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1.  平成25年2月期第1四半期の連結業績（平成24年2月16日～平成24年5月15日） 

(注)１ 当社は、平成23年８月16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株当たり当期純
利益は、当該株式分割を考慮していません。 
(注)２ 23年２月期より決算期を毎年３月31日から毎年２月15日に変更しております。これに伴い、24年２月期第１四半期と、比較対象となる23年２月期第１四半
期の月度が異なるため、24年２月期第１四半期の対前年同四半期増減率について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 ％

25年2月期第1四半期 11,033 8.0 144 △47.7 131 △47.8 73 △49.6

24年2月期第1四半期 10,214 ― 275 ― 251 ― 145 ―

（注）包括利益 25年2月期第1四半期 72百万円 （△49.7％） 24年2月期第1四半期 144百万円 （―％）

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 56.84 ―

24年2月期第1四半期 11,285.20 ―

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 19,825 4,119 20.8
24年2月期 19,581 4,136 21.1

（参考） 自己資本   25年2月期第1四半期  4,119百万円 24年2月期  4,136百万円

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 ― 70.00 70.00
25年2月期 ―

25年2月期（予想） 0.00 ― 70.00 70.00

3.  平成25年2月期の連結業績予想（平成24年2月16日～平成25年2月15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）

（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) 23,125 5.7 398 △38.3 367 △39.6 214 △35.7 166.99
通期 47,000 6.4 1,112 1.7 1,055 0.2 585 3.6 455.29



(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  

(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23年８月16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、この四半期決算短信の開示時点において、四半期財務諸表に対する四
半期レビュー手続が実施中です。 

※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
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、上記予想に関する事項は、[添付資料]2ページ「（3）連結業績予想に関する定性的情報」をご覧
ください。  

4.  その他

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 1,334,000 株 24年2月期 1,334,000 株

② 期末自己株式数 25年2月期1Q 49,100 株 24年2月期 49,100 株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 25年2月期1Q 1,284,900 株 24年2月期1Q 12,849 株
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当第１四半期連結累計期間（平成24年2月16日～平成24年5月15日）におけるわが国経済は、
被災地を中心とした復興への公共投資の増加はあるものの、原子力発電所停止による全国的な電
力供給問題、進まぬ税と社会保障の一体改革など、景気の先行きは依然として不透明な状況で推
移しました。 
ドラッグストア業界におきましても、消費者の節約志向と小売業全体での業種・業態を超えた

激しい競争など、依然として厳しい状況が続いております。 
このような状況のもと、当社グループといたしましては、「健康で明るい社会の実現に貢献す

る」を経営理念に掲げ、ドラッグストア事業、調剤薬局事業、その他事業を展開しております。
なお、経営効率化の観点からドラッグストア１店舗を閉店し、平成24年5月15日現在の店舗数

は135店舗となりました。 
セグメント別の業績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におきましては、お客様に選ばれる店づくりの一環として、買いやすい売
場づくりのための改装を２店舗実施するとともに、お客様に満足いただけるサービスを提供する
ための従業員教育を積極的に実施致しました。 
販売面では、エブリデー・セイム・ロープライスの実現を目指すとともに、ロングランセール

の展開や月間特売価格の拡充を行い、毎日安心してお買い物いただけることによる、新規顧客の
増加とリピーターの確保に努めました。 
コスト面では、ローコスト運営を推進するためにチラシ回数の削減と、業務効率の改善を行う

ための自動発注システムを当連結会計年度中に全店へ導入すべく、タスクチームを拡充し積極的
に推進しました。 
この結果、当第１四半期連結累計期間の売上高は104億89百万円（前年同期比7.9％増）、営

業利益は１億７百万円（同50.7％減）となりました。 

(調剤薬局事業)  

調剤薬局事業におきましては、当社調剤薬局の認知度向上にともなう処方箋枚数の増加などに
より、当第１四半期連結累計期間の売上高は５億10百万円（前年同期比11.6%増）となりました
が、薬価改定の影響により営業利益は25百万円（同45.5％減）となりました。 

(その他)  

不動産賃貸業が主たる事業である、その他事業は、当第１四半期連結累計期間の売上高は33百
万円（前年同期比8.4％増）、営業利益は10百万円（同7.6％増）となりました。 
  
これらの結果、当第１四半期連結累計期間の売上高は110億33百万円（前年同期比8.0％

増）、営業利益は１億44百万円（同47.7％減）、経常利益は１億31百万円（同47.8％減）、四
半期純利益は73百万円（同49.6％減）となりました。 

  

当第１四半期連結会計期間における資産合計は、198億25百万円となり、前連結会計年度末に
比べて２億44百万円増加となりました。その主な要因は、商品が１億35百万円、その他（有形固
定資産）が１億46百万円増加したことなどによります。 
当第１四半期連結会計期間における負債合計は、157億６百万円となり、前連結会計年度末に

比べて、２億61百万円増加となりました。その主な要因は、未払法人税等が３億６百万円減少し
たものの、買掛金が４億43百万円、賞与引当金が１億31百万円増加したことなどによります 
当第１四半期連結会計期間における純資産合計は、41億19百万円となり、前連結会計年度末に

比べて、17百万円減少となりました。その主な要因は、利益剰余金が四半期純利益により73百万
円増加したものの、配当金の支払により89百万円減少したことなどによります。 

  

平成24年３月23日に公表いたしました連結業績予想から修正は行っておりません。 

  

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

（２）連結財政状態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
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該当事項はありません。 

  

税金費用については、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。 

  

該当事項はありません。 

  

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。 

  

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

（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

（４）追加情報
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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：千円）

前連結会計年度
(平成24年２月15日)

当第１四半期連結会計期間
(平成24年５月15日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 1,249,143 1,249,199

売掛金 440,360 435,815

商品 4,828,325 4,964,282

貯蔵品 10,158 15,461

繰延税金資産 166,389 166,389

その他 541,913 539,482

流動資産合計 7,236,291 7,370,630

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額） 2,881,974 2,847,704

土地 4,767,392 4,767,392

その他（純額） 1,327,853 1,474,787

有形固定資産合計 8,977,219 9,089,885

無形固定資産 89,591 88,856

投資その他の資産

その他 3,305,737 3,303,680

貸倒引当金 △27,262 △27,262

投資その他の資産合計 3,278,474 3,276,417

固定資産合計 12,345,286 12,455,159

資産合計 19,581,577 19,825,789

負債の部

流動負債

買掛金 4,167,592 4,610,826

短期借入金 1,400,000 1,350,000

1年内返済予定の長期借入金 2,178,618 2,177,368

未払法人税等 367,035 60,412

賞与引当金 184,258 316,108

ポイント引当金 49,930 50,034

その他 1,008,081 1,149,392

流動負債合計 9,355,514 9,714,140

固定負債

長期借入金 4,351,857 4,274,230

退職給付引当金 160,880 166,056

役員退職慰労引当金 79,791 79,791

資産除去債務 142,472 143,172

その他 1,354,883 1,329,277

固定負債合計 6,089,885 5,992,527

負債合計 15,445,400 15,706,668
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（単位：千円）

前連結会計年度
(平成24年２月15日)

当第１四半期連結会計期間
(平成24年５月15日)

純資産の部

株主資本

資本金 439,589 439,589

資本剰余金 481,788 481,788

利益剰余金 3,275,156 3,258,252

自己株式 △60,533 △60,533

株主資本合計 4,136,001 4,119,097

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 176 23

その他の包括利益累計額合計 176 23

純資産合計 4,136,177 4,119,121

負債純資産合計 19,581,577 19,825,789
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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２月16日
至 平成23年５月15日)

当第１四半期連結累計期間
(自 平成24年２月16日
至 平成24年５月15日)

売上高 10,214,004 11,033,078

売上原価 7,704,013 8,496,629

売上総利益 2,509,990 2,536,448

販売費及び一般管理費 2,234,637 2,392,423

営業利益 275,353 144,025

営業外収益

受取利息 6 7

受取手数料 2,109 3,343

固定資産受贈益 1,821 3,821

情報提供料収入 － 5,187

その他 3,505 5,460

営業外収益合計 7,443 17,819

営業外費用

支払利息 27,780 27,389

その他 3,533 3,169

営業外費用合計 31,314 30,558

経常利益 251,482 131,286

特別損失

減損損失 1,394 －

店舗閉鎖損失 － 2,240

その他 198 －

特別損失合計 1,592 2,240

税金等調整前四半期純利益 249,890 129,045

法人税等合計 104,887 56,005

少数株主損益調整前四半期純利益 145,003 73,039

四半期純利益 145,003 73,039

㈱サッポロドラッグストアー（2786）平成25年２月期　第１四半期決算短信

6



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２月16日
至 平成23年５月15日)

当第１四半期連結累計期間
(自 平成24年２月16日
至 平成24年５月15日)

少数株主損益調整前四半期純利益 145,003 73,039

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 △59 △152

その他の包括利益合計 △59 △152

四半期包括利益 144,943 72,887

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 144,943 72,887

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。 

  

[セグメント情報] 

  

Ⅰ 前第１四半期連結累計期間(自 平成23年２月16日 至 平成23年５月15日) 

  

１．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 

(単位：千円) 

 
(注) 「その他」の区分は、報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、不動産事業等であります。 

  

２．報告セグメントの利益又は損失の金額の合計額と四半期連結損益計算書計上額との差額及び当該差額の

主な内容(差異調整に関する事項) 

(単位：千円) 

 
  

  

  

（３）継続企業の前提に関する注記

（４）セグメント情報等

報告セグメント
その他 
(注)

合計
ドラッグストア

事業
調剤薬局事業 合計

売上高

 外部顧客への売上高 9,725,912 457,228 10,183,140 30,863 10,214,004

 セグメント間の内部売上高
 又は振替高

― ― ― ― ―

計 9,725,912 457,228 10,183,140 30,863 10,214,004

セグメント利益 218,528 46,906 265,435 9,917 275,353

利益 金額

報告セグメント計 265,435

「その他」の区分の利益 9,917

四半期連結損益計算書の営業利益 275,353
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Ⅱ 当第１四半期連結累計期間(自 平成24年２月16日 至 平成24年５月15日) 

１．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 
(単位：千円) 

 
(注) 「その他」の区分は、報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、不動産事業等であります。 

  

２．報告セグメントの利益又は損失の金額の合計額と四半期連結損益計算書計上額との差額及び当該差額の

主な内容(差異調整に関する事項) 

(単位：千円) 

 
  

  

該当事項はありません。 

  

  

報告セグメント
その他 
(注)

合計
ドラッグストア

事業
調剤薬局事業 合計

売上高

 外部顧客への売上高 10,489,484 510,148 10,999,633 33,445 11,033,078

 セグメント間の内部売上高
 又は振替高

― ― ― ― ―

計 10,489,484 510,148 10,999,633 33,445 11,033,078

セグメント利益 107,781 25,574 133,355 10,669 144,025

利益 金額

報告セグメント計 133,355

「その他」の区分の利益 10,669

四半期連結損益計算書の営業利益 144,025

（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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