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(百万円未満切捨て)

1. 平成23年３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）

 (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３月期第２四半期 177,083 40.6 9,026 10.2 9,281 10.9 4,678 △3.7

22年３月期第２四半期 125,967 8.7 8,191 13.0 8,370 13.2 4,857 15.1

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３月期第２四半期 74 24 － －
22年３月期第２四半期 77 07 － －

 (2) 連結財政状態

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３月期第２四半期 133,101 73,057 54.9 1,159 21
22年３月期 130,253 69,343 53.2 1,100 27

(参考) 自己資本 23年３月期第２四半期 73,057百万円 22年３月期 69,343百万円

2. 配当の状況

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 － 15 00 － 15 00 30 00

23年３月期 － 16 00

23年３月期(予想) － 16 00 32 00

3. 平成23年３月期の連結業績予想（平成22年４月１日～平成23年３月31日）

(％表示は、通期は対前期増減率)

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 366,280 28.9 19,070 19.0 19,500 18.3 10,680 13.1 169 46



  

 
(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。 

 
(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。 

 
(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） 

 
  

・この四半期決算短信は、金融商品取引法に基づく四半期報告書のレビュー手続きの対象外であり、この四半期決算

短信の開示時点において、金融商品取引法に基づく四半期報告書のレビュー手続きは終了しておりません。 

  

・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

「(３)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「２．その他の情報」をご覧ください。）

(1) 当四半期中における重要な子会社の異動 ： 無

  新規   －社 (社名)              除外   －社 (社名)

(2) 簡便な会計処理及び特有の会計処理の適用 ： 有

(3) 会計処理の原則・手続、表示方法等の変更
 

 ① 会計基準等の改正に伴う変更 ： 有

 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３月期２Ｑ 67,165,592株 22年３月期 67,165,592株

② 期末自己株式数 23年３月期２Ｑ 4,141,993株 22年３月期 4,141,914株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 23年３月期２Ｑ 63,023,635株 22年３月期２Ｑ 63,023,874株

※ 四半期レビュー手続の実施状況に関する表示

※ 業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項
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当第２四半期連結累計期間におけるわが国経済は、景気に一部回復の兆しが見られるものの、雇用環境はいまだ

に厳しく、先行きの不透明感は払拭されないまま、個人消費への影響は続いており、依然として厳しい状況で推移

いたしました。 

ドラッグストア業界におきましては、同業他社による積極的な出店や価格競争に加え、他業種からの参入も徐々

に増加し、更に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に努めました。 

当第２四半期連結累計期間の新規出店は、直営店で地区別に関東地区３店舗、甲信越地区２店舗、東海地区２店

舗、近畿地区４店舗、九州地区５店舗の合計16店舗を新規開設いたしました。また、直営の既存店につきまして

は、１店舗のスクラップ＆ビルドを実施したほか、18店舗の改装と１店舗の閉店を実施し活性化を図りました。 

子会社では、㈱サンドラッグファーマシーズで調剤薬局１店舗の閉店を実施し、ダイレックス㈱で九州地区に３

店舗を新規開設したほか、９店舗の改装と１店舗の閉店（店舗の建て替えによる）を実施し活性化を図りました。

フランチャイズ店につきましては、３店舗の新規契約と２店舗の解約を実施いたしました。 

以上の結果、当第２四半期連結累計期間の連結売上高は、1,770億83百万円（前年同期比40.6％増）、連結営業利

益90億26百万円（同10.2％増）、連結経常利益92億81百万円（同10.9％増）となりました。 

なお、当該期間の四半期純利益は資産除去債務に関する会計基準の適用に伴う影響額６億23百万円などを特別損失

に計上した結果、46億78百万円（同3.7％減）となりました。 

セグメント業績の概要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は、夏場の猛暑の影響により一部季節品は好調に推移したものの、昨年の新型インフルエン

ザの国内流行に伴うマスク等の関連商品が大きく販売を伸ばした反動や天候不順等の影響により既存店売上は前年

を下回りましたが、直営店の新規出店や前連結会計年度に子会社化した㈱星光堂薬局の寄与により増収を確保する

とともに、販促や経費の見直しに努めた結果、売上高は1,363億５百万円、営業利益は80億42百万円となりました。

＜ディスカウントストア事業＞ 

ディスカウントストア事業は、ドラッグストア事業同様、夏場の猛暑の影響により飲料など一部は好調に推移し

たものの、昨年販売が増加した新型インフルエンザ関連商品の反動に加え、価格競争による１品単価の下落や、戦

略的な品揃えの見直しによる大型家電の販売縮小などの影響により、既存店売上高が前年を下回りましたが、医薬

品の導入など品揃えの見直しになどによる売上総利益の改善や、物流の効率化などによる経費削減に努めた結果、

売上高は462億53百万円、営業利益は９億79百万円となりました。 

なお、第１四半期連結会計期間からセグメント情報の開示制度の変更に伴い、セグメント区分内容を変更したた

め、前年同期比については記載しておりません。 

（資産、負債及び純資産の状況）  

当第２四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28億48百万円増加し、1,331億１百万

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有形固定資産の増加等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８億66百万円減少し600億44百万円となりました。主な要因は、長期借入金の

減少等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37億14百万円増加し730億57百万円となりました。 

 以上の結果、自己資本比率は1.7ポイント増加し54.9％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

（２）連結財政状態に関する定性的情報
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（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11億28百万円増加し、137億60百万円となりました。 

（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２四半期連結会計期間に比べ8億67百万円減少し、25億65百万円（前年同期

比25.3％減）となりました。これは主に、売上債権の増加額が前第２四半期連結会計期間に比べ増加したこと及び

未収入金の増加額が前第２四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。  

（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２四半期連結会計期間に比べ8億81百万円減少し、11億44百万円（同43.5％

減）となりました。これは主に、連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出が前第２四半期連結会計期

間に比べ減少したこと等によるものであります。 

（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、前第２四半期連結会計期間に比べ8億38百万円増加し、8億72百万円（前年同期

は34百万円）となりました。これは主に、長期借入金の返済による支出が前第２四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。 

平成22年５月14日に公表しました業績予想に変更ありません。 

（注）業績の見通しにつきましては、当社が現時点で合理的と判断する一定の前提に基づいており、実際の業績

は見通しと大きく異なることがあります。 

その要因のうち、主なものは以下のとおりであります。 

・市場動向の急激な変化 

・当社出店エリアにおける立地条件及び周辺環境の変化 

・天候及び季節的な要因及び自然災害による変動 

該当事項はありません。 

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。 

 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、経常利益はそれぞれ48百万円、税金等調整前四半期純

利益は６億80百万円減少しております。 

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15億31百万円であります。  

（３）連結業績予想に関する定性的情報

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：百万円）

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 13,792 12,901

売掛金 8,008 8,013

商品 40,333 39,413

原材料及び貯蔵品 67 70

その他 12,951 12,290

貸倒引当金 △10 △10

流動資産合計 75,142 72,678

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 16,817 16,212

その他（純額） 11,211 10,956

有形固定資産合計 28,029 27,169

無形固定資産   

のれん 2,035 2,308

その他 4,083 4,149

無形固定資産合計 6,118 6,458

投資その他の資産   

敷金及び保証金 13,342 13,209

その他 10,472 10,742

貸倒引当金 △3 △3

投資その他の資産合計 23,811 23,947

固定資産合計 57,959 57,574

資産合計 133,101 130,253
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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 35,255 35,734

短期借入金 3,387 3,410

未払法人税等 3,745 3,937

役員賞与引当金 37 －

ポイント引当金 1,347 1,257

その他 5,977 5,826

流動負債合計 49,751 50,166

固定負債   

長期借入金 5,777 7,470

退職給付引当金 658 624

役員退職慰労引当金 221 211

資産除去債務 1,531 －

その他 2,104 2,437

固定負債合計 10,292 10,744

負債合計 60,044 60,910

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 68,564 64,830

自己株式 △3,601 △3,601

株主資本合計 76,302 72,569

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 21 40

土地再評価差額金 △3,266 △3,266

評価・換算差額等合計 △3,245 △3,226

純資産合計 73,057 69,343

負債純資産合計 133,101 130,253
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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 125,967 177,083

売上原価 96,020 137,182

売上総利益 29,946 39,901

販売費及び一般管理費 21,755 30,875

営業利益 8,191 9,026

営業外収益   

受取利息 48 50

受取配当金 2 9

固定資産受贈益 103 85

受取手数料 － 74

その他 29 63

営業外収益合計 183 282

営業外費用   

支払利息 0 23

租税公課 3 －

その他 － 3

営業外費用合計 4 26

経常利益 8,370 9,281

特別利益   

違約金収入 － 14

受取補償金 11 －

貸倒引当金戻入額 0 0

その他 0 0

特別利益合計 12 15

特別損失   

固定資産除却損 45 10

賃貸借契約解約損 18 27

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 623

減損損失 － 141

その他 － 29

特別損失合計 64 833

税金等調整前四半期純利益 8,319 8,464

法人税等 3,461 3,785

少数株主損益調整前四半期純利益 － 4,678

四半期純利益 4,857 4,678
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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 8,319 8,464

減価償却費 1,209 1,941

減損損失 － 141

退職給付引当金の増減額（△は減少） 117 33

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 5 10

貸倒引当金の増減額（△は減少） 0 △0

役員賞与引当金の増減額（△は減少） 27 37

ポイント引当金の増減額（△は減少） 115 90

受取利息及び受取配当金 △50 △59

支払利息 0 23

固定資産除却損 45 10

売上債権の増減額（△は増加） 262 5

たな卸資産の増減額（△は増加） △1,545 △917

未収入金の増減額（△は増加） 65 △535

仕入債務の増減額（△は減少） 1,271 △478

未払消費税等の増減額（△は減少） 98 207

その他 △32 685

小計 9,912 9,663

利息及び配当金の受取額 8 10

利息の支払額 － △21

法人税等の支払額 △3,284 △3,724

営業活動によるキャッシュ・フロー 6,636 5,927

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 △1,777 △1,929

無形固定資産の取得による支出 △81 △64

貸付けによる支出 △309 △50

貸付金の回収による収入 4 11

敷金及び保証金の差入による支出 △321 △261

敷金及び保証金の回収による収入 48 129

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による
支出

△1,064 －

その他 △48 48

投資活動によるキャッシュ・フロー △3,548 △2,114

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 － 1,500

短期借入金の返済による支出 － △1,500

長期借入金の返済による支出 － △1,716

配当金の支払額 △946 △946

自己株式の取得による支出 △0 △0

その他 － △21

財務活動によるキャッシュ・フロー △946 △2,684

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 2,140 1,128

現金及び現金同等物の期首残高 20,155 12,631

現金及び現金同等物の四半期末残高 22,296 13,760
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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・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、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） 

海外売上高がないため、該当事項はありません。 

〔セグメント情報〕 

（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。 

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、当社グループの構成単位のうち分離された財務諸表が入手可能であり、取

締役会が経営資源の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。 

当社グループの主たる事業は、主に医薬品、化粧品、日用雑貨を販売目的とするドラッグストア事業と、主に

食料品、家庭雑貨等を販売目的とするディスカウントストア事業で区分され、各々包括的な戦略を立案し、事業

活動を展開しております。 

従って、当社グループは、販売業態別のセグメントで構成されており、事業活動の内容及び経営環境に関して

適切な情報を提供するため、ドラッグストア事業とディスカウントストア事業の２つを報告セグメントとしてお

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：百万円）

 
(注) １．セグメント利益の調整額は、全額セグメント間取引消去によるものであります。 

２．セグメント利益は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。 

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）セグメント情報等

 報告セグメント
調整額 

（注）１

四半期連結損益
計 算 書 計 上 額
（注）２

ドラッグストア
事業

ディスカウント
ストア事業

計

売上高      

外部顧客への売上高 130,955 46,127 177,083 ― 177,083

セグメント間の内部売
上高又は振替高

5,349 126 5,476 △5,476 ―

計 136,305 46,253 182,559 △5,476 177,083

セグメント利益 8,042 979 9,021 4 9,026

（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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