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1.  平成23年5月期第3四半期の連結業績（平成22年6月1日～平成23年2月28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5月期第3四半期 173,709 14.6 7,188 22.6 7,932 20.4 4,018 11.8
22年5月期第3四半期 151,545 17.3 5,862 69.8 6,586 63.0 3,594 114.8

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

23年5月期第3四半期 202.97 ―

22年5月期第3四半期 181.55 ―

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5月期第3四半期 75,660 27,972 37.0 1,412.78
22年5月期 73,589 24,409 33.2 1,232.78

（参考） 自己資本  23年5月期第3四半期  27,972百万円 22年5月期  24,409百万円

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  
 

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5月期 ― 0.00 ― 23.00 23.00
23年5月期 ― 0.00 ―

23年5月期 
（予想）

35.00 35.00

3.  平成23年5月期の連結業績予想（平成22年6月1日～平成23年5月31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 225,000 9.5 7,600 △1.8 8,400 △4.6 4,170 △11.5 210.61



(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きの対象外であり、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
基づく四半期財務諸表のレビュー手続き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、
実際の実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。なお、業績予想に関する事項につきましては、添付資料の２ページをご参照ください。 

4.  その他 （詳細は、【添付資料】３ページ「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 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） 23年5月期3Q 20,000,400株 22年5月期 20,000,400株

② 期末自己株式数 23年5月期3Q 200,520株 22年5月期 200,363株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 23年5月期3Q 19,799,983株 22年5月期3Q 19,800,099株
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１．当四半期の連結業績等に関する定性的情報 

(1) 連結経営成績に関する定性的情報 

当第３四半期連結累計期間におけるわが国の経済は、円高や中東の政情不安による原油価格の高騰等の

影響で、景気の下振れが懸念される厳しい経営環境となりました。小売業界におきましても、雇用情勢の

悪化や所得の減少、将来に対する不安等の影響により、依然として消費マインドの冷え込みが続いており

ます。 

このような状況の中、当社グループは消費者にとって「安くて、近くて、便利なドラッグストア」を目

指して力を注いでまいりました。当第３四半期連結累計期間は、梅雨・猛暑・厳冬と、はっきりとした季

節の移り変わりで、季節商材を中心に売上高は堅調に推移いたしました。 

新規出店につきましては、九州地区に22店舗、中国地区に４店舗、四国地区に４店舗、関西地区に２店

舗、合計32店舗を開設いたしました。これにより、当第３四半期末の店舗数は388店舗となりました。また、

99店舗の棚替・改装を行い、既存店の活性化を図ってまいりました。 

この結果、当第３四半期連結累計期間における売上高は1,737億９百万円（前年同四半期比14.6％増）、

営業利益は71億88百万円（前年同四半期比22.6％増）、経常利益は79億32百万円（前年同四半期比20.4％

増）、四半期純利益は40億18百万円（前年同四半期比11.8％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３四半期連結会計期間末における総資産は756億60百万円となり、前連結会計年度末に比べて20億70

百万円増加いたしました。この主な要因は、有形固定資産が46億９百万円、敷金及び保証金並びに建設協

力金が７億37百万円増加したことと、現金及び預金が35億85百万円、商品が２億２百万円減少したこと等

によるものであります。 

負債合計は476億87百万円となり、前連結会計年度末に比べて14億92百万円減少いたしました。この主な

要因は、買掛金が７億31百万円、資産除去債務が11億96百万円増加したこと及び未払法人税等が14億61百

万円、長期借入金及び１年内返済予定の長期借入金が23億３百万円減少したこと等によるものであります。 

純資産は279億72百万円となり、前連結会計年度末に比べて35億63百万円増加いたしました。この主な要

因は、利益剰余金等が増加したことによるものであります。 

 

(3) 連結業績予想に関する定性的情報 

平成23年５月期の連結業績予想につきまして、平成22年10月13日に公表しました業績予想に変更はござい

ません。 
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２．その他の情報 

(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 

（税金費用の計算） 

税金費用については、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。 

 

(3) 会計処理の原則・手続、表示方法等の変更の概要 

（資産除去債務に関する会計基準の変更） 

第１四半期連結会計期間より、「資産除去債務に関する会計基準」（企業会計基準第18号 平成20年３

月31日）及び「資産除去債務に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第21号 平成20年３

月31日）を適用しております。 

これにより、当第３四半期連結累計期間の営業利益、経常利益はそれぞれ79百万円減少し、税金等調整

前四半期純利益は、504百万円減少しております。また、当会計基準等の適用開始による資産除去債務の変

動額は1,042百万円であります。 
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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３四半期 
連結会計期間末 
(平成23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22年５月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 12,496 16,081

売掛金 16 31

商品 19,005 19,207

貯蔵品 83 92

その他 2,937 2,531

流動資産合計 34,539 37,945

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 18,043 14,721

土地 4,509 4,066

その他（純額） 3,630 2,785

有形固定資産合計 26,183 21,573

無形固定資産 624 483

投資その他の資産   

敷金及び保証金 8,660 7,975

建設協力金 4,050 3,998

その他 1,600 1,612

投資その他の資産合計 14,311 13,586

固定資産合計 41,120 35,643

資産合計 75,660 73,589

負債の部   

流動負債   

買掛金 32,367 31,636

1年内返済予定の長期借入金 2,390 2,825

未払法人税等 1,468 2,930

店舗閉鎖損失引当金 17 12

その他 4,631 4,345

流動負債合計 40,875 41,749

固定負債   

長期借入金 3,466 5,334

退職給付引当金 256 220

資産除去債務 1,196 －

その他 1,892 1,874

固定負債合計 6,811 7,430

負債合計 47,687 49,179
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(単位：百万円)

当第３四半期 
連結会計期間末 
(平成23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22年５月31日) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 4,178 4,178

資本剰余金 4,610 4,610

利益剰余金 19,415 15,852

自己株式 △234 △234

株主資本合計 27,969 24,406

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 3 2

評価・換算差額等合計 3 2

純資産合計 27,972 24,409

負債純資産合計 75,660 73,589
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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)

前第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) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成22年６月１日 
 至 平成23年２月28日) 

売上高 151,545 173,709

売上原価 121,550 140,533

売上総利益 29,994 33,176

販売費及び一般管理費 24,132 25,987

営業利益 5,862 7,188

営業外収益   

受取利息 77 81

受取手数料 218 262

不動産賃貸料 239 272

固定資産受贈益 148 69

その他 266 295

営業外収益合計 949 982

営業外費用   

支払利息 105 89

不動産賃貸原価 101 104

その他 18 43

営業外費用合計 225 238

経常利益 6,586 7,932

特別利益   

固定資産売却益 0 0

特別利益合計 0 0

特別損失   

固定資産除却損 8 6

店舗閉鎖損失引当金繰入額 10 5

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 424

特別損失合計 19 436

税金等調整前四半期純利益 6,567 7,496

法人税等 2,972 3,478

少数株主損益調整前四半期純利益 － 4,018

四半期純利益 3,594 4,018
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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) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成22年６月１日 
  至 平成23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 6,567 7,496

減価償却費 1,347 1,676

退職給付引当金の増減額（△は減少） 27 35

店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） △5 5

受取利息及び受取配当金 △77 △82

支払利息 105 89

固定資産売却損益（△は益） △0 △0

固定資産除却損 8 6

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 424

売上債権の増減額（△は増加） 15 14

たな卸資産の増減額（△は増加） △3,546 210

仕入債務の増減額（△は減少） △1,293 731

その他 △407 △346

小計 2,742 10,263

利息及び配当金の受取額 3 3

利息の支払額 △105 △90

法人税等の支払額 △2,845 △4,858

営業活動によるキャッシュ・フロー △205 5,317

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 △2,742 △5,172

有形固定資産の譲渡による収入 308 517

建設協力金の支払による支出 △294 △263

建設協力金の回収による収入 219 235

敷金及び保証金の差入による支出 △650 △871

敷金及び保証金の回収による収入 50 60

その他 △174 △349

投資活動によるキャッシュ・フロー △3,282 △5,842

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 2,000 －

長期借入金の返済による支出 △2,026 △2,303

ファイナンス・リース債務の返済による支出 △223 △301

自己株式の取得による支出 △0 △0

配当金の支払額 △297 △455

財務活動によるキャッシュ・フロー △546 △3,060

現金及び現金同等物に係る換算差額 － －

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △4,034 △3,585

現金及び現金同等物の期首残高 14,201 16,081

現金及び現金同等物の四半期末残高 10,166 12,496
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(4) 継続企業の前提に関する注記 

該当事項はありません。 

 

(5) セグメント情報 

当社は医薬品・化粧品等の小売業という単一セグメントであるため、記載を省略しております。 

 

(6) 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。 

 

 

４. 補足情報 

 (1) 商品区分別売上状況                    （単位：百万円、％） 

前第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）

当第３四半期連結累計期間

（自 平成22年６月１日 

至 平成23年２月28日）

（参考）前期 

（自 平成21年６月１日 

至 平成22年５月31日） 
区分 

金額 構成比 金額 構成比 金額 構成比 

医薬品 29,056 19.2 30,747 17.7 38,378 18.7 

化粧品 20,993 13.8 22,633 13.0 28,298 13.8 

雑貨 25,605 16.9 29,699 17.1 34,586 16.8 

一般食品 74,070 48.9 87,853 50.6 101,482 49.4 

その他 1,818 1.2 2,775 1.6 2,640 1.3 

計 151,545 100.0 173,709 100.0 205,387 100.0 
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