
  

１．平成25年２月期第２四半期の業績（平成24年２月21日～平成24年８月20日） 

  

（注）１ 潜在株式調整後１株当たり四半期純利益につきましては、潜在株式は存在しておりますが１株当たり四半期純
損失を計上しているため記載しておりません。 

   ２ 23年２月期第２四半期は連結財務諸表を作成し財務諸表を作成していないため、24年２月期第２四半期の対前
年同四半期増減率は記載しておりません。 

  

（２）財政状態 

  

２．配当の状況 

  

  

３．平成25年２月期の業績予想（平成24年２月21日～平成25年２月28日） 

  

   ２ 平成25年２月期は12カ月と８日の変則決算となるため、通期の対前期増減率は記載しておりません。 
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  （百万円未満切捨て）

（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２月期第２四半期  53,643  2.2 12 △98.8  143  △88.4  △34  －

24年２月期第２四半期  52,512  － 1,048 －  1,230  －  △347  －

  
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２月期第２四半期  △0.98  －

24年２月期第２四半期  △10.01  －

  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 

25年２月期第２四半期  44,547 20,932  47.0  603.47

24年２月期  43,304 21,052  48.6  607.02

（参考）自己資本 25年２月期第２四半期 20,918百万円   24年２月期 21,041百万円 

  
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２月期  － 4.00 － 4.00  8.00

25年２月期  － 4.00       

25年２月期（予想）     － 4.00  8.00

（注）直近に公表されている配当予想からの修正の有無： 無

  （％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  110,000  －  1,200  －  1,400 －  500  －  14.42

（注）１ 直近に公表されている業績予想からの修正の有無： 有



※  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 

この四半期決算短信は、金融商品取引法に基づく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に対する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、その達成を当社として約束する趣旨のものではありません。また、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

意事項については、四半期決算短信（添付資料）２ページ「業績予想に関する定性的情報」をご覧ください。 

  

（１）四半期財務諸表の作成に特有の会計処理の適用： 無

①  会計基準等の改正に伴う会計方針の変更    ： 無

②  ①以外の会計方針の変更                  ： 無

③  会計上の見積りの変更                    ： 無

④  修正再表示                              ： 無

①  期末発行済株式数（自己株式を含む） 25年２月期２Ｑ 34,684,678株 24年２月期 34,684,678株

②  期末自己株式数 25年２月期２Ｑ 20,810株 24年２月期 20,767株

③  期中平均株式数（四半期累計） 25年２月期２Ｑ 34,663,897株 24年２月期２Ｑ 34,663,046株
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（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ドラッグストア業界は、大きな傷跡を残した東日本大震災の復興への取組が図ら

れるなか、消費の立ち直りが一部に見られるものの、企業間競争の激化や季節品の需要低迷等から、総じて厳しい

状況となりました。 

このようななかで、当社は中期３ヵ年経営計画の２年目の取組を強化し、既存エリアの収益力強化では調剤併設

化の推進、営業時間の延長、食品ゾーンの強化をはじめ、カムズクラブカードと電子マネー「ＷＡＯＮ」の一体型

カードの発行、シニアシフトを意識した「ＨＡＣらくらく便」、「ＨＡＣイキイキ倶楽部」の展開等の取組を進め

ました。また、成長へ向けた新規出店、改装に引続き注力しました。 

当第２四半期累計期間における売上高は、特に取組を強化している調剤部門の売上高が前年同期比１４．０％増

と引続き順調に推移したものの、春先の花粉飛散量の減少等による季節品の需要低迷の影響から既存店の来店客数

の減少もあって、前年同期に比し２．２％の伸びにとどまりました。売上総利益額は薬価改定の影響もあって微増

にとどまっておりますが、販売費及び一般管理費は、電子入札を活用した資材調達コストの削減等があったもの

の、成長戦略を加速するために取り組んでいる新規出店や積極的な改装に伴う一時的な経費負担、成長戦略を支え

る専門人財の採用等により前年同期に比し大幅な増加を余儀なくされました。 

店舗につきましては、自然採光や置換空調システムを取り入れた環境配慮型店舗の「小塚店」（名古屋市中川

区）や新業態店舗の「れこっず茅ヶ崎小和田店」（神奈川県茅ヶ崎市）、「れこっず中山店」（横浜市緑区）の相

次ぐ出店を含め、神奈川県７店舗、愛知県４店舗、静岡県、埼玉県各１店舗、合計１３店舗を出店しました。この

結果、当第２四半期末の店舗数は２９３店舗、うち調剤取扱店舗は１０２店舗となりました。また、調剤併設を含

め狭域商圏対応の店舗への大型改装を２０店舗で実施するとともに、業務提携先の薬樹株式会社とのコラボレーシ

ョンによる次世代型店舗「ハックベリー美しが丘店」を既存店の改装によりリニューアルオープンさせました。 

これらの結果、当第２四半期累計期間の売上高は５３６億４３百万円（前年同期比2.2％増）となりましたが、

営業利益は１２百万円（同98.8％減）、経常利益は１億４３百万円（同88.4％減）にとどまりました。また、四半

期純損失は３４百万円となりましたが、前年同期に比して、資産除去債務等の特別損失がなくなったこともあって

改善となりました。 

   

（２）財政状態に関する定性的情報 

当第２四半期会計期間末の総資産は、前事業年度末と比較して１２億４３百万円増加し、４４５億４７百万円と

なりました。これは、主に店舗数の増加等により「商品」が２億８９百万円、「有形固定資産」が８億６８百万円

増加したこと等によるものであります。 

負債は、前事業年度末に比べ１３億６３百万円増加し、２３６億１５百万円となりました。これは、主に法人税

等の支払いにより「未払法人税等」が７億７８百万円減少したものの、「買掛金」が８億８３百万円、「長期借入

金」が７億円増加したこと等によるものであります。 

純資産は、配当金の支払い等により「利益剰余金」が１億７２百万円減少したこと等から、前事業年度末に比べ

１億２０百万円減少し、２０９億３２百万円となりました。この結果、自己資本比率は前事業年度末から１．６ポ

イント低下し４７．０％となりました。 

  

(キャッシュ・フローの状況)  

当第２四半期会計期間末における現金及び現金同等物の残高は、前事業年度末と比較して２億２百万円増加し、

２４億４７百万円となりました。 

当第２四半期累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。 

営業活動の結果、得られた資金は１４億３４百万円（前年同期に比べ１億４百万円の減少）となりました。これ

は、たな卸資産の増加による減少があったものの、仕入債務の増加や減価償却費によるものであります。 

投資活動の結果、使用した資金は１６億４７百万円（前年同期に比べ４億８６百万円の増加）となりました。こ

れは、新規出店・改装等による有形固定資産の取得及び新規出店等の差入保証金の差入による支出等によるもので

あります。 

財務活動の結果、得られた資金は４億１５百万円（前年同期は３億５８百万円の支出）となりました。これは、

短期借入金の返済及び配当金の支払い等があったものの、長期借入れによる収入によるものであります。   

   

（３）業績予想に関する定性的情報 

通期業績予想につきましては、当第２四半期累計期間の状況を踏まえ、平成24年４月５日公表の前回予想を下回

る見込みであることから、業績予想を修正いたしました。詳細につきましては本日公表の「通期業績予想の修正及

び役員報酬の減額等に関するお知らせ」をご参照ください。   

   

１．当四半期決算に関する定性的情報
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（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 

該当事項はありません。 

  

   

（３）追加情報 

    (会計上の変更及び誤謬の訂正に関する会計基準等の適用)  

第１四半期会計期間の期首以後に行われる会計上の変更及び過去の誤謬の訂正より、「会計上の変更及び誤謬の

訂正に関する会計基準」（企業会計基準第24号 平成21年12月４日）及び「会計上の変更及び誤謬の訂正に関する

会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第24号 平成21年12月４日）を適用しております。 

   

  

２．サマリー情報（注記事項）に関する事項
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３．四半期財務諸表 
（１）四半期貸借対照表 

（単位：百万円）

前事業年度 
(平成24年２月20日) 

当第２四半期会計期間 
(平成24年８月20日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 2,244 2,447

売掛金 2,609 2,220

商品 11,681 11,971

その他 4,073 4,047

貸倒引当金 △0 △0

流動資産合計 20,608 20,685

固定資産   

有形固定資産   

建物 12,755 13,382

減価償却累計額 △7,893 △8,214

建物（純額） 4,862 5,167

土地 3,531 3,456

その他 6,791 7,595

減価償却累計額 △4,385 △4,549

その他（純額） 2,406 3,045

有形固定資産合計 10,800 11,668

無形固定資産 674 724

投資その他の資産   

差入保証金 9,284 9,514

その他 2,062 2,078

貸倒引当金 △125 △125

投資その他の資産合計 11,221 11,468

固定資産合計 22,696 23,861

資産合計 43,304 44,547
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（単位：百万円）

前事業年度 
(平成24年２月20日) 

当第２四半期会計期間 
(平成24年８月20日) 

負債の部   

流動負債   

買掛金 9,486 10,370

短期借入金 1,000 600

1年内返済予定の長期借入金 2,260 2,530

未払法人税等 895 116

賞与引当金 456 512

ポイント引当金 1,127 1,259

その他 2,877 3,330

流動負債合計 18,104 18,719

固定負債   

長期借入金 1,100 1,800

資産除去債務 886 924

その他 2,160 2,171

固定負債合計 4,147 4,895

負債合計 22,251 23,615

純資産の部   

株主資本   

資本金 7,092 7,092

資本剰余金 6,377 6,377

利益剰余金 7,671 7,498

自己株式 △13 △13

株主資本合計 21,127 20,954

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △85 △36

評価・換算差額等合計 △85 △36

新株予約権 11 13

純資産合計 21,052 20,932

負債純資産合計 43,304 44,547
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（２）四半期損益計算書 
（第２四半期累計期間） 

（単位：百万円）

前第２四半期累計期間 
(自 平成23年２月21日 
 至 平成23年８月20日) 

当第２四半期累計期間 
(自 平成24年２月21日 

 至 平成24年８月20日) 

売上高 52,512 53,643

売上原価 37,067 38,120

売上総利益 15,444 15,522

販売費及び一般管理費 14,395 15,510

営業利益 1,048 12

営業外収益   

受取利息 17 18

受取配当金 137 66

固定資産受贈益 27 44

その他 47 57

営業外収益合計 231 186

営業外費用   

支払利息 27 26

その他 21 29

営業外費用合計 49 55

経常利益 1,230 143

特別利益   

店舗閉鎖損失引当金戻入額 7 －

特別利益合計 7 －

特別損失   

減損損失 14 74

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 569 －

退職給付制度終了損 290 －

その他 440 0

特別損失合計 1,314 75

税引前四半期純利益又は税引前四半期純損失（△） △76 67

法人税、住民税及び事業税 322 90

法人税等調整額 △51 10

法人税等合計 271 101

四半期純損失（△） △347 △34
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（３）四半期キャッシュ・フロー計算書 

（単位：百万円）

前第２四半期累計期間 
(自 平成23年２月21日 

 至 平成23年８月20日) 

当第２四半期累計期間 
(自 平成24年２月21日 
 至 平成24年８月20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又は税引前四半期純損失
（△）

△76 67

減価償却費 616 762

減損損失 14 74

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 569 －

賞与引当金の増減額（△は減少） 62 55

ポイント引当金の増減額（△は減少） △19 131

退職給付引当金の増減額（△は減少） △523 －

貸倒引当金の増減額（△は減少） 93 －

受取利息及び受取配当金 △155 △84

支払利息 27 26

売上債権の増減額（△は増加） △39 388

たな卸資産の増減額（△は増加） △727 △292

仕入債務の増減額（△は減少） 328 883

その他 1,285 244

小計 1,455 2,256

利息及び配当金の受取額 141 70

利息の支払額 △26 △23

法人税等の支払額 △31 △869

営業活動によるキャッシュ・フロー 1,538 1,434

投資活動によるキャッシュ・フロー   

有形固定資産の取得による支出 △774 △1,184

無形固定資産の取得による支出 △190 △135

差入保証金の差入による支出 △341 △521

差入保証金の回収による収入 294 258

その他 △149 △63

投資活動によるキャッシュ・フロー △1,161 △1,647

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） － △400

長期借入れによる収入 － 1,000

長期借入金の返済による支出 △220 △30

配当金の支払額 △138 △138

その他 △0 △15

財務活動によるキャッシュ・フロー △358 415

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 19 202

現金及び現金同等物の期首残高 2,866 2,244

現金及び現金同等物の四半期末残高 2,886 2,447
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該当事項はありません。     

   

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）セグメント情報等

（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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