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(百万円未満切捨て)
１．平成27年３月期第３四半期の連結業績（平成26年４月１日～平成26年12月31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 ％

27年３月期第３四半期 264,131 2.0 3,067 △21.7 4,724 △14.7 2,400 △18.3

26年３月期第３四半期 258,847 1.6 3,916 △50.6 5,539 △48.3 2,938 △55.5
(注) 包括利益 27年３月期第３四半期 2,493百万円(△16.0％) 26年３月期第３四半期 2,967百万円(△54.8％)
　

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

27年３月期第３四半期 94.37 －

26年３月期第３四半期 115.53 －
　

　

（２）連結財政状態

総資産 純資産 自己資本比率

百万円 百万円 ％

27年３月期第３四半期 161,735 76,882 47.5

26年３月期 139,305 75,320 54.1
(参考) 自己資本 27年３月期第３四半期 76,882百万円 26年３月期 75,320百万円
　

　　

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

26年３月期 － 30.00 － 30.00 60.00

27年３月期 － 30.00 －

27年３月期(予想) 30.00 60.00
(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27年３月期の連結業績予想（平成26年４月１日～平成27年３月31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 344,000 △1.5 4,900 △34.1 7,100 △25.2 2,900 △19.4 114.00
(注) 直近に公表されている業績予想からの修正の有無 ： 無
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※ 注記事項

（１）当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動 ： 無

　 (連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動)

新規 -社（社名） 、除外 -社（社名）
　

（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（１）当四半期連結累計期
間における重要な子会社の異動」をご覧ください。

　

（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

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 ： 無

④ 修正再表示 ： 無
　

（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）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）

① 期末発行済株式数（自己株式を含む) 27年３月期３Ｑ 25,472,485株 26年３月期 25,472,485株

② 期末自己株式数 27年３月期３Ｑ 34,702株 26年３月期 34,568株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 27年３月期３Ｑ 25,437,875株 26年３月期３Ｑ 25,438,120株

　
　

※ 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、四半期連結財務諸表に対する四半期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、実際の業績等は様々な要因によって大きく異なる可能
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) 連結業績予想などの
将来予測情報に関する説明」をご覧ください。
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１．当四半期決算に関する定性的情報

（１）経営成績に関する説明

当第３四半期連結累計期間におけるわが国経済は、政府による経済政策の効果から緩やかな景気回復の動きが見

られるものの、消費税増税の影響や円安に伴う物価の上昇などにより実質賃金は落ち込み、個人消費は低調に推移

しております。

当社が属するドラッグストア業界は、同業各社の積極的な出店や法的規制緩和による競争環境のめまぐるしい変

化を受け、異業種を交えた業務・資本提携、Ｍ＆Ａ等、企業の生き残りをかけた統合・再編の動きが活発化してお

ります。

このような状況下、当社は経営理念「人々のココロとカラダの健康を追求し、地域社会に貢献する」のもと、前

連結会計年度に子会社統合を行い、ドラッグストア・調剤事業におけるあらゆる店舗運営システムを統一し、一括

の運営体制へと抜本的な改革を行いました。当第３四半期連結累計期間につきましては、当改革に基づく組織変更

によりドラッグストア運営の地域密着化推進、店舗運営の効率化推進、店舗区分ごとの最適フォーマットの創造な

ど、店舗運営体制を強化し、お客様に、より支持される店舗づくりを進め、経営改革を推進いたしました。

出退店につきましては、新規に23店舗を出店（当期８月に合併した非連結子会社、株式会社光慈堂10店舗含む）、

21店舗の退店を行い、当第３四半期連結累計期間末の当社グループ店舗数は、下表のとおり1,354店舗となりまし

た。

業績につきましては、10月以降の既存店増収率がプラスに転ずるなど復調の兆しがあるものの、夏場の天候不順

や、消費税増税前特需の反動減の長期化、物流効率化施策の一部遅延や物流コスト増もあり、当第３四半期連結累

計期間の売上高は、264,131百万円（前年同期比2.0％増）、営業利益3,067百万円（同21.7％減）、経常利益4,724百

万円（同14.7％減）、四半期純利益2,400百万円（同18.3％減）となりました。

　
[国内店舗数の推移]

平成26年４月１日
期首時点の総店舗数

出店 退店
平成26年12月31日
現在の総店舗数

株式会社ココカラファイン ヘルスケア 1,290 23 17 1,296

株式会社岩崎宏健堂 62 - 4 58

合計 1,352 23 21 1,354

（内、調剤取扱） （227） （12) （2) （237)

[国内地域別店舗分布状況（平成26年12月31日現在）]

地域 店舗数 地域 店舗数 地域 店舗数 地域 店舗数

北海道 31 富山県 3 奈良県 42 佐賀県 2

宮城県 2 福井県 2 和歌山県 28 長崎県 19

山形県 1 山梨県 3 鳥取県 14 熊本県 8

福島県 3 長野県 3 島根県 3 大分県 5

茨城県 3 岐阜県 21 岡山県 11 沖縄県 5

栃木県 6 静岡県 39 広島県 30 合計 1,354

群馬県 1 愛知県 103 山口県 74

埼玉県 52 三重県 60 徳島県 4

千葉県 21 滋賀県 11 香川県 7

東京都 249 京都府 35 愛媛県 5

神奈川県 57 大阪府 154 高知県 3

新潟県 75 兵庫県 101 福岡県 58

（２）財政状態に関する説明

当第３四半期連結会計期間末における資産合計は、161,735百万円となり、前連結会計年度末に比べて22,429百万

円増加いたしました。主な要因は、現金及び預金19,413百万円の増加、たな卸資産5,029百万円の増加、有形固定資

産736百万円の減少、投資その他の資産1,115百万円の減少等によるものであります。

当第３四半期連結会計期間末における負債合計は、84,852百万円となり、前連結会計年度末に比べて20,868百万

円増加いたしました。主な要因は、買掛金26,165百万円の増加、短期借入金3,900百万円の減少、未払法人税等

1,623百万円の減少、賞与引当金831百万円の減少、その他（未払金他）1,895百万円の増加、退職給付に係る負債

851百万円の減少等によるものであります。
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当第３四半期連結会計期間末における純資産合計は、76,882百万円となり、前連結会計年度末に比べて1,561百万

円増加いたしました。主な要因は、配当金1,526百万円の支払いによる減少、退職給付債務及び勤務費用の計算方法

の変更に伴う影響額を利益剰余金に加減した事による増加額648百万円、当第３四半期連結累計期間における四半期

純利益2,400百万円による増加等によるものであります。

（３）連結業績予想などの将来予測情報に関する説明

業績予想につきましては、平成26年10月31日付「平成27年３月期第２四半期決算短信」にて公表いたしました通

期の業績予想に変更はありません。

なお、業績予想につきましては、本資料の発表日において入手可能な情報に基づき当社で判断したものであり、

実際の業績は、今後の様々な要因によって予想数値と異なる結果となる可能性があります。

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

該当事項はありません。

（２）四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用

税金費用の計算

当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する方法を採用しております。

ただし、当該見積実効税率を用いて税金費用を計算すると著しく合理性を欠く結果となる場合には、法定実効税

率を使用する方法によっております。

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。

（３）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示

(会計方針の変更)

「退職給付に関する会計基準」（企業会計基準第26号 平成24年５月17日。以下「退職給付会計基準」という。）及

び「退職給付に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第25号 平成24年５月17日。以下「退職給付適

用指針」という。）を、退職給付会計基準第35項本文及び退職給付適用指針第67項本文に掲げられた定めについて第

１四半期連結会計期間より適用し、退職給付債務及び勤務費用の計算方法を見直し、退職給付見込額の期間帰属方

法を期間定額基準から給付算定式基準へ変更、割引率の決定方法を従業員の平均残存勤務期間に近似した年数とす

る方法から退職給付の支払見込期間ごとに設定された複数の割引率を使用する方法へ変更いたしました。

退職給付会計基準等の適用については、退職給付会計基準第37項に定める経過的な取扱いに従って、当第３四半

期連結累計期間の期首において、退職給付債務及び勤務費用の計算方法の変更に伴う影響額を利益剰余金に加減し

ております。

この結果、当第３四半期連結累計期間の期首の退職給付に係る負債が1,030百万円減少し、利益剰余金が648百万

円増加しております。また、当第３四半期連結累計期間の営業利益、経常利益及び税金等調整前四半期純利益はそ

れぞれ39百万円増加しております。

３．継続企業の前提に関する重要事象等

該当事項はありません。
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４．四半期連結財務諸表

（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26年３月31日)

当第３四半期連結会計期間
(平成26年12月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 8,062 27,476

売掛金 14,784 15,038

たな卸資産 42,645 47,675

その他 11,689 11,475

貸倒引当金 △2 △2

流動資産合計 77,179 101,663

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額） 13,408 12,965

土地 11,346 11,346

その他（純額） 3,782 3,488

有形固定資産合計 28,537 27,801

無形固定資産

のれん 1,113 1,051

その他 2,086 1,947

無形固定資産合計 3,200 2,998

投資その他の資産

敷金及び保証金 22,815 22,411

その他 7,799 7,053

貸倒引当金 △226 △193

投資その他の資産合計 30,387 29,271

固定資産合計 62,125 60,072

資産合計 139,305 161,735
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(単位：百万円)

前連結会計年度
(平成26年３月31日)

当第３四半期連結会計期間
(平成26年12月31日)

負債の部

流動負債

買掛金 37,181 63,346

短期借入金 7,800 3,900

未払法人税等 1,686 63

賞与引当金 1,872 1,040

ポイント引当金 2,119 2,321

その他 6,875 8,771

流動負債合計 57,535 79,443

固定負債

退職給付に係る負債 3,909 3,058

その他 2,539 2,351

固定負債合計 6,449 5,409

負債合計 63,984 84,852

純資産の部

株主資本

資本金 1,000 1,000

資本剰余金 34,438 34,438

利益剰余金 40,016 41,485

自己株式 △61 △61

株主資本合計 75,394 76,863

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 137 192

退職給付に係る調整累計額 △211 △173

その他の包括利益累計額合計 △73 19

純資産合計 75,320 76,882

負債純資産合計 139,305 161,735
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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25年４月１日
　至 平成25年12月31日)

当第３四半期連結累計期間
(自 平成26年４月１日
　至 平成26年12月31日)

売上高 258,847 264,131

売上原価 192,616 197,733

売上総利益 66,230 66,398

販売費及び一般管理費 62,314 63,331

営業利益 3,916 3,067

営業外収益

発注処理手数料 904 888

受取賃貸料 632 645

その他 690 778

営業外収益合計 2,228 2,311

営業外費用

賃貸費用 551 568

その他 53 85

営業外費用合計 605 654

経常利益 5,539 4,724

特別利益

国庫補助金 87 －

その他 3 0

特別利益合計 90 0

特別損失

固定資産除却損 20 56

賃貸借契約解約損 98 116

減損損失 322 124

関係会社株式評価損 － 10

その他 24 9

特別損失合計 466 317

税金等調整前四半期純利益 5,164 4,407

法人税等 2,225 2,006

少数株主損益調整前四半期純利益 2,938 2,400

少数株主利益 － －

四半期純利益 2,938 2,400
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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25年４月１日
　至 平成25年12月31日)

当第３四半期連結累計期間
(自 平成26年４月１日
　至 平成26年12月31日)

少数株主損益調整前四半期純利益 2,938 2,400

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 28 54

退職給付に係る調整額 － 38

その他の包括利益合計 28 92

四半期包括利益 2,967 2,493

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 2,967 2,493

少数株主に係る四半期包括利益 － －
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（３）四半期連結財務諸表に関する注記事項

（継続企業の前提に関する注記）

該当事項はありません。

（株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記）

該当事項はありません。

　
（開示の省略）

上記以外の注記事項につきましては、第３四半期決算短信における開示の必要性が大きくないと考えられます

ため、開示を省略しております。
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