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1.  平成22年5月期第3四半期の連結業績（平成21年6月1日～平成22年2月28日） 

（注）当社は、第１四半期より四半期財務諸表を作成しているため、21年５月期第３四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3四半期 110,901 ― 5,778 ― 6,036 ― 2,838 ―
21年5月期第3四半期 ― ― ― ― ― ― ― ―

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3四半期 127.44 ―
21年5月期第3四半期 ― ―

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3四半期 49,740 28,133 56.6 1,263.11
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3四半期  28,133百万円 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  有   

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 147,700 5.6 7,120 △12.9 7,450 △11.3 3,650 △19.1 163.87
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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、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資料につきましては、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3四半期 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3四半期  ―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3四半期 22,273,114株 21年5月期第3四半期  ―株

－2－



当社は、第１四半期より四半期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３四半期連結累計期間におけるわが国経済は、一部で回復の兆しが見られるものの、企業収益全般

は依然として厳しい状況が続いております。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

色彩が一段と鮮明になり、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を迎えるとともに、

小売業界全般にわたっての激しい価格競争が続き、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、薬剤師、登録販売者の適正配置によるカウンセリング販

売の強化及び生活必需品を中心とした価格見直し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15店舗、調剤専門薬局３店舗、併設調剤薬局３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６店舗の退店を行いました。 

これにより当第３四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28

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12店舗の合計312店舗

となりました。 

以上の結果、当第３四半期連結累計期間の業績は、売上高110,901百万円、営業利益5,778百万円、経常

利益6,036百万円、四半期純利益2,838百万円となりました。 

  

当第３四半期連結会計期間末における資産合計は49,740百万円となり、前連結会計年度末に比べて

3,820百万円減少いたしました。主な要因は、商品が991百万円、新店及び出店準備物件の増加等に伴い固

定資産が575百万円増加し、現金及び預金が2,614百万円、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３四半期連結会計期間末における負債合計は21,607百万円となり、前連結会計年度末に比べて

5,769百万円減少いたしました。主な要因は、買掛金が3,594百万円、未払費用が707百万円、未払法人税

等が926百万円、短期借入金が250百万円、店舗閉鎖損失引当金が146百万円減少したことなどによるもの

です。 

当第３四半期連結会計期間末における純資産は28,133百万円となり、前連結会計年度末に比べて1,949

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2,838百万円を計上し

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３四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7,452百万円とな

り、前連結会計年度末に比べて4,864百万円減少しました。 

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３四半期連結累計期間における営業活動の結果使用した資金は1,630百万円となりました。収入の

主な要因は、税金等調整前四半期純利益6,013百万円、減価償却費1,512百万円、賞与引当金の増加271百

万円、未収入金の減少384百万円であり、支出の主な要因は仕入債務の減少3,594百万円、棚卸資産の増加

988百万円、法人税等の支払額が4,086百万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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「投資活動によるキャッシュ・フロー」 

当第３四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2,047百万円となりました。これは

主に出店に伴う有形固定資産の取得による支出1,386百万円、長期貸付による支出369百万円、出店仮勘定

の増加による支出772百万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３四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1,185百万円となりました。これは

長期借入れによる収入400百万円、短期借入金の返済250百万円、長期借入金の返済444百万円、配当金の

支払890百万円の結果であります。 

  

平成22年５月期通期の業績予想につきましては、平成22年４月12日付公表の「業績予想の修正に関する

お知らせ」に記載のとおりであります。 

なお、上記の予想は本資料の発表日現在において入手可能な情報に基づき作成したものであり、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可能性があります。 

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３四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。 

（棚卸資産の評価方法） 

当第３四半期連結会計期間末のたな卸高の算定方法に関しては、実地たな卸を省略し、第２四半期連

結会計期間末の実地たな卸高を基礎として合理的な方法により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３四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３四半期連結会計期間末
(平成22年２月28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 4,452 7,067

売掛金 1,992 1,964

有価証券 3,000 5,500

商品 13,824 12,833

貯蔵品 114 117

繰延税金資産 779 779

その他 2,094 2,392

流動資産合計 26,258 30,654

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額） 5,303 5,250

車両運搬具（純額） 0 0

土地 1,990 1,990

その他（純額） 2,308 2,261

有形固定資産合計 9,603 9,503

無形固定資産

のれん 53 84

その他 273 261

無形固定資産合計 327 346

投資その他の資産

投資有価証券 132 130

長期貸付金 5,263 5,135

繰延税金資産 570 571

敷金及び保証金 5,310 5,225

その他 2,336 2,056

貸倒引当金 △61 △63

投資その他の資産合計 13,551 13,056

固定資産合計 23,482 22,906

資産合計 49,740 53,560
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(単位：百万円)

当第３四半期連結会計期間末
(平成22年２月28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 14,919 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 999 1,925

賞与引当金 385 113

役員賞与引当金 76 102

ポイント引当金 510 500

店舗閉鎖損失引当金 1 148

その他 2,123 3,160

流動負債合計 19,114 24,811

固定負債

長期借入金 394 441

退職給付引当金 815 720

役員退職慰労引当金 － 83

負ののれん 331 390

その他 951 927

固定負債合計 2,492 2,564

負債合計 21,607 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 26,198 23,360

株主資本合計 28,133 26,185

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 0 △1

評価・換算差額等合計 0 △1

純資産合計 28,133 26,184

負債純資産合計 49,740 53,560
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(2) 【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)

当第３四半期連結累計期間
(自 平成21年６月１日
至 平成22年２月28日)

売上高 110,901

売上原価 81,821

売上総利益 29,079

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 8,577

賞与引当金繰入額 379

役員賞与引当金繰入額 76

退職給付費用 124

役員退職慰労引当金繰入額 1

減価償却費 1,503

地代家賃 4,748

その他 7,379

販売費及び一般管理費合計 23,300

営業利益 5,778

営業外収益

受取利息 82

受取配当金 1

負ののれん償却額 59

その他 124

営業外収益合計 269

営業外費用

支払利息 9

その他 2

営業外費用合計 11

経常利益 6,036

特別利益

貸倒引当金戻入額 2

店舗閉鎖損失引当金戻入額 1

その他 0

特別利益合計 4

特別損失

減損損失 25

その他 0

特別損失合計 26

税金等調整前四半期純利益 6,013

法人税等 3,175

四半期純利益 2,838
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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３四半期連結累計期間
(自 平成21年６月１日
至 平成22年２月28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 6,013

減価償却費 1,512

減損損失 25

負ののれん償却額 △59

貸倒引当金の増減額（△は減少） △2

賞与引当金の増減額（△は減少） 271

役員賞与引当金の増減額（△は減少） △25

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） △28

退職給付引当金の増減額（△は減少） 94

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 △84

支払利息 9

売上債権の増減額（△は増加） △28

たな卸資産の増減額（△は増加） △988

未収入金の増減額（△は増加） 384

仕入債務の増減額（△は減少） △3,594

未払費用の増減額（△は減少） △707

その他 △265

小計 2,454

利息及び配当金の受取額 10

利息の支払額 △9

法人税等の支払額 △4,086

営業活動によるキャッシュ・フロー △1,630

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 △1,386

無形固定資産の取得による支出 △121

長期貸付けによる支出 △369

長期貸付金の回収による収入 365

出店仮勘定による支出 △772

その他 △13

投資活動によるキャッシュ・フロー △2,047

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 △444

配当金の支払額 △890

財務活動によるキャッシュ・フロー △1,185
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(単位：百万円)

当第３四半期連結累計期間
(自 平成21年６月１日
至 平成22年２月28日)

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △4,864

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 7,452
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当第３四半期連結累計期間（自 平成21年６月１日 至 平成22年２月28日） 

該当事項はありません。 

  

当第３四半期連結累計期間（自 平成21年６月１日 至 平成22年２月28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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