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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4月1日～平成22年9月30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 21,402 2.5 536 4.3 498 4.4 253 6.3
22年3月期第2四半期 20,855 6.9 514 75.3 477 39.2 238 47.4

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 19,634.38 ―

22年3月期第2四半期 18,052.99 ―

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 18,672 3,552 19.0 275,866.06
22年3月期 17,907 3,362 18.8 259,377.15

（参考） 自己資本   23年2月期第2四半期  3,552百万円 22年3月期  3,362百万円

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3月期 ― 0.00 ― 4,000.00 4,000.00

23年2月期 ― 0.00

23年2月期 
（予想）

― 4,000.00 4,000.00

3.  平成23年2月期の連結業績予想（平成22年4月1日～平成23年2月15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  
平成23年２月期は決算期変更の経過期間となることから、通期については10.5ヶ月間（平成22年４月１日～平成23年２月15日）の予想数値を記載しており
ます。このため、通期の対前期増減率については記載しておりません。 

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 36,970 ― 755 ― 694 ― 324 ― 25,069.64



(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、[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.4「その他」をご覧ください。）

① 会計基準等の改正に伴う変更 有

② ①以外の変更 有

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 23年2月期2Q  13,340株 22年3月期  13,340株

② 期末自己株式数 23年2月期2Q  462株 22年3月期  378株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 23年2月期2Q  12,924株 22年3月期2Q 13,218株
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（１）連結経営成績に関する定性的情報 

 当第２四半期連結累計期間（平成22年4月1日～平成22年9月30日）におけるわが国経済は、新興国の需要の拡大

等により緩やかな回復基調を示しているものの、雇用情勢には厳しさが残り、円高による輸出の鈍化や海外経済の

下振れが懸念される等、先行きは依然不透明な状況で推移しております。 

 当ドラッグストア業界におきましても、業界の垣根を越えた小売業全体での競争が激化する中、消費者の生活防

衛意識や節約志向の高まりもあり、小売業全体での低価格競争が続いており、経営環境はなお予断を許さない状況

となっております。天候面では、猛暑の影響により飲料や夏物商材の販売が好調であったこと等により売上高は前

年を上回りました。 

 このような情勢の中、当社グループ（当社及び連結子会社）といたしましては、お客様に選ばれる店づくりとし

て改装および医薬品売場を中心にした買いやすい売場作りのための売場手直し、満足いただけるサービスを提供す

る人づくりのための従業員教育を行ってまいりました。 

店舗運営面では、ローコスト・オペレーションの実現のための作業改善及び、当期下期に稼動する自動発注シス

テムの導入、運用実験を行いました。 

店舗面では、シティードラッグ１店舗とスーパードラッグストア１店舗の２店舗を新設いたしました。一方、既

存店の見直しの中３店舗の閉店を行いました。これにより、当第２四半期連結累計期間末の店舗数はドラッグスト

ア117店舗、調剤薬局11店舗の計128店舗となりました。 

 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214億２百万円(前年同四半期比2.5％増)、営業利益５

億36百万円(前年同四半期比4.3％増)、経常利益４億98百万円(前年同四半期比4.4％増)、四半期純利益２億53百万

円(前年同四半期比6.3％増)となりました。 

 セグメント別の業績は次のとおりであります。 

（ドラッグストア事業） 

 ドラッグストア事業におきましては、消費者の生活防衛意識や節約志向の高まりから、消費は低調に推移いたし

ましたが、猛暑の影響による飲料等の夏物商材の売上は好調に推移いたしました。しかし、昨年度の新型インフル

エンザによる特需の反動でマスク等の売上は減少いたしました。そのような状況の中、改装等による既存店の活性

化及び営業時間の延長を19店舗で実施したことなどにより、売上高は204億63百万円となりました。売上総利益に

つきましては、前期のマスク等の特需による反動で当第２四半期連結累計期間は売上総利益率が前年同四半期比で

低下し売上総利益は46億57百万円となりました。経費面では、チラシの削減などローコスト運営を行い販売費及び

一般管理費は41億97百万円でした。それらの結果、営業利益は４億60百万円となりました。 

（調剤事業） 

 調剤事業におきましては、薬価の改正により薬価の引き下げが行われましたが、既存店の売上は前年並みを維持

し、昨年度出店の薬局の売上が伸張したことなどにより売上高は８億69百万円となりました。経費面では、前期出

店の新店経費負担が無くなり販売費及び一般管理費は２億12百万円となり、営業利益は51百万円となりました。 

（その他） 

 その他の主たる事業である不動産賃貸業におきまして、新規賃貸契約の増加などにより売上が増加し、売上高は

70百万円、営業利益は24百万円となりました。 

   

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

 当第２四半期連結会計期間末における総資産は、186億72百万円となり、前連結会計年度末に比べて、７億64百

万円増加となりました。その主な要因は、商品が３億１百万円増加したことなどによります。  

 負債は、151億20百万円となり、前連結会計年度末に比べて、５億74百万円増加となりました。その主な要因

は、買掛金が４億34百万円、資産除去債務が１億31百万円それぞれ増加し、長期借入金が１億54百万円減少した

ことなどによります。 

 純資産は、35億52百万円となり、前連結会計年度末に比べて、1億90百万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２億53百万円増加し、配当金の支払により51百万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、前連結会計年度末に

比べて、２億51百万円増加し、15億11百万円になりました。  

  営業活動による資金の獲得額は６億45百万円であり、前第２四半期連結累計期間に比べ、24百万円減少しまし

た。その主な要因は、仕入債務の増加額が前第２四半期連結累計期間に比べ、３億49百万円増加し、法人税等の

支払額が前第２四半期連結累計期間に比べ、３億６百万円増加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１億66百万円であり、前第２四半期連結累計期間に比べ、１億54百万円減少し

ました。その主な要因は、有形固定資産の取得による支出が前第２四半期連結累計期間に比べ、３億９百万円減

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２億27百万円であり、前第２四半期連結累計期間に比べ、54百万円増加しまし

た。その主な要因は、前第２四半期連結累計期間に比べ、短期借入金の純額が３億50百万円減少し、長期借入れ

による収入が２億70百万円増加したことなどによります。 

   

（３）連結業績予想に関する定性的情報 

 経営環境等を勘案して、通期の業績予想の見直しを行い、平成22年５月14日発表の予想を修正いたしました。 

 詳細につきましては、平成22年11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。   
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（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 

（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。 

③ 繰延税金資産及び繰延税金負債の算定方法 

 繰延税金資産の回収可能性の判断に関して、前連結会計年度末以降に経営環境等、かつ、一時差異等の発生

状況に著しい変化がないと認められる場合に、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を適用しております。 

 ただし、前連結会計年度末以降に経営環境等に著しい変化が生じ、又は、一時差異等の発生状況に著しい変

化が認められた場合には、前連結会計年度決算において使用した将来の業績予想やタックス・プランニングに

当該著しい変化の影響を加味したものを利用する方法によっております。 

  

（特有の会計処理） 

税金費用の計算 

 税金費用については、当第２四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。 

（税金費用の計算方法の変更） 

 従来年度決算と同様の方法により法人税等を計算しておりましたが、税金費用をより適正に配分するとともに、

決算業務の効率化を図るため、第１四半期連結会計期間より、当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する方法に変更し

ております。 

 この変更による影響は、軽微であります。 

  

（３）会計処理の原則・手続、表示方法等の変更の概要 

（資産除去債務に関する会計基準の適用）  

 第１四半期連結会計期間より、「資産除去債務に関する会計基準」（企業会計基準第18号 平成20年３月31日）

及び「資産除去債務に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第21号 平成20年３月31日）を適用し

ております。 

 これにより、当第２四半期連結累計期間の営業利益、経常利益は４百万円、税金等調整前四半期純利益は、62百

万円それぞれ減少しております。また、当会計基準等の適用開始による資産除去債務の変動額は、１億30百万円で

あります。  

  

  

（４）継続企業の前提に関する重要事象等の概要 

 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：千円）

当第２四半期連結会計期間末
(平成22年９月30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３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 1,511,032 1,259,200

売掛金 323,431 308,143

商品 4,460,156 4,158,642

貯蔵品 3,372 3,372

繰延税金資産 148,255 148,255

その他 572,878 570,936

流動資産合計 7,019,125 6,448,550

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 2,909,416 2,936,452

土地 4,607,258 4,606,930

その他（純額） 1,027,195 932,672

有形固定資産合計 8,543,870 8,476,054

無形固定資産 76,079 77,268

投資その他の資産   

その他 3,106,795 2,979,023

貸倒引当金 △73,244 △73,244

投資その他の資産合計 3,033,551 2,905,779

固定資産合計 11,653,501 11,459,103

資産合計 18,672,626 17,907,653
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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９月30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３月31日) 

負債の部   

流動負債   

買掛金 4,196,851 3,762,570

短期借入金 1,900,000 1,900,000

1年内返済予定の長期借入金 1,757,688 1,735,453

未払法人税等 213,231 259,259

賞与引当金 231,234 216,947

ポイント引当金 29,309 25,158

その他 670,984 598,574

流動負債合計 8,999,297 8,497,962

固定負債   

長期借入金 5,005,846 5,159,980

退職給付引当金 179,740 168,018

役員退職慰労引当金 81,187 101,125

資産除去債務 131,472 －

その他 722,479 618,519

固定負債合計 6,120,725 6,047,644

負債合計 15,120,023 14,545,606

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 2,687,834 2,485,928

自己株式 △56,717 △45,341

株主資本合計 3,552,496 3,361,965

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 107 81

評価・換算差額等合計 107 81

純資産合計 3,552,603 3,362,046

負債純資産合計 18,672,626 17,907,653
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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４月１日 
 至 平成21年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22年９月30日) 

売上高 20,885,908 21,402,440

売上原価 15,942,223 16,450,944

売上総利益 4,943,684 4,951,496

販売費及び一般管理費 4,429,415 4,415,192

営業利益 514,268 536,304

営業外収益   

受取利息 57 23

受取配当金 582 587

受取手数料 1,503 5,184

固定資産受贈益 9,219 7,553

その他 17,567 10,840

営業外収益合計 28,931 24,190

営業外費用   

支払利息 62,103 56,513

その他 3,881 5,580

営業外費用合計 65,985 62,094

経常利益 477,214 498,400

特別損失   

減損損失 3,622 －

店舗閉鎖損失 13,502 2,140

貸倒引当金繰入額 29,744 －

貸倒損失 1,660 －

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 58,046

その他 － 403

特別損失合計 48,530 60,591

税金等調整前四半期純利益 428,684 437,808

法人税、住民税及び事業税 209,457 －

法人税等調整額 △19,397 －

法人税等合計 190,059 184,054

少数株主損益調整前四半期純利益 － 253,754

四半期純利益 238,624 253,754
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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４月１日 
 至 平成21年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22年９月30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 428,684 437,808

減価償却費 250,402 234,124

減損損失 3,622 －

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） 9,652 14,287

退職給付引当金の増減額（△は減少） 11,086 11,722

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） － △19,938

ポイント引当金の増減額（△は減少） △1,810 4,151

受取利息及び受取配当金 △640 △611

固定資産受贈益 △9,219 △7,553

支払利息 62,103 56,513

貸倒損失 1,660 －

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 58,046

固定資産除却損 － 160

投資有価証券売却損益（△は益） － 242

売上債権の増減額（△は増加） △14,730 △15,287

たな卸資産の増減額（△は増加） △288,639 △301,513

仕入債務の増減額（△は減少） 85,019 434,280

未払消費税等の増減額（△は減少） △13,228 11,323

その他 126,454 38,032

小計 680,161 955,789

利息及び配当金の受取額 640 611

利息の支払額 △63,324 △57,082

法人税等の支払額又は還付額（△は支払） 53,210 △253,513

営業活動によるキャッシュ・フロー 670,687 645,805

投資活動によるキャッシュ・フロー   

投資有価証券の売却による収入 － 2,130

投資有価証券の取得による支出 － △12,592

有形固定資産の取得による支出 △364,180 △54,436

無形固定資産の取得による支出 △4,246 △3,668

敷金及び保証金の差入による支出 △39,795 △162,526

敷金及び保証金の回収による収入 78,507 65,028

預り保証金の受入による収入 14,550 200

預り保証金の返還による支出 △1,547 △1,792

その他 △4,452 1,440

投資活動によるキャッシュ・フロー △321,164 △166,215

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 －

長期借入れによる収入 480,000 750,000

長期借入金の返済による支出 △899,902 △881,899

自己株式の取得による支出 △26,182 △11,375

配当金の支払額 △53,217 △51,788

その他 △24,022 △32,694

財務活動によるキャッシュ・フロー △173,324 △227,757

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 176,199 251,832

現金及び現金同等物の期首残高 898,536 1,259,200

現金及び現金同等物の四半期末残高 1,074,736 1,511,032
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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４月１日 至平成21年９月30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。 

  

[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４月１日 至平成21年９月30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。 

  

[海外売上高] 

 前第２四半期連結累計期間（自平成21年４月１日 至平成21年９月30日） 

 海外売上高はないため、該当事項はありません。 

  

[セグメント情報] 

１.報告セグメントの概要 

 当社グループの報告セグメントは、当社の構成単位のうち分離された財務情報が入手可能であり、取締役会が、

経営資源配分の決定及び業績を評価するために、定期的に検討を行う対象となっているものであります。 

 当社グループは、本社に事業別の部署を置き、各部署は、包括的な戦略を立案し、事業展開をしております。 

 したがって、当社グループは、事業別のセグメントから構成されており、「ドラッグストア事業」及び「調剤事

業」の２つを報告セグメントとしております。 

 「ドラッグストア事業」は、医薬品・化粧品等を販売しており、「調剤事業」は、調剤薬局を運営しておりま

す。 

  

２.報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報 

 当第２四半期連結累計期間（自平成22年４月１日 至平成22年９月30日）  

                                           （単位：千円）  

（注）「その他」の区分は、報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、不動産事業等であります。 

  

（４）継続企業の前提に関する注記

（５）セグメント情報

  
  

報告セグメント 
その他  

 （注） 
合計

  ドラッグストア

事業  
調剤事業  合計  

 売上高   

 外部顧客への売上高    20,463,008  869,221  21,332,229   70,210 21,402,440

 セグメント間の内部売上 

 高又は振替高 
 － － －   －  －

 計  20,463,008  869,221  21,332,229  70,210 21,402,440

 セグメント利益 460,769 51,358 512,128   24,175 536,304
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３.報告セグメントの利益又は損失の金額の合計額と四半期連結損益計算書計上額との差額及び当該差額の主な内

容（差異調整に関する事項） 

                 （単位：千円） 

   

４.報告セグメントのごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報 

 該当事項はありません。  

  

（追加情報） 

 第１四半期連結会計期間より、「セグメント情報等の開示に関する会計基準」（企業会計基準第17号 平成21年

３月27日）及び「セグメント情報等の開示に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第20号 平成20

年３月21日）を適用しております。 

  

  

  

 該当事項はありません。  

  

  

 利益 
  

金額
  

 報告セグメント計 512,128

「その他」の区分の利益 24,175

 四半期連結損益計算書の営業利益 536,304

（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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