
  

１．平成24年２月期第１四半期の連結業績（平成23年３月１日～平成23年５月31日） 

  

  

（２）連結財政状態 

  

２．配当の状況 

  

  

３．平成24年２月期の連結業績予想（平成23年３月１日～平成24年２月29日） 
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代表者          （役職名） 代表取締役社長 （氏名）桝田 直 
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四半期報告書提出予定日 平成23年７月14日 配当支払開始予定日     － 

四半期決算補足説明資料作成の有無：有   

四半期決算説明会開催の有無      ：有（証券アナリスト・機関投資家向け） 

  （百万円未満切捨て）

（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 ％ 

24年２月期第１四半期  79,370  9.2  4,864  78.9  5,207  58.6  4,345  206.3

23年２月期第１四半期  72,661  △0.2  2,719  △5.1  3,284  △0.5  1,418  52.3

  
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 

24年２月期第１四半期  68  63  －      

23年２月期第１四半期  22  40  －      

  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 

24年２月期第１四半期  146,301  86,566  59.2  1,367  18

23年２月期  136,243  82,755  60.7  1,306  99

（参考）自己資本 24年２月期第１四半期 86,566百万円 23年２月期 82,755百万円

  
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 

23年２月期  －        6 00 －      8 00  14  00

24年２月期  －               

24年２月期（予想）    7 00 －      7 00  14  00

（注）当四半期における配当予想の修正有無： 無  

  （％表示は、通期は対前期、第２四半期（累計）は対前年同四半期増減率）

  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 

第２四半期（累計）  158,000  3.8  7,600  7.4  8,500  9.2  5,700  46.3  90  02

通期  315,000  3.4  13,000  1.7  15,000  △0.1  9,500  5.6  150  04

（注）当四半期における業績予想の修正有無： 無



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） 

（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。 

  

（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。  

  

（１）当四半期中における重要な子会社の異動  ： 無

（２）簡便な会計処理及び特有の会計処理の適用： 有

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） 24年２月期１Ｑ 63,330,838株 23年２月期 63,330,838株

②  期末自己株式数 24年２月期１Ｑ 13,288株 23年２月期 13,236株

③  期中平均株式数（四半期累計） 24年２月期１Ｑ 63,317,586株 23年２月期１Ｑ 63,317,765株



  

  

○添付資料の目次

１．当四半期の連結業績等に関する定性的情報 …………………………………………………………………………  2

（１）連結経営成績に関する定性的情報 ………………………………………………………………………………  2

（２）連結財政状態に関する定性的情報 ………………………………………………………………………………  2

（３）連結業績予想に関する定性的情報 ………………………………………………………………………………  3

２．その他の情報 ……………………………………………………………………………………………………………  3

（１）重要な子会社の異動の概要 ………………………………………………………………………………………  3

（２）簡便な会計処理及び特有の会計処理の概要 ……………………………………………………………………  3

（３）会計処理の原則・手続、表示方法等の変更の概要 ……………………………………………………………  3

３．四半期連結財務諸表 ……………………………………………………………………………………………………  4

（１）四半期連結貸借対照表 ……………………………………………………………………………………………  4

（２）四半期連結損益計算書 ……………………………………………………………………………………………  6

（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 …………………………………………………………………………  7

（４）継続企業の前提に関する注記 ……………………………………………………………………………………  8

（５）セグメント情報 ……………………………………………………………………………………………………  8

（６）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記 ……………………………………………………………  9

－1－

スギホールディングス㈱　（7649）　平成24年２月期　第１四半期決算短信



(１) 連結経営成績に関する定性的情報 

当第１四半期におけるわが国経済は、好調な新興国経済を背景に持ち直しつつあったものの、３月11日に発生し

たわが国未曾有の東日本大震災の影響により、生産面を中心に強い下押し圧力を受けた状態が続いております。  

個人消費の面でも、当初は、供給制約による販売減少やマインドの悪化による消費抑制傾向が見られましたが、

当社グループの属する薬局・ドラッグストア業界においては、震災の影響による生活必需品への需要の増加に加え

て、前年同期の花粉症関連商品やマスク類の売上の減少への反動等もあり、売上は順調に推移しました。  

このような環境のもと、当社グループにおいては、本業への”経営資源集中”を行うべく、「治験事業」の売却

を実施し、「ファーマシー事業」・「ドラッグ事業」の強化、経営効率の改善を図ってまいりました。  

以上の結果、売上高は 793億70百万円 (前年同期比 9.2％増、67億８百万円増)、営業利益は 48億64百万円 

(同 78.9％増、21億45百万円増)、経常利益は 52億７百万円 (同 58.6％増、19億23百万円増)、四半期純利益は、

特別損失として資産除去債務に関する会計基準の適用に伴う影響額 11億82百万円等を計上する一方で、特別利益と

して治験子会社の売却益９億９百万円等を計上した結果、43億45百万円 (同 206.3％増、29億27百万円増)となりま

した。 

  

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、処方箋調剤の売上の伸長に加え、春先の花粉症関連商品の販売増や東日本大震災以後の生

活必需品の需要増により好調に推移しました。 

また、第１四半期末店舗数は、15店舗出店し、９店舗退店した結果、636店舗となりました。 

以上の結果、売上高は 616億62百万円、売上総利益は 177億20百万円、販売費及び一般管理費は 136億35百万

円、営業利益は 40億85百万円となりました。 

  

②ドラッグ事業  

ドラッグ事業は、一般用医薬品の伸長に加え、ファーマシー事業と同様に東日本大震災以後の生活必需品の需要

増により好調に推移しました。 

また、第１四半期末店舗数は、１店舗新規出店を行った結果、145店舗となりました。 

以上の結果、売上高は 177億12百万円、売上総利益は 39億５百万円、販売費及び一般管理費は 28億12百万円、

営業利益は 10億92百万円となりました。  

  

なお、平成23年５月31日に治験事業子会社３社の株式を譲渡したことに伴い、治験事業を担ってきた３社を連結

の範囲から除外し、当第１四半期より治験事業を廃止いたしました。 

また、当第１四半期よりセグメント情報等の開示に関する会計基準等を適用し、一部セグメント区分を変更した

ため、前年同期比較を行っておりません。 

  

(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、商品及び有形固定資産の増加等により、1,463億１百万円（前連結会計年度末に

比べて 100億58百万円増加）となりました。負債は、買掛金の増加等により、597億35百万円（同 62億47百万円増

加）となりました。純資産は、利益剰余金の増加等により、865億66百万円（同 38億10百万円増加）となり、自己

資本比率は 59.2％（前連結会計年度末比 1.6％減）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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（キャッシュ・フローの状況）  

 当第１四半期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 64億84百万

円増加し、306億69百万円となりました。 

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、84億23百万円（前年同期比 54.5％増、29億72百万円増）となりました。これ

は主に、税金等調整前四半期純利益が 61億25百万円となり、仕入債務の増加額が 57億23百万円等あった一方で、

法人税等の支払額が 34億27百万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、14億93百万円（同 75.4％減、45億68百万円減）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 20億円、有形固定資産の取得による支出が 10億

17百万円等あった一方で、定期預金の払戻による収入が 90億円、貸付金の回収による収入が５億円あったこと等

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、４億45百万円（同 14.7％増、57百万円増）となりました。これは主に配当金の支

払額が４億77百万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23年６月29日に公表いたしました連結業績予想から修正は行っておりません。  

  

(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 

① 重要な資産の評価基準及び評価方法の変更 

たな卸資産  

従来、一部の連結子会社の調剤薬品及び物流センター保管商品については、売価還元低価法によっておりまし

たが、当第１四半期連結会計期間より、総平均法による原価法（貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価切

下げの方法）に変更しております。 

この変更は、原価データを単品管理する体制が確立したことに伴い、商品の評価と期間損益計算の精度向上を

図るためのものであります。 

なお、この変更による損益への影響額は軽微であります。 

② 資産除去債務に関する会計基準の適用 

当第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、営業利益は 37百万円、経常利益は 39百万円、税金等調整前四半期純利益は 12億22百万円減少

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 25億15百万円であります。  

  

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１四半期連結会計期間末
(平成23年５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23年２月28日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 35,669 29,185

売掛金 7,506 6,887

有価証券 9,603 8,841

商品 36,804 34,763

その他 7,436 8,101

貸倒引当金 △3 △4

流動資産合計 97,018 87,774

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 18,061 16,912

その他（純額） 8,582 8,623

有形固定資産合計 26,644 25,535

無形固定資産   

のれん － 81

その他 2,219 2,259

無形固定資産合計 2,219 2,341

投資その他の資産   

差入保証金 14,342 14,007

その他 6,740 7,248

貸倒引当金 △663 △664

投資その他の資産合計 20,419 20,592

固定資産合計 49,283 48,468

資産合計 146,301 136,243
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（単位：百万円）

当第１四半期連結会計期間末
(平成23年５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23年２月28日) 

負債の部   

流動負債   

買掛金 38,819 33,103

未払法人税等 1,007 2,968

賞与引当金 1,260 494

その他の引当金 29 1

その他 12,055 12,350

流動負債合計 53,172 48,918

固定負債   

退職給付引当金 2,103 2,202

資産除去債務 2,505 －

その他 1,953 2,367

固定負債合計 6,563 4,569

負債合計 59,735 53,488

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 46,523 42,684

自己株式 △33 △33

株主資本合計 86,556 82,717

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 9 37

評価・換算差額等合計 9 37

純資産合計 86,566 82,755

負債純資産合計 146,301 136,243
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（２）四半期連結損益計算書 
（第１四半期連結累計期間） 

（単位：百万円）

前第１四半期連結累計期間 
(自 平成22年３月１日 
 至 平成22年５月31日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成23年３月１日 
 至 平成23年５月31日) 

売上高 72,661 79,370

売上原価 53,493 57,745

売上総利益 19,168 21,625

販売費及び一般管理費 16,449 16,761

営業利益 2,719 4,864

営業外収益   

受取賃貸料 314 323

受取手数料 166 187

その他 352 376

営業外収益合計 833 887

営業外費用   

有価証券評価損 － 237

賃貸収入原価 248 270

その他 19 36

営業外費用合計 267 543

経常利益 3,284 5,207

特別利益   

子会社株式売却益 － 909

還付消費税等 － 1,432

その他 － 121

特別利益合計 － 2,463

特別損失   

減損損失 457 312

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 1,182

その他 16 50

特別損失合計 473 1,545

税金等調整前四半期純利益 2,810 6,125

法人税、住民税及び事業税 1,384 1,497

過年度法人税等 － 580

法人税等調整額 7 △297

法人税等合計 1,392 1,780

少数株主損益調整前四半期純利益 － 4,345

四半期純利益 1,418 4,345
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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１四半期連結累計期間 
(自 平成22年３月１日 
 至 平成22年５月31日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成23年３月１日 
 至 平成23年５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 2,810 6,125

減価償却費 834 864

減損損失 457 312

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 1,182

賞与引当金の増減額（△は減少） 816 855

有価証券評価損益（△は益） － 237

子会社株式売却損益（△は益） － △909

還付消費税等 － △1,432

売上債権の増減額（△は増加） △852 △913

たな卸資産の増減額（△は増加） △685 △2,049

仕入債務の増減額（△は減少） 3,937 5,723

その他 596 934

小計 7,915 10,929

利息及び配当金の受取額 10 70

利息の支払額 △1 △1

消費税等の還付額 － 1,432

法人税等の支払額 △3,003 △3,427

過年度法人税等の支払額 － △580

法人税等の還付額 530 －

営業活動によるキャッシュ・フロー 5,451 8,423

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 △8,000 △8,000

定期預金の払戻による収入 2,000 9,000

有価証券の取得による支出 － △2,000

有価証券の償還による収入 1,000 －

有形固定資産の取得による支出 △728 △1,017

無形固定資産の取得による支出 △42 △108

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による
収入

－ 276

貸付金の回収による収入 － 500

差入保証金の差入による支出 △116 △159

その他 △174 14

投資活動によるキャッシュ・フロー △6,062 △1,493

財務活動によるキャッシュ・フロー   

配当金の支払額 △363 △477

その他 △24 32

財務活動によるキャッシュ・フロー △388 △445

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △999 6,484

現金及び現金同等物の期首残高 21,700 24,185

現金及び現金同等物の四半期末残高 20,701 30,669
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該当事項はありません。  

  

（セグメント情報等）  

〔事業の種類別セグメント情報〕 

前第１四半期連結累計期間（自 平成22年３月１日 至 平成22年５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 

  

〔所在地別セグメント情報〕 

前第１四半期連結累計期間（自平成22年３月１日 至平成22年５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１四半期連結累計期間（自平成22年３月１日 至平成22年５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  51,416  20,619  625  72,661  －  72,661

(2）セグメント間の内部売上

高又は振替高 
 6  －  －  6  △6  －

計  51,422  20,619  625  72,668  △6  72,661

営業利益又は営業損失（△）  2,763  291  △98  2,956  △237  2,719

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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〔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、当社グループ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、経営資源の配分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、医薬品・健康食品・化粧品・日用品等を販売するとともに、処方箋調剤や地域の医療関係者

と連携した在宅医療に取り組む「地域医療対応型ドラッグストア」の経営を主たる業務とする「ファーマシー事

業」と、日用雑貨・食品を中心として、医薬品・健康食品・化粧品等を販売するドラッグストアの経営を主たる

業務とする「ドラッグ事業」の２つを報告セグメントとしており、それぞれ包括的な戦略を立案し、事業活動を

展開しております。 

「ファーマシー事業」は、「スギ薬局」、「スギドラッグ」及び「ドラッグスギ」の店舗を展開しておりま

す。「ドラッグ事業」は、「ジャパン」の店舗を展開しております。 

  

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１四半期連結累計期間（自 平成23年３月１日 至 平成23年５月31日） 

 (注) １．セグメント利益の調整額△313百万円には、セグメント間取引消去７百万円及び各報告セグメント

に配分していない全社費用△320百万円が含まれております。全社費用は、主に報告セグメントに帰

属しない販売費及び一般管理費であります。 

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。 

    

３．報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報  

 (固定資産に係る重要な減損損失) 

当社グループは、キャッシュ・フローを生み出す 小単位として店舗を基本単位とし、賃貸資産及び遊休資

産については物件単位ごとにグルーピングしております。 

営業活動から生ずる損益が継続してマイナスである資産グループについては、帳簿価額を回収可能価額まで

減額し、当該減少額 312百万円を減損損失として特別損失に計上いたしました。 

報告セグメントごとの計上額は、「ファーマシー事業」で 252百万円、「ドラッグ事業」で 15百万円とな

っております。また、報告セグメントに帰属しない賃貸資産において 45百万円計上しております。 

  

(追加情報) 

当第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。  

  

  （単位：百万円）

  

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  

ファーマシー
事業 

ドラッグ
事業 

計

売上高           

外部顧客への売上高  61,657  17,712  79,370  －  79,370

セグメント間の内部売上高
又は振替高  5  －  5  △5  －

計  61,662  17,712  79,375  △5  79,370

セグメント利益  4,085  1,092  5,177  △313  4,864

（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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