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1.  平成22年3月期第1四半期の連結業績（平成21年4月1日～平成21年6月30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3月期第1四半期 12,837 ― 309 ― 331 ― 181 ―
21年3月期第1四半期 ― ― ― ― ― ― ― ―

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

22年3月期第1四半期 8,535.42 ―
21年3月期第1四半期 ― ―

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

22年3月期第1四半期 25,210 3,249 12.9 152,870.19
21年3月期 24,446 3,085 12.6 145,126.02

（参考） 自己資本   22年3月期第1四半期  3,249百万円 21年3月期  3,085百万円

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3月期 ― 1,000.00 ― 1,000.00 2,000.00
22年3月期 ―
22年3月期 

（予想）
1,000.00 ― 1,000.00 2,000.00

3.  平成22年3月期の連結業績予想（平成21年4月1日～平成22年3月31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

27,301 ― 440 ― 462 ― 118 ― 5,550.59

通期 54,391 39.5 1,183 358.5 1,230 314.2 419 ― 19,709.30



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） 

(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、今後様々な要因によって大きく異なる可能性があります。 
・当社は平成21年3月期第3四半期連結会計期間より連結決算に移行しておりますので、平成21年3月期第1四半期の連結業績については記載しており 
 ません。 

① 会計基準等の改正に伴う変更 無
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3月期第1四半期 21,259株 21年3月期  21,259株
② 期末自己株式数 22年3月期第1四半期  ―株 21年3月期  ―株
③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 22年3月期第1四半期 21,259株 21年3月期第1四半期 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 

当第１四半期連結会計期間（以下、当第１四半期）におけるわが国経済は、昨年来の世界的な景気後退

の影響により、先行きはなお不透明な状況が続いております。ドラッグストア業界におきましても、雇用・

所得環境等の悪化により、個人消費も低調に推移するなど、厳しい事業環境が続いております。 

 このような状況のもとで当社グループは、前第３四半期連結会計期間より連結子会社となった㈱メディ

コ・二十一との連携を強化し、前事業年度より進めております店舗オペレーションの改善活動についてグ

ループ全体への浸透を図るなど、消費低迷の中での競争激化に対応する体制づくりに取り組んで参りまし

た。 

当第１四半期における出退店につきましては、当社では愛媛県で１店舗を開設し、広島県で店舗リニュ

ーアルのため１店舗を閉店いたしました。また、連結子会社では徳島県で１店舗を閉店しました。これに

より、当第１四半期末の店舗数は当社96店舗、連結子会社104店舗の合計200店舗となりました。 

以上の結果、当第１四半期の連結業績は、売上高は12,837,367千円、営業利益は309,409千円、経常利益

は331,546千円、四半期純利益は181,454千円となりました。 

 

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１四半期連結会計期間末の総資産は、25,210,428千円（前連結会計年度末比763,540千円増加）と

なりました。これは主として現金及び預金が216,522千円、商品が222,042千円増加したことによるもの

です。負債につきましては、21,960,560千円（前連結会計年度末比598,907千円増加）となりました。こ

れは主として短期借入金の905,020千円の減少に対し、支払手形及び買掛金が1,498,127千円増加したこ

とによるものです。純資産につきましては3,249,867千円（前連結会計年度末比164,633千円の増加）と

なりました。これは主として利益剰余金が160,195千円増加したことによるものです。 

（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

に比べ 216,522 千円増加して 1,097,920 千円となりました。 

 営業活動の結果、獲得した資金は 1,418,170 千円となりました。これは主として、仕入債務の増加

1,498,127 千円によるものです。 

  投資活動の結果、使用した資金は 185,951 千円となりました。これは主として、有形固定資産の取得

による支出 176,825 千円によるものです。 

財務活動の結果、使用した資金は 1,015,696 千円となりました。これは主として、短期借入れによる

収入1,390,000千円に対し、短期借入金の返済による支出2,295,020千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 22 年３月期の通期連結業績につきましては、平成 21 年５月 15 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） 

    該当事項はありません。 

(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連結会計年度に係る実

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 

 該当事項はありません。 



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６月30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３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 1,277,920 1,061,398

売掛金 519,987 493,895

商品 8,332,058 8,110,016

その他 1,342,663 1,076,282

流動資産合計 11,472,631 10,741,593

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 3,995,599 3,963,864

土地 4,914,892 4,914,892

その他（純額） 670,665 629,894

有形固定資産合計 9,581,157 9,508,652

無形固定資産 66,628 67,560

投資その他の資産 4,090,011 4,129,081

固定資産合計 13,737,797 13,705,294

資産合計 25,210,428 24,446,887

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 8,670,425 7,172,297

短期借入金 949,960 1,854,980

1年内返済予定の長期借入金 2,608,764 2,520,853

1年内償還予定の社債 30,000 30,000

未払法人税等 101,716 67,703

賞与引当金 182,716 150,584

その他 807,453 755,106

流動負債合計 13,351,037 12,551,526

固定負債   

社債 25,000 25,000

長期借入金 7,687,168 7,859,274

退職給付引当金 214,336 217,386

役員退職慰労引当金 26,367 25,215

負ののれん 12,122 12,835

その他 644,528 670,415

固定負債合計 8,609,523 8,810,126

負債合計 21,960,560 21,361,653



（単位：千円）

当第１四半期連結会計期間末
(平成21年６月30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３月31日) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 573,141 573,141

資本剰余金 1,294,616 1,294,616

利益剰余金 1,380,855 1,220,660

株主資本合計 3,248,614 3,088,418

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 1,253 △3,184

評価・換算差額等合計 1,253 △3,184

純資産合計 3,249,867 3,085,234

負債純資産合計 25,210,428 24,446,887



（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４月１日 
 至 平成21年６月30日) 

売上高 12,837,367

売上原価 9,290,698

売上総利益 3,546,668

販売費及び一般管理費 3,237,259

営業利益 309,409

営業外収益  

受取利息 8,674

受取賃貸料 64,821

受取手数料 45,948

その他 23,503

営業外収益合計 142,948

営業外費用  

支払利息 67,645

賃貸費用 42,780

その他 10,384

営業外費用合計 120,810

経常利益 331,546

特別損失  

固定資産除却損 3,025

減損損失 7,355

その他 486

特別損失合計 10,867

税金等調整前四半期純利益 320,679

法人税、住民税及び事業税 97,110

法人税等調整額 42,114

法人税等合計 139,224

四半期純利益 181,454



（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４月１日 
 至 平成21年６月30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 320,679

減価償却費 106,705

賞与引当金の増減額（△は減少） 32,131

退職給付引当金の増減額（△は減少） △3,049

前払年金費用の増減額（△は増加） 1,401

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 1,152

固定資産受贈益 △8,263

投資有価証券評価損益（△は益） 10

受取利息及び受取配当金 △11,159

支払利息 67,645

有形固定資産除却損 3,025

店舗閉鎖損失 475

減損損失 7,355

売上債権の増減額（△は増加） △26,091

未収入金の増減額（△は増加） △13,888

たな卸資産の増減額（△は増加） △217,860

預け金の増減額（△は増加） △241,048

仕入債務の増減額（△は減少） 1,498,127

その他 15,421

小計 1,532,771

利息及び配当金の受取額 2,532

利息の支払額 △84,061

法人税等の支払額 △33,071

営業活動によるキャッシュ・フロー 1,418,170

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 △176,825

投資有価証券の取得による支出 △151

貸付金の回収による収入 36,302

差入保証金の差入による支出 △55,191

差入保証金の回収による収入 16,284

その他 △6,370

投資活動によるキャッシュ・フロー △185,951



（単位：千円）

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年６月30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 1,390,000

短期借入金の返済による支出 △2,295,020

長期借入れによる収入 600,000

長期借入金の返済による支出 △684,195

ファイナンス・リース債務の返済による支出 △5,221

配当金の支払額 △21,259

財務活動によるキャッシュ・フロー △1,015,696

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 216,522

現金及び現金同等物の期首残高 881,398

現金及び現金同等物の四半期末残高 1,097,920



(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 

該当事項はありません。 
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