費等の店舗運営コストの改善を実施いたしましたが、前述の売上減の影響に加

え、新規出店（９店舗）関連経費の計上（前年同期は新規出店なし）などにより営業利益は８億95百万円
（前年同期比4.3％減）、経常利益10億１百万円（前年同期比4.4％減）となりました。特別損益には、減
損損失28百万円、たな卸資産の評価に関する会計基準の適用による商品評価損21百万円などの特別損失を
62百万円計上し、これにより四半期純利益は５億26百万円（前年同期比8.2％減）となりました。 
なお、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。従いまして、
当第１四半期連結会計期間の連結損益計算書と前年同四半期連結会計期間の連結損益計算書とでは、作成
基準が異なるため、前年同期比較に関する情報は参考として記載しております。 

  

(1)資産、負債及び純資産の状況 

当第１四半期連結会計期間末における資産合計は、前連結会計年度末に比較して１億28百万円減少し、
365億６百万円となりました。このうち、流動資産は178億42百万円、固定資産は186億63百万円となりま
した。 
当第１四半期連結会計期間末における負債合計は、前連結会計年度末に比較して24百万円減少し、253

億58百万円となりました。このうち、流動負債は227億23百万円、固定負債は26億34百万円となりまし
た。 
当第１四半期連結会計期間末における純資産は、前連結会計年度末に比較して１億４百万円減少し、

111億47百万円となりました。 
  

(2)キャッシュ・フローの状況 

当第１四半期連結会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、前連結会計年
度末に比較して５億４百万円増加し、17億84百万円となりました。 
当第１四半期連結会計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりでありま

す。 

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

営業活動の結果使用された資金は６億90百万円となりました。これは主に、税金等調整前四半期純利益
が９億38百万円となり、これに非資金項目である減価償却費２億76百万円、たな卸資産の減少額３億93百
万円、その他の資産の減少額２億10百万円などキャッシュの増加要因がありましたが、ポイント引当金の
減少額４億４百万円、賞与引当金の減少額２億50百万円、仕入債務の減少額７億39百万円、法人税等の支
払額10億19百万円などのキャッシュの減少要因があったためであります。 

（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

投資活動の結果使用された資金は６億80百万円となりました。これは主に、新規出店を中心とした設備
投資による有形・無形固定資産の取得による支出が６億５百万円となったためであります。 

（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

財務活動の結果得られた資金は18億74百万円となりました。これは主に、短期借入金の増加額が27億円
ありましたが、配当金の支払額３億56百万円、自己株式の取得による支出が２億71百万円となったためで
あります。 

  

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
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当第1四半期の業績は、ほぼ当初計画どおりに推移しており、平成20年12月25日に公表いたしました第
２四半期連結累計期間および通期の業績予想に変更ありません。 
  

  

該当事項はありません。 
  

当第１四半期連結会計期間末の棚卸高の算出に関しては、一部を除いて実地棚卸を省略し、前連結会
計年度末の実地棚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。 
  

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。 
  

通常の販売目的で保有するたな卸資産については、従来、主として「月次総平均法による原価法」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 適用されたことに伴い、主として「月次総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。 
  この結果、従来の方法によった場合に比べ、当第１四半期累計会計期間の営業利益、経常利益に与え
る影響は軽微であります。また、税金等調整前四半期純利益は、22百万円減少しております。 

  

3. 連結業績予想に関する定性的情報

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

たな卸資産の評価方法

(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

①四半期財務諸表に関する会計基準

②たな卸資産の評価に関する会計基準
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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：百万円)

当第１四半期連結会計期間末
(平成21年２月15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11月15日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 1,784 1,280

売掛金 1,984 1,985

商品 11,455 11,848

その他 2,618 3,115

流動資産合計 17,842 18,229

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 5,589 5,289

その他（純額） 3,457 3,499

有形固定資産合計 9,047 8,789

無形固定資産   

その他 1,035 1,075

無形固定資産合計 1,035 1,075

投資その他の資産   

差入保証金 7,086 7,043

その他 1,520 1,522

貸倒引当金 △26 △26

投資その他の資産合計 8,580 8,539

固定資産合計 18,663 18,404

資産合計 36,506 36,634
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(単位：百万円)

当第１四半期連結会計期間末
(平成21年２月15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11月15日) 

負債の部   

流動負債   

買掛金 13,913 14,652

短期借入金 2,700 －

1年内償還予定の社債 20 20

1年内返済予定の長期借入金 2,564 2,581

未払法人税等 115 1,035

賞与引当金 249 499

ポイント引当金 1,022 1,427

その他 2,139 2,324

流動負債合計 22,723 22,541

固定負債   

社債 300 300

長期借入金 1,913 2,093

退職給付引当金 15 27

役員退職慰労引当金 24 27

その他 380 392

固定負債合計 2,634 2,841

負債合計 25,358 25,382

純資産の部   

株主資本   

資本金 1,442 1,442

資本剰余金 1,017 1,289

利益剰余金 8,682 8,512

自己株式 △2 △2

株主資本合計 11,139 11,241

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 8 10

評価・換算差額等合計 8 10

純資産合計 11,147 11,251

負債純資産合計 36,506 36,634
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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：百万円)

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成20年11月16日 
 至 平成21年２月15日) 

売上高 25,245

売上原価 18,639

売上総利益 6,606

販売費及び一般管理費  

給料及び手当 2,201

賞与引当金繰入額 249

ポイント引当金繰入額 173

賃借料 1,240

その他 1,844

販売費及び一般管理費合計 5,710

営業利益 895

営業外収益  

受取利息 10

受取配当金 0

受取家賃 45

受取手数料 85

その他 50

営業外収益合計 191

営業外費用  

支払利息 16

賃貸費用 30

その他 38

営業外費用合計 85

経常利益 1,001

特別損失  

固定資産除却損 3

減損損失 28

賃貸借契約解約損 9

商品評価損 21

その他 0

特別損失合計 62

税金等調整前四半期純利益 938

法人税、住民税及び事業税 105

法人税等調整額 307

法人税等合計 412

四半期純利益 526
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(3)【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】 

(単位：百万円)

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成20年11月16日 
 至 平成21年２月15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 938

減価償却費 276

のれん償却額 22

負ののれん償却額 △10

賞与引当金の増減額（△は減少） △250

退職給付引当金の増減額（△は減少） △11

ポイント引当金の増減額（△は減少） △404

受取利息及び受取配当金 △10

支払利息 16

固定資産受贈益 △17

固定資産除却損 3

減損損失 28

賃貸借契約解約損 9

売上債権の増減額（△は増加） 0

たな卸資産の増減額（△は増加） 393

その他の資産の増減額（△は増加） 210

仕入債務の増減額（△は減少） △739

その他の負債の増減額（△は減少） △132

その他 15

小計 338

利息及び配当金の受取額 0

利息の支払額 △9

法人税等の支払額 △1,019

営業活動によるキャッシュ・フロー △690

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 △593

無形固定資産の取得による支出 △11

敷金及び保証金の差入による支出 △132

敷金及び保証金の回収による収入 91

その他 △34

投資活動によるキャッシュ・フロー △680

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） 2,700

長期借入金の返済による支出 △197

自己株式の取得による支出 △271

配当金の支払額 △356

財務活動によるキャッシュ・フロー 1,874

現金及び現金同等物に係る換算差額 －

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 504

現金及び現金同等物の期首残高 1,280

現金及び現金同等物の四半期末残高 1,784
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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。 
  

当社グループの事業は、医薬品、健康食品、化粧品、日用品等の販売とこれに付帯する業務の単一
事業であり、当該事業以外に事業の種類が無いため、該当事項はありません。 
  

本邦以外の国又は地域に所在する連結子会社及び在外支店が無いため、該当事項はありません。 
  

    海外売上高が無いため、該当事項はありません。 
  

該当事項はありません。 
  

当社グループの事業は、医薬品、健康食品、化粧品、日用品等の販売とこれに付帯する業務の単一
事業であり、当該事業以外に事業の種類が無いため、セグメント別の記載は行っておりません。 

 商品の部門別の仕入実績及び販売実績を示すと以下のとおりであります。 

 
(注) 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 
  

 
(注) 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

(4) 継続企業の前提に関する注記

(5) セグメント情報
 １ 事業の種類別セグメント情報
 当第１四半期連結会計期間(自 平成20年11月16日 至 平成21年２月15日）

 ２ 所在地別セグメント情報
 当第１四半期連結会計期間(自 平成20年11月16日 至 平成21年２月15日）

 ３ 海外売上高
 当第１四半期連結会計期間(自 平成20年11月16日 至 平成21年２月15日）

(6) 株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記

(7) 仕入、販売の状況

①仕入実績

商品の部門

当第１四半期連結会計期間
(自 平成20年11月16日  

  至 平成21年２月15日)

金額(百万円) 構成比(％)

 調剤 1,570 8.6

 小売・卸売

   ヘルスケア 4,525 24.8

   ビューティケア 5,562 30.4

   ハウスキーピング 3,995 21.9

   コンビニエンス 2,614 14.3

合計 18,267 100.0

②販売実績

商品の部門

当第１四半期連結会計期間
(自 平成20年11月16日  

  至 平成21年２月15日)

金額(百万円) 構成比(％)

 調剤 2,379 9.4

 小売

   ヘルスケア 7,159 28.4

   ビューティケア 7,396 29.3

   ハウスキーピング 4,929 19.5

   コンビニエンス 3,191 12.6

小売計 22,676 89.8

 卸売 188 0.8

合計 25,245 100.0
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前四半期に係る財務諸表等 

 
  

「参考」

(1) 前四半期連結損益計算書

前第１四半期連結累計期間
(自 平成19年11月16日 
 至 平成20年２月15日)

区分 金額（百万円）

Ⅰ 売上高 25,516

Ⅱ 売上原価 18,901

売上総利益 6,614

Ⅲ 販売費及び一般管理費 5,679

 １ 給料及び手当 2,244

 ２ 賃借料 1,256

 ３ その他 2,178

営業利益 935

Ⅳ 営業外収益 171

 １ 受取手数料 83

 ２ 受取家賃 42

 ３ その他 45

Ⅴ 営業外費用 60

 １ 支払利息 27

 ２ 支払家賃 23

 ３ その他 10

経常利益 1,047

Ⅵ 特別損失 21

 １ 減損損失 4

 ２ 賃貸借契約解約損 16

 ３ その他 0

税金等調整前四半期純利益 1,025

税金費用 453

四半期純利益 572
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