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1.  平成23年3月期第2四半期の連結業績（平成22年3月16日～平成22年9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 ％

23年3月期第2四半期 121,130 1.0 4,127 1.3 4,309 0.2 2,417 0.1
22年3月期第2四半期 119,931 ― 4,074 ― 4,299 ― 2,415 ―

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

23年3月期第2四半期 99.56 ―

22年3月期第2四半期 98.26 ―

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

23年3月期第2四半期 170,697 86,296 50.5 3,579.64
22年3月期 166,458 85,664 51.4 3,481.51

（参考） 自己資本   23年3月期第2四半期  86,206百万円 22年3月期  85,583百万円

2.  配当の状況 

（注）当四半期における配当予想の修正有無  無  

平成23年３月期（予想）期末配当には、記念配当が５円含まれております。 

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

22年3月期 ― 0.00 ― 35.00 35.00

23年3月期 ― 0.00

23年3月期 
（予想）

― 40.00 40.00

3.  平成23年3月期の連結業績予想（平成22年3月16日～平成23年3月15日） 
（％表示は、対前期増減率）

（注）当四半期における業績予想の修正有無  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 238,000 2.5 8,500 14.7 8,850 13.7 4,300 16.5 174.91



(1) 当四半期中における重要な子会社の異動  無  

（注）当四半期会計期間における連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動の有無となります。 

(2) 簡便な会計処理及び特有の会計処理の適用  有  
（注）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の有無となります。 

(3) 会計処理の原則・手続、表示方法等の変更 

（注）「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
示方法等の変更の有無となります。 

(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。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について
は、四半期決算短信（添付資料）２ページ「(3)連結業績予想に関する定性的情報」をご覧ください。 

4.  その他 （詳細は、【添付資料】Ｐ．２「２．その他の情報」をご覧ください。）

新規 ―社 （社名 ）、 除外 ―社 （社名 ）

① 会計基準等の改正に伴う変更 無

② ①以外の変更 無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 23年3月期2Q 24,583,420株 22年3月期  24,583,420株

② 期末自己株式数 23年3月期2Q  501,017株 22年3月期  1,009株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 23年3月期2Q 24,278,194株 22年3月期2Q 24,582,460株
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（１）連結経営成績に関する定性的情報 

当第２四半期連結累計期間におけるわが国経済は、一部製造業に輸出、生産の回復が見られたものの、本格的な回

復とは至らないまま推移いたしました。個人消費においては、エコカー減税・補助金制度や家電エコポイント等、経

済政策が実施されましたが、持続的回復に至らないまま推移いたしました。 

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、冷夏暖冬の影響からくる花粉関連商品の低迷や昨年の

新型インフルエンザ関連商材の反動減の影響等がある一方、夏は猛暑による季節関連商材等の需要が増加いたしまし

た。しかしながら厳しい雇用環境や所得の伸び悩み等、経済状況が不透明な中、消費全体としては引き続き節約志

向、低価格志向が続き、厳しい環境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、生活者医療の担い手となる地域密着型店舗として独自のメガ・ドラッグストア

の店舗展開を進め、健康と美容にフォーカスした差別化を推進するべく医薬品、化粧品の専門性強化策を図る一方、

生活者を支える雑貨や食品においては、品揃えや販売価格の見直しを行いました。これに加え、需要喚起策としての

「創業50周年記念祭」を実施する等、集客と固定客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、既存地区である山形県に２店舗、宮城県、福島県、長野県に

各１店舗の計５店舗を出店いたしました。また、茨城県に２件、宮城県に１件の合計３件の調剤薬局を既存店舗に併

設いたしました。 

以上の結果、当第２四半期連結累計期間の売上高は1,211億30百万円（前年同期比1.0％増）、販売費及び一般管理

費におきましては、既存店舗におけるセルフレジ等の導入を進め、人員配置の効率化による人件費の抑制に努めた結

果、営業利益は41億27百万円（同1.3％増）、経常利益43億９百万円（同0.2％増）、四半期純利益24億17百万円（同

0.1％増）となりました。  

  

（２）連結財政状態に関する定性的情報 

  当第２四半期連結会計期間末における資産合計は1,706億97百万円（前期末比42億39百万円増）となりました。こ

れは主に現預金の増加によるものであります。  

 負債合計は844億１百万円（同36億８百万円増）となりました。これは主に、買掛金が増加したことによるもので

あります。  

純資産合計は862億96百万円（同６億31百万円増）となりました。これは主に、利益剰余金の増加及び自己株式50

万株の取得によるものであります。    
 以上の結果、自己資本比率は50.5％（同0.9ポイント減）となりました。  

  

（３）連結業績予想に関する定性的情報 

 平成22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。 

  

  

（１）重要な子会社の異動の概要 

該当事項はありません。 

  

（２）簡便な会計処理及び特有の会計処理の概要 

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。 

 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）会計処理の原則・手続、表示方法等の変更の概要 

該当事項はありません。 

  

１．当四半期の連結業績等に関する定性的情報

２．その他の情報
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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）

当第２四半期連結会計期間末
(平成22年９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22年３月15日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 26,563 23,116

売掛金 1,383 1,239

商品 18,671 17,812

貯蔵品 10 13

その他 3,950 3,929

流動資産合計 50,580 46,111

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 42,143 42,275

土地 57,904 57,515

その他（純額） 3,274 3,852

有形固定資産合計 103,322 103,643

無形固定資産   

のれん 278 371

その他 4,970 5,127

無形固定資産合計 5,249 5,499

投資その他の資産   

敷金及び保証金 8,934 8,527

その他 2,611 2,676

投資その他の資産合計 11,546 11,203

固定資産合計 120,117 120,346

資産合計 170,697 166,458

負債の部   

流動負債   

買掛金 38,676 33,706

短期借入金 13,530 14,690

未払法人税等 1,945 1,973

賞与引当金 939 881

その他 4,189 3,776

流動負債合計 59,281 55,028

固定負債   

長期借入金 20,101 20,948

退職給付引当金 4,060 3,869

役員退職慰労引当金 454 430

その他 504 516

固定負債合計 25,120 25,765

負債合計 84,401 80,793
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（単位：百万円）

当第２四半期連結会計期間末
(平成22年９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22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 59,282 57,725

自己株式 △933 △3

株主資本合計 86,233 85,605

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △26 △21

評価・換算差額等合計 △26 △21

新株予約権 89 80

純資産合計 86,296 85,664

負債純資産合計 170,697 166,458
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（２）四半期連結損益計算書 
（第２四半期連結累計期間） 

（単位：百万円）

前第２四半期連結累計期間 
(自 平成21年３月16日 
 至 平成21年９月15日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成22年３月16日 
 至 平成22年９月15日) 

売上高 119,931 121,130

売上原価 94,622 95,846

売上総利益 25,308 25,284

販売費及び一般管理費 21,234 21,156

営業利益 4,074 4,127

営業外収益   

受取利息 22 24

受取配当金 1 1

協賛金収入 123 70

受取手数料 232 238

受取賃貸料 211 200

その他 48 36

営業外収益合計 640 572

営業外費用   

支払利息 233 210

支払手数料 77 77

賃貸収入原価 60 58

その他 44 43

営業外費用合計 416 389

経常利益 4,299 4,309

特別損失   

固定資産売却損 21 2

固定資産除却損 38 9

和解金 － 88

50周年記念事業費 － 34

特別損失合計 60 135

税金等調整前四半期純利益 4,239 4,174

法人税等 1,823 1,757

四半期純利益 2,415 2,417
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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）

前第２四半期連結累計期間 
(自 平成21年３月16日 
 至 平成21年９月15日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成22年３月16日 
 至 平成22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 4,239 4,174

減価償却費 2,589 2,386

のれん償却額 92 92

固定資産除却損 38 9

賞与引当金の増減額（△は減少） 187 58

退職給付引当金の増減額（△は減少） 184 190

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 26 24

受取利息及び受取配当金 △24 △26

支払利息 233 210

有形固定資産売却損益（△は益） 21 2

売上債権の増減額（△は増加） 29 △144

たな卸資産の増減額（△は増加） 403 △854

その他の流動資産の増減額（△は増加） 725 △25

仕入債務の増減額（△は減少） 623 4,970

その他 428 402

小計 9,798 11,469

利息及び配当金の受取額 2 2

利息の支払額 △223 △204

法人税等の支払額 △1,224 △1,740

営業活動によるキャッシュ・フロー 8,351 9,527

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 △2,752 △1,837

有形固定資産の売却による収入 121 2

無形固定資産の取得による支出 △149 △8

長期前払費用の取得による支出 △33 △15

敷金の差入による支出 △368 △571

敷金及び保証金の回収による収入 158 141

その他 △5 0

投資活動によるキャッシュ・フロー △3,029 △2,288

財務活動によるキャッシュ・フロー   

短期借入金の純増減額（△は減少） － △1,050

長期借入れによる収入 5,500 6,000

長期借入金の返済による支出 △6,762 △6,957

自己株式の取得による支出 － △929

配当金の支払額 △855 △856

財務活動によるキャッシュ・フロー △2,117 △3,793

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 3,205 3,445

現金及び現金同等物の期首残高 21,178 23,037

現金及び現金同等物の四半期末残高 24,383 26,483
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 該当事項はありません。 

  

 当社は、第１四半期連結会計期間において、平成22年４月28日開催の取締役会における自己株式の取得決議に基

づき、自己株式の取得を行いました。この自己株式の取得及び単元未満株式の買取りにより、第１四半期連結会計

期間において、自己株式が929百万円増加し、当第２四半期連結会計期間末において自己株式が933百万円となりま

した。 

   

（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
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