
 

 

 

   

 

 
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 

  

 

   

 

 
  

 
・23年２月期より決算期を毎年３月31日から毎年２月15日に変更しております。これに伴い、24年２月期第３四半期と比較対
象となる23年２月期第３四半期の月度が異なるため、24年２月期第３四半期の対前年同四半期増減率については記載しており
ません。 

   

 

 
当社は、平成23年８月16日付けで、普通株式１株につき100株の割合で株式分割を実施しております。なお、23年２月期の１株
当たり純資産は、当該株式分割を考慮しておりません。  

  

 
(注) 当四半期における配当予想の修正有無 ： 無 

当社は、平成23年８月16日付けで、普通株式１株につき100株の割合で株式分割を実施しておりますので、今期の配当予想につ
きましては、分割後の株式数を基に算出しております。 

 

 
(注) 当四半期における業績予想の修正有無 ： 無 

・平成23年２月期は、決算期変更により10.5ヶ月決算となっております。これに伴い通期の対前期増減率については記載して
おりません。 
・当社は、平成23年８月16日付けで、普通株式１株につき100株の割合で株式分割を実施しておりますので、業績予想の１株当
たり当期純利益につきましては、分割後の株式数を基に算出しております。 
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(百万円未満切捨て)

1. 平成24年２月期第３四半期の連結業績（平成23年２月16日～平成23年11月15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 ％

24年２月期第３四半期 32,789 ― 855 ― 814 ― 461 ―

23年２月期第３四半期 32,284 2.4 736 1.3 692 4.2 360 5.0

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３四半期 359 .01 ―

23年２月期第３四半期 27,967 .48 ―

・当社は、平成23年８月16日付けで、普通株式１株につき100株の割合で株式分割を実施しております。なお、23年２月期
第３四半期の１株当たり四半期純利益は、当該株式分割を考慮しておりません。

 (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

24年２月期第３四半期 19,135 4,032 21.1 3,138 .39

23年２月期 18,621 3,625 19.5 282,179 .39

(参考) 自己資本 24年２月期第３四半期 4,032百万円 23年２月期 3,625百万円

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 ― 0 .00 ― 4,200 .00 4,200 .00

24年２月期 ― 0 .00 ―

24年２月期(予想) 50 .00 50 .00

3. 平成24年２月期の連結業績予想（平成23年２月16日～平成24年２月15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 44,170 ― 1,170 ― 1,112 ― 564 ― 438 .94



  

 
(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。 

 
 (注)当社は、平成23年８月16日付けで、普通株式１株につき100株の割合で株式分割を実施しております。  

  

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。 

  

・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。なお、上記予想に関する事項は、［添付資料］３ページ「(3)連結業績予想に関する定性

的情報」をご覧ください。 

・当社は、平成23年８月16日付けで、普通株式１株につき100株の割合で株式分割を実施しております

ので、配当の状況における平成24年２月期（予想）の１株当たり配当金及び平成24年２月期の業績予想

における１株当たり当期純利益につきましては、分割後の株式数を基に算出しております。 

4. その他（詳細は、［添付資料］４ページ「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

(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 ： 無

 ② ①以外の変更 ： 無

(4) 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３Ｑ 1,334,000株 23年２月期 13,340株

② 期末自己株式数 24年２月期３Ｑ 49,100株 23年２月期 491株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 24年２月期３Ｑ 1,284,900株 23年２月期３Ｑ 12,905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３四半期連結累計期間（平成23年２月16日～平成23年11月15日）におけるわが国経済は、東日本

大震災及び福島第一原子力発電所事故が続く中、欧州財政金融システム不安や海外景気の下振れ懸念、

円高の長期化等により景気動向は不透明さを増しております。 

ドラッグストア業界におきましては、東日本大震災後の商品不足などの混乱から落ち着きを取り戻し

たものの、低価格志向の浸透により販売競争が激化する等、経営環境は依然として厳しい状況が続いて

おります。 

このような状況のもと、当社グループといたしましては、お客様に選ばれる店づくりの実現のため

に、MDの継続的改善及び自社PB「CREARE（クレアーレ）」の商品開発等による商品力強化、新規出店・

改装により他社との差別化による競争力の強化を行いました。 

また、お客様に満足いただけるサービスを提供するための従業員教育及び従業員による小集団活動を

推進いたしました。 

販売面では、エブリデー・セイム・ロープライスの実現を目指し、チラシの削減および定番価格の引

下げ、月間特売商品の拡充を継続して実施し、毎日安心してお買い物いただけることによる、新規顧客

の増加とリピーターの確保に努めました。 

コスト面では、ローコスト運営を推進するためにチラシの削減による経費の削減および、業務効率の

改善を行うための自動発注システムの導入も推進いたしました。 

店舗面では、シティドラッグ1店舗、ドラッグストア1店舗、スーパードラッグ4店舗、メガドラッグ1

店舗を新設すると共に3店舗の閉店をいたしました。これにより、平成23年11月15日現在の店舗数は135

店舗となりました。 

これらの結果、当第３四半期連結累計期間の売上高は327億89百万円、営業利益は８億55百万円、経

常利益は８億14百万円、四半期純利益は４億61百万円となりました。 

なお、前連結会計年度の決算期変更に伴い、当第３四半期連結累計期間と、比較対象となる前第３四

半期連結累計期間の月度が異なるため、前年同四半期比については記載しておりません。 

セグメント別の業績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におきましては、オーラルケアの販売強化による売上増、夏の節電対策商品とし

ての冷却関連商品の需要増等、一部商材で改善が見られましたが、消費者の低価格志向及び消費マイン

ドの低下は依然として続いており、厳しい環境にあります。 

 当社では、このような環境下、MD強化、エブリデー・セイム・ロー・プライスの推進、改装等により

既存店売上高前年比＋0.8％とプラスで推移し、売上総利益率につきましても前第3四半期に比較し0.9

ポイント改善いたしました。  

それらの結果、売上高は312億46百万円、営業利益は６億90百万円となりました。 

(調剤薬局事業)  

調剤薬局事業におきましては、昨年度新設の薬局の売上が伸張したこと及び処方日数の長期化に伴う

処方箋単価の上昇などにより、売上高は14億50百万円、営業利益は１億34百万円となりました。 

(その他)  

その他の主たる事業である不動産賃貸業におきましては、売上高は93百万円、営業利益は30百万円と

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
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当第３四半期連結会計期間末における資産合計は、191億35百万円となり、前連結会計年度末に比べ

て、５億14百万円増加となりました。その主な要因は、商品が７億37百万円、有形固定資産が３億37百

万円増加し、現金及び預金が６億28百万円減少したことなどによります。  

当第３四半期連結会計期間末における負債合計は、151億３百万円となり、前連結会計年度末に比べ

て、１億7百万円増加となりました。その主な要因は、買掛金が７億７百万円、未払金が２億60百万

円、預り保証金が４億77百万円それぞれ増加し、借入金が16億12百万円減少したことなどによります。

当第３四半期連結会計期間末における純資産合計は、40億32百万円となり、前連結会計年度末に比べ

て、４億６百万円増加となりました。その主な要因は、利益剰余金が四半期純利益により４億61百万円

増加し、配当金の支払により53百万円減少したことなどによります。 

(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、６億28百万円減少し、８億82百万円になりました。 

営業活動による資金の獲得額は10億60百万円（前第３四半期は11億79百万円の獲得）であり、その主

な要因は、税金等調整前四半期純利益が７億98百万円あり、仕入債務が７億７百万円、たな卸資産が７

億39百万円それぞれ増加し、法人税等の支払額が２億39百万円あったことなどによります。  

投資活動による資金の獲得額は72百万円（前第３四半期は４億64百万円の支出）であり、その主な要

因は、預り保証金の受入による収入が５億６百万円、有形固定資産の取得による支出が３億１百万円、

敷金及び保証金の差入による支出が２億１百万円あったことなどによります。 

財務活動による資金の支出額は17億61百万円（前第３四半期は３億70百万円の支出）であり、その主

な要因は、短期借入金が10億50百万円減少し、又、長期借入による収入が10億50百万円、長期借入金の

返済による支出が16億12百万円あったことなどによります。  

なお、前連結会計年度の決算期変更に伴い、前第３四半期は、平成22年４月１日～平成22年12月31日

となっております。 

  

平成23年９月13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。   

  

(2) 連結財政状態に関する定性的情報

(3) 連結業績予想に関する定性的情報
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該当事項はありません。 

  

(簡便な会計処理) 

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、前連結会計

年度末の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法によっております。 

定率法を採用している資産につきましては、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。 

繰延税金資産の回収可能性の判断に関して、前連結会計年度末以降に経営環境等、かつ、一時差異

等の発生状況に著しい変化がないと認められる場合に、前連結会計年度決算において使用した将来の

業績予測やタックス・プランニングを利用する方法を適用しております。 

ただし、前連結会計年度末以降に経営環境等に著しい変化が生じ、又は、一時差異等の発生状況に

著しい変化が認められた場合には、前連結会計年度決算において使用した将来の業績予想やタック

ス・プランニングに当該著しい変化の影響を加味したものを利用する方法によっております。 

  

(特有の会計処理) 

税金費用の計算 

税金費用については、当第３四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。 

  

 該当事項はありません。 

  

 該当事項はありません。 

  

  

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

① たな卸資産の評価方法

② 固定資産の減価償却費の算定方法

③ 繰延税金資産及び繰延税金負債の算定方法

(3) 会計処理の原則・手続、表示方法等の変更の概要

(4) 継続企業の前提に関する重要事象等の概要
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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：千円）

当第３四半期連結会計期間末
(平成23年11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23年２月15日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 882,275 1,511,187

売掛金 430,190 362,841

商品 5,023,002 4,285,832

貯蔵品 12,285 9,785

繰延税金資産 116,604 116,604

その他 412,457 500,536

流動資産合計 6,876,815 6,786,788

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額） 2,950,646 2,836,091

土地 4,767,392 4,766,593

その他（純額） 1,313,561 1,091,301

有形固定資産合計 9,031,600 8,693,986

無形固定資産 84,334 84,340

投資その他の資産

その他 3,195,218 3,103,419

貸倒引当金 △52,125 △47,244

投資その他の資産合計 3,143,093 3,056,175

固定資産合計 12,259,027 11,834,502

資産合計 19,135,843 18,621,290
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（単位：千円）

当第３四半期連結会計期間末
(平成23年11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23年２月15日)

負債の部

流動負債

買掛金 4,914,365 4,206,886

短期借入金 750,000 1,800,000

1年内返済予定の長期借入金 2,130,093 1,869,608

未払法人税等 213,319 112,023

賞与引当金 309,954 172,840

ポイント引当金 42,285 42,080

その他 1,159,551 879,097

流動負債合計 9,519,568 9,082,534

固定負債

長期借入金 3,955,664 4,778,690

退職給付引当金 154,967 142,964

役員退職慰労引当金 79,791 81,187

資産除去債務 139,769 135,250

その他 1,253,570 774,941

固定負債合計 5,583,762 5,913,033

負債合計 15,103,331 14,995,568

純資産の部

株主資本

資本金 439,589 439,589

資本剰余金 481,788 481,788

利益剰余金 3,172,029 2,764,699

自己株式 △60,533 △60,533

株主資本合計 4,032,874 3,625,544

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 △361 178

評価・換算差額等合計 △361 178

純資産合計 4,032,512 3,625,722

負債純資産合計 19,135,843 18,621,290
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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：千円）

前第３四半期連結累計期間
(自 平成22年４月１日
至 平成22年12月31日)

当第３四半期連結累計期間
(自 平成23年２月16日
至 平成23年11月15日)

売上高 32,284,921 32,789,449

売上原価 24,807,035 24,874,700

売上総利益 7,477,886 7,914,748

販売費及び一般管理費 6,741,194 7,059,618

営業利益 736,691 855,130

営業外収益

受取利息 23 479

受取配当金 1,127 968

受取手数料 7,924 8,936

固定資産受贈益 16,971 31,140

その他 23,058 24,148

営業外収益合計 49,107 65,673

営業外費用

支払利息 85,248 84,404

貸倒引当金繰入額 － 4,881

その他 7,756 17,339

営業外費用合計 93,005 106,625

経常利益 692,793 814,178

特別利益

受取補償金 － 15,192

特別利益合計 － 15,192

特別損失

減損損失 － 2,013

店舗閉鎖損失 6,855 28,804

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 58,046 －

その他 403 250

特別損失合計 65,306 31,068

税金等調整前四半期純利益 627,487 798,301

法人税等合計 266,567 337,005

少数株主損益調整前四半期純利益 360,920 461,295

四半期純利益 360,920 461,295
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(3) 四半期連結キャッシュ・フロー計算書

（単位：千円）

前第３四半期連結累計期間
(自 平成22年４月１日
至 平成22年12月31日)

当第３四半期連結累計期間
(自 平成23年２月16日
至 平成23年11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 627,487 798,301

減価償却費 366,981 392,328

減損損失 － 2,013

貸倒引当金の増減額（△は減少） － 4,881

賞与引当金の増減額（△は減少） △99,287 137,114

退職給付引当金の増減額（△は減少） △27,721 12,002

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △19,938 △1,395

ポイント引当金の増減額（△は減少） 3,848 205

受取利息及び受取配当金 △1,151 △1,447

固定資産受贈益 △16,971 △31,140

支払利息 85,248 84,404

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 58,046 －

固定資産除却損 160 52

投資有価証券売却損益（△は益） 242 －

売上債権の増減額（△は増加） △78,953 △67,348

たな卸資産の増減額（△は増加） △484,809 △739,670

仕入債務の増減額（△は減少） 1,015,913 707,479

未払消費税等の増減額（△は減少） 22,381 △45,222

その他 217,420 131,512

小計 1,668,899 1,384,069

利息及び配当金の受取額 1,151 1,447

利息の支払額 △82,441 △86,263

法人税等の支払額 △407,813 △239,027

営業活動によるキャッシュ・フロー 1,179,796 1,060,225

投資活動によるキャッシュ・フロー

投資有価証券の取得による支出 △12,592 △3,331

投資有価証券の売却による収入 2,130 －

有形固定資産の取得による支出 △330,567 △301,254

無形固定資産の取得による支出 △3,668 △20,794

敷金及び保証金の差入による支出 △219,485 △201,632

敷金及び保証金の回収による収入 98,972 121,524

預り保証金の受入による収入 6,904 506,181

預り保証金の返還による支出 △6,584 △28,404

投資活動によるキャッシュ・フロー △464,891 72,287

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少） 200,000 △1,050,000

長期借入れによる収入 850,000 1,050,000

長期借入金の返済による支出 △1,298,267 △1,612,541

自己株式の取得による支出 △15,192 －

配当金の支払額 △51,803 △54,000

その他 △55,035 △94,884

財務活動によるキャッシュ・フロー △370,297 △1,761,426

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 344,607 △628,912

現金及び現金同等物の期首残高 1,259,200 1,511,187

現金及び現金同等物の四半期末残高 1,603,807 882,275
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該当事項はありません。 

  

[セグメント情報] 

  

Ⅰ 前第３四半期連結累計期間(自 平成22年４月１日 至 平成22年12月31日) 

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。 

 当社グループは、本社に事業別の部署を置き、各部署は、包括的な戦略を立案し、事業展開をしておりま

す。 

 したがって、当社グループは、事業別のセグメントから構成されており、「ドラッグストア事業」及び

「調剤薬局事業」の２つを報告セグメントとしております。 

 「ドラッグストア事業」は、医薬品・化粧品等を販売しており、「調剤薬局事業」は、調剤薬局を運営し

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 

(単位：千円) 

 
(注) 「その他」の区分は、報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、不動産事業等であります。 

  

３．報告セグメントの利益又は損失の金額の合計額と四半期連結損益計算書計上額との差額及び当該差額の

主な内容(差異調整に関する事項) 

(単位：千円) 

 
  

４．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 

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

報告セグメント
その他 
(注)

合計
ドラッグストア

事業
調剤薬局事業 合計

売上高

 外部顧客への売上高 30,849,272 1,333,492 32,182,765 102,156 32,284,921

 セグメント間の内部売上高
 又は振替高

― ― ― ― ―

計 30,849,272 1,333,492 32,182,765 102,156 32,284,921

セグメント利益 619,639 83,598 703,237 33,454 736,691

利益 金額

報告セグメント計 703,237

「その他」の区分の利益 33,454

四半期連結損益計算書の営業利益 736,691
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 （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。 

  

Ⅱ 当第３四半期連結累計期間(自 平成23年２月16日 至 平成23年11月15日) 

１．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 
(単位：千円) 

 
(注) 「その他」の区分は、報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、不動産事業等であります。 

  

２．報告セグメントの利益又は損失の金額の合計額と四半期連結損益計算書計上額との差額及び当該差額の

主な内容(差異調整に関する事項) 

(単位：千円) 

 
  

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 

該当事項はありません。 

  

該当事項はありません。 

  

  

  

  

  

  

報告セグメント
その他 
(注)

合計
ドラッグストア

事業
調剤薬局事業 合計

売上高

 外部顧客への売上高 31,246,014 1,450,068 32,696,082 93,366 32,789,449

 セグメント間の内部売上高
 又は振替高

- - - - -

計 31,246,014 1,450,068 32,696,082 93,366 32,789,449

セグメント利益 690,143 134,572 824,716 30,413 855,130

利益 金額

報告セグメント計 824,716

「その他」の区分の利益 30,413

四半期連結損益計算書の営業利益 855,130

(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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