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1.  平成23年2月期第2四半期の連結業績（平成22年3月1日～平成22年8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 ％

23年2月期第2四半期 21,333 5.4 524 34.3 577 36.3 324 32.3
22年2月期第2四半期 20,232 ― 390 ― 423 ― 245 ―

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

23年2月期第2四半期 11,362.69 ―
22年2月期第2四半期 8,589.91 ―

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

23年2月期第2四半期 18,702 6,181 33.1 216,627.81
22年2月期 17,081 5,951 34.8 208,567.08

（参考） 自己資本   23年2月期第2四半期  6,181百万円 22年2月期  5,951百万円

2.  配当の状況 

（注）当四半期における配当予想の修正有無  無   

年間配当金
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

22年2月期 ― 0.00 ― 3,300.00 3,300.00
23年2月期 ― 0.00
23年2月期 

（予想）
― 3,300.00 3,300.00

3.  平成23年2月期の連結業績予想（平成22年3月1日～平成23年2月28日） 
（％表示は、対前期増減率）

（注）当四半期における業績予想の修正有無  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 41,753 6.4 917 21.6 998 26.4 510 30.6 17,882.48



(1) 当四半期中における重要な子会社の異動  無  

（注）当四半期会計期間における連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動の有無となります。 

(2) 簡便な会計処理及び特有の会計処理の適用  有  
（注）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の有無となります。 

(3) 会計処理の原則・手続、表示方法等の変更 

（注）「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
示方法等の変更の有無となります。 

(4) 発行済株式数（普通株式） 

※四半期レビュー手続の実施状況に関する表示 
この四半期決算短信は、金融商品取引法に基づく四半期レビュー手続の対象外でありますが、この四半期決算短信の開示時点において、金融商品取引
法に基づく四半期連結財務諸表のレビュー手続は終了しております。 

※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条件及び業績予想のご利用にあたっての注意事項等について
は、【添付資料】Ｐ.４「1. 当四半期の連結業績等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」をご覧ください。 

4.  その他 （詳細は、【添付資料】Ｐ.５ 「2. その他の情報」をご覧ください。）

新規 ―社 （社名 ）、 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） 23年2月期2Q 30,012株 22年2月期  30,012株
② 期末自己株式数 23年2月期2Q  1,478株 22年2月期  1,478株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 23年2月期2Q 28,534株 22年2月期2Q 28,534株
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当第２四半期連結累計期間におけるわが国の経済は、一部に持ち直しの動きが見られるものの、本格

的な景気回復には至っておらず、為替相場の動向等先行き不透明感が残るなかで推移しております。 

当社グループの営業基盤であります東北地方においては、依然として厳しい状況にあり、雇用環境や

個人消費についても低調に推移しております。 

このような状況のなか、当社グループといたしましては、ドラッグストアを岩手県に３店舗、青森県

に１店舗、宮城県に２店舗を新規出店するとともに、17店舗の既存店改装を実施いたしました。この結

果、当第２四半期連結会計期間末の店舗数はドラッグストア127店舗（うち調剤併設型５店舗）、バラ

エティストア１店舗の計128店舗となりました。 

当第２四半期連結累計期間においては、期初の天候不順の影響や昨年流行した新型インフルエンザ関

連需要の反動減の影響がありましたが、販促施策の効果に加え、猛暑による夏物商材の好調により売上

高は前年同四半期に対して増収になりました。また、販売費及び一般管理費につきましても、コスト削

減に取り組み、概ね計画通りに推移しております。 

以上の結果、当第２四半期連結累計期間における売上高は213億3千3百万円（前年同四半期比5.4％

増）、営業利益5億2千4百万円（前年同四半期比34.3％増）、経常利益5億7千7百万円（前年同四半期比

36.3％増）、四半期純利益3億2千4百万円（前年同四半期比32.3％増）となりました。 

また、部門別の業績は次のとおりであります。 

①ヘルスケア部門 

医薬品は、ドリンク剤、皮膚病薬、健康食品が好調に推移し、衛生用品では紙おむつを中心とし

た介護関連商品が好調に推移いたしました。調剤につきましては、花粉症患者の減少や後発医薬品

への移行等で低調に推移しております。その結果、売上高は前年同四半期比1.7％増加し63億3千5

百万円となりました。 

②ビューティケア部門 

化粧品は、一般基礎化粧品、男性化粧品が好調に推移し、トイレタリーでは、ヘアケア、ヘアカ

ラー、エチケット商品が好調に推移いたしました。その結果、売上高は前年同四半期比6.0％増加

し44億1千3百万円となりました。 

③ホームケア部門 

④コンビニエンスケア部門 

食品では、飲料、洋日配品、冷凍食品、アイスクリームが好調に推移しました。酒類はビール、

発泡酒、焼酎、ウイスキー等が好調に推移し、バラエティ部門においては電池、殺虫剤等が好調に

推移いたしました。その結果、売上高は前年同四半期比7.8％増加し81億6千1百万円となりまし

た。 

1. 当四半期の連結業績等に関する定性的情報

(1) 連結経営成績に関する定性的情報

日用品では、洗剤、台所用品が好調に推移しました。衣料品においては軽衣料、寝装インテリ

ア、服飾商品が好調に推移いたしました。その結果、売上高は前年同四半期比6.8％増加し24億2千

3百万円となりました。
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① 貸借対照表の状況 

当第２四半期連結会計期間末の流動資産は、88億6千2百万円（前連結会計年度末75億3千7百万

円）となり、13億2千5百万円の増加となりました。主な増減要因といたしましては、現金及び預金

が6億3百万円増加したこと、商品が5億6千9百万円増加したことがあげられます。 

固定資産は、98億3千9百万円（前連結会計年度末95億4千4百万円）となり、2億9千4百万円の増

加となりました。主な増減要因といたしましては、新規出店に伴い建物等の有形固定資産が2億3百

万円増加したこと、敷金及び保証金が5千万円増加したこと等があげられます。 

流動負債は、93億1千2百万円（前連結会計年度末78億7千5百万円）となり、14億3千6百万円の増

加となりました。主な増減要因といたしましては、仕入高の増加に伴い買掛金が17億5千2百万円増

加したこと及び1年内返済予定の長期借入金が1億3千4百万円増加したこと、短期借入金が6億円減

少したことがあげられます。 

固定負債は、32億8百万円（前連結会計年度末32億5千4百万円）となり、4千6百万円の減少とな

りました。主な増減要因といたしましては、長期借入金の返済により2千4百万円減少したことがあ

げられます。 

純資産合計は、61億8千1百万円（前連結会計年度末59億5千1百万円）となり、2億3千万円の増加

となりました。主な増減要因といたしましては、利益剰余金の増加があげられます。 

② キャッシュ・フローの状況 

当第２四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、営業活

動による資金の増加が17億5千1百万円、投資活動による資金の減少が5億4千9百万円、財務活動に

よる資金の減少が6億1百万円となり、前連結会計年度末に比べ6億円増加し、当第２四半期連結会

計期間末には16億3千1百万円となりました。 

当第２四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローとそれらの要因は、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、17億5千1百万円（前年同四半期比9.2％増）となりました。こ

れは、税金等調整前四半期純利益が5億6千2百万円となったことや仕入債務の増加額が17億5千2百

万円となったものの、たな卸資産の増加額が5億6千9百万円とな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、5億4千9百万円（前年同四半期比322.3％増）となりました。こ

れは、主に新規出店に伴う有形固定資産の取得による支出が3億7千8百万円となったことや敷金及

び保証金の差入による支出が1億4千9百万円とな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、6億1百万円（前年同四半期比20.7％減）となりました。これは

長期借入れによる収入が10億円あったものの、短期借入金の減少額が6億円及び長期借入金の返済

による支出が8億9千万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22年４月９日付の「平成22年２月期 決算短信」において公表いたしました平成23年２月期の通

期業績予想を修正しております。詳細につきましては、平成22年10月１日に公表いたしました「業績予

想の修正に関するお知らせ」をご参照ください。 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

(3) 連結業績予想に関する定性的情報

㈱薬王堂　(3385)　平成23年２月期　第２四半期決算短信

－ 4 －



該当事項はありません。 

  

（簡便な会計処理） 

①たな卸資産の評価方法 

当第２四半期連結会計期間末のたな卸高の算出に関しては、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。 

③法人税等並びに繰延税金資産及び繰延税金負債の算定方法 

法人税等の納付税額の算定に関しては、加味する加減算項目や税額控除項目を重要なものに限定す

る方法によっております。  

 繰延税金資産の回収可能性の判定に関して、前連結会計年度末以降に経営環境等に著しい変化がな

く、かつ、一時差異の発生状況に著しい変化がないと認められるため、前連結会計年度決算において

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っております。 

（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。 

2. その他の情報

(1) 重要な子会社の異動の概要

(2) 簡便な会計処理及び特有の会計処理の概要

(3) 会計処理の原則・手続、表示方法等の変更の概要
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3. 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２四半期連結会計期間末
(平成22年８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22年２月28日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 1,636,038 1,032,047

売掛金 116,090 97,226

商品 6,401,442 5,832,178

貯蔵品 6,819 6,695

その他 702,672 569,129

貸倒引当金 △150 △150

流動資産合計 8,862,912 7,537,127

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額） 5,149,177 5,033,781

土地 720,680 725,894

その他（純額） 235,611 142,619

有形固定資産合計 6,105,469 5,902,294

無形固定資産 76,465 69,611

投資その他の資産

敷金及び保証金 2,787,554 2,737,288

その他 869,958 871,157

貸倒引当金 － △35,837

投資その他の資産合計 3,657,512 3,572,608

固定資産合計 9,839,447 9,544,514

資産合計 18,702,360 17,081,642
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(単位：千円)

当第２四半期連結会計期間末
(平成22年８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22年２月28日)

負債の部

流動負債

買掛金 6,097,141 4,344,179

短期借入金 － 600,000

1年内返済予定の長期借入金 1,744,918 1,610,320

未払法人税等 288,000 258,000

賞与引当金 323,549 241,977

ポイント引当金 20,630 14,595

その他 838,224 806,620

流動負債合計 9,312,463 7,875,692

固定負債

長期借入金 2,824,052 2,848,780

退職給付引当金 70,946 65,789

その他 313,640 340,127

固定負債合計 3,208,639 3,254,696

負債合計 12,521,102 11,130,389

純資産の部

株主資本

資本金 799,300 799,300

資本剰余金 840,728 840,728

利益剰余金 4,620,307 4,390,246

自己株式 △78,687 △78,687

株主資本合計 6,181,648 5,951,587

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 △390 △334

評価・換算差額等合計 △390 △334

純資産合計 6,181,258 5,951,253

負債純資産合計 18,702,360 17,081,642
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(2) 四半期連結損益計算書

【第２四半期連結累計期間】

(単位：千円)

前第２四半期連結累計期間
(自 平成21年３月１日
至 平成21年８月31日)

当第２四半期連結累計期間
(自 平成22年３月１日
至 平成22年８月31日)

売上高 20,232,222 21,333,880

売上原価 15,488,243 16,269,995

売上総利益 4,743,979 5,063,884

販売費及び一般管理費 4,353,163 4,539,199

営業利益 390,815 524,684

営業外収益

受取利息 15,553 16,115

受取配当金 74 74

受取事務手数料 27,816 29,977

固定資産受贈益 10,994 13,314

受取手数料 13,715 13,496

その他 5,972 16,370

営業外収益合計 74,125 89,349

営業外費用

支払利息 40,085 34,873

その他 1,061 1,333

営業外費用合計 41,146 36,207

経常利益 423,794 577,827

特別損失

固定資産売却損 － 4,002

賃貸借契約解約損 － 10,000

その他 － 1,340

特別損失合計 － 15,343

税金等調整前四半期純利益 423,794 562,484

法人税、住民税及び事業税 234,581 292,045

法人税等調整額 △55,891 △53,784

法人税等合計 178,689 238,261

四半期純利益 245,104 324,223
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【第２四半期連結会計期間】

(単位：千円)

前第２四半期連結会計期間
(自 平成21年６月１日
至 平成21年８月31日)

当第２四半期連結会計期間
(自 平成22年６月１日
至 平成22年８月31日)

売上高 10,385,996 11,580,830

売上原価 7,992,231 8,884,788

売上総利益 2,393,764 2,696,042

販売費及び一般管理費 2,215,332 2,314,774

営業利益 178,431 381,267

営業外収益

受取利息 7,786 8,223

受取配当金 74 74

受取事務手数料 13,947 15,347

固定資産受贈益 6,804 8,539

受取手数料 6,946 6,827

その他 3,379 5,539

営業外収益合計 38,938 44,551

営業外費用

支払利息 19,726 16,968

その他 429 841

営業外費用合計 20,155 17,809

経常利益 197,213 408,008

特別損失

固定資産売却損 － 4,002

その他 － 1,340

特別損失合計 － 5,343

税金等調整前四半期純利益 197,213 402,665

法人税、住民税及び事業税 64,461 157,034

法人税等調整額 20,057 13,070

法人税等合計 84,519 170,105

四半期純利益 112,694 232,560
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(3) 四半期連結キャッシュ・フロー計算書

(単位：千円)

前第２四半期連結累計期間
(自 平成21年３月１日
至 平成21年８月31日)

当第２四半期連結累計期間
(自 平成22年３月１日
至 平成22年８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 423,794 562,484

減価償却費 272,245 274,323

貸倒引当金の増減額（△は減少） － △35,837

賞与引当金の増減額（△は減少） 76,840 81,571

ポイント引当金の増減額（△は減少） 4,229 6,035

退職給付引当金の増減額（△は減少） 4,287 5,156

受取利息及び受取配当金 △15,627 △16,189

支払利息 40,085 34,873

固定資産受贈益 △10,994 △13,314

有形固定資産売却損益（△は益） － 4,002

賃貸借契約解約損 － 10,000

売上債権の増減額（△は増加） △23,670 △18,864

たな卸資産の増減額（△は増加） 394,681 △569,386

未収入金の増減額（△は増加） 18,137 △81,839

仕入債務の増減額（△は減少） 528,971 1,752,961

未払金の増減額（△は減少） △37,045 46,365

未払消費税等の増減額（△は減少） △9,246 △110,897

その他 82,577 112,538

小計 1,749,264 2,043,982

利息及び配当金の受取額 381 230

利息の支払額 △40,370 △34,450

法人税等の支払額又は還付額（△は支払） △105,266 △258,304

営業活動によるキャッシュ・フロー 1,604,008 1,751,457

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 △3,000 △3,000

有形固定資産の取得による支出 △41,551 △378,132

敷金及び保証金の差入による支出 △73,811 △149,742

その他 △11,663 △18,183

投資活動によるキャッシュ・フロー △130,027 △549,057

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） △800,000 △600,000

長期借入れによる収入 1,000,000 1,000,000

長期借入金の返済による支出 △857,540 △890,130

リース債務の返済による支出 － △10,310

配当金の支払額 △94,004 △94,248

その他 △6,720 △6,720

財務活動によるキャッシュ・フロー △758,264 △601,409

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 715,717 600,991

現金及び現金同等物の期首残高 825,823 1,030,547

現金及び現金同等物の四半期末残高 1,541,540 1,631,538
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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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①仕入実績 

当第２四半期連結累計期間における部門別仕入実績を示すと、次のとおりであります。 

 
②販売実績 

イ．部門別販売実績 

当第２四半期連結累計期間における部門別販売実績を示すと、次のとおりであります。 

 
ロ．地域別販売実績 

当第２四半期連結累計期間における地域別販売実績を示すと、次のとおりであります。 

 
  

4. 補足情報

(1) 仕入及び販売の状況

部門別
前第２四半期連結累計期間 当第２四半期連結累計期間

前年同期比(％)

金額（千円） 構成比（％） 金額（千円） 構成比（％）

ヘルスケア 4,240,493 28.1 4,636,524 27.5 ＋9.3

ビューティケア 2,904,495 19.2 3,334,365 19.8 ＋14.8

ホームケア 1,733,665 11.5 1,952,813 11.6 ＋12.6

コンビニエンスケア 6,215,281 41.2 6,915,555 41.1 ＋11.3

合計 15,093,936 100.0 16,839,258 100.0 ＋11.6

部門別
前第２四半期連結累計期間 当第２四半期連結累計期間

前年同期比(％)

金額（千円） 構成比（％） 金額（千円） 構成比（％）

ヘルスケア 6,231,511 30.8 6,335,938 29.7 ＋1.7

ビューティケア 4,163,090 20.6 4,413,093 20.7 ＋6.0

ホームケア 2,269,661 11.2 2,423,800 11.4 ＋6.8

コンビニエンスケア 7,567,959 37.4 8,161,047 38.2 ＋7.8

合計 20,232,222 100.0 21,333,880 100.0 ＋5.4

地域別
前第２四半期連結累計期間 当第２四半期連結累計期間

前年同期比(％)

金額（千円） 構成比（％） 金額（千円） 構成比（％）

青森県 2,559,308 12.6 2,755,574 12.9 ＋7.7

秋田県 2,239,268 11.1 2,395,306 11.2 ＋7.0

岩手県 11,219,625 55.5 11,668,331 54.7 ＋4.0

宮城県 4,126,715 20.4 4,420,878 20.7 ＋7.1

山形県 87,304 0.4 93,789 0.5 ＋7.4

合計 20,232,222 100.0 21,333,880 100.0 ＋5.4
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