
 

 

平成24年 2月期 第 2四半期決算短信〔日本基準〕（非連結） 
平成23年10月3日

上 場 会 社 名 株式会社レデイ薬局 上場取引所 大 

コ ー ド 番 号 3027 ＵＲＬ http://www.lady-drug.co.jp 

代 表 者 (役職名) 代表取締役社長 (氏名) 三橋 信也 

問合せ先責任者 (役職名) 執行役員経営企画室長 (氏名) 藤田 和郎 (TEL)089-917-8000

四半期報告書提出予定日 平成23年10月12日 配当支払開始予定日 平成23年11月10日 

四半期決算補足説明資料作成の有無 ：無 

四半期決算説明会開催の有無 ：無 

（百万円未満切捨て） 
１．平成24年2月期第2四半期の業績（平成23年3月1日～平成23年8月31日） 
（１）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2四半期 25,383   72.7 466  446.0 538  368.0 134  △48.1
23年 2月期第2四半期 14,696     －  85     － 114     － 259      －

 

 
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2四半期 6,328.43 －
23年 2月期第2四半期 12,187.95 －

（注）平成23年2月期第2四半期は平成22年4月1日から平成22年9月30日までの期間であり、平成22年9月1日付で連結

子会社を吸収合併しております。 

 
（２）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

24年 2月期第2四半期 25,610 3,623 14.1 170,447.35
23年 2月期 24,634 3,491 14.2 164,257.90

(参考)自己資本 24年2月期第2四半期       3,623 百万円 23年2月期      3,491百万円 

 
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   
23年 2月期 － 1,000.00 － 1,000.00 2,000.00   
24年 2月期 － 1,000.00    

24年 2月期(予想)   － 1,000.00 2,000.00   

(注)当四半期における配当予想の修正有無 ：無 

 
３．平成24年2月期の業績予想（平成23年3月1日～平成24年2月29日） 

（％表示は、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 50,000   － 869   － 1,000   － 321   － 15,099.49

(注)当四半期における業績予想の修正有無 ：無 

(注)平成23年2月期は、事業年度の変更に伴い11ヶ月間の変則決算となっているため、対前期増減率は記載しておりません。 



 

 

４．その他  （詳細は、【添付資料】P.3「その他」をご覧ください。） 
 

（１）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。 
 

（２）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 ：無 

② ①以外の変更 ：無 

（注）「四半期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。 
 

（３）発行済株式数（普通株式） 

① 期末発行済株式数(自己株式を含む) 24年2月期2Ｑ 21,259株 23年2月期 21,259株

② 期末自己株式数 24年2月期2Ｑ - 株 23年2月期 - 株

③ 期中平均株式数(四半期累計) 24年2月期2Ｑ 21,259株 23年2月期2Ｑ 21,259株

 
※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、金融商品取引法における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と判断する一定の情報に基づいており、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）P.2「業績予想に関する定性的情報」をご覧ください。 
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 前事業年度において事業年度の変更を行っていることから、前第２四半期累計期間は平成22年４月１日から平成22

年９月30日まで、当第２四半期累計期間は平成23年３月１日から平成23年８月31日までの実績をもとに記載しており

ます。 

 なお、前第２四半期累計期間において平成22年９月１日付で連結子会社を吸収合併しております。 

（１）経営成績に関する定性的情報 

  当第２四半期累計期間におけるわが国経済は、東日本大震災の影響により依然厳しい状況にあるものの持ち直し

つつあります。サプライチェーンの立て直しにより生産活動が回復に向かい始めており、雇用環境は厳しいものの

消費マインドの下げ止まりから個人消費は改善しつつあります。 

 このような状況のもとで当社は、中四国で最高の品質とサービスを提供するドラッグストアの創出を目指し、価

格と商品機能に訴求したお客様視点の売場作り、接客力の改善に取り組みながら、お客様の感動満足度向上に努め

てまいりました。また、調剤事業部門においては、システムの整備を進めるとともに店舗数拡大に向けた取り組み

を強化しております。 

 当第２四半期累計期間における出退店につきましては、徳島県で１店舗、香川県で１店舗、愛媛県で１店舗を開

店し、広島県で１店舗を閉店いたしました。これにより、当第２四半期累計期間末の店舗数は199店舗となりまし

た。 

  以上の結果、当第２四半期累計期間の業績は、売上高は25,383,621千円（前年同四半期比72.7％増）、営業利益

は466,687千円（同446.0％増）、経常利益は538,063千円（同368.0％増）、四半期純利益は134,536千円（同48.1％

減）となりました。 

  事業部門別につきましては、ドラッグストア事業部門の売上高が23,862,839千円（前年同四半期比75.6％増）、

調剤事業部門の売上高が1,520,781千円（同37.0％増）となりました。 

     

（２）財政状態に関する定性的情報 

①資産、負債、純資産に関する分析 

  当第２四半期累計期間末の総資産は、25,610,116千円（前事業年度末比975,141千円増加）となりました。これは

主として現金及び預金311,317千円、商品285,723千円、流動資産（その他）258,953千円、有形固定資産（その他）

が233,343千円増加したことによるものです。 

  負債につきましては、21,986,576千円（前事業年度末比843,560千円増加）となりました。これは主として支払手

形及び買掛金1,133,525千円、固定負債（その他）が216,028千円増加したものの、短期借入金が600,040千円減少し

たことによるものです。 

 純資産につきましては3,623,540千円（前事業年度末比131,581千円の増加）となりました。これは主として利益

剰余金が113,277千円増加したことによるものです。 

  

②キャッシュ・フローの状況に関する分析 

  当第２四半期累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、前事業年度末に比べ

311,317千円増加して1,501,271千円となりました。 

（営業活動によるキャッシュフロー） 

 営業活動の結果、獲得した資金は1,346,995千円（前年同四半期は411,831千円の獲得）となりました。これは主

として、税引前四半期純利益269,158千円、仕入債務の増加額1,133,525千円等による資金の増加に対して、たな卸

資産の増加額296,968千円等により資金が減少したためであります。 

（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205,728千円（前年同四半期は170,168千円の使用）となりました。これは主と

して、有形固定資産の取得による支出225,124千円等により資金が減少したためであります。 

（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829,948千円（前年同四半期は534,037千円の使用）となりました。これは主と

して、短期借入れによる収入650,000千円等による資金の増加に対して、短期借入金の返済による支出1,250,040千

円等により資金が減少したためであります。  

  

（３）業績予想に関する定性的情報 

 平成24年２月期の通期業績予想につきましては、平成23年４月11日付にて発表いたしました業績予想に変更はご

ざいません。  

１．当四半期の業績等に関する定性的情報



（１）簡便な会計処理及び特有の会計処理の概要 

棚卸資産の評価方法 

 四半期会計期間末における棚卸高の算出に関して、実地棚卸を省略し前事業年度末に係る実地棚卸高を基礎とし

て合理的な方法により算定しております。  

  

（２）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



３．四半期財務諸表 
（１）四半期貸借対照表 

（単位：千円）

当第２四半期会計期間末 
(平成23年８月31日) 

前事業年度末に係る 
要約貸借対照表 

(平成23年２月28日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 1,681,271 1,369,953

売掛金 566,225 557,491

商品 7,886,736 7,601,012

その他 1,645,433 1,386,479

流動資産合計 11,779,666 10,914,936

固定資産   

有形固定資産   

建物（純額） 3,450,227 3,571,810

土地 4,852,405 4,852,405

その他（純額） 1,274,978 1,041,635

有形固定資産合計 9,577,611 9,465,850

無形固定資産 137,358 113,395

投資その他の資産 4,115,480 4,140,791

固定資産合計 13,830,450 13,720,038

資産合計 25,610,116 24,634,975

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 8,786,328 7,652,802

短期借入金 33,280 633,320

1年内返済予定の長期借入金 2,532,790 2,571,588

未払法人税等 236,688 158,125

賞与引当金 364,000 271,000

その他 1,038,166 949,264

流動負債合計 12,991,254 12,236,101

固定負債   

長期借入金 7,265,059 7,381,469

退職給付引当金 178,322 193,229

役員退職慰労引当金 9,425 11,963

資産除去債務 239,833 233,600

その他 1,302,681 1,086,652

固定負債合計 8,995,322 8,906,914

負債合計 21,986,576 21,143,016

純資産の部   

株主資本   

資本金 573,141 573,141

資本剰余金 1,294,616 1,294,616

利益剰余金 1,752,826 1,639,549

株主資本合計 3,620,585 3,507,308

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 2,954 △15,349

評価・換算差額等合計 2,954 △15,349

純資産合計 3,623,540 3,491,958

負債純資産合計 25,610,116 24,634,975



（２）四半期損益計算書 
（第２四半期累計期間） 

（単位：千円）

前第２四半期累計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22年９月30日) 

当第２四半期累計期間 
(自 平成23年３月１日 
 至 平成23年８月31日) 

売上高 14,696,169 25,383,621

売上原価 10,856,940 18,666,422

売上総利益 3,839,229 6,717,199

販売費及び一般管理費 3,753,754 6,250,511

営業利益 85,474 466,687

営業外収益   

受取利息 13,568 16,353

受取賃貸料 100,151 147,903

受取手数料 75,669 107,204

その他 19,886 64,219

営業外収益合計 209,275 335,680

営業外費用   

支払利息 108,297 135,738

賃貸費用 67,291 121,431

その他 4,184 7,134

営業外費用合計 179,774 264,304

経常利益 114,975 538,063

特別利益   

投資有価証券売却益 － 314

抱合せ株式消滅差益 244,874 －

特別利益合計 244,874 314

特別損失   

投資有価証券評価損 － 59,774

固定資産除却損 7,929 14,841

減損損失 5,563 194,603

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 49,512 －

その他 464 －

特別損失合計 63,469 269,219

税引前四半期純利益 296,381 269,158

法人税、住民税及び事業税 59,762 222,384

法人税等調整額 △22,484 △87,761

法人税等合計 37,277 134,622

四半期純利益 259,103 134,536



（第２四半期会計期間） 

（単位：千円）

前第２四半期会計期間 
(自 平成22年７月１日 
 至 平成22年９月30日) 

当第２四半期会計期間 
(自 平成23年６月１日 
 至 平成23年８月31日) 

売上高 8,344,711 13,208,995

売上原価 6,173,050 9,816,353

売上総利益 2,171,660 3,392,641

販売費及び一般管理費 2,170,382 3,138,413

営業利益 1,278 254,228

営業外収益   

受取利息 7,146 8,156

受取賃貸料 54,672 75,156

受取手数料 42,972 57,727

その他 11,685 23,024

営業外収益合計 116,478 164,065

営業外費用   

支払利息 55,712 67,304

賃貸費用 36,020 60,611

その他 1,582 3,124

営業外費用合計 93,314 131,041

経常利益 24,441 287,252

特別利益   

投資有価証券売却益 － 314

投資有価証券評価損戻入益 － 2,663

抱合せ株式消滅差益 244,874 －

特別利益合計 244,874 2,978

特別損失   

固定資産除却損 6,743 1,477

減損損失 － 194,603

その他 228 －

特別損失合計 6,972 196,081

税引前四半期純利益 262,344 94,148

法人税、住民税及び事業税 53,184 71,710

法人税等調整額 △36,411 △24,641

法人税等合計 16,772 47,069

四半期純利益 245,571 47,079



（３）四半期キャッシュ・フロー計算書 

（単位：千円）

前第２四半期累計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22年９月30日) 

当第２四半期累計期間 
(自 平成23年３月１日 
 至 平成23年８月31日) 

営業活動によるキャッシュ・フロー   

税引前四半期純利益 296,381 269,158

減価償却費 164,401 245,444

賞与引当金の増減額（△は減少） 52,504 93,000

退職給付引当金の増減額（△は減少） △10,454 △14,906

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） － △2,538

固定資産受贈益 △605 △24,652

投資有価証券評価損益（△は益） 269 59,774

投資有価証券売却損益（△は益） － △314

受取利息及び受取配当金 △15,249 △19,055

支払利息 108,297 135,738

抱合せ株式消滅差損益（△は益） △244,874 －

有形固定資産除却損 7,929 14,841

減損損失 5,563 194,603

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 49,512 －

売上債権の増減額（△は増加） 11,213 △8,734

未収入金の増減額（△は増加） △76,848 △35,452

たな卸資産の増減額（△は増加） △405,845 △296,968

売上預け金の増減額（△は増加） 2,711 △99,923

仕入債務の増減額（△は減少） 809,529 1,133,525

その他 △9,262 △20,664

小計 745,173 1,622,875

利息及び配当金の受取額 2,043 2,935

利息の支払額 △108,032 △136,868

法人税等の支払額 △227,352 △141,947

営業活動によるキャッシュ・フロー 411,831 1,346,995

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 △40,000 △30,000

定期預金の払戻による収入 60,000 30,000

有形固定資産の取得による支出 △81,267 △225,124

投資有価証券の取得による支出 △24,302 △306

投資有価証券の売却による収入 － 1,314

貸付けによる支出 － △25,000

貸付金の回収による収入 53,134 72,731

差入保証金の差入による支出 △109,760 △27,983

差入保証金の回収による収入 12,354 10,096

その他 △40,325 △11,457

投資活動によるキャッシュ・フロー △170,168 △205,728

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 1,250,000 650,000

短期借入金の返済による支出 △2,033,926 △1,250,040

長期借入れによる収入 1,700,000 1,452,500

長期借入金の返済による支出 △1,370,562 △1,607,707

社債の償還による支出 △25,000 －

ファイナンス・リース債務の返済による支出 △22,660 △53,441

配当金の支払額 △31,888 △21,259

財務活動によるキャッシュ・フロー △534,037 △829,948

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △292,374 311,317

現金及び現金同等物の期首残高 503,465 1,189,953

合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 783,227 －

現金及び現金同等物の四半期末残高 994,318 1,501,271



該当事項はありません。  

  

  

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）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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