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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 190,760 8.1 11,991 9.9 12,341 11.0 7,141 11.6
21年3月期第3四半期 176,422 ― 10,914 ― 11,122 ― 6,398 ―

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 113.31 ―
21年3月期第3四半期 101.53 ―

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 132,846 67,014 50.4 1,063.32
21年3月期 98,997 61,770 62.4 980.12

（参考） 自己資本  22年3月期第3四半期  67,014百万円 21年3月期  61,770百万円

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 ― 14.00 ― 15.00 29.00
22年3月期 ― 15.00 ―
22年3月期 

（予想）
15.00 30.00

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 285,840 22.9 16,200 9.2 16,650 10.1 9,600 7.6 152.32



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）  有  

(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。業績予想の前提となる仮定及び業績予想のご利用に当たっての注意事項等について、
４ページ【定期的情報・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。 

新規 1社 （社名 ダイレックス株式会社 ） 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3月期第3四半期 67,165,592株 21年3月期 67,165,592株
② 期末自己株式数 22年3月期第3四半期 4,141,872株 21年3月期 4,141,695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 63,023,838株 21年3月期第3四半期 63,024,007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３四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による企業収益の低迷が続いており、景

気は深刻な状況にあります。物価動向もデフレ状況にあり、更なる景気悪化が懸念されており、引続き厳しい状況で

推移いたしました。個人消費におきましても、雇用環境は依然として厳しく、先行き不安感による生活防衛意識の高

まりなどから低調な推移となりました。

　ドラッグストア業界におきましては、競合他社による積極的な出店や価格競争が更に激しさを増し、厳しい経営環

境が続いております。

　このような状況のもと、当社グループは、引き続き、「安心・信頼・便利」の提供をキーワードに、お客様のニー

ズに応える質の高い出店と、サービスレベルの向上などに努めました。

　当第３四半期連結累計期間は、売上面において、新型インフルエンザの国内感染の広がりに伴い関連商品の販売増

加などにより、上半期までは、既存店売上高が堅調に推移いたしましたが、第３四半期に入り、個人消費の低迷に加

え、天候不順や風邪薬等季節商品の販売が振るわず既存店売上高が弱含みで推移いたしました。損益面では、販売価

格や販促の見直しによる粗利益の確保に取り組みつつ、経費の削減に努めました。

　新規出店につきましては、直営店で地区別に東北地区５店舗、関東地区17店舗、信越地区１店舗、東海地区５店舗、

近畿地区６店舗、九州地区６店舗の合計40店を新規開設し、子会社の星光堂薬局で、２店舗、同じく子会社のサンド

ラッグファーマシーズで、調剤薬局４店舗を新規開設いたしました。フランチャイズ店につきましては、８店舗の新

規契約締結と４店舗の解約を実施いたしました。更に、平成21年12月に九州地区、沖縄地区、中国地区及び四国地区

においてディスカウントストア135店舗を展開するダイレックス株式会社の全株式を取得し子会社化いたしました。

　また、既存店につきましては、直営店で２店舗のスクラップアンドビルドを実施したほか、５店舗の閉店と40店舗

の改装を実施し、子会社のサンドラッグファーマシーズにおきましても１店舗の閉店を実施し活性化を図りました。

　この結果、当第３四半期連結会計期間末のグループ全体の店舗数は、直営店434店舗、子会社の星光堂薬局50店舗、

サンドラッグファーマシーズ（調剤薬局）21店舗、ダイレックス（ディスカウントストア）135店舗、フランチャイズ

店118店舗となり、合計758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の連結業績は、売上高1,907億60百万円（前年同期比8.1％増）、営業利益

119億91百万円（同9.9％増）、経常利益123億41百万円（同11.0％増）、四半期純利益71億41百万円（同11.6％増）と

なり、前年同期比増収・増益となりました。

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３四半期連結会計期間末における資産合計は、前連結会計年度末に比べ338億49百万円増加し1,328億46百万円

となりました。主な要因は、店舗数の増加による商品及び保証金等の増加に加え、ダイレックス連結による増加によ

るものであります。

　負債合計は前連結会計年度末に比べ286億５百万円増加し658億31百万円となりました。主な要因は、仕入の増加に

よる買掛金の増加に加え、ダイレックス連結による借入金等の増加によるものであります。

　純資産合計は、前連結会計年度末に比べ52億43百万円増加し670億14百万円となりました。

　以上の結果、自己資本比率は12.0ポイント低下し50.4％となりました。

　（２）キャッシュ・フローの状況

　当第３四半期連結会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、前連結会計期間末に比べ

48億52百万円減少し、153億３百万円となりました。

　当第３四半期連結会計期間における各キャッシュ・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、前第３四半期連結会計期間に比べ22億63百万円減少し、13億49百万円（前年同期

比62.6％減）となりました。これは主に、たな卸資産の増加額が前第３四半期連結会計期間に比べ増加したこと及び

仕入債務の増加額が前第３四半期連結会計期間に比べ減少し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、前第３四半期連結会計期間に比べ67億67百万円増加し、84億32百万円（同406.2％

増）となりました。これは主に、子会社株式の取得による支出が前第３四半期連結会計期間に比べ増加したこと等に

よるものであります。

（財務活動によるキャッシュ・フロー）

　財務活動の結果得られた資金は、前第３四半期連結会計期間に比べ969百万円増加し、90百万円となりました。これ

は主に、借入による収入が前第３四半期連結会計期間に比べ増加したこと等によるものであります。
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３．連結業績予想に関する定性的情報

　最近の業績動向を踏まえ、平成21年11月９日に発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９日発表の「業績予想の修正に関するお知らせ」をご参照下さい。

 

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）

　第３四半期連結会計期間において新たに株式を取得したことにより、ダイレックス㈱を連結の範囲に含めてお

ります。

（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

①．簡便な会計処理

（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、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。

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３四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。

（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。
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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 16,114 20,155 

売掛金 8,767 8,402 

商品 39,122 23,094 

原材料及び貯蔵品 83 48 

その他 11,005 10,522 

貸倒引当金 △11 △11 

流動資産合計 75,081 62,211 

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 16,405 8,853 

その他（純額） 11,014 5,674 

有形固定資産合計 27,420 14,528 

無形固定資産   

のれん 2,445 366 

その他 4,052 3,895 

無形固定資産合計 6,498 4,261 

投資その他の資産   

敷金及び保証金 13,086 11,245 

その他 10,764 6,752 

貸倒引当金 △3 △2 

投資その他の資産合計 23,846 17,994 

固定資産合計 57,765 36,785 

資産合計 132,846 98,997 



（単位：百万円）

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 38,242 26,560 

短期借入金 4,208 － 

未払法人税等 2,187 3,476 

役員賞与引当金 52 － 

ポイント引当金 1,262 1,047 

その他 6,451 4,208 

流動負債合計 52,404 35,293 

固定負債   

長期借入金 9,819 － 

退職給付引当金 609 238 

役員退職慰労引当金 201 172 

その他 2,796 1,521 

固定負債合計 13,427 1,932 

負債合計 65,831 37,226 

純資産の部   

株主資本   

資本金 3,931 3,931 

資本剰余金 7,409 7,409 

利益剰余金 62,531 57,280 

自己株式 △3,601 △3,601 

株主資本合計 70,270 65,020 

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 10 17 

土地再評価差額金 △3,266 △3,266 

評価・換算差額等合計 △3,256 △3,249 

純資産合計 67,014 61,770 

負債純資産合計 132,846 98,997 



（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）

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 176,422 190,760 

売上原価 135,479 144,927 

売上総利益 40,942 45,832 

販売費及び一般管理費 30,028 33,841 

営業利益 10,914 11,991 

営業外収益   

受取利息 78 70 

受取配当金 3 3 

固定資産受贈益 109 228 

その他 85 64 

営業外収益合計 277 367 

営業外費用   

支払利息 0 13 

商品廃棄損 65 － 

租税公課 － 3 

その他 3 0 

営業外費用合計 69 16 

経常利益 11,122 12,341 

特別利益   

受取補償金 10 27 

その他 － 0 

特別利益合計 10 28 

特別損失   

固定資産除却損 111 59 

賃貸借契約解約損 35 22 

固定資産売却損 0 － 

減損損失 90 5 

借入金期日前返済違約金 － 31 

特別損失合計 237 118 

税金等調整前四半期純利益 10,895 12,251 

法人税等 4,497 5,109 

四半期純利益 6,398 7,141 



（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

（単位：百万円）

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 10,895 12,251 

減価償却費 1,768 1,975 

減損損失 90 5 

退職給付引当金の増減額（△は減少） 18 42 

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 5 8 

貸倒引当金の増減額（△は減少） 4 0 

役員賞与引当金の増減額（△は減少） △44 41 

ポイント引当金の増減額（△は減少） 179 195 

受取利息及び受取配当金 △82 △73 

支払利息 0 13 

固定資産除却損 111 59 

売上債権の増減額（△は増加） △1,757 △269 

たな卸資産の増減額（△は増加） △1,446 △3,451 

未収入金の増減額（△は増加） △822 857 

仕入債務の増減額（△は減少） 5,096 2,499 

未払消費税等の増減額（△は減少） △92 104 

その他 231 360 

小計 14,156 14,620 

利息及び配当金の受取額 37 5 

利息の支払額 － △11 

法人税等の支払額 △6,297 △6,629 

営業活動によるキャッシュ・フロー 7,895 7,985 

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 △1,754 △2,987 

無形固定資産の取得による支出 △107 △96 

貸付けによる支出 △857 △626 

貸付金の回収による収入 37 10 

敷金及び保証金の差入による支出 △729 △614 

敷金及び保証金の回収による収入 125 126 

営業譲受による支出 △238 － 

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による
支出 － △7,999 

その他 △403 205 

投資活動によるキャッシュ・フロー △3,927 △11,981 

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 － 3,000 

短期借入金の返済による支出 － △3,305 

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 － △10,661 

配当金の支払額 △1,760 △1,888 

自己株式の取得による支出 △0 △0 

財務活動によるキャッシュ・フロー △1,760 △856 

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 2,207 △4,852 

現金及び現金同等物の期首残高 16,233 20,155 

現金及び現金同等物の四半期末残高 18,440 15,303 



（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）セグメント情報

〔事業の種類別セグメント情報〕

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）

　医薬品・化粧品・日用雑貨等の販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。

〔所在地別セグメント情報〕

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）

本邦以外の国又は地域に所在する連結子会社がないため、該当事項はありません。

〔海外売上高〕

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）

海外売上高がないため、該当事項はありません。

（６）株主資本の金額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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