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1.  平成22年2月期第3四半期の連結業績（平成21年3月1日～平成21年11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2月期第3四半期 221,488 ― 8,348 ― 9,861 ― 3,782 ―

21年2月期第3四半期 204,471 11.6 8,788 3.9 10,074 7.2 3,959 △19.9

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3四半期 59.73 ―

21年2月期第3四半期 62.54 ―

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3四半期 127,352 73,126 57.4 1,154.91
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3四半期  73,126百万円 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  
（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。 

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  

(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3四半期 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3四半期  12,863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3四半期 63,318,065株 21年2月期第3四半期 63,319,205株
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当第３四半期連結累計期間（平成21年３月１日～平成21年11月30日）におけるわが国の経済は、一部の製造業に

おいて業績の回復が見られるものの、設備投資は慎重な姿勢が続いております。 

また、失業率は過去 悪の水準にあり、雇用環境は依然として厳しく、個人所得の減少は消費環境を悪化させて

おります。特に消費者物価指数は10ヶ月連続で下がり、企業収益と雇用情勢の悪化からデフレ傾向が続く厳しい経

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18店舗、中部エリアに15店舗、

関西エリアに20店舗、合計53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13店舗を退店いたしました。その結果、当第３四半期連結会計期間末における総店舗数は718店舗となりました。

以上の結果、当第３四半期連結累計期間における業績は、売上高2,214億88百万円（前年同期比 8.3％増、170億

17百万円増）、営業利益83億48百万円（同 5.0％減、４億40百万円減）、経常利益98億61百万円（同 2.1％減、２

億13百万円減）、四半期純利益は37億82百万円（同 4.5％減、１億77百万円減）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３四半期連結累計期間においては、積極的な店舗展開を実施し、51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、９店舗を退店いたしました。その結果、当第３四半期連結会計期間

末におけるファーマシー事業の総店舗数は498店舗となりました。 

売上高につきましては、依然として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1.0％増と堅調に推移した結果、ファーマシー事業の売上高は1,539億92百万円（前

年同期比 10.7％増、149億40百万円増）となりました。 

売上総利益につきましては、他業種との競争激化の中でホームケア等の利益率が悪化したものの、調剤・ヘル

ス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28.7％（同 0.4ポイント改善）となり、442億

45百万円（同 12.5％増、49億21百万円増）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、売上高対販管費比率は22.7％（同 0.1ポイント改

善）となり、349億60百万円（同 10.2％増、32億46百万円増）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6.0％（同 0.5ポイント改善）となり、営業利益は92億85百万円

（同 22.0％増、16億75百万円増）となりました。  

   

［ドラッグ事業］  

当第３四半期連結累計期間においては、スクラップアンドビルドや不採算店舗の統廃合により、新規出店２店

舗、退店４店舗を実施し、当第３四半期連結会計期間末におけるドラッグ事業の総店舗数は220店舗となりまし

た。その結果、ドラッグ事業の売上高は659億29百万円（前年同期比 0.5％増、３億23百万円増）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る影響や一品単価が下落してい

る等の影響により売上総利益率が20.5％（同 0.4ポイント低下）となり、135億41百万円（同 1.3％減、１億77百

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、売上高対販管費比

率が19.2％（同 0.2ポイント増加）となり、126億35百万円（同 1.6％増、２億円増）となりました。   

以上の結果、ドラッグ事業の営業利益率は1.4％（同 0.6ポイント低下）となり、営業利益は９億５百万円（同 

29.4％減、３億77百万円減）となりました。 

  

※なお、前年同期数値については参考として記載しております。 

  

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
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［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。 

また、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３四半期連結累計期間における業績は、新規受注の獲得に取り組んだ結果、当第３四半期連結累計期間に

計上された売上高は16億36百万円、営業損失10億75百万円となりました。 

なお、当第３四半期連結会計期間末における受注残高は22億53百万円となりました。 

   

当第３四半期連結会計期間末の総資産は、前連結会計年度末に比べ109億84百万円増加し1,273億52百万円となり

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87億82百万円増加し782億66百万円となり、固定資産が

22億１百万円増加し490億85百万円となりました。流動資産の主な増加要因は、商品が44億59百万円、有価証券が41

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19億69百万円、無

形固定資産が９億60百万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81億81百万円増加し542億26百万円となりました。負債の内訳は、

流動負債が前連結会計年度末に比べ74億35百万円増加して497億10百万円となり、固定負債が７億46百万円増加し45

億15百万円となりました。流動負債の主な増加要因は、買掛金が61億96百万円、賞与引当金が11億51百万円増加し

たこと等によるものであります。また、固定負債の主な増加要因は、退職給付引当金が４億49百万円増加したこと

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28億２百万円増加し731億26百万円となりました。これは、当第

３四半期連結累計期間の四半期純利益が37億82百万円であったのに対し、配当金が７億59百万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３四半期連結累計期間における現金及び現金同等物は、前連結会計年度末と比較して29億79百万円減少し、

207億78百万円となりました。 

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、70億73百万円となりました。これは主に、税金等調整前四半期純利益が88億60

百万円、仕入債務の増加額が59億75百万円等があったものの、法人税等の支払額が65億93百万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、97億43百万円となりました。 これは主に、有形固定資産の取得による支出が34

億54百万円、連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出が10億円、定期預金の預入による支出が20億円

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、７億77百万円となりました。これは主に配当金の支払額が７億48百万円あった

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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 平成21年10月６日に公表いたしました連結業績予想から修正は行なっておりません。 

  

  

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、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３四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50百万円減少し、税金等調整前四半期純利益は４億15百万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
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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３四半期連結会計期間末
(平成21年11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２月28日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 15,978 19,357

売掛金 6,106 3,692

有価証券 12,500 8,400

商品 36,432 31,973

その他 7,294 6,070

貸倒引当金 △44 △9

流動資産合計 78,266 69,484

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 18,081 16,619

その他（純額） 9,918 9,412

有形固定資産合計 28,000 26,031

無形固定資産   

のれん 1,397 788

その他 2,597 2,245

無形固定資産合計 3,995 3,034

投資その他の資産   

差入保証金 13,451 12,812

その他 4,330 5,664

貸倒引当金 △692 △610

投資損失引当金 － △48

投資その他の資産合計 17,090 17,818

固定資産合計 49,085 46,883

資産合計 127,352 116,367
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（単位：百万円）

当第３四半期連結会計期間末
(平成21年11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２月28日) 

負債の部   

流動負債   

買掛金 35,799 29,603

未払法人税等 2,022 2,657

賞与引当金 1,393 241

その他の引当金 4 －

その他 10,491 9,773

流動負債合計 49,710 42,275

固定負債   

退職給付引当金 1,834 1,384

役員退職慰労引当金 671 627

その他 2,009 1,756

固定負債合計 4,515 3,769

負債合計 54,226 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 33,045 30,282

自己株式 △32 △32

株主資本合計 73,080 70,317

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 46 5

評価・換算差額等合計 46 5

純資産合計 73,126 70,323

負債純資産合計 127,352 116,367
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（２）四半期連結損益計算書 
（第３四半期連結累計期間） 

（単位：百万円）

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成21年３月１日 
 至 平成21年11月30日) 

売上高 221,488

売上原価 163,838

売上総利益 57,649

販売費及び一般管理費 49,301

営業利益 8,348

営業外収益  

受取賃貸料 944

受取手数料 514

その他 998

営業外収益合計 2,456

営業外費用  

賃貸収入原価 726

その他 217

営業外費用合計 944

経常利益 9,861

特別損失  

固定資産除却損 245

減損損失 194

商品評価損 364

その他 195

特別損失合計 1,000

税金等調整前四半期純利益 8,860

法人税、住民税及び事業税 5,453

法人税等調整額 △375

法人税等合計 5,078

四半期純利益 3,782
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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３四半期連結累計期間 
(自 平成21年３月１日 
 至 平成21年11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 8,860

減価償却費 2,386

減損損失 194

賞与引当金の増減額（△は減少） 1,086

貸倒引当金の増減額（△は減少） 116

売上債権の増減額（△は増加） △1,952

たな卸資産の増減額（△は増加） △4,226

仕入債務の増減額（△は減少） 5,975

その他 573

小計 13,014

利息及び配当金の受取額 42

利息の支払額 △1

法人税等の支払額 △6,593

法人税等の還付額 611

営業活動によるキャッシュ・フロー 7,073

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 △7,500

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 △3,454

無形固定資産の取得による支出 △720

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 △684

その他 △383

投資活動によるキャッシュ・フロー △9,743

財務活動によるキャッシュ・フロー  

配当金の支払額 △748

その他 △28

財務活動によるキャッシュ・フロー △777

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △3,447

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 20,778
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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」  

前年同四半期に係る財務諸表等 

（１）（要約）四半期連結損益計算書 

前第３四半期連結累計期間（平成20年３月１日～11月30日） 

  

科目 

前年同四半期
（平成21年２月期 
第３四半期） 

金額（百万円）

Ⅰ 売上高  204,471

Ⅱ 売上原価  151,589

売上総利益  52,881

Ⅲ 販売費及び一般管理費  44,092

  給与手当  16,240

  賃借料  9,035

  その他  18,817

営業利益  8,788

Ⅳ 営業外収益  2,193

Ⅴ 営業外費用  908

経常利益  10,074

Ⅵ 特別利益  14

Ⅶ 特別損失  1,563

税金等調整前四半期純利益  8,525

税金費用  4,565

四半期純利益  3,959
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前第３四半期連結累計期間（平成20年３月１日～11月30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３四半期） 

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純利益  8,525

減価償却費  1,676

減損損失   1,448

のれん償却額  295

負ののれん償却額 △122

賞与引当金の増減額（減少：△）  732

退職給付引当金の増減額（減少：△）  175

役員退職慰労引当金の増減額（減少：△） △7

貸倒引当金の増減額（減少：△）  12

投資損失引当金の増減額（減少：△）  2

受取利息及び受取配当金 △200

広告宣伝用器具受贈益 △175

支払利息  9

固定資産売却益 △0

固定資産除却損  45

売上債権の増減額（増加：△） △865

たな卸資産の増減額（増加：△） △2,396

仕入債務の増減額（減少：△）  6,112

その他  764

小計  16,030

利息及び配当金の受取額  98

利息の支払額 △7

法人税等の支払額 △6,776

営業活動によるキャッシュ・フロー  9,344

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  17,000

有形固定資産の取得による支出 △2,990

有形固定資産の売却による収入  20

無形固定資産の取得による支出 △447

貸付による支出 △604

差入保証金による支出 △988

差入保証金の返還による収入  123

その他の投資増減額（増加：△） △707

投資活動によるキャッシュ・フロー △2,593

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 △28

配当金の支払額 △860

その他 △2

財務活動によるキャッシュ・フロー △3,891

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)  2,859

Ⅵ 現金及び現金同等物の期首残高  17,988

Ⅶ 会社分割による現金及び現金同等物の減額 △109

Ⅷ 現金及び現金同等物の四半期末残高  20,738
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