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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２四半期 44,784 － 2,238 － 2,301 － 1,475 －

24年５月期第２四半期 － － － － － － － －

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２四半期 189.76 188.77

24年５月期第２四半期 － －

（注）24年５月期第２四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２四半期個別業績は下記のとおりです。
売上高 37,135百万円 営業利益 1,757百万円 経常利益 1,814百万円 四半期純利益 1,041百万円

総資産 純資産 自己資本比率

百万円 百万円 ％

25年５月期第２四半期 37,344 12,341 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２四半期 12,330百万円 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 － 16.00

25年５月期（予想） － 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、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 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： 無



※  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２Ｑ 7,781,500株 24年５月期 7,771,000株

②  期末自己株式数 25年５月期２Ｑ －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２Ｑ 7,777,076株 24年５月期２Ｑ 7,760,293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２四半期累計期間（平成24年５月21日～平成24年11月20日）におけるわが国経済は、東日本大震災からの復興

需要を下支えに緩やかな回復傾向にあるものの、世界経済全体の減速傾向や、長期化する円高の影響を受け、厳しい

環境にあります。

また、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、17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３店舗、福井県に１店舗、長野県に１店舗、群馬県に３

店舗の合計８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３薬局、福井県

に１薬局、新潟県に２薬局、長野県に１薬局の合計９薬局を新規開設いたしました。

この結果、当第２四半期累計期間の当社の店舗数は、ドラッグストア181店舗（内調剤薬局併設86店舗）、調剤専

門薬局６店舗の合計187店舗となっております。

以上の結果、当第２四半期累計期間の業績は、売上高447億84百万円（前年同期比20.6％増）、営業利益22億38百

万円（前年同期比27.4％増）、経常利益23億１百万円（前年同期比26.8％増）、四半期純利益14億75百万円(前年同

期比41.7％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２四半期会計期間末の資産合計は373億44百万円となり、前事業年度末に比べ36億９百万円増加いたしまし

た。主な増加要因は、売掛金の増加７億47百万円、商品及び製品の増加12億82百万円、新規出店等による建物等の有

形固定資産の増加11億54百万円等によるものであります。

負債合計は250億３百万円となり、前事業年度末に比べ22億61百万円増加いたしました。主な増加要因は、買掛金

の増加15億39百万円、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２億70百万円等によ

るものであり、主な減少要因は、賞与引当金の減少51百万円、未払法人税等の減少23百万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13億47百万円増加し123億41百万円となりました。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

平成25年５月期の業績予想につきましては、平成24年９月18日に公表いたしました業績予想から変更はありませ

ん。

（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、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
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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２四半期会計期間
(平成24年11月20日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 4,628,602 4,623,089

売掛金 816,530 1,563,613

商品及び製品 8,558,740 9,840,909

繰延税金資産 762,502 803,510

未収入金 1,153,256 1,330,090

その他 10,298 36,125

流動資産合計 15,929,930 18,197,338

固定資産

有形固定資産

建物（純額） 11,137,374 11,760,127

土地 1,047,937 1,047,937

その他（純額） 2,402,280 2,934,520

有形固定資産合計 14,587,592 15,742,585

無形固定資産

借地権 568,485 589,680

その他 113,778 103,085

無形固定資産合計 682,263 692,765

投資その他の資産

投資有価証券 75,060 81,734

関係会社株式 14,900 4,900

繰延税金資産 177,361 191,444

敷金及び保証金 1,751,895 1,861,793

その他 516,132 571,660

投資その他の資産合計 2,535,349 2,711,532

固定資産合計 17,805,205 19,146,883

資産合計 33,735,136 37,344,222

負債の部

流動負債

買掛金 10,770,166 12,310,034

1年内返済予定の長期借入金 1,351,073 1,463,663

未払法人税等 1,017,363 994,146

賞与引当金 648,983 597,087

役員賞与引当金 29,000 25,044

ポイント引当金 964,313 1,081,451

その他 1,641,730 1,804,400

流動負債合計 16,422,628 18,275,827

固定負債

長期借入金 4,279,913 4,437,680

退職給付引当金 68,568 100,100

役員退職慰労引当金 240,840 259,410

資産除去債務 843,155 891,023

その他 886,504 1,039,106

固定負債合計 6,318,981 6,727,319

負債合計 22,741,610 25,003,147
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（単位：千円）

前事業年度
(平成24年５月20日)

当第２四半期会計期間
(平成24年11月20日)

純資産の部

株主資本

資本金 1,301,678 1,308,692

資本剰余金 1,504,462 1,511,476

利益剰余金 8,181,658 9,509,764

株主資本合計 10,987,799 12,329,933

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 △3,739 571

評価・換算差額等合計 △3,739 571

新株予約権 9,467 10,570

純資産合計 10,993,526 12,341,075

負債純資産合計 33,735,136 37,344,222
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（２）四半期損益計算書
（第２四半期累計期間）

（単位：千円）

当第２四半期累計期間
(自 平成24年５月21日
至 平成24年11月20日)

売上高 44,784,880

売上原価 32,963,232

売上総利益 11,821,647

販売費及び一般管理費 9,583,142

営業利益 2,238,504

営業外収益

受取利息 2,959

受取配当金 1,231

受取家賃 20,772

固定資産受贈益 26,086

補助金収入 29,350

受取手数料 32,114

その他 11,738

営業外収益合計 124,253

営業外費用

支払利息 45,211

賃貸収入原価 11,773

その他 4,581

営業外費用合計 61,566

経常利益 2,301,191

特別利益

子会社清算益 88,964

特別利益合計 88,964

特別損失

固定資産除却損 1,920

特別損失合計 1,920

税引前四半期純利益 2,388,235

法人税、住民税及び事業税 969,932

法人税等調整額 △57,452

法人税等合計 912,480

四半期純利益 1,475,755
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（３）四半期キャッシュ・フロー計算書

（単位：千円）

当第２四半期累計期間
(自 平成24年５月21日
至 平成24年11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 2,388,235

減価償却費 634,431

賞与引当金の増減額（△は減少） △51,895

役員賞与引当金の増減額（△は減少） △3,956

退職給付引当金の増減額（△は減少） 31,532

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 18,570

ポイント引当金の増減額（△は減少） 117,138

子会社清算損益（△は益） △88,964

受取利息及び受取配当金 △4,191

支払利息 45,211

固定資産除却損 1,920

売上債権の増減額（△は増加） △747,083

たな卸資産の増減額（△は増加） △1,282,169

仕入債務の増減額（△は減少） 1,539,868

その他 △105,919

小計 2,492,728

利息及び配当金の受取額 4,191

利息の支払額 △45,307

法人税等の支払額 △967,279

営業活動によるキャッシュ・フロー 1,484,333

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の払戻による収入 900,000

定期預金の預入による支出 △1,505,000

有形固定資産の取得による支出 △1,358,534

無形固定資産の取得による支出 △39,847

敷金及び保証金の差入による支出 △124,221

敷金及び保証金の回収による収入 14,322

子会社の清算による収入 98,964

その他 △49,789

投資活動によるキャッシュ・フロー △2,064,105

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入れによる収入 946,000

長期借入金の返済による支出 △675,643

新株予約権の行使による株式の発行による収入 11,865

割賦債務の返済による支出 △5,234

リース債務の返済による支出 △160,626

配当金の支払額 △147,101

財務活動によるキャッシュ・フロー △30,740

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △610,512

現金及び現金同等物の期首残高 4,023,602

現金及び現金同等物の四半期末残高 3,413,089
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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２四半期会計期間及び当第２四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２四半期会計期間及び当第２四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。

（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

４．補足情報

期別

当第２四半期会計期間

（自 平成24年８月21日

至 平成24年11月20日）

当第２四半期累計期間

（自 平成24年５月21日

至 平成24年11月20日）

区分 金額（千円） 構成比（％） 金額（千円） 構成比（％）

ヘルス 2,371,225 13.8 4,598,372 13.3

ビューティ 3,536,463 20.6 7,215,087 20.9

ライフ 9,502,855 55.3 19,333,551 55.9

調剤 1,778,344 10.3 3,423,649 9.9

合計 17,188,890 100.0 34,570,660 100.0

期別

当第２四半期会計期間

（自 平成24年８月21日

至 平成24年11月20日）

当第２四半期累計期間

（自 平成24年５月21日

至 平成24年11月20日）

区分 金額（千円） 構成比（％） 金額（千円） 構成比（％）

ヘルス 3,619,700 16.3 7,327,594 16.4

ビューティ 4,727,787 21.3 9,659,410 21.6

ライフ 11,446,391 51.7 23,261,626 51.9

調剤 2,370,815 10.7 4,536,249 10.1

合計 22,164,695 100.0 44,784,880 100.0
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②地域別販売実績

当第２四半期会計期間及び当第２四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２四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。

期別

当第２四半期会計期間

（自 平成24年８月21日

至 平成24年11月20日）

当第２四半期累計期間

（自 平成24年５月21日

至 平成24年11月20日）

区分 店舗数（店） 金額（千円） 構成比（％） 金額（千円） 構成比（％）

石川県 60 8,013,591 36.2 16,340,408 36.5

富山県 50 5,423,934 24.5 10,947,252 24.4

福井県 38 4,397,351 19.8 8,892,786 19.9

新潟県 24 2,958,595 13.3 5,987,920 13.4

長野県 11 1,150,339 5.2 2,271,873 5.1

群馬県 4 220,882 1.0 344,638 0.7

合計 187 22,164,695 100.0 44,784,880 100.0
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