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（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 ％

25年５月期第１四半期 22,620 － 1,265 － 1,282 － 773 －

24年５月期第１四半期 － － － － － － － －

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

25年５月期第１四半期 99.49 99.02

24年５月期第１四半期 － －

（注）24年５月期第１四半期につきましては、連結財務諸表のみを開示し、個別財務諸表を開示していないため、
個別業績は記載しておりません。（参考）24年５月期第１四半期個別業績は下記のとおりです。
売上高 18,751百万円 営業利益 989百万円 経常利益 1,002百万円 四半期純利益 583百万円

総資産 純資産 自己資本比率

百万円 百万円 ％

25年５月期第１四半期 35,189 11,629 33.0

24年５月期 33,735 10,993 32.6

（参考）自己資本 25年５月期第１四半期 11,619百万円 24年５月期 10,984百万円

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

24年５月期 － 11.00 － 19.00 30.00

25年５月期 －

25年５月期（予想） 16.00 － 16.00 32.00

（注）直近に公表されている配当予想からの修正の有無： 無

３．平成25年５月期の業績予想（平成24年５月21日～平成25年５月20日）

（％表示は、通期は対前期、四半期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） 43,764 17.9 2,147 22.2 2,203 21.5 1,404 34.8 180.63

通期 87,590 15.0 4,109 18.1 4,201 17.9 2,564 25.3 329.85

（注）直近に公表されている業績予想からの修正の有無： 有

業績予想の修正については、本日（平成24年９月18日）公表いたしました「業績予想の修正に関するお知らせ」をご参照ください。



※  注記事項

（２）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示

（３）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

※  業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項

（１）四半期財務諸表の作成に特有の会計処理の適用： 無

①  会計基準等の改正に伴う会計方針の変更 ： 有

②  ①以外の会計方針の変更 ： 無

③  会計上の見積りの変更 ： 有

④  修正再表示 ： 無

（注）詳細は添付資料２ページ「２.サマリー情報（注記事項）に関する事項（２）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表

示」をご覧ください。

①  期末発行済株式数（自己株式を含む） 25年５月期１Ｑ 7,776,000株 24年５月期 7,771,000株

②  期末自己株式数 25年５月期１Ｑ －株 24年５月期 －株

③  期中平均株式数（四半期累計） 25年５月期１Ｑ 7,774,043株 24年５月期１Ｑ 7,760,000株

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、金融商品

取引法に基づく四半期財務諸表のレビュー手続は終了しておりません。

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当たって

の注意事項等については、添付資料２ページ「１.（３）業績予想に関する定性的情報」をご覧ください。
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（１）経営成績に関する定性的情報

当第１四半期累計期間（平成24年５月21日～平成24年８月20日）におけるわが国経済は、東日本大震災の復興需要

等を背景に緩やかな回復傾向にありましたが、欧州政府債務危機・円高の長期化・電力供給の制約などの景気の下振

れリスクを内包した厳しい環境にあります。

個人消費につきましても、所得の伸び悩みや雇用不安による停滞が続いており、依然として先行き不透明な状況に

あります。

当ドラッグストア業界におきましては、激しい出店競争や価格競争に加え、他業種の参入により医薬品販売の先行

きの厳しさが増す等、依然として厳しい経営環境が続いております。

このような環境の中、当社は、「健康と美と衛生を通じて、社会から期待される企業作りを目指します。」という

理念の下、引続き、地域のお客様に支持される売場づくりに努めるとともに、既存店の活性化に注力し、８店舗の全

面改装を実施いたしました。

店舗の新設につきましては、ドラッグストアを、富山県に２店舗、群馬県に１店舗の合計３店舗の出店を行い、さ

らなるドミナント化を推進いたしました。

また、調剤専門薬局を富山県に１薬局、ドラッグストア併設調剤薬局を石川県に１薬局、富山県に１薬局、福井県

に１薬局の合計４薬局を新規開設いたしました。

この結果、当第１四半期累計期間の当社の店舗数は、ドラッグストア176店舗（内調剤薬局併設81店舗）、調剤専

門薬局６店舗の合計182店舗となっております。

以上の結果、当第１四半期累計期間の業績は、売上高226億20百万円（前年同期比20.6％増）、営業利益12億65百

万円（前年同期比27.9％増）、経常利益12億82百万円（前年同期比27.9％増）、四半期純利益７億73百万円(前年同

期比32.6％増）となりました。

※前年は連結業績での発表のため、前年同期比(前年個別業績との比較）は参考数値であります。

（２）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）

当第１四半期会計期間末の資産合計は351億89百万円となり、前事業年度末に比べ14億54百万円増加いたしまし

た。主な増加要因は、売掛金の増加５億75百万円、商品及び製品の増加５億51百万円、新規出店等による建物等の有

形固定資産の増加４億76百万円等によるものであります。

負債合計は235億60百万円となり、前事業年度末に比べ８億18百万円増加いたしました。主な増加要因は、買掛金

の増加11億68百万円、新規店舗の設備投資を使途する長期借入金（１年内返済予定含む）の増加１億11百万円等によ

るものであり、主な減少要因は、賞与引当金の減少３億18百万円、未払法人税等の減少６億９百万円等によるもので

あります。

純資産の部につきましては、前事業年度末に比べ６億35百万円増加し116億29百万円となりました。また、自己資

本比率は、33.0％となっております。

（３）業績予想に関する定性的情報

最近の業績動向を踏まえ、平成24年６月28日に公表しました平成25年５月期（平成24年５月21日～平成25年５月

20日）の第２四半期累計期間業績予想ならびに通期業績予想を修正いたしました。

詳細につきましては、本日（平成24年９月18日）公表いたしました「業績予想の修正に関するお知らせ」をご参

照ください。

（１）四半期財務諸表の作成に特有の会計処理の適用

該当事項はありません。

（２）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示

（会計上の見積りの変更と区別することが困難な会計方針の変更）

当社は、法人税法の改正に伴い、当第１四半期会計期間より、平成24年５月21日以後に取得した有形固定資産に

ついて、改正後の法人税法に基づく減価償却方法に変更しております。

これによる影響は軽微であります。

１．当四半期決算に関する定性的情報

２．サマリー情報（注記事項）に関する事項



３．四半期財務諸表
（１）四半期貸借対照表

（単位：千円）

前事業年度
(平成24年５月20日)

当第１四半期会計期間
(平成24年８月20日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 4,628,602 4,442,277

売掛金 816,530 1,391,918

商品及び製品 8,558,740 9,110,077

繰延税金資産 762,502 626,958

未収入金 1,153,256 1,215,846

その他 10,298 23,103

流動資産合計 15,929,930 16,810,181

固定資産

有形固定資産

建物（純額） 11,137,374 11,396,927

土地 1,047,937 1,047,937

その他（純額） 2,402,280 2,619,560

有形固定資産合計 14,587,592 15,064,426

無形固定資産

借地権 568,485 586,183

その他 113,778 110,198

無形固定資産合計 682,263 696,382

投資その他の資産

投資有価証券 75,060 80,269

関係会社株式 14,900 14,900

繰延税金資産 177,361 187,223

敷金及び保証金 1,751,895 1,791,507

その他 516,132 544,602

投資その他の資産合計 2,535,349 2,618,503

固定資産合計 17,805,205 18,379,311

資産合計 33,735,136 35,189,493

負債の部

流動負債

買掛金 10,770,166 11,938,604

1年内返済予定の長期借入金 1,351,073 1,412,836

未払法人税等 1,017,363 407,542

賞与引当金 648,983 330,187

役員賞与引当金 29,000 11,082

ポイント引当金 964,313 1,052,332

その他 1,641,730 1,884,939

流動負債合計 16,422,628 17,037,524

固定負債

長期借入金 4,279,913 4,329,801

退職給付引当金 68,568 94,871

役員退職慰労引当金 240,840 257,090

資産除去債務 843,155 865,352

その他 886,504 975,426

固定負債合計 6,318,981 6,522,540

負債合計 22,741,610 23,560,064



（単位：千円）

前事業年度
(平成24年５月20日)

当第１四半期会計期間
(平成24年８月20日)

純資産の部

株主資本

資本金 1,301,678 1,305,018

資本剰余金 1,504,462 1,507,802

利益剰余金 8,181,658 8,807,428

株主資本合計 10,987,799 11,620,249

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 △3,739 △374

評価・換算差額等合計 △3,739 △374

新株予約権 9,467 9,554

純資産合計 10,993,526 11,629,428

負債純資産合計 33,735,136 35,189,493



（２）四半期損益計算書
（第１四半期累計期間）

（単位：千円）

当第１四半期累計期間
(自 平成24年５月21日
至 平成24年８月20日)

売上高 22,620,184

売上原価 16,668,105

売上総利益 5,952,079

販売費及び一般管理費 4,687,078

営業利益 1,265,000

営業外収益

受取利息 1,537

受取配当金 1,231

受取家賃 10,285

固定資産受贈益 10,750

補助金収入 3,020

受取手数料 15,793

その他 5,287

営業外収益合計 47,906

営業外費用

支払利息 22,840

賃貸収入原価 5,882

その他 2,104

営業外費用合計 30,827

経常利益 1,282,079

特別損失

固定資産除却損 682

特別損失合計 682

税引前四半期純利益 1,281,397

法人税、住民税及び事業税 384,139

法人税等調整額 123,838

法人税等合計 507,977

四半期純利益 773,419



該当事項はありません。

該当事項はありません。

仕入及び販売の状況

当社は医薬品・化粧品等の小売業という単一セグメントであるため、仕入実績は商品部門別に、販売実績は商品部門

別及び地域別に記載しております。

（１）仕入実績

当第１四半期累計期間の仕入実績を商品部門別に示すと、次のとおりであります。

（注）１．上記の金額は、物流益等（店舗への直送受託収入から直送委託費用を控除した物流益及び発注にかかるデータ

収入）を控除しておりません。

２．上記の金額には、消費税等は含まれておりません。

３．ヘルス、ビューティ、ライフ、調剤の主な取扱品目は以下のとおりであります。

ヘルス ・・・医薬品、ビタミンサプリメント等の健康食品、救急用品等の医療用品

ビューティ・・・カウンセリング化粧品・洗顔料等のフェイスケア商品、ボディソープ等のボディケア

商品、シャンプー等のヘアケア商品、歯磨等のオーラルケア商品

ライフ ・・・オムツ等のベビー関連商品、介護用品、生理用品、洗剤、家庭用品、ペットフード、靴下

や肌着等の衣料用品、家電用品、菓子・飲料

調剤 ・・・薬局にて処方する医療用医薬品

（２）販売実績

①商品部門別販売実績

当第１四半期累計期間の販売実績を商品部門別に示すと、次のとおりであります。

（注）上記の金額には、消費税等は含まれておりません。

（３）継続企業の前提に関する注記

（４）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記

４．補足情報

当第１四半期累計期間

（自 平成24年５月21日

至 平成24年８月20日）

区分 金額（千円） 構成比（％）

ヘルス 2,227,146 12.8

ビューティ 3,678,623 21.2

ライフ 9,830,695 56.5

調剤 1,645,305 9.5

合計 17,381,770 100.0

当第１四半期累計期間

（自 平成24年５月21日

至 平成24年８月20日）

区分 金額（千円） 構成比（％）

ヘルス 3,707,893 16.4

ビューティ 4,931,622 21.8

ライフ 11,815,234 52.2

調剤 2,165,433 9.6

合計 22,620,184 100.0



②地域別販売実績

当第１四半期累計期間の販売実績を地域別に示すと、次のとおりであります。

（注）１．店舗数は当第１四半期会計期間末現在のものであります。

２．上記の金額には、消費税等は含まれておりません。

当第１四半期累計期間

（自 平成24年５月21日

至 平成24年８月20日）

区分 店舗数（店） 金額（千円） 構成比（％）

石川県 60 8,326,816 36.8

富山県 49 5,523,318 24.4

福井県 37 4,495,435 19.9

新潟県 24 3,029,324 13.4

長野県 10 1,121,533 5.0

群馬県 2 123,756 0.5

合計 182 22,620,184 100.0


	余白埋め3: 
	余白埋め4: 
	余白埋め5: 
	余白埋め6: 
	余白埋め7: 
	余白埋め8: 
	余白埋め9: 
	ヘッダー１3: 株式会社クスリのアオキ（3398）平成25年５月期　第１四半期決算短信
	ヘッダー１4: 株式会社クスリのアオキ（3398）平成25年５月期　第１四半期決算短信
	ヘッダー１5: 株式会社クスリのアオキ（3398）平成25年５月期　第１四半期決算短信
	ヘッダー１6: 株式会社クスリのアオキ（3398）平成25年５月期　第１四半期決算短信
	ヘッダー１7: 株式会社クスリのアオキ（3398）平成25年５月期　第１四半期決算短信
	ヘッダー１8: 株式会社クスリのアオキ（3398）平成25年５月期　第１四半期決算短信
	ヘッダー１9: 株式会社クスリのアオキ（3398）平成25年５月期　第１四半期決算短信
	フッター3: - 1 -
	フッター4: - 2 -
	フッター5: - 3 -
	フッター6: - 4 -
	フッター7: - 5 -
	フッター8: - 6 -
	フッター9: - 7 -


