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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 72,829 ― 2,865 ― 3,300 ― 931 ―

21年2月期第1四半期 66,435 15.7 3,040 10.6 3,399 12.4 1,806 6.3

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 14.71 ―

21年2月期第1四半期 28.52 ―

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 124,340 70,653 56.8 1,115.86
21年2月期 116,367 70,323 60.4 1,110.64

（参考） 自己資本   22年2月期第1四半期  70,653百万円 21年2月期  70,323百万円

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 ― 6.00 ― 6.00 12.00
22年2月期 ―

22年2月期 
（予想）

6.00 ― 6.00 12.00

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

145,800 6.2 6,600 5.6 7,290 3.3 3,670 52.9 57.96

通期 292,000 7.3 12,550 6.0 14,000 2.9 7,000 30.2 110.55

－1－



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。上記の業績予想に関する事項につきましては、4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 63,330,838株 21年2月期  63,330,838株

② 期末自己株式数 22年2月期第1四半期  12,751株 21年2月期  12,662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 63,318,123株 21年2月期第1四半期 63,319,732株
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当第１四半期連結会計期間（平成21年３月１日～平成21年５月31日）におけるわが国の経済は、昨年度からの世

界的な不況による企業業績の悪化や、設備投資の大幅な減少など、景気は厳しい状況にありました。 

また、個人消費につきましても、雇用情勢の悪化を中心とした先行き不透明感から、購買意欲は一段と冷え込む

状況となり、厳しい経営環境でありました。 

 このような状況の中、当社グループは積極的な店舗展開を実施し、関東エリアに８店舗、中部エリアに５店舗、

関西エリアに10店舗、合計23店舗の新規出店を行うとともに、スクラップアンドビルドや不採算店舗の統廃合によ

り４店舗を退店いたしました。その結果、当第１四半期連結会計期間末における総店舗数は697店舗となりました。

なお、当第１四半期連結会計期間より連結子会社となったスギメディカル株式会社の店舗については、上記の総店

舗数に含めております。 

また、スギメディカル株式会社は、平成21年３月31日付で、ガン領域に特化した臨床ＣＲＯ事業を営むテムリッ

クＣＲＯ株式会社を買収しており、当第１四半期連結会計期間においては、スギメディカル株式会社及びその子会

社を連結対象に含めております。  

 以上の結果、当第１四半期連結会計期間における業績は、売上高728億29百万円（前年同期比9.6％増、63億93百

万円増）、営業利益28億65百万円（前年同期比5.8％減、１億75百万円減）、経常利益33億円（前年同期比2.9％

減、98百万円減）、四半期純利益は９億31百万円（前年同期比48.4％減、８億74百万円減）となりました。 

なお、子会社の株式会社ジャパン及び飯塚薬品株式会社において「棚卸資産の評価に関する会計基準」が適用さ

れたことに伴い、売上原価が従来の方法によった場合と比べて４億86百万円増加しております。また、低価法に伴

う商品評価損３億64百万円を特別損失に計上しております。 

※前年同期比は参考として記載しております。  

  （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の資産につきまして、前連結会計年度末に比べ79億72百万円増加し1,243億40百万円

になりました。資産の内訳は、流動資産が前連結会計年度末に比べ57億70百万円増加し752億54百万円となり、固定

資産が22億２百万円増加し490億85百万円となりました。流動資産の主な増加要因は、現金及び預金が43億62百万

円、売掛金が19億63百万円増加したこと等によるものであります。また、固定資産の主な増加要因は、有形固定資

産が13億60百万円、のれんが９億14百万円増加したこと等によるものであります。  

負債につきましては、前連結会計年度末に比べ76億42百万円増加し536億86百万円となりました。負債の内訳は、

流動負債が前連結会計年度末に比べ69億７百万円増加して491億82百万円となり、固定負債が７億34百万円増加し45

億３百万円となりました。流動負債の主な増加要因は、買掛金が56億49百万円、賞与引当金が７億61百万円増加し

たこと等によるものであります。  

純資産につきましては、前連結会計年度末に比べ３億30百万円増加し706億53百万円となりました。これは、当第

１四半期連結会計期間の当期純利益が９億31百万円であったのに対し、配当金を３億79百万円支払ったこと等によ

ります。 

  

（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、前連結会計年度末と比較

して62百万円増加し、238億20百万円となりました。 

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」 

 営業活動の結果得られた資金は、52億64百万円となりました。これは主に、法人税等の支払額が26億46百万

円あったものの、税金等調整前四半期純利益が27億69百万円あったこと及び仕入債務の増加額が54億54百万円

あったこと等によるものであります。   

「投資活動によるキャッシュ・フロー」 

 投資活動の結果使用した資金は、53億43百万円となりました。 これは主に、定期預金の預入による支出20億

円、有形固定資産の取得による支出13億８百万円、連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出10億

円があったこと等によるものであります。  

「財務活動によるキャッシュ・フロー」 

 財務活動の結果使用した資金は、３億25百万円となりました。これは主に配当金の支払が３億16百万円あっ

たこと等によるものであります。 

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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 平成22年2月期の第２四半期連結累計期間及び通期の業績予想につきましては、現時点では平成21年４月14日の決

算短信で公表した業績予想に変更はありません。  

該当事項はありません。  

   

記載すべき重要な事項はありません。  

  

・会計処理基準に関する事項の変更 

１．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。 

２．一部の連結子会社において、通常の販売目的で保有する商品については、従来、売価還元原価法を採用して

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）が適用されるため、売価還元低価法に変更しております。 

なお、期首在庫に含まれる変更差額３億64百万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１四半期連結会計期間の売上総利益、営業利益及び

経常利益が４億86百万円減少し、税金等調整前四半期純利益は８億51百万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

（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

－4－



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 23,720 19,357

売掛金 5,655 3,692

有価証券 6,100 8,400

商品 33,200 31,973

その他 6,591 6,070

貸倒引当金 △12 △9

流動資産合計 75,254 69,484

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 17,560 16,619

その他（純額） 9,831 9,412

有形固定資産合計 27,392 26,031

無形固定資産   

のれん 1,703 788

その他 2,946 2,245

無形固定資産合計 4,649 3,034

投資その他の資産   

差入保証金 13,335 12,812

その他 4,435 5,664

貸倒引当金 △677 △610

投資損失引当金 △49 △48

投資その他の資産合計 17,044 17,818

固定資産合計 49,085 46,883

資産合計 124,340 116,367
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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   

買掛金 35,252 29,603

未払法人税等 1,850 2,657

賞与引当金 1,003 241

その他の引当金 32 －

その他 11,043 9,773

流動負債合計 49,182 42,275

固定負債   

退職給付引当金 1,647 1,384

役員退職慰労引当金 643 627

その他 2,213 1,756

固定負債合計 4,503 3,769

負債合計 53,686 46,044

純資産の部   

株主資本   

資本金 15,434 15,434

資本剰余金 24,632 24,632

利益剰余金 30,574 30,282

自己株式 △32 △32

株主資本合計 70,609 70,317

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 44 5

評価・換算差額等合計 44 5

純資産合計 70,653 70,323

負債純資産合計 124,340 116,367
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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21年３月１日 
 至 平成21年５月31日) 

売上高 72,829

売上原価 53,964

売上総利益 18,864

販売費及び一般管理費 15,999

営業利益 2,865

営業外収益  

受取賃貸料 313

受取手数料 166

その他 341

営業外収益合計 821

営業外費用  

賃貸収入原価 248

その他 136

営業外費用合計 385

経常利益 3,300

特別損失  

減損損失 120

商品評価損 364

その他 46

特別損失合計 531

税金等調整前四半期純利益 2,769

法人税、住民税及び事業税 1,883

法人税等調整額 △45

法人税等合計 1,838

四半期純利益 931
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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利益 2,769

減価償却費 695

減損損失 120

賞与引当金の増減額（△は減少） 696

売上債権の増減額（△は増加） △1,602

たな卸資産の増減額（△は増加） △1,023

仕入債務の増減額（△は減少） 5,454

その他 779

小計 7,889

利息及び配当金の受取額 22

利息の支払額 △0

法人税等の支払額 △2,646

営業活動によるキャッシュ・フロー 5,264

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 △2,000

有形固定資産の取得による支出 △1,308

無形固定資産の取得による支出 △646

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による
支出

△1,000

差入保証金の差入による支出 △99

その他 △289

投資活動によるキャッシュ・フロー △5,343

財務活動によるキャッシュ・フロー  

配当金の支払額 △316

その他 △9

財務活動によるキャッシュ・フロー △325

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △405

現金及び現金同等物の期首残高 23,757

連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減
額（△は減少）

467

現金及び現金同等物の四半期末残高 23,820
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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。 

  

 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

－9－



「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 

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（百万円）

Ⅰ 売上高  66,435

Ⅱ 売上原価  48,942

売上総利益  17,493

Ⅲ 販売費及び一般管理費  14,453

  給与手当  5,403

  賃借料  2,955

  その他  6,094

営業利益  3,040

Ⅳ 営業外収益  696

Ⅴ 営業外費用  337

経常利益  3,399

Ⅵ 特別利益  3

Ⅶ 特別損失  22

税金等調整前四半期純利益  3,380

税金費用  1,574

四半期純利益  1,806

－10－



前第１四半期連結累計期間（平成20年３月１日～５月31日） 

  

（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21年２月期 
第１四半期） 

区分 金額（百万円）

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（当期）純利益  3,380

減価償却費  541

のれん償却額  143

負ののれん償却額 △40

賞与引当金の増減額（減少：△）  668

退職給付引当金の増減額（減少：△）  62

役員退職慰労引当金の増減額（減少：△）  8

投資損失引当金の増減額（減少：△）  1

受取利息及び受取配当金 △60

広告宣伝用器具受贈益 △46

支払利息  3

固定資産売却益 △0

固定資産除却損  2

売上債権の増減額（増加：△） △446

たな卸資産の増減額（増加：△） △2,137

仕入債務の増減額（減少：△）  6,309

その他  639

小計  9,028

利息及び配当金の受取額  11

利息の支払額 △3

法人税等の支払額 △3,785

営業活動によるキャッシュ・フロー  5,250

Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー       

定期預金及び定期積金の預入による支出 △1,000

有形固定資産の取得による支出 △598

有形固定資産の売却による収入  0

無形固定資産の取得による支出 △215

差入保証金による支出 △156

差入保証金の返還による収入  104

その他の投資増減額（増加：△） △356

投資活動によるキャッシュ・フロー △2,221

Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー      

長期借入金の返済による支出 △3,000

割賦債務等の支出 △9

配当金の支払額 △470

その他 △0

財務活動によるキャッシュ・フロー △3,480

Ⅳ 現金及び現金同等物に係る換算差額  0

Ⅴ 現金及び現金同等物の増加額（又は減少額) △451

Ⅵ 現金及び現金同等物の期首残高  17,988

Ⅶ 現金及び現金同等物の四半期末残高  17,536

－11－


	1.平成22年2月期第１四半期決算短信（サマリー情報）.pdf
	2.平成22年2月期第１四半期決算短信（定性的情報）
	3.平成22年2月期第１四半期決算短信（連結財務諸表）
	4.平成22年2月期第１四半期決算短信（連結注記情報）



