
平成25年2月期 第1四半期決算短信〔日本基準〕（連結） 

平成24年7月10日

（百万円未満切捨て）

上場会社名 株式会社 薬王堂 上場取引所 大 
コード番号 3385 URL http://www.yakuodo.co.jp
代表者 （役職名） 代表取締役社長 （氏名） 西郷 辰弘
問合せ先責任者 （役職名） 財務部長 （氏名） 小笠原 康浩 TEL 019-697-8480
四半期報告書提出予定日 平成24年7月13日
配当支払開始予定日 ―
四半期決算補足説明資料作成の有無 ： 無
四半期決算説明会開催の有無 ： 無

1.  平成25年2月期第1四半期の連結業績（平成24年3月1日～平成24年5月31日） 

（注）当社は、平成24年１月４日付けで、普通株式１株につき100株の割合で株式分割を実施しております。なお、24年２月期第１四半期の１株当たり四半期
純利益は、当該株式分割を考慮しておりません。 

(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 ％

25年2月期第1四半期 11,462 2.3 436 △31.2 473 △28.2 274 ―
24年2月期第1四半期 11,200 14.8 634 342.6 659 288.6 △364 ―

（注）包括利益 25年2月期第1四半期 274百万円 （―％） 24年2月期第1四半期 △365百万円 （―％）

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

25年2月期第1四半期 96.33 ―
24年2月期第1四半期 △12,786.04 ―

総資産 純資産 自己資本比率
百万円 百万円 ％

25年2月期第1四半期 19,956 7,098 35.6
24年2月期 18,925 6,938 36.7
（参考） 自己資本   25年2月期第1四半期  7,098百万円 24年2月期  6,938百万円

2.  配当の状況 

（注）直近に公表されている配当予想からの修正の有無  ：  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

24年2月期 ― 0.00 ― 40.00 40.00
25年2月期 ―
25年2月期（予想） 0.00 ― 40.00 40.00

3. 平成25年 2月期の連結業績予想（平成24年 3月 1日～平成25年 2月28日） 
（注）平成25年２月期の連結業績予想につきましては、連結子会社でありました有限会社薬王堂販売が平成24年６月１日に吸収合併により消滅したことか
ら、平成25年２月期決算が非連結となるため記載しておりません。通期の業績予想につきましては、後述の「（参考）個別業績の概要 ２．平成25年２月期
の個別業績予想（平成24年３月１日～平成25年２月28日）」をご覧ください。 



(1) 当四半期連結累計期間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) 四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用  ：  無  

(3) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 

(4) 発行済株式数（普通株式） 

（注）当社は、平成24年１月４日付けで、普通株式１株につき100株の割合で株式分割を実施しております。 
 

※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ますが、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す。 

※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等について
は、【添付資料】３ページ「１．当四半期決算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」をご覧ください。 

※  注記事項

① 会計基準等の改正に伴う会計方針の変更   ：  無
② ①以外の会計方針の変更   ：  無
③ 会計上の見積りの変更   ：  無
④ 修正再表示   ：  無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 25年2月期1Q 3,001,200 株 24年2月期 3,001,200 株
② 期末自己株式数 25年2月期1Q 147,800 株 24年2月期 147,800 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 25年2月期1Q 2,853,400 株 24年2月期1Q 28,534 株



 

（参考）個別業績の概要 
 

１．平成25年２月期第１四半期の個別業績（平成24年３月１日～平成24年５月31日） 
(1) 個別経営成績（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 ％

25年２月期第１四半期 11,462 － 398 － 461 － 268 －
24年２月期第１四半期 － － － － － － － －

 

 
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
25年２月期第１四半期 94.16 －
24年２月期第１四半期 － －

 

(2) 個別財政状態 
 総資産 純資産 自己資本比率 

 百万円 百万円 ％ 

25年２月期第１四半期 19,817 6,952 35.1 
24年２月期 18,810 6,798 36.1 

（参考） 自己資本    25年２月期第１四半期 6,952百万円    24年２月期 6,798百万円 
 

２．平成25年２月期の個別業績予想（平成24年３月１日～平成25年２月28日） 
（％表示は、通期は対前期、第２四半期(累計)は対前年同四半期増減率） 

 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(累計) 24,434 5.4 939 △26.3 1,002 △27.5 600 111.5 210.33
通   期 49,500 8.6 1,990 △10.0 2,113 △11.9 1,110 92.7 389.00

（注）当四半期における業績予想の修正有無 ：無 
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１． 当四半期決算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１四半期連結累計期間におけるわが国の経済は、東日本大震災からの復興の動きに伴い、緩

やかな回復の基調が見られるものの、海外経済の減速や長期化する円高など、景気の先行きは依然

として不透明な状況で推移いたしました。 

当社グループの営業基盤であります東北地方においても、震災からの復興に向けて経済活動の持

ち直しの動きは続いているものの、予断を許さない状況が続いております。 

このような状況の中、当社グループといたしましては、ドラッグストアを岩手県に２店舗、宮城

県に３店舗を新規出店するとともに、８店舗の既存店改装を実施し店舗活性化に努めました。また、

岩手県のドラッグストア１店舗を退店し、当第１四半期連結累計期間末の店舗数は134店舗（うち

調剤併設型４店舗、調剤専門薬局１店舗）となりました。 

以上の結果、当第１四半期連結累計期間における売上高は114億6千2百万円（前年同四半期比

2.3％増）、営業利益4億3千6百万円（前年同四半期比31.2％減）、経常利益4億7千3百万円（前年

同四半期比28.2％減）、四半期純利益2億7千4百万円（前年同四半期は3億6千4百万円の四半期純損

失）となりました。 

また、部門別の業績は次のとおりであります。 

① ヘルスケア部門 

医薬品は健康食品やドリンク剤、衛生用品では介護用紙おむつが伸張したものの、花粉症関

連商品が振るわなかったことから低調に推移いたしました。調剤につきましては、堅調に推移

いたしました。その結果、売上高は前年同四半期比3.9％減少し31億5千6百万円となりました。 

② ビューティケア部門 

化粧品はメイク、基礎化粧品、男性化粧品が伸張し、トイレタリーではオーラルケア、ヘア

ケア、エチケット商品が伸張いたしました。その結果、売上高は前年同四半期比3.0％増加し22

億5千1百万円となりました。 

③ ホームケア部門 

日用品は衣料用洗剤、家庭紙、芳香剤等が伸張し、衣料品では服飾商品、寝装インテリア商

品等が伸張いたしました。その結果、売上高は前年同四半期比6.1％増加し14億1千4百万円とな

りました。 

④ コンビニエンスケア部門 

食品では飲料、日配商品、ベーカリーが伸張いたしました。酒類は発泡酒、ビール、焼酎等

が伸張し、バラエティ部門においてはペット関連商品、文房具類、殺虫剤等季節商品が伸張い

たしました。この結果、売上高は前年同四半期比5.5％増加し46億3千9百万円となりました。 

 

(2) 連結財政状態に関する定性的情報 

当第１四半期連結会計期間末の流動資産は97億4千1百万円となり、前連結会計年度末に比べ4億9

千8百万円の増加となりました。主な増減要因といたしましては、現金及び預金で1億1千5百万円減

少したものの、商品が5億4千1百万円増加したことがあげられます。 
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固定資産は、102億1千4百万円となり、前連結会計年度末に比べ5億3千2百万円の増加となりまし

た。主な増加要因といたしましては、新規出店に伴い建物等の有形固定資産が5億3千万円増加した

ことがあげられます。 

流動負債は93億3千8百万円となり、前連結会計年度末に比べ2億6千2百万円の増加となりました。

主な増減要因といたしましては未払法人税等で6億6千5百万円減少したものの、仕入高の増加に伴

い買掛金が8億8千6百万円増加したことがあげられます。 

固定負債は、35億1千9百万円となり、前連結会計年度末に比べ6億8百万円の増加となりました。

主な増加要因といたしましては、長期借入金の新規借入れにより6億8百万円増加したことがあげら

れます。 

純資産合計は70億9千8百万円となり、前連結会計年度末に比べ1億5千9百万円の増加となりまし

た。主な増加要因といたしましては、利益剰余金の増加があげられます。 

 

(3) 連結業績予想に関する定性的情報 

当第１四半期連結累計期間においては、概ね計画通りに推移していることから、平成24年４月10

日に公表しました業績予想数値に変更はありません。 

 

２． サマリー情報（その他）に関する事項 

(1) 当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動 

該当事項はありません。 

 

(2) 四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 

該当事項はありません。 

 

(3) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 

該当事項はありません。 

 

(4) 追加情報 

(会計上の変更及び誤謬の訂正に関する会計基準等の適用) 

当第１四半期連結会計期間の期首以後に行われる会計上の変更及び過去の誤謬の訂正より、「会

計上の変更及び誤謬の訂正に関する会計基準」（企業会計基準第24号 平成21年12月４日）及び

「会計上の変更及び誤謬の訂正に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第24号 平

成21年12月４日）を適用しております。 
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４．四半期連結財務諸表 
（１）四半期連結貸借対照表 

(単位：千円)

前連結会計年度 
(平成24年２月29日) 

当第１四半期連結会計期間 
(平成24年５月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 2,037,489 1,922,110

売掛金 126,150 152,879

商品 6,330,861 6,872,466

貯蔵品 6,667 8,440

その他 742,281 785,776

貸倒引当金 △150 △150

流動資産合計 9,243,300 9,741,523

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 4,635,908 5,007,834

土地 686,380 686,380

その他（純額） 552,183 711,215

有形固定資産合計 5,874,473 6,405,430

無形固定資産 98,185 91,653

投資その他の資産   

敷金及び保証金 2,700,520 2,709,687

その他 1,038,795 1,037,879

貸倒引当金 △30,012 △30,012

投資その他の資産合計 3,709,303 3,717,554

固定資産合計 9,681,962 10,214,638

資産合計 18,925,262 19,956,162

負債の部   

流動負債   

買掛金 5,213,044 6,099,710

1年内返済予定の長期借入金 1,563,360 1,683,472

未払法人税等 877,000 212,000

賞与引当金 251,409 160,047

ポイント引当金 21,917 22,312

その他 1,148,843 1,160,554

流動負債合計 9,075,574 9,338,095

固定負債   

長期借入金 2,207,534 2,815,550

退職給付引当金 87,167 90,148

資産除去債務 325,237 347,383

その他 291,428 266,781

固定負債合計 2,911,367 3,519,862

負債合計 11,986,942 12,857,958
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(単位：千円)

前連結会計年度 
(平成24年２月29日) 

当第１四半期連結会計期間 
(平成24年５月31日) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 799,300 799,300

資本剰余金 840,728 840,728

利益剰余金 5,377,219 5,537,963

自己株式 △78,687 △78,687

株主資本合計 6,938,560 7,099,304

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 △239 △1,100

その他の包括利益累計額合計 △239 △1,100

純資産合計 6,938,320 7,098,203

負債純資産合計 18,925,262 19,956,162
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（２）四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書 
 四半期連結損益計算書 
 第１四半期連結累計期間 

(単位：千円)

前第１四半期連結累計期間 
(自 平成23年３月１日 
 至 平成23年５月31日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成24年３月１日 
 至 平成24年５月31日) 

売上高 11,200,320 11,462,505

売上原価 8,516,386 8,748,779

売上総利益 2,683,933 2,713,726

販売費及び一般管理費 2,049,115 2,277,268

営業利益 634,818 436,457

営業外収益   

受取利息 7,933 7,945

受取事務手数料 18,002 16,433

固定資産受贈益 1,946 4,372

受取手数料 7,184 7,616

その他 6,372 13,866

営業外収益合計 41,438 50,235

営業外費用   

支払利息 15,880 12,558

その他 474 553

営業外費用合計 16,354 13,112

経常利益 659,901 473,580

特別利益   

災害見舞金 32,175 －

特別利益合計 32,175 －

特別損失   

賃貸借契約解約損 2,500 1,250

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 110,700 －

災害による損失 827,657 －

特別損失合計 940,857 1,250

税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期
純損失（△）

△248,780 472,330

法人税、住民税及び事業税 8,349 210,593

法人税等調整額 107,706 △13,142

法人税等合計 116,056 197,450

少数株主損益調整前四半期純利益又は少数株主損益
調整前四半期純損失（△）

△364,837 274,879

四半期純利益又は四半期純損失（△） △364,837 274,879
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 四半期連結包括利益計算書 
 第１四半期連結累計期間 

(単位：千円)

前第１四半期連結累計期間 
(自 平成23年３月１日 
 至 平成23年５月31日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成24年３月１日 
 至 平成24年５月31日) 

少数株主損益調整前四半期純利益又は少数株主損益
調整前四半期純損失（△）

△364,837 274,879

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △587 △860

その他の包括利益合計 △587 △860

四半期包括利益 △365,424 274,018

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 △365,424 274,018
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(3) 継続企業の前提に関する注記 

該当事項はありません。 

 

(4) 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。 
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４． 補足情報 

(1) 仕入及び販売の状況 

①仕入実績 

当第１四半期連結累計期間における部門別仕入実績を示すと、次のとおりであります。 

 

前第１四半期連結累計期間 当第１四半期連結累計期間 
部門別 

金額(千円) 構成比(％) 金額(千円) 構成比(％) 
前年同期比(％)

ヘルスケア 2,029,325 26.3 2,259,516 24.3 ＋11.3

ビューティケア 1,291,688 16.8 1,747,037 18.8 ＋35.3

ホームケア 873,146 11.3 1,299,635 14.0 ＋48.8

コンビニエンスケア 3,514,786 45.6 3,984,194 42.9 ＋13.4

合計 7,708,947 100.0 9,290,384 100.0 ＋20.5

②販売実績 

イ．部門別販売実績 

 当第１四半期連結累計期間における部門別販売実績を示すと、次のとおりであります。 

 

前第１四半期連結累計期間 当第１四半期連結累計期間 
部門別 

金額(千円) 構成比(％) 金額(千円) 構成比(％) 
前年同期比(％)

ヘルスケア 3,285,651 29.3 3,156,866 27.5 △3.9

ビューティケア 2,185,703 19.5 2,251,687 19.7 ＋3.0

ホームケア 1,332,922 11.9 1,414,149 12.3 ＋6.1

コンビニエンスケア 4,396,042 39.3 4,639,801 40.5 ＋5.5

合計 11,200,320 100.0 11,462,505 100.0 ＋2.3

ロ．地域別販売実績 

 当第１四半期連結累計期間における地域別販売実績を示すと、次のとおりであります。 

 

前第１四半期連結累計期間 当第１四半期連結累計期間 
地域別 

金額(千円) 構成比(％) 金額(千円) 構成比(％) 
前年同期比(％)

青森県 1,340,871 12.0 1,386,586 12.1 ＋3.4

秋田県 1,232,567 11.0 1,274,462 11.1 ＋3.4

岩手県 6,011,210 53.6 5,940,413 51.8 △1.2

宮城県 2,462,264 22.0 2,710,384 23.7 ＋10.1

山形県 153,406 1.4 150,658 1.3 △1.8

合計 11,200,320 100.0 11,462,505 100.0 ＋2.3
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５． 参考情報 

(1) 四半期貸借対照表 

  (単位：千円)

 
前事業年度 

(平成24年２月29日) 
当第１四半期会計期間 
(平成24年５月31日) 

資産の部  

 流動資産  

  現金及び預金 1,921,905  1,780,758

  売掛金 126,150  152,879

  商品 6,330,861  6,872,466

  貯蔵品 6,667  8,440

  その他 740,361  785,421

  貸倒引当金 △150  △150

  流動資産合計 9,125,797  9,599,816

 固定資産  

  有形固定資産  

   建物及び構築物（純額） 4,635,908  5,007,834

   土地 686,380  686,380

   その他(純額) 552,183  711,215

   有形固定資産合計 5,874,473  6,405,430

  無形固定資産 98,185  91,653

  投資その他の資産  

   敷金及び保証金 2,700,520  2,709,687

   その他 1,041,795  1,040,879

   貸倒引当金 △30,012  △30,012

   投資その他の資産合計 3,712,303  3,720,554

  固定資産合計 9,684,962  10,217,638

 資産合計 18,810,760  19,817,455
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  (単位：千円)

 
前事業年度 

(平成24年２月29日) 
当第１四半期会計期間 
(平成24年５月31日) 

負債の部  

 流動負債  

  買掛金 5,213,044  6,099,710

  1年内返済予定の長期借入金 1,563,360  1,683,472

  未払法人税等 853,000  207,000

  賞与引当金 251,409  160,047

  ポイント引当金 21,917  22,312

  その他 1,197,777  1,172,485

  流動負債合計 9,100,508  9,345,027

 固定負債  

  長期借入金 2,207,534  2,815,550

  退職給付引当金 87,167  90,148

  資産除去債務 325,237  347,383

  その他 291,428  266,781

  固定負債合計 2,911,367  3,519,862

 負債合計 12,011,875  12,864,890

純資産の部  

 株主資本  

  資本金 799,300  799,300

  資本剰余金 840,728  840,728

  利益剰余金 5,237,783  5,392,324

  自己株式 △78,687  △78,687

  株主資本合計 6,799,124  6,953,665

 評価・換算差額等  

  その他有価証券評価差額金 △239  △1,100

  評価・換算差額等合計 △239  △1,100

 純資産合計 6,798,884  6,952,565

負債純資産合計 18,810,760  19,817,455
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(2) 四半期損益計算書 

  (単位：千円)

  

当第１四半期累計期間 

(自 平成24年３月１日 

 至 平成24年５月31日) 

売上高  11,462,505

売上原価  8,748,779

売上総利益  2,713,726

販売費及び一般管理費  2,315,209

営業利益  398,516

営業外収益  

 受取利息  7,945

 受取事務手数料  16,433

 不動産賃貸料  535,082

 その他  24,619

 営業外収益合計  584,082

営業外費用  

 支払利息  12,558

 不動産賃貸原価  507,806

 その他  553

 営業外費用合計  520,919

経常利益  461,679

特別損失  

 賃貸借契約解約損  1,250

 特別損失合計  1,250

税引前四半期純利益  460,429

法人税、住民税及び事業税  206,489

法人税等調整額  △14,737

法人税等合計  191,751

四半期純利益  268,677
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