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1.  平成22年2月期第2四半期の連結業績（平成21年3月1日～平成21年8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2四半期 148,950 ― 6,229 ― 7,176 ― 2,610 ―

21年2月期第2四半期 137,236 15.1 6,252 1.9 7,060 4.9 2,401 △34.1

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2四半期 41.23 ―

21年2月期第2四半期 37.92 ―

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2四半期 126,921 72,397 57.0 1,143.39
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2四半期  72,397百万円 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

第1四半期末 第2四半期末 第3四半期末 期末 合計
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 ― 6.00

22年2月期 
（予想）

― 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 295,100 8.4 10,800 △8.8 12,900 △5.2 6,300 17.2 99.50
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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、５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、５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、５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2四半期 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2四半期  12,759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2四半期 63,318,103株 21年2月期第2四半期 63,319,557株
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当第２四半期連結累計期間（平成21年３月１日～平成21年８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、景気は厳しい状況が継続しております。 

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12店舗、中部エリアに11店舗、

関西エリアに15店舗、合計38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９店舗を退店いたしました。その結果、当第２四半期連結累計期間末における総店舗数は707店舗となりまし

た。 

また、当社グループのスギメディカルリサーチ株式会社（スギメディカル株式会社の100％子会社）は、平成21

年６月１日付でテムリックＣＲＯ株式会社（スギメディカル株式会社の100％子会社）を吸収合併いたしました。 

   

以上の結果、当第２四半期連結累計期間における業績は、売上高1,489億50百万円（前年同期比 8.5％増、117億

14百万円増）、営業利益62億29百万円（前年同期比 0.4％減、23百万円減）、経常利益71億76百万円（前年同期比 

1.6％増、１億16百万円増）、四半期純利益は26億10百万円（前年同期比 8.7％増、２億９百万円増）となりまし

た。 

  

事業の種類別セグメントの業績は次のとおりであります。 

  

［ファーマシー事業］  

当第２四半期連結累計期間（平成21年３月１日～平成21年８月31日）においては、積極的な店舗展開を実施

し、38店舗の新規出店を行うとともに、老朽化した店舗や不採算店舗の統廃合を実施し、７店舗を退店いたし

ました。その結果、当第２四半期連結累計期間末におけるファーマシー事業の総店舗数は487店舗となりまし

た。 

  

売上高につきましては、個人消費が厳しい中、処方箋応需枚数の増加や新型インフルエンザの影響等により

既存店売上高伸率は1.5％増と堅調に推移した結果、ファーマシー事業の売上高は1,029億58百万円（前年同期

比 11.5％増、105億93百万円増）となりました。  

  

売上総利益につきましては、コアカテゴリーである調剤・ヘルスケア・ビューティケア部門において値入率

が改善したことを主因に、売上総利益率28.9％（前年同期比 0.7ポイント改善）となり、297億14百万円（前

年同期比 14.3％増、37億10百万円増）となりました。 

  

販売費及び一般管理費につきましては、積極的な人材採用と人材育成に注力した結果、人件費等のコストが

増加したものの、消耗品費等のコスト削減に取り組んだ結果、売上高販管費比率は22.4％（前年同期と同率）

となり、231億３百万円（前年同期比 11.3％増、23億46百万円増）となりました。 

  

以上の結果、ファーマシー事業の営業利益率は6.4％（前年同期比 0.7ポイント改善）となり、営業利益は

66億10百万円（前年同期比 26.0％増、13億63百万円増）となりました。  

  

［ドラッグ事業］  

当第２四半期連結累計期間におけるドラッグ事業の業績は、売上高は、448億78百万円（前年同期と同率、

10百万円減）となりました。 

  

売上総利益につきましては、棚卸資産の評価方法に低価法を適用したことにより、売上総利益率20.5％（前

年同期比 0.2ポイント減）となり、92億円（前年同期比 1.0％減、95百万円減）となりました。 

  

販売費及び一般管理費につきましては、POSレジ入れ替え等の一時的なコスト増により、売上高販管費比率

は18.8％（前年同期比 0.5ポイント増加）となり、84億30百万円（前年同期比 2.6％増、２億14百万円増）

となりました。   

  

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
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以上の結果、ドラッグ事業の営業利益率は1.7％（前年同期比 0.7ポイント減）となり、営業利益は７億69

百万円（前年同期比 28.7％減、３億９百万円減）となりました。 

  

［治験事業］ 

当社グループは、平成20年12月１日付でスギメディカルリサーチ株式会社、スギメディカルサポート株式会

社、スギ生物科学研究所株式会社を新設し、非臨床試験や臨床試験等の医薬品等の開発支援に関わる事業（治

験事業）をスタートいたしました。 

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、平成

21年６月１日付でスギメディカルリサーチ株式会社とテムリックＣＲＯ株式会社を合併いたしました。  

  

当第２四半期連結累計期間における業績は、新規受注の増加に取り組んだ結果、売上高11億58百万円、営業

損失６億89百万円となりました。 

  

 ※なお、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２四半期連結累計期間末における総資産は、前連結会計年度末に比べ105億53百万円増加し1,269億21百万円

となりました。資産の内訳は、流動資産が前連結会計年度末に比べ81億８百万円増加し775億92百万円となり、固定

資産が24億45百万円増加し493億28百万円となりました。流動資産の主な増加要因は、売掛金が22億89百万円、有価

証券が31億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16億71百

万円、のれんが７億61百万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84億79百万円増加し545億23百万円となりました。負債の内訳は、

流動負債が前連結会計年度末に比べ77億18百万円増加して499億93百万円となり、固定負債が７億61百万円増加し45

億30百万円となりました。流動負債の主な増加要因は、買掛金が60億77百万円、未払法人税等が８億72百万円増加

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20億73百万円増加し723億97百万円となりました。これは、当第

２四半期連結累計期間の当期純利益が26億10百万円であったのに対し、配当金が３億79百万円あったこと等による

ものであります。 

  

（キャッシュ・フローの状況）  

 当第２四半期連結累計期間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16億16百万円増加し、253億74百万円となりました。 

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、83億85百万円となりました。これは主に、法人税等の支払額が29億23百万

円あったものの、税金等調整前四半期純利益が62億77百万円あったこと及び仕入債務の増加額が58億82百万円

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、68億38百万円となりました。 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24億16百万円、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、３億97百万円となりました。これは主に配当金の支払が３億78百万円あっ

たこと等によるものであります。 

２．連結財政状態に関する定性的情報
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 通期の連結業績見通しにつきましては、平成21年４月14日の業績見通し公表時と比較して、新たにスギメディカル

株式会社及びその子会社のスギメディカルリサーチ株式会社、スギメディカルサポート株式会社、スギ生物科学研究

所株式会社の４社が連結対象に加わっております。 

 また、通期の新規出店及び退店の見通しにつきましては、新規出店80店舗、退店18店舗を予定しており、平成21年

４月14日の業績見通し公表時と比較して退店店舗数が13店舗増加する見通しであります。 

 以上の結果、第２四半期連結累計期間の業績及び今後の見通しを勘案して、通期の業績予想を修正いたしました。

 なお、詳細につきましては、平成21年10月６日に別途開示しております「業績予想の修正に関するお知らせ」をご

覧ください。 

（通期） 

  

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、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２四半期連結累計期間の売上総利益、営業利益及び

経常利益が62百万円減少し、税金等調整前四半期純利益は４億27百万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

  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 

前回発表予想（Ａ） 292,000 12,550 14,000 7,000 110 55 

今回修正予想（Ｂ） 295,100 10,800 12,900 6,300 99 50 

増減額（Ｂ－Ａ） +3,100 △1,750 △1,100 △700 －

増減率（％） +1.1% △13.9% △7.9% △10.0% －   

前期実績 272,197 11,845 13,601 5,374 84 88 

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
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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２四半期連結会計期間末
(平成21年８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 19,874 19,357

売掛金 5,982 3,692

有価証券 11,500 8,400

商品 33,343 31,973

その他 6,937 6,070

貸倒引当金 △45 △9

流動資産合計 77,592 69,484

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 17,968 16,619

その他（純額） 9,734 9,412

有形固定資産合計 27,702 26,031

無形固定資産   

のれん 1,550 788

その他 2,892 2,245

無形固定資産合計 4,442 3,034

投資その他の資産   

差入保証金 13,403 12,812

その他 4,633 5,664

貸倒引当金 △853 △610

投資損失引当金 － △48

投資その他の資産合計 17,183 17,818

固定資産合計 49,328 46,883

資産合計 126,921 116,367
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（単位：百万円）

当第２四半期連結会計期間末
(平成21年８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 35,680 29,603

未払法人税等 3,529 2,657

賞与引当金 482 241

その他の引当金 53 －

その他 10,246 9,773

流動負債合計 49,993 42,275

固定負債   

退職給付引当金 1,733 1,384

役員退職慰労引当金 654 627

その他 2,141 1,756

固定負債合計 4,530 3,769

負債合計 54,523 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 32,253 30,282

自己株式 △32 △32

株主資本合計 72,288 70,317

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 108 5

評価・換算差額等合計 108 5

純資産合計 72,397 70,323

負債純資産合計 126,921 116,367
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（２）四半期連結損益計算書 
（第２四半期連結累計期間） 

（単位：百万円）

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成21年３月１日 
 至 平成21年８月31日) 

売上高 148,950

売上原価 110,133

売上総利益 38,817

販売費及び一般管理費 32,587

営業利益 6,229

営業外収益  

受取賃貸料 634

受取手数料 341

その他 655

営業外収益合計 1,631

営業外費用  

賃貸収入原価 487

その他 195

営業外費用合計 683

経常利益 7,176

特別損失  

減損損失 193

商品評価損 364

その他 341

特別損失合計 899

税金等調整前四半期純利益 6,277

法人税、住民税及び事業税 3,769

法人税等調整額 △102

法人税等合計 3,666

四半期純利益 2,610
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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２四半期連結累計期間 
(自 平成21年３月１日 
 至 平成21年８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 6,277

減価償却費 1,505

減損損失 193

貸倒引当金の増減額（△は減少） 230

売上債権の増減額（△は増加） △1,931

たな卸資産の増減額（△は増加） △1,157

仕入債務の増減額（△は減少） 5,882

その他 △332

小計 10,667

利息及び配当金の受取額 30

利息の支払額 △0

法人税等の支払額 △2,923

法人税等の還付額 611

営業活動によるキャッシュ・フロー 8,385

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

定期預金の払戻による収入 5,000

有価証券の取得による支出 △6,000

有価証券の償還による収入 1,000

有形固定資産の取得による支出 △2,416

無形固定資産の取得による支出 △674

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 △413

その他 △333

投資活動によるキャッシュ・フロー △6,838

財務活動によるキャッシュ・フロー  

配当金の支払額 △378

その他 △18

財務活動によるキャッシュ・フロー △397

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 1,149

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 25,374
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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
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「参考資料」 

前年同四半期にかかる財務諸表 

（１）中間連結損益計算書 

前第２四半期連結累計期間（平成20年３月１日～８月31日） 

   

科目 

前中間連結会計期間
  （自 平成20年３月１日 
   至 平成20年８月31日） 

金額（百万円）

Ⅰ 売上高  137,236

Ⅱ 売上原価  101,935

売上総利益  35,300

Ⅲ 販売費及び一般管理費  29,048

  給与手当  10,844

  賃借料  5,928

  その他  12,276

営業利益  6,252

Ⅳ 営業外収益  1,422

Ⅴ 営業外費用  615

経常利益  7,060

Ⅵ 特別利益  1

Ⅶ 特別損失  1,536

税金等調整前四半期純利益  5,525

税金費用  3,124

四半期純利益  2,401
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前第２四半期連結累計期間（平成20年３月１日～８月31日） 

（２）中間連結キャッシュ・フロー計算書

  
前年同四半期

（平成21年２月期 
第２四半期） 

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  5,525

減価償却費  1,078

減損損失   1,448

のれん償却額  197

負ののれん償却額 △81

賞与引当金の増減額（減少：△）  16

退職給付引当金の増減額（減少：△）  121

役員退職慰労引当金の増減額（減少：△） △19

貸倒引当金の増減額（減少：△）  2

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 △130

広告宣伝用器具受贈益 △102

支払利息  6

固定資産売却益 △0

固定資産除却損  44

売上債権の増減額（増加：△） △525

たな卸資産の増減額（増加：△） △417

仕入債務の増減額（減少：△）  6,102

その他  325

小計  13,592

利息及び配当金の受取額  86

利息の支払額 △3

法人税等の支払額 △3,636

営業活動によるキャッシュ・フロー  10,038

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 △14,000

定期預金及び定期積金の払戻による収入  13,000

有形固定資産の取得による支出 △1,567

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 △154

差入保証金による支出 △532

差入保証金の返還による収入  26

その他の投資増減額（増加：△） △529

投資活動によるキャッシュ・フロー △3,757

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

自己株式の取得による支出 △2

割賦債務等の支出 △18

配当金の支払額 △503

財務活動によるキャッシュ・フロー △3,525

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)  2,755

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  20,743
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