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1.  平成22年5月期第1四半期の連結業績（平成21年6月1日～平成21年8月31日） 

（注）当社は、当第１四半期より四半期連結財務諸表を作成しているため、21年５月期第１四半期の数値及び対前期増減率は記載しておりません。 

(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5月期第1四半期 37,424 ― 2,278 ― 2,369 ― 670 ―

21年5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5月期第1四半期 30.12 ―

21年5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5月期第1四半期 51,155 25,967 50.8 1,165.88
21年5月期 53,560 26,184 48.9 1,175.61

（参考） 自己資本   22年5月期第1四半期  25,967百万円 21年5月期  26,184百万円

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  

21年５月期の配当原資は、資本剰余金であります。 

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5月期 ― ― ― 40.00 40.00
22年5月期 ―

22年5月期 
（予想）

0.00 ― 45.00 45.00

3.  平成22年5月期の連結業績予想（平成21年6月1日～平成22年5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

73,900 ― 4,200 ― 4,400 ― 2,000 ― 89.79

通期 148,400 6.1 8,620 5.4 8,950 6.6 4,570 1.3 205.18
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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  
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） 

(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予想につきましては、発表日現在において入手可能な情報に基づいて作成したものです。実際の業績は、今後様々な要因
によって予想数値と異なる場合があります。なお、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・財務諸表等】 ３．連結業績予想に関する
定性的情報をご覧ください。 

新規 ―社 （社名 ） 除外 ―社 （社名 ）

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5月期第1四半期 22,273,114株 21年5月期  22,273,114株

② 期末自己株式数 22年5月期第1四半期  ―株 21年5月期  ―株

③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 22年5月期第1四半期 22,273,114株 21年5月期第1四半期  ―株
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当第１四半期連結累計期間におけるわが国経済は、世界的な景気後退の影響を受け、企業業績は輸出産

業を中心として在庫調整を余儀なくされ、減速感を強めております。個人消費につきましても、雇用環境

の悪化により生活防衛の色彩が鮮明になり、低調に推移しております。 

当業界におきましては、改正薬事法の施行により他業態をも巻き込んだ競合の時代となり、厳しさを増

しております。 

このような中、当社グループにおきましては、接客サービスの更なる充実と薬剤師及び新設の登録販売

者によるカウンセリング販売の強化により、顧客満足度の向上に取り組む一方、家計応援セールを展開、

生活必需品を中心に値下げし、日々の暮らしを下支えすべく取り組んでおります。新規出店は計画どおり

ドラッグストア５店舗の出店を行いました。また、経営効率化の観点からドラッグストア２店舗の退店を

行いました。 

これにより当第１四半期連結累計期間末の店舗数は直営ドラッグストア292店舗（うち調剤薬局併設25

店舗）、ＦＣドラッグストア２店舗（うち調剤薬局併設1店舗）、直営調剤専門薬局９店舗の合計303店舗

となりました。 

以上の結果、当第１四半期連結累計期間の業績は、売上高37,424百万円、営業利益2,278百万円、経常

利益2,369百万円、四半期純利益670百万円となりました。 

  

当第１四半期連結会計期間末における資産合計は51,155百万円となり、前連結会計年度末に比べて

2,404百万円減少いたしました。主な要因は、商品が535百万円、有価証券が3,500百万円減少、新店及び

出店準備物件の増加等に伴い固定資産が544百万円増加したことなどによるものです。 

当第１四半期連結会計期間末における負債合計は25,188百万円となり、前連結会計年度末に比べて

2,188百万円減少いたしました。主な要因は、買掛金が1,204百万円、未払費用が715百万円、未払金が143

百万円減少したことなどによるものです。 

当第１四半期連結会計期間末における純資産は25,967百万円となり、前連結会計年度末に比べて216百

万円減少いたしました。主な要因は、配当金890百万円による減少、四半期純利益670百万円を計上したこ

となどによるものです。 

（キャッシュ・フローの状況） 

当第１四半期連結会計期間における現金及び同等物（以下「資金」という。）は10,568百万円となり、

前連結会計年度末に比べて1,748百万円減少しました。 

各キャッシュ・フローの状況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171百万円となりました。収入の主な要因は、税金等調整前四半期純利

益2,352百万円、減価償却費463百万円であり、支出の主な要因は法人税等の支払額が1,767百万円あった

ことなどによるものです。 

「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830百万円となりました。これは主に出店に伴う有形固定資産の取得に

よる支出737百万円及び出店仮勘定の増加による支出328百万円等の結果であります。 

「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1,089百万円となりました。これは長期借入金による収入400百万円、短

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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期借入金の返済250百万円、長期借入金の返済404百万円、配当金の支払835百万円の結果であります。 

  

平成22年５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７

月13日に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。 

  

①簡便な会計処理 

（一般債権の貸倒見積高の算定方法） 

当第１四半期連結会計期間末の貸倒実績率等が前連結会計年度末に算定したものと著しい変化がない

と認められるので、前連結会計年度の貸倒実績率等を使用して一般債権の貸倒見積高を算定する方法に

よっております。 

（棚卸資産の評価方法） 

当第１四半期連結会計期間末のたな卸高の算定方法に関しては、実地たな卸を省略し、前連結会計期

間末の実地たな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。 

（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、当連結会計期間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。 

（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に経営環境等、かつ、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測

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。 

②四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理 

（税金費用の計算） 

当第１四半期連結会計期間を含む連結会計年度の税引前当期純利益に対する税効果会計適用後の実効

税率を合理的に見積り、税引前四半期純利益に当該見積実効税率を乗じて計算しております。なお、法

人税等調整額は法人税等に含めて表示しております。 

  

該当事項はありません。 

  

  

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
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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５月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 8,568 7,067

売掛金 1,927 1,964

有価証券 2,000 5,500

商品 12,297 12,833

貯蔵品 111 117

繰延税金資産 779 779

その他 2,020 2,392

流動資産合計 27,705 30,654

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 5,387 5,250

車両運搬具（純額） 0 0

土地 1,990 1,990

その他（純額） 2,500 2,261

有形固定資産合計 9,879 9,503

無形固定資産   

のれん 68 84

その他 293 261

無形固定資産合計 361 346

投資その他の資産   

投資有価証券 135 130

長期貸付金 5,049 5,135

繰延税金資産 569 571

敷金及び保証金 5,257 5,225

その他 2,261 2,056

貸倒引当金 △63 △63

投資その他の資産合計 13,209 13,056

固定資産合計 23,450 22,906

資産合計 51,155 53,560
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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５月31日) 

負債の部   

流動負債   

買掛金 17,309 18,514

短期借入金 － 250

1年内返済予定の長期借入金 56 96

未払法人税等 1,795 1,925

賞与引当金 519 113

役員賞与引当金 25 102

ポイント引当金 480 500

店舗閉鎖損失引当金 20 148

その他 2,365 3,160

流動負債合計 22,572 24,811

固定負債   

長期借入金 477 441

退職給付引当金 746 720

役員退職慰労引当金 － 83

負ののれん 370 390

その他 1,021 927

固定負債合計 2,615 2,564

負債合計 25,188 27,376

純資産の部   

株主資本   

資本金 1,000 1,000

資本剰余金 934 1,825

利益剰余金 24,031 23,360

株主資本合計 25,965 26,185

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 2 △1

評価・換算差額等合計 2 △1

純資産合計 25,967 26,184

負債純資産合計 51,155 53,560
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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６月１日 
 至 平成21年８月31日) 

売上高 37,424

売上原価 27,477

売上総利益 9,946

販売費及び一般管理費  

ポイント引当金繰入額 480

給料及び手当 2,873

賞与引当金繰入額 397

役員賞与引当金繰入額 25

退職給付費用 42

役員退職慰労引当金繰入額 1

減価償却費 460

地代家賃 1,559

その他 1,828

販売費及び一般管理費合計 7,668

営業利益 2,278

営業外収益  

受取利息 27

受取配当金 1

負ののれん償却額 19

その他 48

営業外収益合計 97

営業外費用  

支払利息 4

その他 1

営業外費用合計 5

経常利益 2,369

特別利益  

店舗閉鎖損失引当金戻入額 8

その他 0

特別利益合計 9

特別損失  

減損損失 25

その他 0

特別損失合計 26

税金等調整前四半期純利益 2,352

法人税等 1,681

四半期純利益 670
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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６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 2,352

減価償却費 463

減損損失 25

負ののれん償却額 △19

貸倒引当金の増減額（△は減少） △0

賞与引当金の増減額（△は減少） 406

役員賞与引当金の増減額（△は減少） △76

ポイント引当金の増減額（△は減少） △20

店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） △15

退職給付引当金の増減額（△は減少） 25

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △83

受取利息及び受取配当金 △29

支払利息 4

売上債権の増減額（△は増加） 37

たな卸資産の増減額（△は増加） 541

未収入金の増減額（△は増加） 337

仕入債務の増減額（△は減少） △1,204

未払費用の増減額（△は減少） △715

その他 △89

小計 1,938

利息及び配当金の受取額 4

利息の支払額 △4

法人税等の支払額 △1,767

営業活動によるキャッシュ・フロー 171

投資活動によるキャッシュ・フロー  

定期預金の払戻による収入 250

有形固定資産の取得による支出 △737

無形固定資産の取得による支出 △107

長期貸付けによる支出 △27

長期貸付金の回収による収入 117

出店仮勘定による支出 △328

その他 3

投資活動によるキャッシュ・フロー △830

財務活動によるキャッシュ・フロー  

短期借入金の増減額（△は減少） △250

長期借入れによる収入 400

長期借入金の返済による支出 △404

配当金の支払額 △835

財務活動によるキャッシュ・フロー △1,089
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(単位：百万円)

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成21年６月１日 
 至 平成21年８月31日) 

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △1,748

現金及び現金同等物の期首残高 12,317

現金及び現金同等物の四半期末残高 10,568
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 当第１四半期連結累計期間（自 平成21年６月１日 至 平成21年８月31日） 

 該当事項はありません。 

  

 当第１四半期連結累計期間（自 平成21年６月１日 至 平成21年８月31日） 

 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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