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1.  平成22年3月期第1四半期の連結業績（平成21年3月16日～平成21年6月15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 ％

22年3月期第1四半期 58,459 ― 1,653 ― 1,768 ― 1,012 ―

21年3月期第1四半期 57,214 4.8 1,930 △8.5 2,082 △4.1 1,223 △5.9

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

22年3月期第1四半期 41.18 ―

21年3月期第1四半期 49.78 ―

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

22年3月期第1四半期 170,112 82,995 48.7 3,373.51
21年3月期 165,939 82,831 49.9 3,366.86

（参考） 自己資本   22年3月期第1四半期  82,929百万円 21年3月期  82,765百万円

2.  配当の状況 

（注）配当予想の当四半期における修正の有無  無  
 

1株当たり配当金

（基準日） 第1四半期末 第2四半期末 第3四半期末 期末 年間
円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭

21年3月期 ― 0.00 ― 35.00 35.00
22年3月期 ―

22年3月期 
（予想）

0.00 ― 35.00 35.00

3.  平成22年3月期の連結業績予想（平成21年3月16日～平成22年3月15日） 
（％表示は通期は対前期、第2四半期連結累計期間は対前年同四半期増減率）

（注）連結業績予想数値の当四半期における修正の有無  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

第2四半期 
連結累計期間

121,640 4.1 4,450 △1.0 4,580 △2.8 2,270 △15.4 92.33

通期 243,230 4.0 8,450 8.4 8,670 5.7 4,360 74.2 177.35
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4.  その他 

(1) 期中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) 簡便な会計処理及び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、３ページ「定性的情報・財務諸表等」４．その他をご覧ください。 

(3) 四半期連結財務諸表作成に係る会計処理の原則・手続、表示方法等の変更（四半期連結財務諸表作成のための基本となる重
要な事項等の変更に記載されるもの） 

（注）詳細は、３ページ「定性的情報・財務諸表等」４．その他をご覧ください。 

(4) 発行済株式数（普通株式） 

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 

１．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。上記の業績予想に関する事項につきましては、3ページ【定性的情報・財務諸表】３．
連結業績予想に関する定性的情報をご覧ください。 
２．当連結会計年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第12号）及び「四半期財務諸表に関する会計基準の適用指針」（企業会計基
準適用指針第14号）を適用しております。また、「四半期連結財務諸表規則」に従い四半期連結財務諸表を作成しております。 
 

① 会計基準等の改正に伴う変更 有

② ①以外の変更 無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 22年3月期第1四半期 24,583,420株 21年3月期  24,583,420株

② 期末自己株式数 22年3月期第1四半期  960株 21年3月期  960株

③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 22年3月期第1四半期 24,582,460株 21年3月期第1四半期 24,582,460株
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  当第1四半期連結会計期間におけるわが国経済は、昨年からの世界的な景気後退の影響による企業収益の悪化から

景気減速感は続き、引き続き厳しい状況となりました。個人消費においては、企業収益の悪化に伴い雇用環境が一段

と悪化したことや、所得の伸び悩みなど先行き不透明感が増したことなどから、消費者心理は悪化傾向のまま推移い

たしました。 

  このような中、当社グループでは、高齢化社会の到来に対応し、ドラッグストアとして安心安全、予防にフォーカ

スした商品や機能性を重視した商品の品揃えを強化する一方、小売業全体の競争激化に対する差別化策として、専門

性強化策を推進するべく治療を目的とした商品の品揃えやカウンセリング機能の強化に努めてまいりました。 

 出店につきましては、ドミナント化を推進するべく、既存地区である岩手県、長野県、山梨県、静岡県に各１店舗

の計４店舗を出店いたしました。また、栃木県及び茨城県の既存店舗に各１店舗の計２件の調剤薬局を併設いたしま

した。 

 以上の結果、当第１四半期連結会計期間の売上高は584億59百万円、営業利益16億53百万円、経常利益17億68百万

円となりました。当期純利益につきましては、10億12百万円となりました。 

  

 当第１四半期連結会計期間末における総資産は1,701億12百万円（前期末比41億72百万円増）となりました。これ

は主に、現預金が増加したことによるものであります。 

負債の部は871億16百万円（前期末比40億８百万円増）となりました。これは主に、法人税等の支払により未払法

人税等が減少したものの、長期借入金が増加したことによるものであります。 

純資産の部は829億95百万円（前期末比１億63百万円増）となりました。    
  

  平成21年4月28日に公表いたしました連結業績予想から修正は行っておりません。  

   

 該当事項はありません。 

    

①簡便な会計処理 

 繰延税金資産の回収可能性の判断に関して、前連結会計年度末以降に経営環境等、かつ、一時差異等の発生状

況に著しい変化がないと認められるので、前連結会計年度末において使用した将来の業績予測やタックス・プラ

ンニングを利用する方法により算定しております。 

②四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理  

 税金費用の計算において、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。 

 なお、法人税等調整額は法人税等に含めて表示しています。 

   

①当連結会計年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第12号）及び「四半期財務諸表に関

する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第14号）を適用しております。また、「四半期連結財務諸表

規則」に従い四半期連結財務諸表を作成しております。 
  
②重要な資産の評価基準及び評価方法の変更 

  商品については、従来、主として売価還元法による原価法によっておりましたが、当第１四半期連結会計期

間より「棚卸資産の評価に関する会計基準」（企業会計基準第９号 平成18年７月５日公表分）が適用された

ことに伴い、主として売価還元法による原価法（貸借対照表価額については収益性の低下に基づく簿価切下げ

の方法）により算定しております。 

  ただし調剤薬品については、総平均法による原価法（貸借対照表価額については収益性の低下に基づく簿価

切下げの方法）により算定しております。 

 これによる損益に与える影響は軽微であります。 

定性的情報・財務諸表等

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

３．連結業績予想に関する定性的情報

４．その他

（１）期中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）

（２）簡便な会計処理及び四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用

（３）四半期連結財務諸表作成に係る会計処理の原則・手続、表示方法等の変更
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③リース取引に関する会計基準の適用 

  所有権移転外ファイナンス・リース取引については、従来、賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっ

ておりましたが、「リース取引に関する会計基準」（企業会計基準第13号（平成５年６月17日（企業会計審議

会第一部会）、平成19年３月30日改正））及び「リース取引に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適

用指針第16号（平成６年１月18日（日本公認会計士協会 会計制度委員会）、平成19年３月30日改正））が平

成20年４月１日以降開始する連結会計年度に係る四半期連結財務諸表から適用することができることになった

ことに伴い、当第１四半期連結会計期間からこれらの会計基準等を適用し、通常の売買取引に係る会計処理に

よっております。また、所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産の減価償却の方法について

は、リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用しております。 

   これによる損益に与える影響はありません。 

 なお、リース取引開始日が適用初年度前の所有権移転外ファイナンス・リース取引については、通常の賃貸

借取引に係る方法に準じた会計処理を引き続き採用しております。 
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５．四半期連結財務諸表 
（１）四半期連結貸借対照表 

（単位：百万円）

当第１四半期連結会計期間末
(平成21年６月15日) 

前連結会計年度末に係る 
要約連結貸借対照表 
(平成21年３月15日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 25,242 21,254 

売掛金 1,156 1,346 

商品 18,083 17,293 

貯蔵品 14 16 

その他 2,391 3,786 

流動資産合計 46,889 43,698 

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 43,942 43,336 

土地 57,543 57,312 

その他（純額） 4,552 4,323 

有形固定資産合計 106,038 104,971 

無形固定資産   

のれん 510 557 

その他 5,470 5,511 

無形固定資産合計 5,981 6,068 

投資その他の資産   

敷金及び保証金 8,530 8,464 

その他 2,672 2,737 

投資その他の資産合計 11,203 11,201 

固定資産合計 123,222 122,241 

資産合計 170,112 165,939 

負債の部   

流動負債   

買掛金 37,025 36,589 

短期借入金 14,791 14,183 

未払法人税等 809 1,262 

賞与引当金 1,429 824 

その他 5,120 3,936 

流動負債合計 59,175 56,796 

固定負債   

長期借入金 23,443 21,909 

退職給付引当金 3,541 3,448 

役員退職慰労引当金 402 386 

その他 553 567 

固定負債合計 27,940 26,312 

負債合計 87,116 83,108 
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（単位：百万円）

当第１四半期連結会計期間末
(平成21年６月15日) 

前連結会計年度末に係る 
要約連結貸借対照表 
(平成21年３月15日) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 13,001 13,001 

資本剰余金 14,882 14,882 

利益剰余金 55,046 54,894 

自己株式 △3 △3 

株主資本合計 82,926 82,774 

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 2 △9 

繰延ヘッジ損益 0 0 

評価・換算差額等合計 2 △9 

新株予約権 65 65 

純資産合計 82,995 82,831 

負債純資産合計 170,112 165,939 
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（２）四半期連結損益計算書 
（第１四半期連結累計期間） 

（単位：百万円）

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成21年３月16日 
 至 平成21年６月15日) 

売上高 58,459

売上原価 46,404

売上総利益 12,054

販売費及び一般管理費 10,400

営業利益 1,653

営業外収益  

受取利息 11

協賛金収入 65

受取手数料 107

受取賃貸料 107

その他 23

営業外収益合計 314

営業外費用  

支払利息 119

支払手数料 30

賃貸収入原価 29

その他 20

営業外費用合計 199

経常利益 1,768

特別損失  

固定資産売却損 10

固定資産除却損 9

特別損失合計 19

税金等調整前四半期純利益 1,748

法人税等 736

四半期純利益 1,012
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（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

（単位：百万円）

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成21年３月16日 
 至 平成21年６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 1,748

減価償却費 1,247

のれん償却額 46

固定資産除却損 9

賞与引当金の増減額（△は減少） 605

退職給付引当金の増減額（△は減少） 92

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 16

受取利息及び受取配当金 △11

支払利息 119

有形固定資産売却損益（△は益） 10

売上債権の増減額（△は増加） 190

たな卸資産の増減額（△は増加） △788

その他の流動資産の増減額（△は増加） 1,443

仕入債務の増減額（△は減少） 436

その他 390

小計 5,558

利息及び配当金の受取額 0

利息の支払額 △117

法人税等の支払額 △1,337

営業活動によるキャッシュ・フロー 4,103

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 △1,268

有形固定資産の売却による収入 0

無形固定資産の取得による支出 △88

長期前払費用の取得による支出 △11

敷金の差入による支出 △160

敷金及び保証金の回収による収入 76

その他 △3

投資活動によるキャッシュ・フロー △1,455

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 5,500

長期借入金の返済による支出 △3,358

配当金の支払額 △802

財務活動によるキャッシュ・フロー 1,339

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 3,987

現金及び現金同等物の期首残高 21,178

現金及び現金同等物の四半期末残高 25,166
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  当連結会計年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第12号）及び「四半期財務諸表に関する会

計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第14号）を適用しております。また、「四半期連結財務諸表規則」に従い

四半期連結財務諸表を作成しております。 

  

 該当事項はありません。 

  

 該当事項はありません。  

   

  

「参考資料」  

前年同四半期に係る財務諸表等 

（要約）四半期連結損益計算書 

前第一四半期連結累計期間（平成20年3月16日～6月15日） 

  

  

  

 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）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記

科目 

前年同四半期
（平成21年3月期 
第1四半期） 

金額（百万円）

Ⅰ 売上高  57,214

Ⅱ 売上原価  45,334

売上総利益  11,880

Ⅲ 販売費及び一般管理費  9,950

営業利益  1,930

Ⅳ 営業外収益  353

Ⅴ 営業外費用  201

経常利益  2,082

Ⅵ 特別利益 －

Ⅶ 特別損失  0

税金等調整前四半期純利益  2,082

税金費用  858

四半期純利益  1,223

６．その他の情報
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