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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 152,209 2.2 7,073 13.6 7,786 8.5 3,895 49.2
22年2月期第2四半期 148,950 ― 6,229 ― 7,176 ― 2,610 ―

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 61.53 ―

22年2月期第2四半期 41.23 ―

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 134,195 78,030 58.1 1,232.37
22年2月期 124,888 74,570 59.7 1,177.71

（参考） 自己資本   23年2月期第2四半期  78,030百万円 22年2月期  74,570百万円

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 ― 6.00 ― 6.00 12.00
23年2月期 ― 6.00

23年2月期 
（予想）

― 6.00 12.00

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 308,500 5.1 11,200 10.4 13,000 5.9 6,750 30.3 106.61



(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、この四半期決算短信の開示時点において、四半期財務諸表に対
する四半期レビュー手続が実施中です。 

※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、四半期決算短信［添付資料］3ページ「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.3「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 63,330,838株 22年2月期  63,330,838株

② 期末自己株式数 23年2月期2Q  13,119株 22年2月期  13,011株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 23年2月期2Q 63,317,742株 22年2月期2Q 63,318,103株
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（１）連結経営成績に関する定性的情報 

当第２四半期におけるわが国の経済は、一部の業種で業績に持ち直しの動きは見られるものの、失業率が高水準

にあり、デフレの影響など、依然として厳しい状況にありました。  

当社グループの属する薬局・ドラッグストア業界におきましては、花粉症関連商品の販売不振、前年の新型イン

フルエンザ関連商品の特需に対する反動減などもあり、より一層厳しさを増しております。  

このような状況の中で、当社グループとしてはカウンセリング販売に注力し、処方箋調剤及び一般用医薬品にお

ける第１類医薬品の販売を強化するなど消費者ニーズへの対応に努めました。  

また、一人でも多くのお客様のお役に立てるよう積極的な新規出店を実施し、関東エリアに 15店舗、中部エリ

アに 12店舗、関西エリアに８店舗、合計 35店舗の新規出店を行うとともに、10店舗の退店を実施し、当第２四半

期末における総店舗数は 750店舗（前期末対比 25店舗増）となりました。  

以上の結果、売上高 1,522億９百万円（前年同期比 2.2％増、32億58百万円増）、営業利益 70億73百万円（同 

13.6％増、８億44百万円増）、経常利益 77億86百万円（同 8.5％増、６億９百万円増）、四半期純利益は 38億95

百万円（同 49.2％増、12億85百万円増）となりました。  

事業の種類別セグメントの業績は次のとおりであります。  

①ファーマシー事業  

ファーマシー事業は、季節商品である花粉症関連商品やマスク類の売上が大幅に減少したものの、処方箋調剤の

売上は伸長いたしました。 

期末店舗数は、新規出店 34店舗、退店５店舗により 539店舗となりました。 

以上の結果、売上高は 1,072億72百万円（前年同期比 4.2％増、43億14百万円増）、売上総利益は 308億23百万

円（同 3.7％増、11億９百万円増）、販売費及び一般管理費は 241億14百万円（同 4.4％増、10億10百万円増）、

営業利益は 67億８百万円（同 1.5％増、98百万円増）となりました。  

②ドラッグ事業  

ドラッグ事業は、主力のホームケア商品や食品等の価格競争激化に加えマスク類の需要が減少しましたが、ジャ

パンにおいてヘルスケア商品の販売強化、飯塚薬品においてビューティケア商品の販売強化に取り組むとともに、

コスト削減に取り組みました。 

期末店舗数は、新規出店１店舗、退店５店舗により 211店舗となりました。 

以上の結果、売上高は 435億74百万円（前年同期比 2.9％減、13億４百万円減）、売上総利益は 91億46百万円

（同 0.6％減、54百万円減）、販売費及び一般管理費は 81億68百万円（同 3.1％減、２億62百万円減）、営業利

益は ９億78百万円（同 27.0％増、２億８百万円増）となりました。 

③治験事業 

治験事業は、受注活動に取り組むとともに経費削減を進め収益改善に努めました。  

以上の結果、売上高は 13億81百万円（前年同期比 19.2％増、２億22百万円増）、売上総利益は３億50百万円

（同 ４億49百万円改善）、販売費及び一般管理費は４億43百万円（同 24.8％減、１億46百万円減）、営業損失は 

93百万円（同 ５億96百万円改善）となりました。 

なお、当第２四半期累計期間における受注高は 12億97百万円、受注残高は 21億75百万円となっております。 

１．当四半期の連結業績等に関する定性的情報
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（２）連結財政状態に関する定性的情報 

（資産、負債及び純資産の状況） 

総資産は、現金及び預金の増加、売掛金の増加等により、1,341億95百万円（前連結会計年度末に比べて 93億６

百万円増加）となりました。負債は、買掛金の増加等により、561億64百万円（同 58億45百万円増加）となりまし

た。純資産は、利益剰余金の増加等により、780億30百万円（同 34億60百万円増加）となり、自己資本比率は 

58.1％（前連結会計年度末比 1.6％減）となりました。 

（キャッシュ・フローの状況）  

 当第２四半期連結累計期間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 

31億81百万円増加し、248億81百万円となりました。 

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、146億93百万円（前年同期比 75.2％増、63億８百万円増）となりました。こ

れは主に、税金等調整前四半期純利益が 72億58百万円となり、仕入債務の増加額が 60億72百万円、法人税等の

還付額が 19億36百万円等あった一方で、法人税等の支払額が 30億６百万円あ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、110億82百万円（同 62.1％増、42億43百万円増）となりました。 これは主

に、定期預金の預入による支出が 80億円、有価証券の取得による支出が 50億円、有形固定資産の取得による支

出が 15億８百万円あ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、４億30百万円（同 8.3％増、32百万円増）となりました。これは主に配当金

の支払額が３億79百万円あったこと等によるものであります。 

（３）連結業績予想に関する定性的情報 

平成22年４月13日に公表いたしました連結業績予想から修正は行なっておりません。  

（１）重要な子会社の異動の概要 

該当事項はありません。  

（２）簡便な会計処理及び特有の会計処理の概要 

記載すべき重要な事項はありません。  

（３）会計処理の原則・手続、表示方法等の変更の概要 

該当事項はありません。  

２．その他の情報
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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：百万円）

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 31,081 18,900

売掛金 6,717 5,622

有価証券 6,491 7,000

商品 34,229 35,391

その他 7,427 9,139

貸倒引当金 △32 △42

流動資産合計 85,915 76,011

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 17,117 17,428

その他（純額） 8,509 8,475

有形固定資産合計 25,627 25,903

無形固定資産   

のれん 293 505

その他 2,394 2,556

無形固定資産合計 2,687 3,062

投資その他の資産   

差入保証金 13,766 13,552

その他 6,906 7,031

貸倒引当金 △707 △671

投資その他の資産合計 19,964 19,912

固定資産合計 48,279 48,877

資産合計 134,195 124,888
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（単位：百万円）

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 36,678 30,610

未払法人税等 3,100 2,604

賞与引当金 227 297

その他の引当金 79 4

その他 11,383 12,089

流動負債合計 51,469 45,605

固定負債   

退職給付引当金 2,133 1,937

役員退職慰労引当金 － 681

その他 2,560 2,094

固定負債合計 4,694 4,712

負債合計 56,164 50,318

純資産の部   

株主資本   

資本金 15,434 15,434

資本剰余金 24,632 24,632

利益剰余金 37,960 34,444

自己株式 △33 △32

株主資本合計 77,994 74,478

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 36 91

評価・換算差額等合計 36 91

純資産合計 78,030 74,570

負債純資産合計 134,195 124,888
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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：百万円）

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 148,950 152,209

売上原価 110,133 111,889

売上総利益 38,817 40,320

販売費及び一般管理費 32,587 33,247

営業利益 6,229 7,073

営業外収益   

受取賃貸料 634 636

受取手数料 341 343

その他 655 785

営業外収益合計 1,631 1,764

営業外費用   

有価証券評価損 － 504

賃貸収入原価 487 497

その他 195 50

営業外費用合計 683 1,051

経常利益 7,176 7,786

特別損失   

減損損失 193 485

商品評価損 364 －

その他 341 42

特別損失合計 899 528

税金等調整前四半期純利益 6,277 7,258

法人税、住民税及び事業税 3,769 3,222

法人税等調整額 △102 139

法人税等合計 3,666 3,362

四半期純利益 2,610 3,895
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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 6,277 7,258

減価償却費 1,505 1,701

減損損失 193 485

貸倒引当金の増減額（△は減少） 230 －

売上債権の増減額（△は増加） △1,931 △1,095

たな卸資産の増減額（△は増加） △1,157 1,197

仕入債務の増減額（△は減少） 5,882 6,072

その他 △332 128

小計 10,667 15,748

利息及び配当金の受取額 30 19

利息の支払額 △0 △3

法人税等の支払額 △2,923 △3,006

法人税等の還付額 611 1,936

営業活動によるキャッシュ・フロー 8,385 14,693

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 △2,000 △8,000

定期預金の払戻による収入 5,000 2,000

有価証券の取得による支出 △6,000 △5,000

有価証券の償還による収入 1,000 2,000

有形固定資産の取得による支出 △2,416 △1,508

無形固定資産の取得による支出 △674 △58

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による
支出

△1,000 －

差入保証金の差入による支出 △413 △357

その他 △333 △157

投資活動によるキャッシュ・フロー △6,838 △11,082

財務活動によるキャッシュ・フロー   

配当金の支払額 △378 △379

その他 △18 △50

財務活動によるキャッシュ・フロー △397 △430

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 1,149 3,181

現金及び現金同等物の期首残高 23,757 21,700

連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減
額（△は減少）

467 －

現金及び現金同等物の四半期末残高 25,374 24,881
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該当事項はありません。  

【事業の種類別セグメント情報】 

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） 

 （注）１．事業の区分の方法 

事業区分は、事業の内容の種類により区分しております。 

 ２．各事業区分の主な内容 

３．会計処理の方法の変更 

前第２四半期連結累計期間 

 （棚卸資産の評価に関する会計基準） 

 「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」２ に記載のとおり、一部の連結子会

社において、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、売価還元低価法に変更しております。この変更に伴い、従来

の方法によった場合に比べて、当第２四半期連結累計期間の営業利益が、ドラッグ事業で62百万円減少してお

ります。 

【所在地別セグメント情報】 

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）及び当第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） 

 本邦以外の国又は地域に所在する連結子会社及び重要な在外支店がないため、該当事項はありません。  

【海外売上高】 

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）及び当第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） 

 海外売上高がないため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

  
ファーマシー
事業        
（百万円） 

ドラッグ事業
（百万円） 

治験事業
（百万円） 

計
（百万円） 

消去又は全社 
（百万円） 

連結
（百万円） 

売上高   

(1）外部顧客に対する売上高  102,942  44,849  1,158  148,950  －  148,950

(2）セグメント間の内部売上

高又は振替高 
 15  28  －  43  △43  －

計  102,958  44,878  1,158  148,994  △43  148,950

営業利益又は営業損失（△）  6,610  769  △689  6,690  △461  6,229

  
ファーマシー
事業        
（百万円） 

ドラッグ事業
（百万円） 

治験事業
（百万円） 

計
（百万円） 

消去又は全社 
（百万円） 

連結
（百万円） 

売上高   

(1）外部顧客に対する売上高  107,255  43,573  1,381  152,209  －  152,209

(2）セグメント間の内部売上

高又は振替高 
 17  0  －  17  △17  －

計  107,272  43,574  1,381  152,227  △17  152,209

営業利益又は営業損失（△）  6,708  978  △93  7,594  △520  7,073

事業区分 事業の内容

ファーマシー事業 処方箋調剤、在宅医療、医薬品、健康食品、化粧品及び日用品等の販売 

ドラッグ事業 医薬品、健康食品、化粧品及び日用品等の販売 

治験事業 非臨床試験や臨床試験等の医薬品等の開発支援 
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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
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