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1.  平成23年2月期第3四半期の連結業績（平成22年3月1日～平成22年11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3四半期 227,514 2.7 9,353 12.0 10,565 7.1 6,178 63.4
22年2月期第3四半期 221,488 ― 8,348 ― 9,861 ― 3,782 ―

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3四半期 97.58 ―

22年2月期第3四半期 59.73 ―

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3四半期 136,913 79,958 58.4 1,262.82
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3四半期  79,958百万円 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」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3Q 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3Q  13,231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3Q 63,317,712株 22年2月期3Q 63,318,065株
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（１）連結経営成績に関する定性的情報 

当第３四半期（平成22年３月１日～11月30日）におけるわが国経済は、海外経済の改善や政府の景気対策等を背

景に一部の業種では景気回復の兆しが見られたものの、円高による景気先行きの不透明感や失業率が高止まりして

いること等から雇用や所得水準は依然として厳しい状態で、個人消費も低調に推移いたしました。  

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も、生活防衛の観点からの低価格志向が継続する

なか、特に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特需に対する反動もあり、依然として

厳しい環境は続いております。  

このような環境のもと、当社グループは、地域医療対応型ドラッグストアを展開する『ファーマシー事業』、登

録販売者制度を活用する『ドラッグ事業』、医療分野での専門性を追求する『治験事業』という３つの事業に注力

し、各事業会社の特性を活かし経営資源の 適化と効率化及びシナジー効果の極大化に努めてまいりました。  

また、出店については、関東エリアに 22店舗、中部エリアに 17店舗、関西エリアに 11店舗、合計 50店舗の新

規出店を行うとともに、15店舗の退店を実施し、当第３四半期末における総店舗数は 760店舗（前期末対比 35店

舗増）となりました。  

以上の結果、売上高は 2,275億14百万円（前年同期比 2.7％増、60億26百万円増）、営業利益は 93億53百万円

（同 12.0％増、10億４百万円増）、経常利益は 105億65百万円（同 7.1％増、７億４百万円増）、四半期純利益

は 61億78百万円（同 63.4％増、23億96百万円増）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、インフルエンザ関連商品等の販売不振はありましたが、カウンセリング販売に注力したこ

とで処方箋調剤、第１類医薬品やビューティケア商品の販売額は伸長し、その結果、売上高は増加しました。 

期末店舗数は、新規出店により 40店舗増加し 550店舗となりました。 

以上の結果、売上高は 1,613億81百万円（前年同期比 4.8％増、73億88百万円増）、売上総利益は 458億57百万

円（同 3.6％増、16億12百万円増）、販売費及び一般管理費は 366億73百万円（同 4.9％増、17億12百万円増）、

営業利益は 91億84百万円（同 1.1％減、１億円減）となりました。  

②ドラッグ事業  

ドラッグ事業は、ホームケア商品や食品等の価格競争激化により売上高は減少しましたが、ビューティケア商品

や一般用医薬品の販売強化に取り組むことにより総利益率が改善され、経費削減にも注力した結果営業利益は増加

しました。 

期末店舗数は、スクラップ＆ビルドを進めた結果、５店舗減少し 210店舗となりました。 

以上の結果、売上高は 642億73百万円（前年同期比 2.5％減、16億56百万円減）、売上総利益は 133億69百万円

（同 1.3％減、１億72百万円減）、販売費及び一般管理費は 122億29百万円（同 3.2％減、４億６百万円減）、営

業利益は 11億39百万円（同 25.8％増、２億33百万円増）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強力に押し進め収益改善に努めました。  

以上の結果、売上高は 19億３百万円（前年同期比 16.3％増、２億66百万円増）、売上総利益は４億75百万円

（同 ６億13百万円改善）、販売費及び一般管理費は６億59百万円（同 29.7％減、２億78百万円減）、営業損失は

１億83百万円（同 ８億92百万円改善）となりました。 

なお、当第３四半期における受注高は 23億79百万円、受注残高は 27億５百万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、1,369億13百万円（前連結会計年度末に比べて 120億

24百万円増加）となりました。負債は、買掛金の増加等により、569億54百万円（同 66億36百万円増加）となりま

した。純資産は、利益剰余金の増加等により、799億58百万円（同 53億88百万円増加）となり、自己資本比率は 

58.4％（前連結会計年度末比 1.3％減）となりました。 

（キャッシュ・フローの状況）  

 当第３四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 32億円増加し、249億１百万円となりました。 

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、162億19百万円（前年同期比 129.3％増、91億46百万円増）となりました。こ

れは主に、税金等調整前四半期純利益が 99億70百万円となり、仕入債務の増加額が 69億16百万円、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 53億94百万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」 

 投資活動に使用した資金は、121億94百万円（同 25.1％増、24億50百万円増）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 24

億19百万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」 

 財務活動に使用した資金は、８億24百万円（同 6.1％増、47百万円増）となりました。これは主に配当金の支

払額が７億50百万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３四半期連結会計期間末
(平成22年11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２月28日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 30,401 18,900

売掛金 6,917 5,622

有価証券 6,850 7,000

商品 36,251 35,391

その他 7,644 9,139

貸倒引当金 △4 △42

流動資産合計 88,060 76,011

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 17,112 17,428

その他（純額） 8,629 8,475

有形固定資産合計 25,741 25,903

無形固定資産   

のれん 187 505

その他 2,313 2,556

無形固定資産合計 2,501 3,062

投資その他の資産   

差入保証金 13,856 13,552

その他 7,428 7,031

貸倒引当金 △674 △671

投資その他の資産合計 20,609 19,912

固定資産合計 48,853 48,877

資産合計 136,913 124,888
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（単位：百万円）

当第３四半期連結会計期間末
(平成22年11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２月28日) 

負債の部   

流動負債   

買掛金 37,518 30,610

未払法人税等 1,852 2,604

賞与引当金 1,024 297

その他の引当金 112 4

その他 11,847 12,089

流動負債合計 52,355 45,605

固定負債   

退職給付引当金 2,117 1,937

役員退職慰労引当金 － 681

その他 2,481 2,094

固定負債合計 4,599 4,712

負債合計 56,954 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 39,862 34,444

自己株式 △33 △32

株主資本合計 79,896 74,478

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 62 91

評価・換算差額等合計 62 91

純資産合計 79,958 74,570

負債純資産合計 136,913 124,888
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（２）四半期連結損益計算書 
（第３四半期連結累計期間） 

（単位：百万円）

前第３四半期連結累計期間 
(自 平成21年３月１日 
 至 平成21年11月30日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成22年３月１日 
 至 平成22年11月30日) 

売上高 221,488 227,514

売上原価 163,838 167,811

売上総利益 57,649 59,702

販売費及び一般管理費 49,301 50,349

営業利益 8,348 9,353

営業外収益   

受取賃貸料 944 951

受取手数料 514 521

その他 998 1,198

営業外収益合計 2,456 2,671

営業外費用   

有価証券評価損 － 645

賃貸収入原価 726 746

その他 217 67

営業外費用合計 944 1,459

経常利益 9,861 10,565

特別損失   

固定資産除却損 245 50

減損損失 194 534

商品評価損 364 －

その他 195 10

特別損失合計 1,000 595

税金等調整前四半期純利益 8,860 9,970

法人税、住民税及び事業税 5,453 4,381

法人税等調整額 △375 △589

法人税等合計 5,078 3,791

四半期純利益 3,782 6,178
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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３四半期連結累計期間 
(自 平成21年３月１日 
 至 平成21年11月30日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成22年３月１日 
 至 平成22年11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 8,860 9,970

減価償却費 2,386 2,611

減損損失 194 534

賞与引当金の増減額（△は減少） 1,086 727

貸倒引当金の増減額（△は減少） 116 －

有価証券評価損益（△は益） － 645

売上債権の増減額（△は増加） △1,952 △1,295

たな卸資産の増減額（△は増加） △4,226 △963

仕入債務の増減額（△は減少） 5,975 6,916

その他 573 511

小計 13,014 19,659

利息及び配当金の受取額 42 22

利息の支払額 △1 △4

法人税等の支払額 △6,593 △5,394

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 7,073 16,219

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 2,200

有価証券の取得による支出 △7,500 △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 △3,454 △2,419

無形固定資産の取得による支出 △720 △71

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 △684 △655

その他 △383 △247

投資活動によるキャッシュ・フロー △9,743 △12,194

財務活動によるキャッシュ・フロー   

配当金の支払額 △748 △750

その他 △28 △73

財務活動によるキャッシュ・フロー △777 △824

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △3,447 3,200

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 20,778 24,901
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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３四半期連結累計期間（自 平成21年３月１日 至 平成21年11月30日） 

  

当第３四半期連結累計期間（自 平成22年３月１日 至 平成22年11月30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３四半期連結累計期間 

 （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３四半期連結累計期間の営業利益が、ドラッグ事業で50百万円減少してお

ります。 

【所在地別セグメント情報】 

前第３四半期連結累計期間（自平成21年３月１日 至平成21年11月30日）及び当第３四半期連結累計期間（自

平成22年３月１日 至平成22年11月30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３四半期連結累計期間（自平成21年３月１日 至平成21年11月30日）及び当第３四半期連結累計期間

（自平成22年３月１日 至平成22年11月30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  153,963  65,888  1,636  221,488  －  221,488

(2）セグメント間の内部売上

高又は振替高 
 29  41  －  71  △71  －

計  153,992  65,929  1,636  221,559  △71  221,488

営業利益又は営業損失（△）  9,285  905  △1,075  9,115  △767  8,348

  
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  161,338  64,272  1,903  227,514  －  227,514

(2）セグメント間の内部売上

高又は振替高 
 42  0  －  43  △43  －

計  161,381  64,273  1,903  227,558  △43  227,514

営業利益又は営業損失（△）  9,184  1,139  △183  10,140  △787  9,353

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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