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1.  平成22年3月期第2四半期の連結業績（平成21年4月1日～平成21年9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2四半期 26,027 ― 686 ― 730 ― 341 ―
21年3月期第2四半期 ― ― ― ― ― ― ― ―

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2四半期 16,047.68 ―
21年3月期第2四半期 ― ―

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2四半期 26,724 3,401 12.7 160,008.59
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2四半期  3,401百万円 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
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3月期 ― 1,000.00 ― 1,000.00 2,000.00
22年3月期 ― 1,000.00
22年3月期 

（予想）
― 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 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2四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2四半期 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2四半期  ―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2四半期 21,259株 21年3月期第2四半期 16,576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２四半期連結累計期間（平成21年４月１日～平成21年９月30日）におけるわが国経済は、昨年来の

景気後退の影響により、先行きはなお不透明な状況であります。ドラッグストア業界におきましても、雇

用・所得環境等に回復が見られぬ中、個人消費も低調に推移しており、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、プライスラインの見直し、グループでの仕入れ条件見直し等

の商品政策を実施すると共に、人員の効率的配置、店舗運営費の適正化等による店舗オペレーションの改

善についてグループ全体で取組むなど、販売費及び一般管理費の抑制を図りました。 

出退店につきましては、当社では愛媛県、広島県、高知県でそれぞれ１店舗の計３店舗を開設しました。

また、広島県で１店舗を建替リニューアルいたしました。連結子会社では徳島県で１店舗、愛媛県で３店

舗（うち１店舗は統合）を閉店しました。これにより、当第２四半期末の店舗数は当社99店舗、連結子会

社101店舗の合計200店舗となりました。 

以上の結果、当第２四半期連結累計期間の連結業績は、売上高は26,027,863千円、営業利益は686,172

千円、経常利益は730,993千円、四半期純利益は341,157千円となりました。 

 

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２四半期連結会計期間末の総資産は、26,724,948千円（前連結会計年度末比2,278,060千円増加）

となりました。これは主として現金及び預金が1,261,088千円、商品が532,843千円増加したことによる

ものです。負債につきましては、23,323,325千円（前連結会計年度末比1,961,672千円増加）となりまし

た。これは主として短期借入金の1,140,040千円の減少に対し、支払手形及び買掛金が2,542,110千円増

加したことによるものです。純資産につきましては3,401,622千円（前連結会計年度末比316,388千円の

増加）となりました。これは主として利益剰余金が319,898千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２四半期連結累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 1,261,088 千円増加して 2,142,487 千円となりました。 

 営業活動の結果、獲得した資金は 2,548,278 千円となりました。これは主として、仕入債務の増加

2,542,110 千円によるものです。 

  投資活動の結果、使用した資金は 319,228 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 286,138 千円によるものです。 

財務活動の結果、使用した資金は 967,961 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 3,155,000 千円に対し、短期借入金の返済による支出 4,295,040 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２四半期連結会計期間末
(平成21年９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 2,322,487 1,061,398

売掛金 516,901 493,895

商品 8,642,860 8,110,016

その他 1,333,927 1,076,282

流動資産合計 12,816,176 10,741,593

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 4,127,836 3,963,864

土地 4,914,892 4,914,892

その他（純額） 671,286 629,894

有形固定資産合計 9,714,016 9,508,652

無形固定資産 85,035 67,560

投資その他の資産 4,109,720 4,129,081

固定資産合計 13,908,772 13,705,294

資産合計 26,724,948 24,446,887

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 9,714,407 7,172,297

短期借入金 714,940 1,854,980

1年内返済予定の長期借入金 2,579,846 2,520,853

1年内償還予定の社債 40,000 30,000

未払法人税等 274,085 67,703

賞与引当金 178,359 150,584

その他 698,817 755,106

流動負債合計 14,200,457 12,551,526

固定負債   

社債 － 25,000

長期借入金 8,019,755 7,859,274

退職給付引当金 211,418 217,386

役員退職慰労引当金 27,407 25,215

負ののれん 11,409 12,835

その他 852,877 670,415

固定負債合計 9,122,868 8,810,126

負債合計 23,323,325 21,361,653



（単位：千円）

当第２四半期連結会計期間末
(平成21年９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 1,540,558 1,220,660

株主資本合計 3,408,317 3,088,418

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △6,694 △3,184

評価・換算差額等合計 △6,694 △3,184

純資産合計 3,401,622 3,085,234

負債純資産合計 26,724,948 24,446,887



（２）四半期連結損益計算書 
（第２四半期連結累計期間） 

（単位：千円）

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年９月30日) 

売上高 26,027,863

売上原価 18,909,945

売上総利益 7,117,918

販売費及び一般管理費 6,431,746

営業利益 686,172

営業外収益  

受取利息 17,146

受取賃貸料 128,481

受取手数料 77,601

その他 51,746

営業外収益合計 274,976

営業外費用  

支払利息 130,308

賃貸費用 85,819

その他 14,026

営業外費用合計 230,154

経常利益 730,993

特別利益  

敷金償却戻入益 5,100

特別利益合計 5,100

特別損失  

固定資産除却損 15,253

減損損失 108,272

その他 1,286

特別損失合計 124,812

税金等調整前四半期純利益 611,281

法人税、住民税及び事業税 263,207

法人税等調整額 6,915

法人税等合計 270,123

四半期純利益 341,157



（第２四半期連結会計期間） 

（単位：千円）

当第２四半期連結会計期間 
(自 平成21年７月１日 
 至 平成21年９月30日) 

売上高 13,190,496

売上原価 9,619,247

売上総利益 3,571,249

販売費及び一般管理費 3,194,486

営業利益 376,762

営業外収益  

受取利息 8,472

受取賃貸料 63,659

受取手数料 31,652

その他 28,242

営業外収益合計 132,027

営業外費用  

支払利息 62,663

賃貸費用 43,038

その他 3,642

営業外費用合計 109,344

経常利益 399,446

特別利益  

敷金償却戻入益 5,100

特別利益合計 5,100

特別損失  

固定資産除却損 12,227

減損損失 100,917

その他 800

特別損失合計 113,945

税金等調整前四半期純利益 290,601

法人税、住民税及び事業税 166,096

法人税等調整額 △35,198

法人税等合計 130,898

四半期純利益 159,703



（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

（単位：千円）

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年９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 611,281

減価償却費 222,152

賞与引当金の増減額（△は減少） 27,774

投資有価証券評価損益（△は益） 10

退職給付引当金の増減額（△は減少） △5,967

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） 2,192

固定資産受贈益 △18,931

敷金償却戻入益 △5,100

有形固定資産除却損 15,253

店舗閉鎖損失 1,275

減損損失 108,272

受取利息及び受取配当金 △19,657

支払利息 130,308

売上債権の増減額（△は増加） △23,005

未収入金の増減額（△は増加） △59,287

たな卸資産の増減額（△は増加） △529,684

預け金の増減額（△は増加） △217,296

仕入債務の増減額（△は減少） 2,542,110

その他 △67,329

小計 2,715,773

利息及び配当金の受取額 2,820

利息の支払額 △137,139

法人税等の支払額 △33,176

営業活動によるキャッシュ・フロー 2,548,278

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 △30,000

定期預金の払戻による収入 30,000

有形固定資産の取得による支出 △286,138

投資有価証券の取得による支出 △304

貸付けによる支出 △25,900

貸付金の回収による収入 67,406

差入保証金の差入による支出 △66,938

差入保証金の回収による収入 27,019

その他 △34,372

投資活動によるキャッシュ・フロー △319,228



（単位：千円）

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年９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 3,155,000

短期借入金の返済による支出 △4,295,040

長期借入れによる収入 1,600,000

長期借入金の返済による支出 △1,380,526

社債の償還による支出 △15,000

ファイナンス・リース債務の返済による支出 △11,135

配当金の支払額 △21,259

財務活動によるキャッシュ・フロー △967,961

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 1,261,088

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 2,142,487



(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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