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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4月1日～平成21年12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3月期第3四半期 31,521 5.9 727 137.6 665 71.2 343 86.2
21年3月期第3四半期 29,777 ― 305 ― 388 ― 184 ―

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 26,106.37 ―

21年3月期第3四半期 13,844.26 ―

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 18,357 3,381 18.4 259,078.65
21年3月期 17,496 3,122 17.8 234,100.50

（参考） 自己資本   22年3月期第3四半期  3,381百万円 21年3月期  3,122百万円

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 ― 4,000.00 4,000.00
22年3月期 ― 0.00 ―

22年3月期 
（予想）

4,000.00 4,000.00

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  有  
 

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 41,088 4.3 746 204.0 670 103.7 330 143.9 25,053.14



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） 

（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。 

(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、
実際の実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。なお、上記予想に関する事項は、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。 

① 会計基準等の改正に伴う変更 無

② ①以外の変更 有

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 13,340株 21年3月期  13,340株

② 期末自己株式数 22年3月期第3四半期  289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3四半期 13,172株 21年3月期第3四半期 13,340株



 当第３四半期（９ヶ月）におけるわが国経済は、一部に景気回復の兆しが伝えられておりますが、個人消費につ

いては、雇用・所得環境の悪化による将来の不安から、生活防衛意識が高まり低調に推移しております。 

 当ドラッグストア業界におきましても、新型インフルエンザの感染拡大によるマスク等のインフルエンザ関連

商品の売上増加等がありましたが、平成21年６月に施行されました改正薬事法により、異業種参入や業務・資本

提携、Ｍ＆Ａ等の企業の統合・再編が加速するほか、競合他社の出店や価格競争の激化などにより、経営環境は

一層厳しさを増しております。  

このような状況のもと、当社グループといたしましては、より一層お客さまのニーズにあった店舗づくりとお客

さまへのサービス向上に努めるとともに、経営基盤強化・経営効率向上にも努めてまいりました。 

 店舗面では、店舗床面積300坪タイプのスーパードラッグ１店舗、200坪タイプのドラッグストア１店舗及び調

剤薬局１店舗を新設いたしました。一方、既存店の見直しのなかで６店舗の閉店を行いました。これにより、平

成21年12月末日現在の店舗数は130店舗となりました。 

 これらの結果、当第３四半期（９ヶ月）の連結業績は、売上高は315億21百万円（前年同期比5.9％増）、営業

利益は７億27百万円（前年同期比137.6％増）、経常利益は６億65百万円（前年同期比71.2％増）、四半期純利益

は３億43百万円（前年同期比86.2％増）となりました。 

  

  

 当第３四半期末における資産合計は、183億57百万円となり、前連結会計年度末に比べて、８億61百万円増加と

なりました。その主な要因は、商品が４億51百万円、有形固定資産が２億23百万円それぞれ増加したことなどによ

ります。 

  当第３四半期末における負債合計は、149億76百万円となり、前連結会計年度末に比べて、６億２百万円増加と

なりました。その主な要因は、買掛金が４億90百万円増加したことなどによります。 

  当第３四半期末における純資産合計は、33億81百万円となり、前連結会計年度末に比べて、２億58百万円増加と

なりました。その主な要因は、四半期純利益により利益剰余金が３億43百万円増加、配当金の支払により53百万円

減少したことなどによります。 

 （キャッシュ・フローの状況） 

 当第３四半期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て、４億84百

万円増加し、当第３四半期末には、13億82百万円になりました。 

  営業活動による資金の獲得額は11億84百万円であり、前第３四半期連結累計期間に比べ、９億80百万円増加し

ました。その主な要因は、営業利益の増加により税金等調整前四半期純利益が前第３四半期連結累計期間に比

べ、２億87百万円増加し、たな卸資産の増加額が前第３四半期連結累計期間に比べ、７億29百万円減少したこと

などによります。 

 投資活動による資金の支出額は３億71百万円であり、前第３四半期連結累計期間に比べ、24億25百万円減少し

ました。その主な要因は、新規出店数の減少により有形固定資産の取得による支出が４億41百万円と前第３四半

期連結累計期間に比べ、20億88百万円減少したことなどによります。 

 財務活動による資金の支出額は３億28百万円（前第３四半期連結累計期間は、27億30百万円の獲得）でありま

した。その主な要因は、前第３四半期連結累計期間に比べ、長期借入れによる収入が23億20百万円減少したこと

などによります。 

  

  

 最近の業績動向を踏まえ、平成21年11月６日に公表いたしました平成22年３月期の連結業績予想を修正いたしま

した。 

 詳細につきましては、平成22年２月５日公表の「業績予想の修正に関するお知らせ」をご参照下さい。  

  

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



  

 該当事項はありません。 

  

  

① たな卸資産の評価方法 

 当第３四半期連結会計期間末のたな卸高の算出に関しましては、実地たな卸を省略し、前連結会計年度末の

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。  

② 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きましては、連結会計年度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。 

  

  

 不動産賃貸料及び不動産賃貸料原価については、従来、営業外収益及び営業外費用に計上しておりましたが、

自社物件の賃貸料収入が会社の主たる事業目的に付随する業務により生じた収入であり、店舗網の拡大等に伴っ

て今後とも増加することが予想されることから、経営成績をより適切に表示するため、第１四半期連結会計期間

より売上高及び売上原価に含めて計上する方法に変更しております。 

 この変更により、従来の方法によった場合に比べ、売上高は95百万円、売上総利益及び営業利益は39百万円そ

れぞれ増加しておりますが、経常利益及び税金等調整前四半期純利益に与える影響はありません。 

  

  

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



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３四半期連結会計期間末
(平成21年12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３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 1,382,580 898,536

売掛金 523,910 446,628

商品 4,556,018 4,104,989

貯蔵品 3,265 3,265

繰延税金資産 87,346 127,089

その他 492,434 728,166

流動資産合計 7,045,556 6,308,677

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 3,019,180 2,754,964

土地 4,379,066 4,379,066

その他（純額） 909,881 950,604

有形固定資産合計 8,308,127 8,084,635

無形固定資産 82,822 91,606

投資その他の資産   

その他 2,994,255 3,055,003

貸倒引当金 △73,244 △43,500

投資その他の資産合計 2,921,011 3,011,503

固定資産合計 11,311,961 11,187,745

資産合計 18,357,518 17,496,422



（単位：千円）

当第３四半期連結会計期間末
(平成21年12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３月31日) 

負債の部   

流動負債   

買掛金 4,370,569 3,880,068

短期借入金 1,500,000 1,550,000

1年内返済予定の長期借入金 1,687,685 1,810,569

未払法人税等 170,017 23,487

賞与引当金 108,314 228,335

ポイント引当金 27,865 31,178

その他 676,246 524,779

流動負債合計 8,540,698 8,048,417

固定負債   

長期借入金 5,602,516 5,611,168

退職給付引当金 161,870 144,758

役員退職慰労引当金 101,125 101,125

その他 570,072 468,052

固定負債合計 6,435,584 6,325,104

負債合計 14,976,282 14,373,521

純資産の部   

株主資本   

資本金 439,589 439,589

資本剰余金 481,788 481,788

利益剰余金 2,492,339 2,201,825

自己株式 △32,053 －

株主資本合計 3,381,664 3,123,204

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △429 △303

評価・換算差額等合計 △429 △303

純資産合計 3,381,235 3,122,900

負債純資産合計 18,357,518 17,496,422



（２）四半期連結損益計算書 
（第３四半期連結累計期間） 

（単位：千円）

前第３四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年12月31日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年12月31日) 

売上高 29,777,125 31,521,936

売上原価 22,799,105 24,146,043

売上総利益 6,978,019 7,375,892

販売費及び一般管理費 6,672,051 6,648,848

営業利益 305,968 727,043

営業外収益   

受取利息 187 57

受取配当金 13,628 1,122

受取手数料 10,808 1,813

不動産賃貸料 77,574 －

固定資産受贈益 53,019 9,672

その他 47,492 28,302

営業外収益合計 202,712 40,969

営業外費用   

支払利息 78,012 97,369

不動産賃貸原価 35,505 －

その他 6,603 5,607

営業外費用合計 120,121 102,977

経常利益 388,559 665,035

特別損失   

減損損失 35,355 8,598

店舗閉鎖損失 － 14,252

貸倒引当金繰入額 － 29,744

貸倒損失 － 1,660

たな卸資産評価損 20,752 －

その他 8,692 －

特別損失合計 64,799 54,256

税金等調整前四半期純利益 323,759 610,779

法人税、住民税及び事業税 97,531 227,402

法人税等調整額 41,546 39,503

法人税等合計 139,077 266,906

四半期純利益 184,682 343,873



（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

（単位：千円）

前第３四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年12月31日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年12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 323,759 610,779

減価償却費 323,973 381,777

減損損失 35,355 8,598

貸倒引当金の増減額（△は減少） － 29,744

賞与引当金の増減額（△は減少） △62,013 △120,021

退職給付引当金の増減額（△は減少） 17,208 17,112

ポイント引当金の増減額（△は減少） 2,005 △3,313

受取利息及び受取配当金 △13,816 △1,180

固定資産受贈益 △53,019 △9,672

支払利息 78,012 97,369

貸倒損失 － 1,660

固定資産除却損 162 －

たな卸資産評価損 20,752 －

売上債権の増減額（△は増加） △110,762 △77,281

たな卸資産の増減額（△は増加） △1,180,291 △451,029

仕入債務の増減額（△は減少） 1,301,854 490,501

未払消費税等の増減額（△は減少） 563 △15,278

その他 △19,729 314,683

小計 664,014 1,274,450

利息及び配当金の受取額 1,316 1,180

利息の支払額 △86,194 △91,578

法人税等の支払額又は還付額（△は支払） △375,831 193

営業活動によるキャッシュ・フロー 203,305 1,184,246

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 △2,529,286 △441,279

無形固定資産の取得による支出 △81,837 △10,082

敷金及び保証金の差入による支出 △296,204 △41,643

敷金及び保証金の回収による収入 110,981 111,332

預り保証金の受入による収入 1,445 14,550

預り保証金の返還による支出 △1,998 △2,343

その他 － △2,270

投資活動によるキャッシュ・フロー △2,796,899 △371,736

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） 350,000 △50,000

長期借入れによる収入 3,650,000 1,330,000

長期借入金の返済による支出 △1,188,237 △1,461,536

自己株式の取得による支出 － △32,053

配当金の支払額 △66,591 △53,276

その他 △15,046 △61,601

財務活動によるキャッシュ・フロー 2,730,125 △328,467

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 136,531 484,043

現金及び現金同等物の期首残高 1,009,624 898,536

現金及び現金同等物の四半期末残高 1,146,156 1,382,580



 該当事項はありません。 

  

 前第３四半期連結累計期間（自平成20年４月１日 至平成20年12月31日） 

 当社グループは医薬品・化粧品等の小売業という単一事業を営んでおり、事業の種類別セグメントの記載は困

難であるため、記載を省略しております。 

  

 当第３四半期連結累計期間（自平成21年４月１日 至平成21年12月31日）  

 医薬品・化粧品等の小売事業の売上高及び営業利益の金額は、全セグメントの売上高の合計及び営業利益の金

額の合計額に占める割合がいずれも90％超であるため、事業の種類別セグメント情報の記載を省略しておりま

す。 

  

  

 前第３四半期連結累計期間（自平成20年４月１日 至平成20年12月31日）及び当第３四半期連結累計期間（自

平成21年４月１日 至平成21年12月31日） 

 本邦以外の国または地域に所在する連結子会社及び在外支店はないため、該当事項はありません。 

  

  

 前第３四半期連結累計期間（自平成20年４月１日 至平成20年12月31日）及び当第３四半期連結累計期間（自

平成21年４月１日 至平成21年12月31日） 

 海外売上高はないため、該当事項はありません。 

  

  

 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）セグメント情報

〔事業の種類別セグメント情報〕

〔所在地別セグメント情報〕

〔海外売上高〕

（６）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記

６．その他の情報
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