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1.  平成22年11月期第1四半期の連結業績（平成21年11月16日～平成22年2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11月期第1四半期 23,873 △5.4 501 △44.0 619 △38.1 430 △18.1
21年11月期第1四半期 25,245 ― 895 ― 1,001 ― 526 ―

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11月期第1四半期 10.09 ―
21年11月期第1四半期 11.96 ―

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11月期第1四半期 35,748 12,247 34.3 286.85
21年11月期 36,450 12,161 33.4 284.83

（参考） 自己資本   22年11月期第1四半期  12,247百万円 21年11月期  12,161百万円

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  
平成22年２月６日開催の第３期定時株主総会において、平成22年４月１日をもって、普通株式５株を１株に併合することを決議しておりますため、22年11月
期(予想)は、株式併合を織り込んでおります。 

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11月期 ― 0.00 ― 8.00 8.00
22年11月期 ―
22年11月期 

（予想） 20.00 ― 20.00 40.00

3.  平成22年11月期の連結業績予想（平成21年11月16日～平成22年11月15日） 
（％表示は通期は対前期、第2四半期連結累計期間は対前年同四半期増減率）

（注）連結業績予想数値の当四半期における修正の有無  無  
平成22年２月６日開催の第３期定時株主総会において、平成22年４月１日をもって、普通株式５株を１株に併合することを決議しておりますため、上記の１
株当たり当期純利益は、株式併合を織り込んで計算しております。 

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

第2四半期 
連結累計期間 49,100 △0.6 1,800 5.3 2,000 3.1 1,100 6.5 128.81

通期 99,600 △0.7 3,500 2.6 4,000 1.8 2,080 23.0 243.57

-1-



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 
 上記に記載した予想数値は、現時点で入手可能な情報に基づき判断した見通しであり、多分に不確定な要素を含んでおります。実際の業績等は、業況
の変化等により、上記予想数値と異なる場合があります。業績予想に関する事項については、添付資料の４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参照下さい。 

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11月期第1四半期 42,709,940株 21年11月期  42,709,940株
② 期末自己株式数 22年11月期第1四半期  12,426株 21年11月期  11,706株
③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 22年11月期第1四半期 42,697,709株 21年11月期第1四半期 43,972,909株
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当第１四半期におけるわが国経済は、新興国向け輸出が好調であったことや政府の景気対策効果などを

背景に一部で持ち直しの兆しが見られるものの、雇用・所得に対する不安感は拭えず個人消費は依然低迷

する厳しい状況で推移しております。 

 当社グループが属するドラッグストア業界におきましても、消費者の節約志向の高まりや他業態を交え

た更なる企業間競争の激化など、業界を取り巻く環境は一層厳しいものとなっております。 

 このような経営環境のもと当社グループは、個々の店舗において、お客様のニーズに合った品揃え・価

格設定・サービスを常に追求し、地域のドラッグストアとしてお客様のお役に立つお店づくりを第一に努

めてまいりました。 

 店舗につきましては、㈱ジップドラッグで２店舗、㈱ライフォートで４店舗の計６店舗を新規出店いた

しました。退店は、㈱ジップドラッグで３店舗実施し、これにより当第1四半期連結会計期間末のグルー

プ直営店舗数は379店舗となりました。 

 営業につきましては、調剤部門の業績が処方箋受付枚数の増加により好調に推移した一方で、昨年来の

新型インフルエンザ流行の影響により主力商品である風邪薬及びその関連商品の大幅な販売不振につなが

ったことや、低価格ニーズに積極的に対応したものの単価減をカバーできる販売数を確保できなかったこ

とにより、当第1四半期連結会計期間の売上高は238億73百万円（前年同期比5.4％減）となりました。 

 損益面につきましては、店舗作業の効率化を進め生産性の向上を図ったものの、風邪薬関連商品の販売

不振による粗利益率の低下などにより、営業利益５億１百万円（前年同期比44.0％減）、経常利益６億19

百万円（前年同期比38.1％減）となりました。特別損益では、固定資産売却益30百万円を特別利益に計上

し、減損損失９百万円、固定資産除却損８百万円等の特別損失を21百万円計上したことにより、四半期純

利益は４億30百万円（前年同期比18.1％減）となりました。 

  

(1)資産、負債及び純資産の状況 

 （イ）資産 

流動資産は、前連結会計年度末に比べて８億40百万円減少し、174億10百万円となりました。こ

れは、主として現金及び預金が１億92百万円、流動資産の「その他」が４億81百万円、それぞれ減

少したことなどによります。 

固定資産は、前連結会計年度末に比べて１億37百万円増加し、183億円38百万円となりました。

これは、主として新規出店等により有形固定資産が２億13百万円増加したことなどによります。 

この結果、当第１四半期連結会計期間末における総資産は、前連結会計年度末に比べて７億２百

万円減少し、357億48百万円となりました。 

 （ロ）負債 

流動負債は、前連結会計年度末に比べて４億８百万円減少し、205億71百万円となりました。こ

れは、主として短期借入金が14億円増加したものの、買掛金が12億56百万円、未払法人税等が２億

85百万円、賞与引当金が２億74百万円、それぞれ減少したことなどによります。 

固定負債は、前連結会計年度末に比べて３億79百万円減少し、29億29百万円となりました。これ

は、主として長期借入金が３億51百万円減少したことなどによります。 

この結果、当第１四半期連結会計期間末における負債合計は、前連結会計年度末に比べて７億88

百万円減少し、235億円となりました。 

 （ハ）純資産 

純資産合計は、前連結会計年度末に比べて86百万円増加し、122億47百万円となりました。これ

は、主として配当金の支払３億41百万円があったものの、当期純利益４億30百万円を計上したこと

などによります。 

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
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(2)キャッシュ・フローの状況 

当第１四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

計年度末に比べて１億92百万円減少し、10億17百万円となりました。 

当第１四半期連結累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。 

（イ）営業活動によるキャッシュ・フロー 

営業活動の結果使用された資金は３億28百万円（前年同期比３億61百万円の支出減）となりまし

た。これは、主として税金等調整前四半期純利益６億28百万円に加えて、非資金支出項目である減

価償却費の計上２億84百万円、その他の資産の減少額４億２百万円があったものの、資金支出項目

として、賞与引当金の減少額２億74百万円、仕入債務の減少額12億56百万円、法人税等の支払額３

億74百万円となったことなどによります。 

（ロ）投資活動によるキャッシュ・フロー 

投資活動の結果使用された資金は５億５百万円（前年同期比１億74百万円の支出減）となりまし

た。これは、主として新規出店を中心とした設備投資による有形・無形固定資産の取得による支出

が６億44百万円となったことなどによります。  

（ハ）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６億41百万円（前年同期比12億33百万円の収入減）となりまし

た。これは、主として長期借入金の返済による支出４億16百万円、配当金の支払額３億41百万円が

あったものの、短期借入金の純増額14億円となったことなどによります。 

  

現時点における平成22年11月期の第２四半期累計期間及び通期の連結業績予想につきましては、平成

21年12月24日に公表した業績予想に変更はありません。 

  
  

該当事項はありません。 

  

①簡便な会計処理 

（たな卸資産の評価方法） 

当第１四半期連結会計期間末の棚卸高の算出に関しては、一部を除いて実地棚卸を省略し、前連

結会計年度末の実地棚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。 

②四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理 

該当事項はありません。 

  

該当事項はありません。 

  

  

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１四半期連結会計期間末
(平成22年２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11月15日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 1,017 1,210

売掛金 1,964 2,043

商品及び製品 12,113 12,204

原材料及び貯蔵品 24 20

その他 2,290 2,771

流動資産合計 17,410 18,250

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 5,784 5,478

その他（純額） 3,237 3,328

有形固定資産合計 9,021 8,807

無形固定資産   

のれん 432 455

その他 470 455

無形固定資産合計 903 910

投資その他の資産   

差入保証金 6,781 6,815

その他 1,657 1,693

貸倒引当金 △26 △26

投資その他の資産合計 8,413 8,482

固定資産合計 18,338 18,200

資産合計 35,748 36,450
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(単位：百万円)

当第１四半期連結会計期間末
(平成22年２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11月15日) 

負債の部   

流動負債   

買掛金 13,258 14,515

短期借入金 2,500 1,100

1年内返済予定の長期借入金 2,026 2,092

未払法人税等 91 377

賞与引当金 267 542

ポイント引当金 368 381

その他 2,057 1,971

流動負債合計 20,571 20,979

固定負債   

社債 300 300

長期借入金 2,291 2,643

退職給付引当金 15 15

役員退職慰労引当金 23 24

その他 298 326

固定負債合計 2,929 3,309

負債合計 23,500 24,289

純資産の部   

株主資本   

資本金 1,442 1,442

資本剰余金 859 859

利益剰余金 9,936 9,847

自己株式 △2 △2

株主資本合計 12,235 12,146

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 12 14

評価・換算差額等合計 12 14

純資産合計 12,247 12,161

負債純資産合計 35,748 36,450
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(2)【四半期連結損益計算書】 
【第１四半期連結累計期間】 

(単位：百万円)

前第１四半期連結累計期間 
(自 平成20年11月16日 
 至 平成21年２月15日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成21年11月16日 
 至 平成22年２月15日) 

売上高 25,245 23,873

売上原価 18,639 17,721

売上総利益 6,606 6,152

販売費及び一般管理費   

給料及び手当 2,201 2,135

賞与引当金繰入額 249 267

ポイント引当金繰入額 173 262

賃借料 1,240 1,234

その他 1,844 1,751

販売費及び一般管理費合計 5,710 5,650

営業利益 895 501

営業外収益   

受取利息 10 9

受取配当金 0 0

受取家賃 45 42

受取手数料 85 80

その他 50 40

営業外収益合計 191 174

営業外費用   

支払利息 16 13

賃貸費用 30 23

その他 38 19

営業外費用合計 85 56

経常利益 1,001 619

特別利益   

固定資産売却益 － 30

特別利益合計 － 30

特別損失   

固定資産除却損 3 8

減損損失 28 9

賃貸借契約解約損 9 4

商品評価損 21 －

その他 0 0

特別損失合計 62 21

税金等調整前四半期純利益 938 628

法人税、住民税及び事業税 105 55

法人税等調整額 307 142

法人税等合計 412 198

四半期純利益 526 430
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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)

前第１四半期連結累計期間 
(自 平成20年11月16日 
 至 平成21年２月15日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成21年11月16日 
 至 平成22年２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 938 628

減価償却費 276 284

のれん償却額 22 22

負ののれん償却額 △10 △10

賞与引当金の増減額（△は減少） △250 △274

退職給付引当金の増減額（△は減少） △11 －

ポイント引当金の増減額（△は減少） △404 △12

受取利息及び受取配当金 △10 △10

支払利息 16 13

固定資産受贈益 △17 △11

固定資産売却損益（△は益） － △30

固定資産除却損 3 8

減損損失 28 9

賃貸借契約解約損 9 4

売上債権の増減額（△は増加） 0 78

たな卸資産の増減額（△は増加） 393 76

その他の資産の増減額（△は増加） 210 402

仕入債務の増減額（△は減少） △739 △1,256

その他の負債の増減額（△は減少） △132 122

その他 15 10

小計 338 55

利息及び配当金の受取額 0 0

利息の支払額 △9 △10

法人税等の支払額 △1,019 △374

営業活動によるキャッシュ・フロー △690 △328

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 △593 △593

有形固定資産の売却による収入 － 97

無形固定資産の取得による支出 △11 △50

敷金及び保証金の差入による支出 △132 △44

敷金及び保証金の回収による収入 91 86

その他 △34 △1

投資活動によるキャッシュ・フロー △680 △505

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） 2,700 1,400

長期借入金の返済による支出 △197 △416

自己株式の取得による支出 △271 △0

配当金の支払額 △356 △341

財務活動によるキャッシュ・フロー 1,874 641

現金及び現金同等物に係る換算差額 － －

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 504 △192

現金及び現金同等物の期首残高 1,280 1,210

現金及び現金同等物の四半期末残高 1,784 1,017
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該当事項はありません。 

  

該当事項はありません。 

  

当社グループの事業は、医薬品、健康食品、化粧品、日用品等の販売とこれに付帯する業務の単一

事業であり、当該事業以外に事業の種類が無いため、セグメント別の記載は行っておりません。 

 商品の部門別の仕入実績及び販売実績は、以下のとおりであります。 

 
  (注) 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

  

 
  (注) 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

(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

(6) 仕入、販売の状況

①仕入実績

商品の部門

当第１四半期連結会計期間 
(自 平成21年11月16日  

  至 平成22年２月15日)

金額(百万円) 構成比(％) 前年同四半期比(％)

 調剤 1,675 9.5 106.7

 小売・卸売

   ヘルスケア 4,445 25.2 98.2

   ビューティケア 5,466 31.0 98.3

   ハウスキーピング 3,766 21.4 94.3

   コンビニエンス 2,283 12.9 87.3

小売・卸売計 15,961 90.5 95.6

合計 17,637 100.0 96.5

②販売実績

商品の部門

当第１四半期連結会計期間 
(自 平成21年11月16日  

  至 平成22年２月15日)

金額(百万円) 構成比(％) 前年同四半期比(％)

 調剤 2,484 10.4 104.4

 小売

   ヘルスケア 6,542 27.4 91.4

   ビューティケア 7,152 29.9 96.7

   ハウスキーピング 4,609 19.3 93.5

   コンビニエンス 2,927 12.3 91.7

小売計 21,232 88.9 93.6

 卸売 156 0.7 83.0

合計 23,873 100.0 94.6
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