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1.  平成23年5月期第3四半期の連結業績（平成22年5月16日～平成23年2月15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5月期第3四半期 227,594 7.4 12,218 18.7 12,753 18.2 6,732 16.5
22年5月期第3四半期 211,928 12.9 10,291 20.7 10,788 18.5 5,776 16.3

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5月期第3四半期 284.03 283.39
22年5月期第3四半期 243.72 243.34

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5月期第3四半期 122,514 78,139 63.4 3,278.61
22年5月期 131,057 73,151 55.5 3,069.38

（参考） 自己資本   23年5月期第3四半期  77,715百万円 22年5月期  72,756百万円

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5月期 ― 28.00 ― 34.00 62.00
23年5月期 ― 31.00 ―

23年5月期 
（予想）

31.00 62.00

3.  平成23年5月期の連結業績予想（平成22年5月16日～平成23年5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  
 

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 298,013 6.5 14,103 15.0 14,798 14.5 7,689 17.3 324.41



(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。 

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
本資料に記載した予想数値は、現時点で入手可能な情報に基づき判断した見通しであり、多分に不確定な要素を含んでおります。実際の業績等は業況の
変化により上記数値と異なる場合があります。なお、上記予想に関する事項は添付資料の２ページをご覧下さい。 

4.  その他 （詳細は、【添付資料】３ページ「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 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5月期3Q 23,706,234株 22年5月期  23,706,234株

② 期末自己株式数 23年5月期3Q  2,368株 22年5月期  2,276株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 23年5月期3Q 23,703,901株 22年5月期3Q  23,703,638株
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（１）連結経営成績に関する定性的情報 

 当第３四半期連結累計期間（平成22年５月16日～平成23年２月15日）における経営環境は、一部に持ち直しの動き

が見られるものの、雇用環境や所得情勢などの先行きは依然不透明であることから、消費者の生活防衛意識による低

価格志向型の消費が継続しております。ドラッグストア業界においては、異業種参入や業務・資本提携、Ｍ＆Ａ等の

生き残りをかけた企業の統合・再編が加速しているほか、競合他社の出店や価格競争の激化、また医薬品販売に関す

る更なる規制緩和の動きもみられ、経営環境は一層厳しさを増しております。 

 このような状況のもと、当社グループではカウンセリングを主体とした接客サービスの徹底を継続して行い、あわ

せて昨年度流行した新型インフルエンザによる関連商品特需の反動による売上の減少をカバーすべく戦略的な営業施

策を実施いたしました。 

 具体的には、節約志向に対応した販促策や陳列の工夫、推奨販売による利益確保、高品質でお買得価格であるプラ

イベートブランド商品の積極展開、資格者の効率的な配置による営業時間延長実施店舗の追加などが功を奏し、さら

に猛暑による関連商品の需要押し上げ効果があったことなどから、既存店売上高は好調に推移しました。 

 出店につきましては、期首より51店舗の新規出店と16店舗の閉店を実施し当第３四半期末のグループ店舗数は直営

店で940店舗となりました。 

 当社グループの出店・閉店の状況は次のとおり                       (単位：店舗） 

（その他ＦＣ加盟店舗 28店舗）  

  

 これらの結果、当第３四半期連結累計期間における業績は、売上高は2,275億94百万円（前期比7.4%増）、営業利

益122億18百万円（同18.7%増）、経常利益127億53百万円（同18.2%増）、四半期純利益67億32百万円（同16.5%増）

となりました。 

  

  

（２）連結財政状態に関する定性的情報 

 当第３四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て85億42百万円減少し、1,225億14百 

万円となりました。おもな要因は、前連結会計年度末の決済日が金融機関休業日であったことによる現金及び預金の

減少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て135億29百万円減少し、443億75百万円となりました。おもな要因は、前連

結会計年度末の決済日が金融機関休業日であったことによる買掛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て49億87百万円増加し、781億39百万円となりました。 

 以上の結果、自己資本比率は7.9ポイント増加し、63.4％となりました。 

  

  

（３）連結業績予想に関する定性的情報 

平成22年12月21日公表の通期の業績予想に変更はありません。 

  

１．当四半期の連結業績等に関する定性的情報

  
前期末 

店舗数 
出店 閉店 純増 

第３四半期末

店舗数 
うち調剤薬局

 北海道 294 15 4  11 305 56  

 東 北 281 19  2  17 298 58 

 関東・甲信 291  13 10 3 294 79  

 中部・関西 7  3  - 3  10  2 

中 国 32  1 - 1  33  15  

直営店計  905  51 16 35 940 210  
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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 

①たな卸資産の評価方法 

 当第３四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、第２四半期連結会計期間

末に係る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式によっております。 

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）会計処理の原則・手続、表示方法等の変更の概要 

①会計処理基準に関する事項の変更 

  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）および「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、営業利益および経常利益は、それぞれ31百万円減少し、税金等調整前四半期純利益は315百万円 

 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753百万円であります。 

  

②表示方法の変更 

 （四半期連結損益計算書関係） 

  「連結財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第22号 平成20年12月26日）に基づく「財務諸表等の用 

 語、様式及び作成方法に関する規則等の一部を改正する内閣府令」（平成21年３月24日 内閣府令第５号）の適

 用により、当第３四半期連結累計期間では、「少数株主損益調整前四半期純利益」の科目で表示しております。

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23年２月15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５月15日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 14,130 18,691

売掛金 － 6,647

受取手形及び売掛金 6,107 －

有価証券 4,300 8,000

商品及び製品 39,445 37,966

原材料及び貯蔵品 8 13

繰延税金資産 723 1,443

その他 3,308 3,468

流動資産合計 68,023 76,232

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 8,730 8,469

工具、器具及び備品（純額） 2,815 2,919

土地 2,080 2,109

その他（純額） 15 22

有形固定資産合計 13,641 13,520

無形固定資産   

のれん 12,239 13,033

ソフトウエア 372 441

その他 121 120

無形固定資産合計 12,734 13,595

投資その他の資産   

投資有価証券 4,667 4,666

繰延税金資産 287 252

差入保証金 21,267 20,588

その他 1,972 2,277

貸倒引当金 △78 △75

投資その他の資産合計 28,115 27,709

固定資産合計 54,491 54,825

資産合計 122,514 131,057
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（単位：百万円）

当第３四半期連結会計期間末
(平成23年２月15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５月15日) 

負債の部   

流動負債   

買掛金 31,043 41,545

短期借入金 480 －

1年内償還予定の社債 200 200

1年内返済予定の長期借入金 40 199

未払金 4,396 5,122

未払法人税等 1,940 3,580

賞与引当金 1,004 2,221

役員賞与引当金 240 275

その他 1,164 1,260

流動負債合計 40,511 54,406

固定負債   

社債 － 100

長期借入金 64 395

繰延税金負債 1,273 1,305

退職給付引当金 277 244

役員退職慰労引当金 15 15

資産除去債務 785 －

その他 1,446 1,438

固定負債合計 3,863 3,498

負債合計 44,375 57,905

純資産の部   

株主資本   

資本金 6,628 6,628

資本剰余金 22,216 22,216

利益剰余金 46,506 41,582

自己株式 △8 △8

株主資本合計 75,342 70,418

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 2,373 2,338

評価・換算差額等合計 2,373 2,338

新株予約権 392 373

少数株主持分 31 21

純資産合計 78,139 73,151

負債純資産合計 122,514 131,057
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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５月16日 
 至 平成22年２月15日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成22年５月16日 
 至 平成23年２月15日) 

売上高 211,928 227,594

売上原価 153,751 164,680

売上総利益 58,177 62,913

販売費及び一般管理費 47,885 50,695

営業利益 10,291 12,218

営業外収益   

受取利息 58 75

受取配当金 53 50

備品受贈益 195 272

その他 209 173

営業外収益合計 517 571

営業外費用   

支払利息 16 14

割賦利息 0 0

貸倒引当金繰入額 － 16

その他 3 6

営業外費用合計 20 37

経常利益 10,788 12,753

特別利益   

投資有価証券売却益 9 4

固定資産売却益 0 －

貸倒引当金戻入額 6 3

新株予約権戻入益 － 115

その他 － 3

特別利益合計 15 126

特別損失   

固定資産除却損 63 65

固定資産売却損 35 －

リース解約損 5 7

減損損失 61 128

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 283

その他 5 57

特別損失合計 172 543

税金等調整前四半期純利益 10,631 12,336

法人税、住民税及び事業税 4,328 4,949

法人税等調整額 517 645

法人税等合計 4,845 5,594

少数株主損益調整前四半期純利益 － 6,742

少数株主利益 9 9

四半期純利益 5,776 6,732
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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５月16日 
 至 平成22年２月15日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成22年５月16日 
 至 平成23年２月15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 10,631 12,336

減価償却費 1,787 1,667

減損損失 61 128

のれん償却額 800 824

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 283

貸倒引当金の増減額（△は減少） △7 3

賞与引当金の増減額（△は減少） △763 △1,217

役員賞与引当金の増減額（△は減少） △68 △34

退職給付引当金の増減額（△は減少） 38 33

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △98 －

受取利息及び受取配当金 △112 △126

支払利息及び割賦利息 17 14

備品受贈益 △195 △272

固定資産除却損 63 65

固定資産売却損益（△は益） 35 －

投資有価証券売却損益（△は益） △9 △4

新株予約権戻入益 － △115

売上債権の増減額（△は増加） △120 643

たな卸資産の増減額（△は増加） △3,757 △1,420

仕入債務の増減額（△は減少） △347 △10,625

未払消費税等の増減額（△は減少） 92 △269

その他 493 47

小計 8,542 1,963

利息及び配当金の受取額 78 70

利息の支払額 △16 △15

法人税等の支払額 △5,134 △6,538

営業活動によるキャッシュ・フロー 3,469 △4,519

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 △0 △1,516

有形固定資産の取得による支出 △1,201 △1,137

有形固定資産の売却による収入 89 －

ソフトウエアの取得による支出 △172 △110

投資有価証券の取得による支出 △34 △0

投資有価証券の売却による収入 111 11

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による
支出

△1,855 －

貸付けによる支出 △270 －

貸付金の回収による収入 18 16

差入保証金の支出 △1,241 △1,679

差入保証金の返還 866 961

その他 △68 △12

投資活動によるキャッシュ・フロー △3,757 △3,468
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（単位：百万円）

前第３四半期連結累計期間 
(自 平成21年５月16日 
 至 平成22年２月15日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成22年５月16日 
 至 平成23年２月15日) 

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 － 480

短期借入金の返済による支出 △12 △17

長期借入金の返済による支出 △529 △625

社債の償還による支出 △100 △100

リース債務の返済による支出 △25 △25

新株発行による収入 0 －

自己株式の取得による支出 △0 △0

配当金の支払額 △1,322 △1,538

その他 0 0

財務活動によるキャッシュ・フロー △1,988 △1,826

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △2,277 △9,814

現金及び現金同等物の期首残高 14,221 26,680

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）

－ 36

現金及び現金同等物の四半期末残高 11,944 16,902
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該当事項はありません。 

  

 当社グループは小売業を主たる事業としているため、生産実績および受注状況は記載しておりません。 

①仕入実績 

   （注）１．金額は、実際仕入価格によっております。 

       ２．その他のおもな内容は、食品・健康食品・医療用具等であります。 

      ３．「フランチャイズ店」は、フランチャイズ店への卸売上のための仕入であります。 

  

②販売実績 

   （注）その他のおもな内容は、食品・健康食品・医療用具等であります。 

   

（４）継続企業の前提に関する注記

（５）仕入、販売の状況

品  目 

 当第３四半期連結会計期間 

 （自 平成22年11月16日 

    至 平成23年２月15日） 

金額（百万円） 構成比（％） 
前年同四半期比

（％）  

商品       

 医薬品  11,557  20.6  108.9

 化粧品  10,550  18.8  106.5

 雑貨  18,455  33.0  104.9

 育児用品  3,083  5.5  99.5

 その他  11,891  21.2  101.9

小計  55,538  99.1  105.0

フランチャイズ店  136  0.3  100.2

不動産賃貸料原価  11  0.0  102.3

インターネット販売等  350  0.6  417.8

合計  56,035  100.0  105.5

品  目 

 当第３四半期連結会計期間 

 （自 平成22年11月16日 

    至 平成23年２月15日）  

金額（百万円） 構成比（％） 
前年同四半期比

（％）  

商品      

 医薬品  18,918  24.9  107.5

 化粧品  14,921  19.6  106.3

 雑貨  22,690  29.8  107.6

 育児用品  3,387  4.5  101.2

 その他  15,315  20.1  110.3

小計  75,233  98.9  107.5

フランチャイズ店への卸売上高  142  0.2  100.2

不動産賃貸料  30  0.1  88.7

手数料収入  165  0.2  127.9

インターネット販売等  477  0.6  286.0

合計  76,049  100.0  108.0
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【事業の種類別セグメント情報】 

 前第３四半期連結会計期間（自 平成21年11月16日 至 平成22年２月15日）及び前第３四半期連結累計期間

（自 平成21年５月16日 至 平成22年２月15日） 

  

 医薬品・化粧品等を中心とした物販事業の売上高および営業利益の金額は、全セグメントの売上高の合計および

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３四半期連結会計期間（自 平成21年11月16日 至 平成22年２月15日）及び前第３四半期連結累計期間

（自 平成21年５月16日 至 平成22年２月15日） 

  

 本邦以外の国または地域に所在する連結子会社およ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３四半期連結会計期間（自 平成21年11月16日 至 平成22年２月15日）及び前第３四半期連結累計期間

（自 平成21年５月16日 至 平成22年２月15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】 

 当第３四半期連結累計期間（自 平成22年５月16日 至 平成23年２月15日）及び当第３四半期連結会計期間

（自 平成22年11月16日 至 平成23年２月15日） 

  

 当社グループは、医薬品・化粧品等を中心とした物販事業の単一セグメントであるため、記載を省略しておりま

す。 

 なお、仕入および販売に関する情報につきましては、「（５）仕入、販売の状況」に記載しております。  

  

（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）および「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。  

  

（６）セグメント情報

（７）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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