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1.  平成26年3月期第2四半期の連結業績（平成25年3月16日～平成25年9月15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2四半期 122,509 3.6 3,813 △14.5 4,290 △11.0 2,443 △14.0
25年3月期第2四半期 118,202 6.2 4,459 △19.3 4,822 △16.8 2,842 △2.1

（注）包括利益 26年3月期第2四半期 2,447百万円 （△13.7％） 25年3月期第2四半期 2,837百万円 （△2.3％）

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2四半期 105.70 105.58
25年3月期第2四半期 120.08 120.06

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

26年3月期第2四半期 176,417 92,142 52.2 3,983.54
25年3月期 171,291 90,595 52.9 3,918.51
（参考） 自己資本   26年3月期第2四半期  92,104百万円 25年3月期  90,556百万円

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 ― 0.00 ― 40.00 40.00
26年3月期 ― 0.00
26年3月期（予想） ― 45.00 45.00

3. 平成26年 3月期の連結業績予想（平成25年 3月16日～平成26年 3月15日）  
（％表示は、対前期増減率）

（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

通期 243,000 4.9 7,500 △8.7 8,500 △5.5 4,800 132.3 207.64



(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  
詳細は、【添付資料】2ページ「２．サマリー情報（注記事項）に関する事項」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
半期連結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の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。従いまして、今後必要に応じて業績見通しの修正を行う可能性があります。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2ページ「１．（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） 26年3月期2Q 24,583,420 株 25年3月期 24,583,420 株
② 期末自己株式数 26年3月期2Q 1,462,272 株 25年3月期 1,473,424 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 26年3月期2Q 23,116,315 株 25年3月期2Q 23,672,296 株
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（１）連結経営成績に関する定性的情報 

当第２四半期連結累計期間(平成25年３月16日～平成25年９月15日)におけるわが国経済は、海外経済の下振れ

が懸念される等、先行き不透明な状況は続くものの、新政権の各種政策による円安・株高が進行したこと等から、

雇用情勢の改善や企業の設備投資にも一部回復の動きが見られる等、緩やかに持ち直しの動きが見られました。 

当社グループが属するドラッグストア業界におきましては、各種業態の出店増や価格競争は激しさを増してお

り厳しい環境が続いております。また、主に今夏東日本においては、寒暖の差が大きく多雨であったことやゲリラ

豪雨等といった異常気象が続いたこと等から、客数や季節関連商材等に影響を及ぼしました。 

 このような中、当社グループでは、高齢化社会に対応するべく基幹店舗(メガ・ドラッグストア)への調剤併設に

注力し専門機能強化に努めるとともに、その補完となるサテライトタイプ（小商圏対応型）店舗の出店に注力いた

しました。また、激化する競争に対応するべく販売価格の見直しや販売促進を行う一方、生活者医療の担い手とな

る地域密着型店舗づくりを推進するため、予防と治療にフォーカスした品揃えの強化及び健康や美容に関するカウ

ンセリング機能の強化に努めてまいりました。 

  新規出店につきましては、ドミナントエリア強化のため、サテライトタイプの店舗を中心に既存地区である栃木

県に３店舗、福島県、群馬県に各２店舗、茨城県に１店舗の計８店舗を出店いたしました。また、調剤薬局につき

ましては、群馬県に２件、茨城県、神奈川県に各１件の計４件を既存店に併設いたしました。これにより当社グル

ープの店舗数は、計239店舗(内、調剤併設数64店舗)となりました。 

  以上の結果、売上高は1,225億９百万円（前年同期比3.6%増）、営業利益は38億13百万円（前年同期比14.5%

減）、経常利益は42億90百万円（前年同期比11.0%減）、四半期純利益は24億43百万円（前年同期比14.0%減）とな

りました。 

   

（２）連結財政状態に関する定性的情報 

  当第２四半期連結会計期間末における資産合計は1,764億17百万円（前期末比51億25百万円増）となりました。

これは主に現金及び預金の増加及び新規出店８店舗による有形固定資産の増加によるものであります。 

  負債合計は842億74百万円（同35億78百万円増）となりました。これは主に買掛金及び未払金の増加によるもの

であります。 

  純資産合計は921億42百万円（同15億47百万円増）となりました。これは主に、利益剰余金の増加によるもので

あります。 

  以上の結果、自己資本比率は52.2％（同0.7ポイント減）となりました。 

    

（３）連結業績予想に関する定性的情報 

  平成25年10月21日に公表いたしました連結業績予想からの変更はございません。 

   

   

（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 

 税金費用については、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。 

    

（３）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 

（会計上の見積りの変更と区別することが困難な会計方針の変更） 

当社及び連結子会社は、法人税法の改正に伴い、第１四半期連結会計期間より、当社については平成25年３月16

日以後、連結子会社については平成25年１月１日以後に取得した有形固定資産について、改正後の法人税法に基づ

く減価償却の方法に変更しております。 

この変更による当第２四半期連結累計期間の損益に与える影響は軽微であります。 

   

   

１．当四半期決算に関する定性的情報

２．サマリー情報（注記事項）に関する事項
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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15日) 

当第２四半期連結会計期間 
(平成25年９月15日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 25,359 28,604

売掛金 1,815 2,185

商品 22,500 22,560

貯蔵品 12 13

その他 4,756 4,863

流動資産合計 54,446 58,226

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 41,636 41,714

土地 56,206 56,423

その他（純額） 2,958 4,099

有形固定資産合計 100,802 102,238

無形固定資産   

その他 4,558 4,500

無形固定資産合計 4,558 4,500

投資その他の資産   

敷金及び保証金 8,548 8,542

その他 2,936 2,910

投資その他の資産合計 11,485 11,452

固定資産合計 116,845 118,191

資産合計 171,291 176,417

負債の部   

流動負債   

買掛金 34,592 37,583

短期借入金 11,266 11,072

未払法人税等 1,912 1,920

賞与引当金 939 960

その他 4,239 5,410

流動負債合計 52,949 56,948

固定負債   

長期借入金 19,973 19,322

退職給付引当金 5,080 5,234

資産除去債務 1,675 1,744

その他 1,017 1,023

固定負債合計 27,746 27,325

負債合計 80,695 84,274
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（単位：百万円）

前連結会計年度 
(平成25年３月15日) 

当第２四半期連結会計期間 
(平成25年９月15日) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 13,001 13,001

資本剰余金 14,882 14,887

利益剰余金 65,239 66,758

自己株式 △2,584 △2,564

株主資本合計 90,538 92,082

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 17 21

その他の包括利益累計額合計 17 21

新株予約権 38 38

純資産合計 90,595 92,142

負債純資産合計 171,291 176,417
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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２四半期連結累計期間） 

（単位：百万円）

前第２四半期連結累計期間 
(自 平成24年３月16日 
 至 平成24年９月15日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成25年３月16日 
 至 平成25年９月15日) 

売上高 118,202 122,509

売上原価 92,343 96,519

売上総利益 25,859 25,990

販売費及び一般管理費 21,399 22,176

営業利益 4,459 3,813

営業外収益   

受取利息 23 22

受取配当金 2 2

協賛金収入 122 167

受取手数料 277 311

受取賃貸料 237 287

その他 48 66

営業外収益合計 711 857

営業外費用   

支払利息 143 116

支払手数料 78 84

賃貸収入原価 75 88

その他 50 91

営業外費用合計 348 380

経常利益 4,822 4,290

特別利益   

固定資産売却益 10 －

特別利益合計 10 －

特別損失   

固定資産売却損 － 5

固定資産除却損 15 19

投資有価証券評価損 5 －

その他 10 －

特別損失合計 31 25

税金等調整前四半期純利益 4,802 4,265

法人税等 1,959 1,822

少数株主損益調整前四半期純利益 2,842 2,443

四半期純利益 2,842 2,443
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（四半期連結包括利益計算書） 
（第２四半期連結累計期間） 

（単位：百万円）

前第２四半期連結累計期間 
(自 平成24年３月16日 
 至 平成24年９月15日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成25年３月16日 
 至 平成25年９月15日) 

少数株主損益調整前四半期純利益 2,842 2,443

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △5 3

その他の包括利益合計 △5 3

四半期包括利益 2,837 2,447

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 2,837 2,447

少数株主に係る四半期包括利益 － －
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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２四半期連結累計期間 
(自 平成24年３月16日 
 至 平成24年９月15日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成25年３月16日 
 至 平成25年９月15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 4,802 4,265

減価償却費 2,221 2,130

固定資産除却損 15 19

賞与引当金の増減額（△は減少） 85 20

投資有価証券評価損益（△は益） 5 －

退職給付引当金の増減額（△は減少） 184 154

受取利息及び受取配当金 △25 △24

支払利息 143 116

固定資産売却損益（△は益） △10 5

売上債権の増減額（△は増加） △484 △369

たな卸資産の増減額（△は増加） △630 △59

仕入債務の増減額（△は減少） 3,009 2,991

その他 1,053 1,005

小計 10,370 10,256

利息及び配当金の受取額 2 2

利息の支払額 △138 △113

法人税等の支払額 △2,325 △1,877

営業活動によるキャッシュ・フロー 7,908 8,267

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 △1,633 △3,213

有形固定資産の売却による収入 19 2

無形固定資産の取得による支出 △58 △54

長期前払費用の取得による支出 △18 △25

敷金及び保証金の差入による支出 △77 △137

敷金及び保証金の回収による収入 146 151

その他 △0 0

投資活動によるキャッシュ・フロー △1,623 △3,276

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 5,000 5,500

長期借入金の返済による支出 △6,435 △6,344

自己株式の取得による支出 － △0

自己株式の処分による収入 － 20

配当金の支払額 △955 △925

その他 △0 △0

財務活動によるキャッシュ・フロー △2,390 △1,749

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 3,894 3,242

現金及び現金同等物の期首残高 24,948 25,295

現金及び現金同等物の四半期末残高 28,843 28,538
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該当事項はありません。 

   

   

該当事項はありません。 

   

   

  当社グループは、医薬品、化粧品、雑貨及び一般食品等の販売をする小売業を営んでおり、単一セグメントであ

るため、記載を省略しております。 

   

   

（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

（６）セグメント情報等
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