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1.  平成26年3月期第1四半期の連結業績（平成25年4月1日～平成25年6月30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 ％

26年3月期第1四半期 108,014 10.5 6,422 16.8 6,588 18.1 3,898 19.1
25年3月期第1四半期 97,793 4.9 5,498 6.9 5,579 5.4 3,272 11.5

（注）包括利益 26年3月期第1四半期 3,898百万円 （19.7％） 25年3月期第1四半期 3,256百万円 （11.4％）

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

26年3月期第1四半期 61.85 61.85
25年3月期第1四半期 51.92 ―

総資産 純資産 自己資本比率
百万円 百万円 ％

26年3月期第1四半期 167,250 103,034 61.6
25年3月期 168,073 100,770 60.0
（参考） 自己資本   26年3月期第1四半期  103,021百万円 25年3月期  100,761百万円

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

25年3月期 ― 22.00 ― 26.00 48.00
26年3月期 ―
26年3月期（予想） 26.00 ― 26.00 52.00

3. 平成26年 3月期の連結業績予想（平成25年 4月 1日～平成26年 3月31日）  
（％表示は、通期は対前期、四半期は対前年同四半期増減率）

（注）直近に公表されている業績予想からの修正の有無  ：  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

第2四半期(累計) 215,340 7.8 12,700 6.3 12,980 6.5 7,690 6.5 122.02
通期 439,500 7.9 27,100 9.6 27,730 9.7 16,500 10.3 261.81



(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  ：  有  
(注)詳細は【添付資料】３ページ「２.サマリー情報（注記事項）に関する事項（2）四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用」をご覧ください。 

(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） 

※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、四半期決
算短信（添付資料）３ページ「（３）連結業績予想などの将来予測情報に関する説明」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） 26年3月期1Q 67,165,592 株 25年3月期 67,165,592 株
② 期末自己株式数 26年3月期1Q 4,142,316 株 25年3月期 4,142,316 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 26年3月期1Q 63,023,276 株 25年3月期1Q 63,023,276 株
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当第１四半期連結累計期間におけるわが国経済は、政府のデフレ脱却に向けた財政・金融政策への期待感から景

況感に改善の兆しは見られたものの、雇用情勢・所得環境への不安は解消されず、また、長期化する欧州債務問題

や新興国における経済成長の鈍化の影響などにより、景気は先行き不透明な厳しい状況が続きました。 

ドラッグストア業界におきましては、同業他社による積極的な出店や価格競争に加え、他業種からの参入も徐々

に増加し、更に厳しい経営環境が続いております。 

このような状況のもと、当社グループは、引き続き、「安心・信頼・便利の提供」をキーワードに、お客様のニ

ーズに応える質の高い出店やサービスレベルの向上、更にシステム統合によるグループ会社間の情報の共有化、物

流拠点の移設による効率化、新業態の開発や積極的な店舗改装などに取り組み、活性化を図ってまいりました。 

当第１四半期連結累計期間の当社グループ全体の出店などの状況は、17店舗を新規出店し、１店舗のスクラップ

＆ビルドを実施いたしました。また、８店舗で改装を行い、７店舗を閉店、フランチャイズ店で１店舗を解約し活

性化を図りました。 

以上の結果、当第１四半期連結会計期間末の当社グループ全体の店舗数は、ドラッグストア事業725店舗（直営店

529店舗、㈱星光堂薬局54店舗、㈱サンドラッグファーマシーズ20店舗、㈱サンドラッグ東海18店舗、フランチャイ

ズ店104店舗）、ディスカウントストア事業178店舗（ダイレックス㈱178店舗）の合計903店舗となりました。 

当第１四半期連結累計期間の業績は、連結売上高1,080億14百万円（前年同期比10.5％増）、連結営業利益64億22

百万円（同16.8％増）、連結経常利益65億88百万円（同18.1％増）、連結四半期純利益38億98百万円（同19.1％

増）となり、増収・増益となりました。 

セグメント業績等の概要は次のとおりであります。 

＜ドラッグストア事業＞ 

ドラッグストア事業は、日焼け止め、殺虫剤などの季節関連商材が好調に推移したことに加え、効率的販促への

見直しなど、引き続き経費の削減に努めました。 

なお、ドラッグストア事業の出店などの状況は、11店舗を新規出店し、６店舗を改装し６店舗の閉店とフランチ

ャイズ店１店舗を解約し活性化を図りました。 

以上の結果、ドラッグストア事業の売上高は826億51百万円（前年同期比9.4％増）、営業利益は53億34百万円

（同12.1％増）となり、増収・増益となりました。 

＜ディスカウントストア事業＞ 

ディスカウントストア事業は、ドラッグストア事業同様に季節関連商材が好調に推移したことに加え、積極的に

導入した医薬品等の売上拡大により粗利益の改善を図るとともに、販促の見直しなど経費の削減に努めました。 

なお、ディスカウントストア事業の出店などの状況は、６店舗を新規出店し、１店舗のスクラップ＆ビルドを実

施したほか、２店舗の改装と１店舗（建替えによる）の閉店を実施し活性化を図りました。 

以上の結果、ディスカウントストア事業の売上高は315億58百万円（前年同期比14.7％増）、営業利益は10億82百

万円（同46.5％増）となり、増収・増益となりました。 

  

当第1四半期連結会計期間末における資産合計は、前連結会計年度末に比べ8億23百万円減少し、1,672億50百万

円となりました。主な要因は、商品及び未収入金の減少などによるものであります。 

負債合計は前連結会計年度末に比べ30億86百万円減少し、642億16百万円となりました。主な要因は、未払法人

税等の減少などによるものであります。 

純資産合計は、前連結会計年度末に比べ22億63百万円増加し、1,030億34百万円となりました。 

以上の結果、自己資本比率は1.6ポイント増加し61.6％となりました。 

１．当四半期決算に関する定性的情報

（１）経営成績に関する説明

（２）財政状態に関する説明
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平成25年５月15日に公表しました業績予想に変更ありません。 

（注）業績の見通しにつきましては、当社が現時点で合理的と判断する一定の前提に基づいており、実際の業績

は見通しと大きく異なることがあります。 

  

該当事項はありません。 

  

（税金費用の計算） 

 当第１四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。 

  

（３）連結業績予想などの将来予測情報に関する説明

２．サマリー情報(注記事項)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

（２）四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用

（３）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示
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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)

前連結会計年度 
(平成25年３月31日) 

当第１四半期連結会計期間 
(平成25年６月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 29,221 29,943

売掛金 6,916 6,891

商品 50,953 49,929

原材料及び貯蔵品 52 54

その他 14,444 13,139

貸倒引当金 △8 △9

流動資産合計 101,579 99,949

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 23,477 23,973

その他（純額） 13,452 13,488

有形固定資産合計 36,929 37,462

無形固定資産   

のれん 746 645

その他 4,048 4,048

無形固定資産合計 4,794 4,693

投資その他の資産   

敷金及び保証金 14,781 15,052

その他 10,268 10,102

貸倒引当金 △280 △10

投資その他の資産合計 24,769 25,144

固定資産合計 66,494 67,300

資産合計 168,073 167,250
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(単位：百万円)

前連結会計年度 
(平成25年３月31日) 

当第１四半期連結会計期間 
(平成25年６月30日) 

負債の部   

流動負債   

買掛金 44,479 44,035

短期借入金 717 735

未払法人税等 5,514 2,609

役員賞与引当金 － 26

ポイント引当金 2,050 2,033

その他 9,131 9,493

流動負債合計 61,892 58,933

固定負債   

長期借入金 657 451

退職給付引当金 624 657

資産除去債務 2,025 2,074

その他 2,102 2,098

固定負債合計 5,410 5,282

負債合計 67,303 64,216

純資産の部   

株主資本   

資本金 3,931 3,931

資本剰余金 7,409 7,409

利益剰余金 96,242 98,501

自己株式 △3,602 △3,602

株主資本合計 103,980 106,239

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 44 44

土地再評価差額金 △3,263 △3,263

その他の包括利益累計額合計 △3,218 △3,218

新株予約権 9 12

純資産合計 100,770 103,034

負債純資産合計 168,073 167,250
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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：百万円)

前第１四半期連結累計期間 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成24年６月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成25年４月１日 
 至 平成25年６月30日) 

売上高 97,793 108,014

売上原価 74,906 82,766

売上総利益 22,887 25,247

販売費及び一般管理費 17,388 18,824

営業利益 5,498 6,422

営業外収益   

受取利息 26 29

受取配当金 2 3

固定資産受贈益 34 102

その他 22 35

営業外収益合計 86 170

営業外費用   

支払利息 4 2

その他 0 0

営業外費用合計 5 3

経常利益 5,579 6,588

特別利益   

受取補償金 － 1

違約金収入 0 －

その他 0 －

特別利益合計 0 1

特別損失   

固定資産除却損 83 83

賃貸借契約解約損 － 25

減損損失 26 －

その他 0 2

特別損失合計 110 110

税金等調整前四半期純利益 5,470 6,480

法人税等 2,197 2,581

少数株主損益調整前四半期純利益 3,272 3,898

四半期純利益 3,272 3,898
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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：百万円)

前第１四半期連結累計期間 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成24年６月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成25年４月１日 
 至 平成25年６月30日) 

少数株主損益調整前四半期純利益 3,272 3,898

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △15 0

その他の包括利益合計 △15 0

四半期包括利益 3,256 3,898

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 3,256 3,898

少数株主に係る四半期包括利益 － －
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 該当事項はありません。 

  

 該当事項はありません。 

  

 Ⅰ 前第１四半期連結累計期間(自  平成24年４月１日  至  平成24年６月30日) 

 報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報 

 
（注）１．セグメント利益の調整額は、全額セグメント間取引消去によるものであります。 

２．セグメント利益は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。 

  

 Ⅱ 当第１四半期連結累計期間(自  平成25年４月１日  至  平成25年６月30日) 

 報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報 

 
（注）１．セグメント利益の調整額は、全額セグメント間取引消去によるものであります。 

２．セグメント利益は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。 

  

（３）四半期連結財務諸表に関する注記事項

（継続企業の前提に関する注記）

（株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記）

（セグメント情報等）

(単位：百万円)

報告セグメント
調整額 
(注)１

四半期連結損益
計 算 書 計 上 額
（注）２

ドラッグストア
事業

ディスカウント
ストア事業

計

売上高

  外部顧客への売上高 70,299 27,494 97,793 ― 97,793

  セグメント間の内部売上高
  又は振替高

5,233 9 5,243 △5,243 ―

計 75,532 27,504 103,036 △5,243 97,793

セグメント利益 4,759 739 5,498 0 5,498

(単位：百万円)

報告セグメント
調整額 
(注)１

四半期連結損益
計 算 書 計 上 額
（注）２

ドラッグストア
事業

ディスカウント
ストア事業

計

売上高

  外部顧客への売上高 76,467 31,546 108,014 ― 108,014

  セグメント間の内部売上高
  又は振替高

6,183 12 6,196 △6,196 ―

計 82,651 31,558 114,210 △6,196 108,014

セグメント利益 5,334 1,082 6,417 4 6,422
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