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（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
親会社株主に帰属する

四半期純利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

2022年３月期第２四半期 144,384 △2.8 4,458 △31.8 4,955 △29.4 3,256 △29.4

2021年３月期第２四半期 148,549 8.8 6,541 151.4 7,016 128.2 4,611 128.3

（注）包括利益 2022年３月期第２四半期 3,254百万円（△29.9％） 2021年３月期第２四半期 4,642百万円（131.8％）

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

2022年３月期第２四半期 145.91 145.65

2021年３月期第２四半期 206.80 206.66

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

2022年３月期第２四半期 198,874 103,072 51.8 4,611.92

2021年３月期 194,100 100,857 51.9 4,517.46

（参考）自己資本 2022年３月期第２四半期 102,946百万円 2021年３月期 100,780百万円

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

2021年３月期 － 0.00 － 50.00 50.00

2022年３月期 － 0.00

2022年３月期（予想） － 50.00 50.00

（％表示は、対前期増減率）

売上高 営業利益 経常利益
親会社株主に帰属
する当期純利益

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 282,000 △0.9 8,000 △24.2 9,000 △22.3 5,800 △18.4 259.91

１．2022年３月期第２四半期の連結業績（2021年３月16日～2021年９月15日）

（２）連結財政状態

２．配当の状況

（注）１．直近に公表されている配当予想からの修正の有無：有
　　　２．2021年３月期の期末配当金の内訳　普通配当45円00銭　創業60周年記念配当５円00銭
　　　３．2022年３月期における１株当たり期末配当金については、45円から50円に変更しております。詳細について

は、本日（2021年10月26日）公表いたしました「2022年３月期　配当予想の修正（増配）に関するお知らせ」
をご参照ください。

３．2022年３月期の連結業績予想（2021年３月16日～2022年３月15日）

（注）直近に公表されている業績予想からの修正の有無：有



①  期末発行済株式数（自己株式を含む） 2022年３月期２Ｑ 24,583,420株 2021年３月期 24,583,420株

②  期末自己株式数 2022年３月期２Ｑ 2,261,681株 2021年３月期 2,274,254株

③  期中平均株式数（四半期累計） 2022年３月期２Ｑ 22,315,801株 2021年３月期２Ｑ 22,299,881株

※  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（連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動）：無

新規  －社  （社名）、除外  －社  （社名）

（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

詳細は、添付資料８ページ「２．四半期連結財務諸表及び主な注記（４）四半期連結財務諸表に関する注記事項

（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        ：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

（４）発行済株式数（普通株式）

※  四半期決算短信は公認会計士又は監査法人の四半期レビューの対象外です

※  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の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。従いまして、

今後必要に応じて業績見通しの修正を行う可能性があります。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、添付資料２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２四半期連結累計期間（2021年３月16日～2021年９月15日）におけるわが国経済は、新型コロナウイルス感

染症拡大の影響から停滞していた経済活動が再開するにつれ、持ち直しの動きがみられたものの、各地域において

再拡大傾向となり、緊急事態宣言及びまん延防止等重点措置が再発出される等、先行き不透明なまま推移いたしま

した。個人消費につきましては、将来の各種負担増に加え、経済の下振れリスク等の懸念もあり、節約志向は続い

ております。

当社グループが属するドラッグストア業界におきましては、前年同時期に発出された緊急事態宣言下において、

外出自粛や在宅勤務、休校等の影響から、衛生用品を中心とした感染予防関連商材や内食需要が急増したことに対

し、今期は感染症拡大に伴い、感染予防関連商材等は堅調であったものの、外出自粛や休校等の対応も限定的であ

ったこと等から、前年急増した需要の反動減の影響を受ける結果となりました。また、依然として、競合各社の出

店増、異業種・異業態間の戦いは熾烈化しており、経営環境は一層厳しさを増しております。

このような中、当社グループにおきましては、ドラッグストアとして、改装や営業時間の延長を図る等、その機

能強化に努め、予防関連商材や内食志向及び生活必需品等の需要に対応するべく、適切な集荷及び安定供給に努め

てまいりました。

新規出店につきましては、既存地区である、栃木県、千葉県に各１店舗、計２店舗を出店いたしました。調剤薬

局につきましては、宮城県に１件、既存店に併設いたしました。なお、青森県の１店舗を退店いたしました。

これにより当社グループの店舗数は、計347店舗（内、調剤併設124店舗）となりました。

以上の結果、当第２四半期連結累計期間の売上高は1,443億84百万円（前年同期比2.8％減）、営業利益は44億58

百万円（前年同期比31.8％減）、経常利益は49億55百万円（前年同期比29.4％減）、親会社株主に帰属する四半期

純利益は32億56百万円（前年同期比29.4％減）となりました。

（２）財政状態に関する説明

当第２四半期連結会計期間末における資産合計は1,988億74百万円（前期末比47億74百万円増）となりました。

これは主に現金及び預金の増加によるものであります。

負債合計は958億１百万円（同25億58百万円増）となりました。これは主に法人税納付による未払法人税等の減

少があったものの、買掛金の増加があったことによるものであります。

純資産合計は1,030億72百万円（同22億15百万円増）となりました。これは主に、利益剰余金の増加によるもの

であります。

以上の結果、自己資本比率は51.8％（同0.1ポイント減）となりました。

（３）連結業績予想などの将来予測情報に関する説明

連結業績予想につきましては、当第２四半期連結累計期間の実績及び足元の状況を鑑み、2021年４月26日に公表

いたしました通期連結業績予想を修正し、売上高2,820億円、営業利益80億円、経常利益90億円、親会社株主に帰

属する当期純利益58億円と予想しております。

また、このたび修正した計画は、2021年４月26日に公表いたしました業績予想を上回る見通しであることから、

配当につきましても、2022年６月上旬開催予定の第55回定時株主総会において、１株につき普通配当５円を増配し

50円とすることを付議する予定であります。

詳細につきましては、本日（2021年10月26日）公表いたしました「2022年３月期　配当予想の修正（増配）に関

するお知らせ」をご参照ください。

なお、業績予想につきましては、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と予測に

基づき作成されたものであり、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。
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（単位：百万円）

前連結会計年度
(2021年３月15日)

当第２四半期連結会計期間
(2021年９月15日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 41,235 47,295

売掛金 5,368 5,712

商品 30,729 30,550

貯蔵品 32 31

その他 5,429 4,934

流動資産合計 82,796 88,524

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額） 40,153 39,652

土地 50,105 49,986

その他（純額） 3,665 3,402

有形固定資産合計 93,924 93,041

無形固定資産

その他 4,918 4,937

無形固定資産合計 4,918 4,937

投資その他の資産

敷金及び保証金 7,988 7,923

その他 4,471 4,447

投資その他の資産合計 12,460 12,370

固定資産合計 111,303 110,349

資産合計 194,100 198,874

負債の部

流動負債

買掛金 41,220 46,096

1年内返済予定の長期借入金 10,259 9,947

未払法人税等 3,065 1,931

賞与引当金 1,364 1,236

ポイント引当金 1,188 1,265

災害損失引当金 134 -

その他 7,805 7,290

流動負債合計 65,037 67,768

固定負債

長期借入金 16,151 15,661

退職給付に係る負債 7,718 7,940

ポイント引当金 513 580

資産除去債務 2,840 2,886

その他 981 964

固定負債合計 28,205 28,033

負債合計 93,243 95,801

２．四半期連結財務諸表及び主な注記

（１）四半期連結貸借対照表
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（単位：百万円）

前連結会計年度
(2021年３月15日)

当第２四半期連結会計期間
(2021年９月15日)

純資産の部

株主資本

資本金 13,001 13,001

資本剰余金 14,899 14,901

利益剰余金 77,293 79,433

自己株式 △4,411 △4,387

株主資本合計 100,782 102,949

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 △2 △3

その他の包括利益累計額合計 △2 △3

新株予約権 76 126

純資産合計 100,857 103,072

負債純資産合計 194,100 198,874
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（単位：百万円）

前第２四半期連結累計期間
(自　2020年３月16日
　至　2020年９月15日)

当第２四半期連結累計期間
(自　2021年３月16日

　至　2021年９月15日)

売上高 148,549 144,384

売上原価 115,347 112,231

売上総利益 33,201 32,153

販売費及び一般管理費 26,660 27,694

営業利益 6,541 4,458

営業外収益

受取利息 14 13

受取配当金 2 1

受取手数料 424 409

太陽光売電収入 112 120

その他 132 153

営業外収益合計 687 698

営業外費用

支払利息 33 27

支払手数料 84 77

減価償却費 37 32

その他 56 63

営業外費用合計 212 201

経常利益 7,016 4,955

特別利益

固定資産売却益 26 -

特別利益合計 26 -

特別損失

固定資産売却損 6 21

固定資産除却損 38 15

減損損失 151 -

その他 14 8

特別損失合計 210 46

税金等調整前四半期純利益 6,831 4,909

法人税等 2,220 1,653

四半期純利益 4,611 3,256

親会社株主に帰属する四半期純利益 4,611 3,256

（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２四半期連結累計期間）

- 5 -

㈱カワチ薬品（2664）　2022年３月期　第２四半期決算短信　　　



（単位：百万円）

前第２四半期連結累計期間
(自　2020年３月16日
　至　2020年９月15日)

当第２四半期連結累計期間
(自　2021年３月16日

　至　2021年９月15日)

四半期純利益 4,611 3,256

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 30 △1

その他の包括利益合計 30 △1

四半期包括利益 4,642 3,254

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 4,642 3,254

（四半期連結包括利益計算書）

（第２四半期連結累計期間）
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（単位：百万円）

前第２四半期連結累計期間
(自　2020年３月16日
　至　2020年９月15日)

当第２四半期連結累計期間
(自　2021年３月16日

　至　2021年９月15日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純利益 6,831 4,909

減価償却費 2,114 2,131

減損損失 151 -

固定資産除却損 22 5

賞与引当金の増減額（△は減少） △84 △128

退職給付に係る負債の増減額（△は減少） 219 221

店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） 7 -

災害損失引当金の増減額（△は減少） - △134

受取利息及び受取配当金 △17 △14

支払利息 33 27

固定資産売却損益（△は益） △19 21

ポイント引当金の増減額（△は減少） 184 145

売上債権の増減額（△は増加） 1,314 △343

たな卸資産の増減額（△は増加） 1,492 180

仕入債務の増減額（△は減少） 3,615 4,876

その他 1,139 538

小計 17,006 12,437

利息及び配当金の受取額 2 1

利息の支払額 △33 △27

法人税等の支払額 △1,450 △2,683

営業活動によるキャッシュ・フロー 15,525 9,728

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 △632 △1,610

有形固定資産の売却による収入 72 108

無形固定資産の取得による支出 △218 △171

長期前払費用の取得による支出 △6 △16

敷金及び保証金の差入による支出 △25 △72

敷金及び保証金の回収による収入 2 12

その他 4 0

投資活動によるキャッシュ・フロー △803 △1,750

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 8,000 5,000

長期借入金の返済による支出 △6,453 △5,801

自己株式の取得による支出 △0 △0

自己株式の処分による収入 30 0

配当金の支払額 △1,002 △1,114

その他 △9 △0

財務活動によるキャッシュ・フロー 565 △1,917

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 15,287 6,060

現金及び現金同等物の期首残高 33,105 41,235

現金及び現金同等物の四半期末残高 48,393 47,295

（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書
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（４）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。

（四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用）

　税金費用については、当第２四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。

　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

率を使用しております。

(重要な後発事象)

該当事項はありません。
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