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1.  平成22年3月期第3四半期の連結業績（平成21年3月16日～平成21年12月15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3四半期 176,003 ― 5,944 ― 6,266 ― 3,540 ―

21年3月期第3四半期 173,435 3.9 5,803 △21.1 6,163 △17.6 3,534 △18.6

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3四半期 144.01 ―

21年3月期第3四半期 143.78 ―

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3四半期 171,561 85,511 49.8 3,475.46
21年3月期 165,939 82,831 49.9 3,366.86

（参考） 自己資本   22年3月期第3四半期  85,435百万円 21年3月期  82,765百万円

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 ― 0.00 ― 35.00 35.00
22年3月期 ― 0.00 ―

22年3月期 
（予想）

35.00 35.00

3.  平成22年3月期の連結業績予想（平成21年3月16日～平成22年3月15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 241,000 3.0 8,140 4.4 8,370 2.0 4,180 67.1 170.03
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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、３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、３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、３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。 
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。 

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3月期第3四半期 24,583,420株 21年3月期  24,583,420株

② 期末自己株式数 22年3月期第3四半期  960株 21年3月期  960株

③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 22年3月期第3四半期 24,582,460株 21年3月期第3四半期 24,582,466株
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  当第３四半期連結累計期間（平成21年３月16日～平成21年12月15日）におけるわが国経済は、昨年からの世界的な

景気後退の影響による企業収益の悪化から景気減速感は続き、引き続き厳しい状況となりました。個人消費において

も、企業収益の悪化に伴い雇用環境が一段と悪化したことや、所得の伸び悩みなど先行き不透明感が増したことなど

から、消費者心理は悪化傾向のまま推移いたしました。 

 このような中、当社グループでは、高齢化社会の到来に対応し、ドラッグストアとして安心安全、予防にフォーカ

スした商品や機能性を重視した商品の品揃えを強化しました。また、小売業全体の競争激化に対する差別化策とし

て、専門性強化策を推進し、医薬品における第１類などの治療を目的とした商品の品揃えやカウンセリング機能、及

び生活防衛のための生活必需品の強化に努めてまいりました。このこともあり当第３四半期連結累計期間において

は、引き続き新型インフルエンザの流行に伴うマスクなどの予防関連商品が順調に推移したことや、消費者心理の悪

化に対応するべく開発輸入商材等を強化したこと等から、生活必需品等の商品が順調に推移しました。 

 出店につきましては、ドミナント化を推進するべく、既存地区である群馬県、長野県に各２店舗、岩手県、山形

県、宮城県、栃木県、山梨県、静岡県に各１店舗の計10店舗を出店いたしました。また、群馬県の２店舗、山形県、

福島県、宮城県、栃木県、茨城県の既存店舗に各１店舗の計７件の調剤薬局を併設いたしました。なお、茨城県の２

店舗と宮城県の１店舗の計３店舗をリロケーションの一環として退店しております。 

 以上の結果、当第３四半期連結累計期間の売上高は1,760億３百万円となりました。一方、利益につきましては、

専門性強化策や予防関連商品の需要が増加したこと等により粗利益率の改善につながりました。また省エネ対策機器

の導入により水道光熱費等が抑制されたことに加え、円高及び原油安となったこと等から消耗品・備品関連等の調達

コストを大幅に削減したこと等、販売費及び一般管理費の抑制に努めた結果、営業利益は59億44百万円、経常利益62

億66百万円、四半期純利益35億40百万円となりました。 

  

  

  第３四半期連結会計期間末における総資産は1,715億61百万円（前期末比56億21百万円増）となりました。これは

主に、現預金及びたな卸資産が増加したことによるものであります。 

負債の部は860億50百万円（前期末比29億42百万円増）となりました。これは主に、買掛金、賞与引当金及び長期

借入金の増加によるものであります。 

純資産の部は855億11百万円（前期末比26億79百万円増）となりました。    

  

  

 平成21年10月28日に公表いたしました連結業績予想から修正は行っておりません。  

  

  

 該当事項はありません。  

    

①簡便な会計処理 

 繰延税金資産の回収可能性の判断に関して、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、前連結会計年度末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り算定しております。 

②四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理  

 税金費用の計算において、当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する方法を採用しております。 

 なお、法人税等調整額は法人税等に含めて表示しています。 

   

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。 

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

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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②重要な資産の評価基準及び評価方法の変更 

  商品については、従来、主として売価還元法による原価法によっておりましたが、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）が適用されたこ

とに伴い、主として売価還元法による原価法（貸借対照表価額については収益性の低下に基づく簿価切下げの

方法）により算定しております。 

  ただし調剤薬品については、総平均法による原価法（貸借対照表価額については収益性の低下に基づく簿価

切下げの方法）により算定しております。 

 これによる損益に与える影響は軽微であります。 

③リース取引に関する会計基準の適用 

  所有権移転外ファイナンス・リース取引については、従来、賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっ

ておりましたが、「リース取引に関する会計基準」（企業会計基準第13号（平成５年６月17日（企業会計審議

会第一部会）、平成19年３月30日改正））及び「リース取引に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適

用指針第16号（平成６年１月18日（日本公認会計士協会 会計制度委員会）、平成19年３月30日改正））が平

成20年４月１日以降開始する連結会計年度に係る四半期連結財務諸表から適用することができることになった

ことに伴い、第１四半期連結会計期間からこれらの会計基準等を適用し、通常の売買取引に係る会計処理によ

っております。また、所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産の減価償却の方法について

は、リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用しております。 

   これによる損益に与える影響はありません。 

 なお、リース取引開始日が適用初年度前の所有権移転外ファイナンス・リース取引については、通常の賃貸

借取引に係る方法に準じた会計処理を引き続き採用しております。 
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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12月15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15日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 25,092 21,254

売掛金 1,319 1,346

商品 19,614 17,293

貯蔵品 13 16

その他 3,387 3,786

流動資産合計 49,427 43,698

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 43,382 43,336

土地 57,815 57,312

その他（純額） 4,008 4,323

有形固定資産合計 105,206 104,971

無形固定資産   

のれん 417 557

その他 5,216 5,511

無形固定資産合計 5,634 6,068

投資その他の資産   

敷金及び保証金 8,720 8,464

その他 2,572 2,737

投資その他の資産合計 11,293 11,201

固定資産合計 122,134 122,241

資産合計 171,561 165,939

負債の部   

流動負債   

買掛金 37,345 36,589

短期借入金 14,217 14,183

未払法人税等 983 1,262

賞与引当金 1,532 824

その他 4,325 3,936

流動負債合計 58,405 56,796

固定負債   

長期借入金 22,936 21,909

退職給付引当金 3,752 3,448

役員退職慰労引当金 422 386

その他 534 567

固定負債合計 27,645 26,312

負債合計 86,050 83,108
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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12月15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15日) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 13,001 13,001

資本剰余金 14,882 14,882

利益剰余金 57,574 54,894

自己株式 △3 △3

株主資本合計 85,454 82,774

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △19 △9

繰延ヘッジ損益 － 0

評価・換算差額等合計 △19 △9

新株予約権 75 65

純資産合計 85,511 82,831

負債純資産合計 171,561 165,939
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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16日 
 至 平成21年12月15日) 

売上高 176,003

売上原価 138,583

売上総利益 37,420

販売費及び一般管理費 31,475

営業利益 5,944

営業外収益  

受取利息 34

受取配当金 3

協賛金収入 148

受取手数料 348

受取賃貸料 315

その他 84

営業外収益合計 936

営業外費用  

支払利息 344

支払手数料 117

賃貸収入原価 90

その他 61

営業外費用合計 614

経常利益 6,266

特別損失  

固定資産売却損 33

固定資産除却損 42

その他 4

特別損失合計 80

税金等調整前四半期純利益 6,185

法人税等 2,645

四半期純利益 3,540
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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16日 
 至 平成21年12月15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 6,185

減価償却費 3,955

のれん償却額 139

固定資産除却損 42

賞与引当金の増減額（△は減少） 708

退職給付引当金の増減額（△は減少） 303

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 35

受取利息及び受取配当金 △38

支払利息 344

有形固定資産売却損益（△は益） 33

売上債権の増減額（△は増加） 27

たな卸資産の増減額（△は増加） △2,318

その他の流動資産の増減額（△は増加） 449

仕入債務の増減額（△は減少） 756

その他 563

小計 11,190

利息及び配当金の受取額 4

利息の支払額 △337

法人税等の支払額 △3,051

営業活動によるキャッシュ・フロー 7,805

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 △3,743

有形固定資産の売却による収入 99

無形固定資産の取得による支出 △181

長期前払費用の取得による支出 △43

敷金の差入による支出 △531

敷金及び保証金の回収による収入 231

その他 △6

投資活動によるキャッシュ・フロー △4,175

財務活動によるキャッシュ・フロー  

短期借入金の純増減額（△は減少） △800

長期借入れによる収入 12,000

長期借入金の返済による支出 △10,138

配当金の支払額 △856

財務活動によるキャッシュ・フロー 205

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 3,835

現金及び現金同等物の期首残高 21,178

現金及び現金同等物の四半期末残高 25,013
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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。 

  

「参考資料」  

前年同四半期に係る財務諸表等 

（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16日～12月15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

科目 

前年同四半期
（平成21年3月期 
第3四半期） 

金額（百万円）

Ⅰ 売上高  173,435

Ⅱ 売上原価  136,953

売上総利益  36,481

Ⅲ 販売費及び一般管理費  30,678

営業利益  5,803

Ⅳ 営業外収益  977

Ⅴ 営業外費用  617

経常利益  6,163

Ⅵ 特別利益  16

Ⅶ 特別損失  182

税金等調整前四半期純利益  5,997

税金費用  2,463

四半期純利益  3,534

６．その他の情報
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