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1.  平成25年3月期第3四半期の連結業績（平成24年4月1日～平成24年12月31日） 

 

(2) 連結財政状態 

  

(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 ％

25年3月期第3四半期 307,175 5.1 18,512 13.5 18,919 13.1 11,244 23.1
24年3月期第3四半期 292,249 7.7 16,317 14.7 16,729 14.3 9,131 18.2

（注）包括利益 25年3月期第3四半期 11,232百万円 （23.2％） 24年3月期第3四半期 9,115百万円 （18.2％）

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3月期第3四半期 178.41 178.41
24年3月期第3四半期 144.90 ―

総資産 純資産 自己資本比率
百万円 百万円 ％

25年3月期第3四半期 165,087 97,026 58.8
24年3月期 153,423 88,560 57.7
（参考） 自己資本   25年3月期第3四半期  97,020百万円 24年3月期  88,560百万円

2.  配当の状況 

（注）直近に公表されている配当予想からの修正の有無  ：  無  
 

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3月期 ― 18.00 ― 22.00 40.00
25年3月期 ― 22.00 ―
25年3月期（予想） 22.00 44.00

3. 平成25年 3月期の連結業績予想（平成24年 4月 1日～平成25年 3月31日）  
（％表示は、対前期増減率）

（注）直近に公表されている業績予想からの修正の有無  ：  無   

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 415,300 7.4 23,950 7.6 24,500 7.5 14,450 14.9 229.28



(1) 当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動（連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動）  ：  無  

(2) 四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用  ：  有  
（注）詳細は【添付資料】３ページ「２．サマリー情報（注記事項）に関する事項（２）四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用」をご覧ください。 

(3) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 

（注）「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」第10条の５に該当するものであります。詳細は【添付資料】３ページ「２．サマリー情
報（注記事項）に関する事項（３）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。 

(4) 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
半期連結財務諸表のレビュー手続は終了しておりません。 

※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、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）３ページ「１．当四半期決算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」をご覧ください。 

※  注記事項

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

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 25年3月期3Q 67,165,592 株 24年3月期 67,165,592 株
② 期末自己株式数 25年3月期3Q 4,142,316 株 24年3月期 4,142,316 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 25年3月期3Q 63,023,276 株 24年3月期3Q 63,023,402 株
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当第３四半期連結累計期間におけるわが国経済は、東日本大震災後の復興需要などを背景に緩やかな景気回復の

動きが見られたものの、欧州債務問題や世界経済の減速などにより、先行きは依然不透明な状況で推移いたしまし

た。 

ドラッグストア業界におきましては、同業他社による積極的な出店や価格競争に加え、他業種からの参入も徐々

に増加し、更に厳しい経営環境が続いております。 

このような状況のもと、当社グループは、引き続き、「安心・信頼・便利の提供」をキーワードに、お客様のニ

ーズに応える質の高い出店やサービスレベルの向上、更に新業態の開発や積極的な店舗改装などに取り組み、活性

化を図ってまいりました。 

当第３四半期連結累計期間の当社グループ全体の出店などの状況は、フランチャイズ店３店舗を含め42店舗を新

規出店し、３店舗のスクラップ＆ビルドを実施いたしました。また、42店舗で改装を行い、13店舗を閉店し活性化

を図りました。 

以上の結果、当社グループ全体の当第３四半期連結会計期間末の店舗数は、ドラッグストア事業708店舗（直営

店511店舗、㈱星光堂薬局53店舗、㈱サンドラッグファーマシーズ21店舗、㈱サンドラッグ東海18店舗、フランチャ

イズ店105店舗）、ディスカウントストア事業169店舗（ダイレックス㈱169店舗）の合計877店舗となりました。 

当第３四半期連結累計期間の業績は、連結売上高3,071億75百万円（前年同期比5.1％増）、連結営業利益185億

12百万円（同13.5％増）、連結経常利益189億19百万円（同13.1％増）、連結四半期純利益112億44百万円（同

23.1％増）となり増収・増益となりました。 

セグメント別の業績等の概要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は、震災及び原発事故の影響による需要増の反動や春先の花粉症関連商品は苦戦したもの

の、効率的な販促の見直しによる粗利益の改善を図るとともに、引き続き経費の削減に努めました。 

なお、ドラッグストア事業の出店などの状況は、フランチャイズ店の新規契約３店舗を含め26店舗を新規開設

し、１店舗のスクラップ＆ビルドを実施したほか、19店舗の改装と９店舗の閉店（内３店舗はディスカウントスト

ア事業へ業態変更）を実施し活性化を図りました。 

以上の結果、ドラッグストア事業の売上高2,355億28百万円（前年同期比3.4％増）、営業利益159億64百万円

（同13.3％増）となり、増収・増益となりました。 

  ＜ディスカウントストア事業＞ 

ディスカウントストア事業は、地上デジタル放送への移行によるテレビなどの需要増の反動はあったものの、引

き続き戦略的に店舗改装を実施し、売場面積の拡大や医薬品の導入などによる粗利益の改善を図るとともに、販促

の見直しなど経費の削減に努めました。 

なお、ディスカウントストア事業の出店などの状況は、東日本初出店の実験店３店舗を含め16店舗を新規開設

し、２店舗のスクラップ＆ビルドを実施したほか、23店舗の改装と４店舗の閉店を実施し活性化を図りました。 

以上の結果、ディスカウントストア事業の売上高884億63百万円（前年同期比12.3％増）、営業利益25億41百万

円（同14.2％増）となり、増収・増益となりました。 
  

当第３四半期連結会計期間末における資産合計は、前連結会計年度末に比べ116億63百万円増加し、1,650億87百

万円となりました。主な要因は、現金及び建物及び構築物の増加などによるものであります。 

負債合計は前連結会計年度末に比べ31億97百万円増加し、680億60百万円となりました。主な要因は、買掛金の

増加などによるものであります。 

純資産合計は、前連結会計年度末に比べ84億65百万円増加し、970億26百万円となりました。 

以上の結果、自己資本比率は1.1ポイント増加し58.8％となりました。 

１．当四半期決算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

（２）連結財政状態に関する定性的情報
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平成24年５月15日に公表しました業績予想に変更ありません。 

（注）業績の見通しにつきましては、当社が現時点で合理的と判断する一定の前提に基づいており、実際の業績

は見通しと大きく異なることがあります。 

その要因のうち、主なものは以下のとおりであります。 

・市場動向の急激な変化 

・当社出店エリアにおける立地条件及び周辺環境の変化 

・天候及び季節的な要因及び自然災害による変動 

  

該当事項はありません。 

（税金費用の計算） 

 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。 

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 

（減価償却方法の変更） 

当社及び連結子会社は、法人税法の改正に伴い、第１四半期連結会計期間より、平成24年４月１日以後に取得し

た有形固定資産については、改正後の法人税法に基づく減価償却の方法に変更しております。 

この変更による当第３四半期連結累計期間の損益に与える影響は軽微であります。 

（３）連結業績予想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

（１）当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動

（２）四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用

（３）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示
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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：百万円)

前連結会計年度 
(平成24年３月31日) 

当第３四半期連結会計期間 
(平成24年12月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 23,455 29,095

売掛金 6,527 7,159

商品 48,035 51,158

原材料及び貯蔵品 55 55

その他 13,870 12,888

貸倒引当金 △8 △9

流動資産合計 91,936 100,348

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 20,617 23,155

その他（純額） 12,125 12,964

有形固定資産合計 32,743 36,119

無形固定資産   

のれん 1,233 854

その他 3,963 3,970

無形固定資産合計 5,197 4,825

投資その他の資産   

敷金及び保証金 14,073 14,375

その他 9,753 9,697

貸倒引当金 △280 △280

投資その他の資産合計 23,546 23,793

固定資産合計 61,486 64,738

資産合計 153,423 165,087

株式会社サンドラッグ（9989）平成25年３月期 第３四半期決算短信

－　4　－



(単位：百万円)

前連結会計年度 
(平成24年３月31日) 

当第３四半期連結会計期間 
(平成24年12月31日) 

負債の部   

流動負債   

買掛金 39,416 48,457

短期借入金 3,709 717

未払法人税等 6,153 2,606

役員賞与引当金 － 69

ポイント引当金 1,822 2,108

その他 7,860 8,593

流動負債合計 58,962 62,551

固定負債   

長期借入金 1,374 836

退職給付引当金 599 592

役員退職慰労引当金 263 －

資産除去債務 1,855 1,960

その他 1,807 2,119

固定負債合計 5,900 5,508

負債合計 64,862 68,060

純資産の部   

株主資本   

資本金 3,931 3,931

資本剰余金 7,409 7,409

利益剰余金 84,059 92,530

自己株式 △3,602 △3,602

株主資本合計 91,797 100,268

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 26 14

土地再評価差額金 △3,263 △3,263

その他の包括利益累計額合計 △3,236 △3,248

新株予約権 － 6

純資産合計 88,560 97,026

負債純資産合計 153,423 165,087
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（２）四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書 
 四半期連結損益計算書
 第３四半期連結累計期間 

(単位：百万円)

前第３四半期連結累計期間 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成23年12月31日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成24年12月31日) 

売上高 292,249 307,175

売上原価 225,431 235,089

売上総利益 66,817 72,085

販売費及び一般管理費 50,499 53,572

営業利益 16,317 18,512

営業外収益   

受取利息 75 82

受取配当金 7 6

固定資産受贈益 256 232

その他 96 100

営業外収益合計 435 421

営業外費用   

支払利息 21 12

その他 2 2

営業外費用合計 23 14

経常利益 16,729 18,919

特別利益   

受取保険金 38 47

受取和解金 － 17

その他 53 3

特別利益合計 91 69

特別損失   

固定資産除却損 77 227

賃貸借契約解約損 66 －

減損損失 62 26

災害による損失 54 －

その他 47 4

特別損失合計 309 259

税金等調整前四半期純利益 16,512 18,729

法人税等 7,380 7,485

少数株主損益調整前四半期純利益 9,131 11,244

四半期純利益 9,131 11,244
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 四半期連結包括利益計算書 
 第３四半期連結累計期間 

(単位：百万円)

前第３四半期連結累計期間 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成23年12月31日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成24年12月31日) 

少数株主損益調整前四半期純利益 9,131 11,244

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △16 △11

その他の包括利益合計 △16 △11

四半期包括利益 9,115 11,232

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 9,115 11,232

少数株主に係る四半期包括利益 － －
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 該当事項はありません。 

  

 該当事項はありません。 

  

 Ⅰ 前第３四半期連結累計期間(自  平成23年４月１日  至  平成23年12月31日) 

 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 

 
（注）１．セグメント利益の調整額は、全額セグメント間取引消去によるものであります。 

２．セグメント利益は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。 

  

 Ⅱ 当第３四半期連結累計期間(自  平成24年４月１日  至  平成24年12月31日) 

 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 

 
（注）１．セグメント利益の調整額は、全額セグメント間取引消去によるものであります。 

２．セグメント利益は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。 

  

（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

（５）セグメント情報等

(単位：百万円)

報告セグメント
調整額 
(注)１

四半期連結損益
計 算 書 計 上 額
（注）２ドラッグストア

事業
ディスカウント
ストア事業

計

売上高

  外部顧客への売上高 213,487 78,761 292,249 － 292,249

  セグメント間の内部売上高
  又は振替高

14,264 25 14,289 △14,289 －

計 227,752 78,786 306,538 △14,289 292,249

セグメント利益 14,092 2,225 16,317 0 16,317

(単位：百万円)

報告セグメント
調整額 
(注)１

四半期連結損益
計 算 書 計 上 額
（注）２ドラッグストア

事業
ディスカウント
ストア事業

計

売上高

  外部顧客への売上高 218,739 88,435 307,175 － 307,175

  セグメント間の内部売上高
  又は振替高

16,789 28 16,817 △16,817 －

計 235,528 88,463 323,992 △16,817 307,175

セグメント利益 15,964 2,541 18,506 6 18,512
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