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1.  平成22年2月期第1四半期の連結業績（平成21年3月1日～平成21年5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 ％

22年2月期第1四半期 6,109 ― 86 ― 71 ― △229 ―

21年2月期第1四半期 5,980 ― 8 ― 1 ― 1 ―

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

22年2月期第1四半期 △11,776.38 ―

21年2月期第1四半期 94.00 ―

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

22年2月期第1四半期 12,863 1,462 11.4 75,153.02
21年2月期 13,382 1,740 13.0 89,437.68

（参考） 自己資本   22年2月期第1四半期  1,462百万円 21年2月期  1,740百万円

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

21年2月期 ― ― ― 2,500.00 2,500.00

22年2月期 ―

22年2月期 
（予想）

0.00 ― 2,500.00 2,500.00

3.  平成22年2月期の連結業績予想（平成21年3月1日～平成22年2月28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  
 

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

12,439 △0.6 289 ― 264 ― △167 ― △8,611.98

通期 24,521 △0.5 620 ― 561 ― 73 ― 3,758.31
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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）  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、4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、4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 

 1.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。なお、業績予想に関する事項につきましては、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」をご覧下さい。 
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
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。 

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 無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 22年2月期第1四半期 20,360株 21年2月期  20,360株

② 期末自己株式数 22年2月期第1四半期  902株 21年2月期  902株

③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 22年2月期第1四半期 19,458株 21年2月期第1四半期 19,476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１四半期連結会計期間における日本経済は、昨年秋からの世界的な金融市場の混乱に端を発した景気後退の局
面から脱し切れておらず、円高の進行による輸出の減少、受注減少による生産規模の縮小、設備投資の収縮、雇用情

勢の悪化、個人所得の減少などに悪影響が広がっており、景気の冷え込みによる個人消費の低迷が続いております。

   当ドラッグストア業界におきましては、日用品を中心とした底堅い消費の支えはあるものの、全体的な消費マイン
ドは依然好転しておらず、ドラッグストア業界の垣根を越えて小売業界全体で価格競争は激化の一途をたどっており

ます。 
   このような経済状況のもとで、当社グループは地域密着型のドラッグストアを目指し、品揃えは勿論のこと、社内
研修により、各社員の更なる知識向上に努め、お客様の相談販売に注力いたしました。また、店舗政策の一環とし

て、宮崎県内１店舗（樋渡店）、長崎県内２店舗（平戸店・西海店）、大分県内１店舗（佐伯店）の合計４店舗を新

規直営店として開店しました。一方、既存店の見直しの中で大分県内１店舗（敷戸店）、沖縄県内１店舗（小禄

店）、熊本県内１店舗（戸島店）、福岡県内１店舗（小森野店）の合計４店舗を閉店し、当第１四半期連結会計期間

末の店舗数は九州全県と沖縄県に合計151店舗となりました。 
   以上の結果、当第１四半期連結会計期間の売上高は61億９百万円、営業利益は86百万円、経常利益は71百万円とな

りました。四半期純損失は、「棚卸資産の評価に関する会計基準」の適用により、たな卸資産評価損３億76百万円を
特別損失に計上したことにより、２億29百万円となりました。 

  

２．連結財政状態に関する定性的情報 
 当第１四半期連結会計期間末における総資産合計は、128億63百万円となり、前連結会計年度末に比べて５億19百
万円減少いたしました。その主要な要因は、現金及び預金が１億37百万円、商品が５億26百万円減少したこと等によ
るものであります。 
 負債合計は、114億１百万円となり、前連結会計年度末に比べて２億41百万円減少いたしました。その主要な要因
は、支払手形及び買掛金が68百万円増加し、長期借入金及び１年内返済予定の長期借入金が３億32百万円減少したこ
と等によるものであります。 
 純資産合計は、前連結会計年度末に比べて２億77百万円減少し、14億62百万円となりました。 

３．連結業績予想に関する定性的情報 
 当第１四半期連結会計期間における業績は、概ね前回発表（平成21年４月15日）の業績予想の想定範囲内で推移し
ており、現時点において、業績予想の変更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 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、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。 

② 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、前連結会計年度末以降経営環境等及び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、前連結会計年度において使用した将来の業績予想やタックス・プ

ランニングを利用する方法によっております。 
  
（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の適用 
   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。 

    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たな卸資産については、従来、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日公表分）が適用されたことに伴い、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）により算出しております。 
   これにより、売上総利益、営業利益、経常利益は6,563千円減少し、税金等調整前四半期純損失は332,930
千円増加しております。 

    ③ リース取引に関する会計基準の適用 
       所有権移転外ファイナンス・リース取引については、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、当第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

却の方法については、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・リース取引については、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。 
       これによる損益に与える影響は軽微であります。 
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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１四半期連結会計期間末 
(平成21年５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21年２月28日) 

資産の部   
流動資産   
現金及び預金 1,662,560 1,799,941 
売掛金 57,405 53,810 
商品 3,908,828 4,435,713 
貯蔵品 18,519 19,824 
その他 437,879 444,440 
貸倒引当金 △161 △131 

流動資産合計 6,085,031 6,753,598 

固定資産   
有形固定資産   
建物及び構築物（純額） 2,965,729 2,851,951 
土地 451,228 451,228 
その他（純額） 150,193 228,165 

有形固定資産合計 3,567,151 3,531,344 

無形固定資産 176,459 145,431 
投資その他の資産   
敷金及び保証金 2,346,873 2,386,276 
その他 747,307 625,188 
貸倒引当金 △59,306 △59,206 
投資その他の資産合計 3,034,874 2,952,257 

固定資産合計 6,778,485 6,629,033 

資産合計 12,863,516 13,382,631 
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（単位：千円）

当第１四半期連結会計期間末 
(平成21年５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21年２月28日) 

負債の部   
流動負債   
支払手形及び買掛金 3,624,252 3,556,036 
短期借入金 564,000 597,000 
1年内返済予定の長期借入金 1,491,666 1,540,695 
未払法人税等 6,663 16,880 
賞与引当金 46,500 30,000 
ポイント引当金 78,812 83,222 
店舗閉鎖損失引当金 59,993 51,606 
その他 524,525 526,936 

流動負債合計 6,396,412 6,402,377 

固定負債   
長期借入金 4,605,582 4,889,281 
退職給付引当金 168,574 158,503 
役員退職慰労引当金 118,540 116,460 
その他 112,081 75,731 
固定負債合計 5,004,777 5,239,975 

負債合計 11,401,189 11,642,353 

純資産の部   
株主資本   
資本金 352,218 352,218 
資本剰余金 341,813 341,813 
利益剰余金 861,541 1,139,331 
自己株式 △93,788 △93,788 

株主資本合計 1,461,785 1,739,575 

評価・換算差額等   
その他有価証券評価差額金 542 703 

評価・換算差額等合計 542 703 

純資産合計 1,462,327 1,740,278 

負債純資産合計 12,863,516 13,382,631 
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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：千円）

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成21年３月１日 
 至 平成21年５月31日) 

売上高 6,109,374 
売上原価 4,328,223 

売上総利益 1,781,151 

販売費及び一般管理費 1,694,508 
営業利益 86,642 

営業外収益  
受取利息 5,553 
不動産賃貸料 18,853 
発注処理手数料 11,361 
その他 2,700 

営業外収益合計 38,468 

営業外費用  
支払利息 33,486 
不動産賃貸費用 16,733 
その他 3,340 

営業外費用合計 53,560 

経常利益 71,549 

特別損失  
減損損失 13,878 
固定資産除却損 679 
店舗閉鎖損失 3,375 
店舗閉鎖損失引当金繰入額 17,481 
たな卸資産評価損 376,366 
特別損失合計 411,781 

税金等調整前四半期純損失（△） △340,232 

法人税、住民税及び事業税 5,746 
法人税等調整額 △116,833 

法人税等合計 △111,087 

四半期純損失（△） △229,144 
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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１四半期連結累計期間 
(自 平成21年３月１日 
 至 平成21年５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（△） △340,232 
減価償却費 76,308 
減損損失 13,878 
貸倒引当金の増減額（△は減少） 129 
賞与引当金の増減額（△は減少） 16,500 
退職給付引当金の増減額（△は減少） 10,070 
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 2,080 
店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） 8,386 
ポイント引当金の増減額（△は減少） △4,410 
受取利息 △5,553 
支払利息 33,486 
有形固定資産除売却損益（△は益） 679 
売上債権の増減額（△は増加） △3,595 
たな卸資産の増減額（△は増加） 528,189 
その他の流動資産の増減額（△は増加） 23,970 
その他の固定資産の増減額（△は増加） 32,563 
仕入債務の増減額（△は減少） 68,215 
その他の流動負債の増減額（△は減少） △36,490 
その他の固定負債の増減額（△は減少） 30,367 
その他 595 
小計 455,141 

利息の受取額 842 
利息の支払額 △26,316 
法人税等の支払額 △11,259 

営業活動によるキャッシュ・フロー 418,407 

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 △26,719 
定期預金の払戻による収入 18,000 
有形固定資産の取得による支出 △137,339 
敷金及び保証金の差入による支出 △21,271 
敷金及び保証金の回収による収入 8,129 
その他 △33,271 

投資活動によるキャッシュ・フロー △192,471 

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） △33,000 
長期借入金の返済による支出 △332,728 
配当金の支払額 △6,308 
財務活動によるキャッシュ・フロー △372,036 

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △146,100 

現金及び現金同等物の期首残高 1,296,158 

現金及び現金同等物の四半期末残高 1,150,057 
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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。 

（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）セグメント情報 
〔事業の種類別セグメント情報〕 
  当社グループは医薬品、化粧品、日用雑貨品等の小売業という単一事業を営んでいるため、該当事項はあり
ません。 
  
〔所在地別セグメント情報〕 
  当社グループは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ないため、該当事項はありませ
ん。 
  
〔海外売上高〕 
  当社グループは海外売上高がないため、該当事項はありません。  

（６）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。 
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「参考資料」 
前年同四半期に係る財務諸表等 
（要約）四半期連結損益計算書 

前第１四半期連結累計期間（平成20年３月１日～５月31日） 

科目 

前年同四半期 
（平成21年２月期 
第１四半期） 

金額（千円） 

Ⅰ 売上高 5,980,850 

Ⅱ 売上原価 4,178,523 

売上総利益 1,802,326 

Ⅲ 販売費及び一般管理費 1,794,256 

営業利益 8,070 

Ⅳ 営業外収益 29,827 

1 受取利息  5,338 

2 不動産賃貸収入  6,985 

3 固定資産受贈益  4,053 

4 発注処理手数料  11,704 

5 その他  1,746 

Ⅴ 営業外費用 36,388 

1 支払利息  30,274 

2 不動産賃貸収入  6,077 

3 その他  36 

経常利益 1,509 

Ⅵ 特別利益 － 

Ⅶ 特別損失 245 

店舗解約損 245 

 税金等調整前四半期純利益 1,264 

税金費用  △566 

四半期純利益  1,830 
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６．その他の情報 
 品目別販売実績の状況 

  

品目別 
前年同四半期 

平成21年２月期第１四半期 
当四半期 

平成22年２月期第１四半期 
（参考）前期 

（平成21年２月期） 

金額（千円） 構成比（％） 金額（千円） 構成比（％） 金額（千円） 構成比（％） 

 医薬品 1,892,548 31.6 1,863,731 30.5 7,705,682 31.3 
 ヘルスケア 666,984 11.2 688,848 11.3 2,726,300 11.1 
 ビューティー 1,588,970 26.6 1,575,769 25.8 6,369,758 25.8 
 ベビー 397,249 6.6 386,839 6.3 1,650,765 6.7 
 雑貨 1,399,873 23.4 1,553,461 25.4 6,043,416 24.5 
 その他 35,224 0.6 40,724 0.7 138,337 0.6 

 合計 5,980,850 100.0 6,109,374 100.0 24,634,260 100.0 
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