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1.  平成22年5月期第2四半期の連結業績（平成21年6月1日～平成21年11月30日） 

（注）当社は、第１四半期より四半期連結財務諸表を作成しているため、21年５月期第２四半期の数値及び前期増減率は記載しておりません。 

(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5月期第2四半期 75,019 ― 4,063 ― 4,242 ― 1,793 ―
21年5月期第2四半期 ― ― ― ― ― ― ― ―

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5月期第2四半期 80.51 ―
21年5月期第2四半期 ― ―

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5月期第2四半期 54,810 27,089 49.4 1,216.26
21年5月期 53,560 26,184 48.9 1,175.61

（参考） 自己資本   22年5月期第2四半期  27,089百万円 21年5月期  26,184百万円

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  
21年５月期の配当原資は、資本剰余金であります。 

1株当たり配当金
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

21年5月期 ― ― ― 40.00 40.00
22年5月期 ― ―
22年5月期 

（予想）
― 45.00 45.00

3.  平成22年5月期の連結業績予想（平成21年6月1日～平成22年5月31日） 
（％表示は対前期増減率）

（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

通期 148,400 6.1 8,620 5.4 8,950 6.6 4,570 1.3 205.18
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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  
詳細は、５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） 

(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 
 本資料に記載されている業績予想につきましては、発表日現在において入手可能な情報に基づいて作成したものです。実際の業績は、今後様々な要因
によって予想数値と異なる場合があります。なお、業績予想に関する事項につきましては、４ページ【定性的情報・財務諸表等】 ３．連結業績予想に関する
定性的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） 22年5月期第2四半期 22,273,114株 21年5月期  22,273,114株
② 期末自己株式数 22年5月期第2四半期  ―株 21年5月期  ―株
③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 22年5月期第2四半期 22,273,114株 21年5月期第2四半期  ―株
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当社は、第１四半期より四半期連結財務諸表を作成しているため、前年同四半期との比較は行っており

ません。 

当第２四半期連結会計期間におけるわが国経済は、世界的な景気回復の遅れ、為替相場がドル安に振れ

るなどにより輸出企業を中心として引き続き低迷しております。個人消費につきましても、雇用環境の悪

化により生活防衛の色彩が鮮明になり、低調に推移しております。 

当業界におきましては、改正薬事法の施行により他業態をも巻き込んだ競合の時代となり、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、接客サービスの更なる充実とプライベートブランド商品

の拡充及び前期に引き続いて「家計応援セール」を実施し、生活必需品をお値打ち価格でご提供すること

により顧客満足度の向上に引き続き取り組んでまいりました。新規出店は計画どおりドラッグストア13店

舗、調剤専門薬局２店舗、併設調剤薬局２店舗の出店を行いました。また、経営効率化の観点からドラッ

グストア４店舗の退店を行いました。 

これにより当第２四半期連結会計期間末の店舗数は直営ドラッグストア298店舗（うち調剤薬局併設27

店舗）、ＦＣドラッグストア２店舗（うち調剤薬局併設1店舗）、直営調剤専門薬局11店舗の合計311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業績は、売上高75,019百万円、営業利益4,063百万円、経常

利益4,242百万円、四半期純利益1,793百万円となりました。 

  

当第２四半期連結会計期間末における資産合計は54,810百万円となり、前連結会計年度末に比べて

1,249百万円増加いたしました。主な要因は、現金及び預金が1,762百万円、商品が1,138百万円、新店及

び出店準備物件の増加等に伴い固定資産が662百万円増加し、有価証券が2,500百万円減少したことなどに

よるものです。 

当第２四半期連結会計期間末における負債合計は27,720百万円となり、前連結会計年度末に比べて344

百万円増加いたしました。主な要因は、買掛金が729百万円、未払費用が104百万円、未払法人税等が203

百万円増加し、短期借入金が250百万円、店舗閉鎖損失引当金が142百万円減少したことなどによるもので

す。 

当第２四半期連結会計期間末における純資産は27,089百万円となり、前連結会計年度末に比べて905百

万円増加いたしました。主な要因は、配当金890百万円による減少、四半期純利益1,793百万円を計上した

ことなどによるものです。 

（キャッシュ・フローの状況） 

当第２四半期連結会計期間末における現金及び同等物（以下「資金」という。）は11,829百万円とな

り、前連結会計年度末に比べて487百万円減少しました。 

各キャッシュ・フローの状況は次のとおりであります。 

「営業活動によるキャッシュ・フロー」 

当第２四半期連結累計期間における営業活動の結果得られた資金は2,404百万円となりました。収入の

主な要因は、税金等調整前四半期純利益4,215百万円、減価償却費976百万円、仕入債務の増加729百万円

であり、支出の主な要因は棚卸資産の増加1,184百万円、法人税等の支払額が2,210百万円あったことなど

によるものです。 

・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
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当第２四半期連結会計期間における営業活動の結果得られた資金は2,232百万円となりました。収入の

主な要因は、税金等調整前四半期純利益1,863百万円、減価償却費513百万円、仕入債務の増加1,934百万

円であり、支出の主な要因は棚卸資産の増加1,725百万円、法人税等の支払額が443百万円あったことなど

によるものです。 

「投資活動によるキャッシュ・フロー」 

当第２四半期連結累計期間における投資活動の結果使用した資金は1,726百万円となりました。これは

主に出店に伴う有形固定資産の取得による支出1,279百万円及び出店仮勘定の増加による支出418百万円等

の結果であります。 

当第２四半期連結会計期間における投資活動の結果使用した資金は896百万円となりました。これは主

に出店に伴う有形固定資産の取得による支出542百万円及び長期貸付けによる支出277百万円等の結果であ

ります。 

「財務活動によるキャッシュ・フロー」 

当第２四半期連結累計期間における財務活動の結果使用した資金は1,165百万円となりました。これは

長期借入金による収入400百万円、短期借入金の返済250百万円、長期借入金の返済424百万円、配当金の

支払890百万円の結果であります。 

当第２四半期連結会計期間における財務活動の結果使用した資金は75百万円となりました。これは配当

金の支払55百万円及び長期借入金の返済19百万円の結果であります。 

  

平成22年５月期の通期の業績予想につきましては、現時点では平成21年７月13日に公表した業績予想に

変更はありません。 

  

3. 連結業績予想に関する定性的情報
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該当事項はありません。 

  

①簡便な会計処理 

（一般債権の貸倒見積高の算定方法） 

当第２四半期連結会計期間末の貸倒実績率等が前連結会計年度末に算定したものと著しい変化がない

と認められるので、前連結会計年度の貸倒実績率等を使用して一般債権の貸倒見積高を算定する方法に

よっております。 

（固定資産の減価償却費の算定方法） 

定率法を採用している資産については、当連結会計年度に係る減価償却費の額を期間按分して算定す

る方法によっております。 

（繰延税金資産及び繰延税金負債の算定方法） 

繰延税金資産の回収可能性の判断に関しては、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っております。 

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） 

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。 

  

該当事項はありません。 

  

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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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２四半期連結会計期間末
(平成21年11月30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５月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 8,829 7,067

売掛金 2,170 1,964

有価証券 3,000 5,500

商品 13,971 12,833

貯蔵品 163 117

繰延税金資産 779 779

その他 2,327 2,392

流動資産合計 31,241 30,654

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 5,440 5,250

車両運搬具（純額） 0 0

土地 1,990 1,990

その他（純額） 2,501 2,261

有形固定資産合計 9,933 9,503

無形固定資産   

のれん 71 84

その他 287 261

無形固定資産合計 358 346

投資その他の資産   

投資有価証券 132 130

長期貸付金 5,297 5,135

繰延税金資産 570 571

敷金及び保証金 5,273 5,225

その他 2,066 2,056

貸倒引当金 △62 △63

投資その他の資産合計 13,276 13,056

固定資産合計 23,568 22,906

資産合計 54,810 53,560
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（単位：百万円）

当第２四半期連結会計期間末
(平成21年11月30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５月31日) 

負債の部   

流動負債   

買掛金 19,244 18,514

短期借入金 － 250

1年内返済予定の長期借入金 98 96

未払法人税等 2,129 1,925

賞与引当金 80 113

役員賞与引当金 51 102

ポイント引当金 510 500

店舗閉鎖損失引当金 6 148

その他 3,061 3,160

流動負債合計 25,180 24,811

固定負債   

長期借入金 415 441

退職給付引当金 783 720

役員退職慰労引当金 － 83

負ののれん 350 390

その他 990 927

固定負債合計 2,539 2,564

負債合計 27,720 27,376

純資産の部   

株主資本   

資本金 1,000 1,000

資本剰余金 934 1,825

利益剰余金 25,153 23,360

株主資本合計 27,088 26,185

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 1 △1

評価・換算差額等合計 1 △1

純資産合計 27,089 26,184

負債純資産合計 54,810 53,560
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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）

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成21年６月１日 
 至 平成21年11月30日) 

売上高 75,019

売上原価 55,316

売上総利益 19,703

販売費及び一般管理費  

ポイント引当金繰入額 510

給料及び手当 5,745

賞与引当金繰入額 69

役員賞与引当金繰入額 51

退職給付費用 84

役員退職慰労引当金繰入額 1

減価償却費 970

地代家賃 3,146

その他 5,061

販売費及び一般管理費合計 15,639

営業利益 4,063

営業外収益  

受取利息 54

受取配当金 1

負ののれん償却額 39

その他 92

営業外収益合計 187

営業外費用  

支払利息 6

その他 1

営業外費用合計 8

経常利益 4,242

特別利益  

貸倒引当金戻入額 1

店舗閉鎖損失引当金戻入額 1

その他 0

特別利益合計 2

特別損失  

減損損失 25

その他 3

特別損失合計 29

税金等調整前四半期純利益 4,215

法人税等 2,422

四半期純利益 1,793
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【第２四半期連結会計期間】 

（単位：百万円）

当第２四半期連結会計期間 
(自 平成21年９月１日 
 至 平成21年11月30日) 

売上高 37,595

売上原価 27,838

売上総利益 9,756

販売費及び一般管理費  

ポイント引当金繰入額 30

給料及び手当 2,871

賞与引当金繰入額 △328

役員賞与引当金繰入額 25

退職給付費用 41

減価償却費 510

地代家賃 1,586

その他 3,233

販売費及び一般管理費合計 7,971

営業利益 1,785

営業外収益  

受取利息 26

受取配当金 0

負ののれん償却額 19

その他 43

営業外収益合計 90

営業外費用  

支払利息 2

その他 0

営業外費用合計 2

経常利益 1,872

特別利益  

店舗閉鎖損失引当金戻入額 △6

その他 0

特別利益合計 △6

特別損失  

投資有価証券評価損 3

その他 0

特別損失合計 3

税金等調整前四半期純利益 1,863

法人税等 740

四半期純利益 1,122
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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２四半期連結累計期間 
(自 平成21年６月１日 
 至 平成21年11月30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 4,215

減価償却費 976

減損損失 25

負ののれん償却額 △39

貸倒引当金の増減額（△は減少） △1

賞与引当金の増減額（△は減少） △33

役員賞与引当金の増減額（△は減少） △51

ポイント引当金の増減額（△は減少） 10

店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） △24

退職給付引当金の増減額（△は減少） 62

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △83

受取利息及び受取配当金 △55

支払利息 6

売上債権の増減額（△は増加） △206

たな卸資産の増減額（△は増加） △1,184

未収入金の増減額（△は増加） 98

仕入債務の増減額（△は減少） 729

未払費用の増減額（△は減少） 104

その他 64

小計 4,615

利息及び配当金の受取額 6

利息の支払額 △7

法人税等の支払額 △2,210

営業活動によるキャッシュ・フロー 2,404

投資活動によるキャッシュ・フロー  

定期預金の払戻による収入 250

有形固定資産の取得による支出 △1,279

無形固定資産の取得による支出 △117

長期貸付けによる支出 △305

長期貸付金の回収による収入 242

出店仮勘定による支出 △418

その他 △98

投資活動によるキャッシュ・フロー △1,726

財務活動によるキャッシュ・フロー  

短期借入金の増減額（△は減少） △250

長期借入れによる収入 400

長期借入金の返済による支出 △424

配当金の支払額 △890

財務活動によるキャッシュ・フロー △1,165
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（単位：百万円）

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成21年６月１日 
 至 平成21年11月30日) 

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △487

現金及び現金同等物の期首残高 12,317

現金及び現金同等物の四半期末残高 11,829
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当第２四半期連結累計期間（自 平成21年６月１日 至 平成21年11月30日） 

該当事項はありません。 

  

当第２四半期連結累計期間（自 平成21年６月１日 至 平成21年11月30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
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