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1.  平成23年8月期第2四半期の連結業績（平成22年9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8月期第2四半期 129,144 19.1 4,619 51.2 4,891 50.7 1,914 17.6
22年8月期第2四半期 108,434 22.3 3,054 10.8 3,245 8.5 1,627 54.2

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8月期第2四半期 113.97 ―
22年8月期第2四半期 115.87 ―

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8月期第2四半期 100,013 34,910 33.8 2,015.26
22年8月期 100,462 33,229 32.1 1,918.02

（参考） 自己資本   23年8月期第2四半期  33,854百万円 22年8月期  32,221百万円

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8月期 ― 17.50 ― 17.50 35.00
23年8月期 ― 17.50
23年8月期 

（予想） ― 17.50 35.00

3.  平成23年8月期の連結業績予想（平成22年9月1日～平成23年8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 266,500 11.6 8,800 14.7 9,200 12.9 3,600 2.1 214.30



(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ますが、平成23年４月12日付にて、四半期連結財務諸表に対す
る四半期レビュー手続き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 
 上記に記載した予想数値は、現時点で入手可能な情報に基づき作成しております。実際の業績等は、今後様々な要因によって予想数値と異なる可能性
があります。 

4.  その他 （詳細は、【添付資料】P.４「その他」をご覧ください。）

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8月期2Q 16,814,698株 22年8月期  16,814,698株
② 期末自己株式数 23年8月期2Q  15,809株 22年8月期  15,464株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 23年8月期2Q 16,799,130株 22年8月期2Q 14,049,834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２四半期連結累計期間における経営環境は、一部で回復の兆しが見られるものの、円高やデフレの

継続による不安定な雇用情勢などの先行きの不透明感から、消費者の生活防衛意識が高く、引き続き低価

格志向型の消費が継続するなど、依然として厳しい環境が続いております。 

ドラッグストア業界におきましては、異業種の参入、Ｍ＆Ａや資本・業務提携等の業界再編の動きが加

速する中、消費の低迷、出店競争や価格競争の波を受け、業界を取巻く環境は一層厳しさを増す状況とな

っております。 

このような状況下におきまして、当社グループは「ドラッグ＆調剤」を中心としたビジネスモデルの推

進に注力するとともに、お客様のニーズに対応する商品戦略の推進及び事業の集約や販売管理費の削減に

向けたグループ力の向上等に努めてまいりました。 

店舗の出店・閉店につきましては、新規32店舗を出店、閉店11店舗となり、当第２四半期連結会計期間

末の当社グループの店舗数は681店舗となりました。 

（単位：店） 

 前期末店舗数 

(平成22年８月31日) 
出店数 閉店数 

第２四半期末店舗数 

(平成23年２月28日) 

ウエルシア関東及び子会社 

（内、調剤取扱店） 

（内、深夜営業店） 

368 

（304） 

（290） 

14 3 379 

（309） 

（300） 

高田薬局 

（内、調剤取扱店） 

（内、深夜営業店） 

110 

（45） 

（48） 

7 2 115 

（59） 

（53） 

寺島薬局 

（内、調剤取扱店） 

（内、深夜営業店） 

118 

（57） 

（77） 

5 3 120 

（64） 

（80） 

イレブン 

（内、調剤取扱店） 

（内、深夜営業店） 

64 

（19） 

（40） 

6 3 67 

（23） 

（45） 

合  計 

（内、調剤取扱店） 

（内、深夜営業店） 

660 

（425） 

（455） 

32 11 681 

（455） 

（478） 
 

また、品目別売上高は、下記の通りとなっております。 

区分 金額（百万円） 前年同四半期比(%) 

医薬品・衛生介護品・ベビー用品・健康食品 34,104 114.9 

調剤 11,024 131.3 

化粧品 24,151 119.0 

家庭用雑貨 19,177 121.7 

食品 29,086 119.0 

その他 11,601 117.6 

合計 129,144 119.1 

 

この結果、第２四半期連結累計期間における売上高は129,144百万円（前年同四半期比19.1％増）、営業

利益は4,619百万円（前年同四半期比51.2％増）、経常利益は4,891百万円（前年同四半期比50.7％増）、

四半期純利益は1,914百万円（前年同四半期比17.6％増）となりました。 
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(2) 連結財政状態に関する定性的情報 

（資産） 

当第２四半期連結会計期間末における総資産は、前連結会計年度末と比較して449百万円減少し、

100,013百万円となりました。これは主に、商品が1,723百万円、有形固定資産が2,110百万円増加したも

のの、現金及び預金が4,102百万円、のれんが690百万円減少したことによるものです。 

（負債） 

当第２四半期連結会計期間末における負債合計は、前連結会計年度末と比較して2,130百万円減少し、

65,102百万円となりました。これは主に、資産除去債務が1,590百万円増加したものの、買掛金が1,877百

万円、長期借入金が1,884百万円減少したことによるものです。 

（純資産） 

当第２四半期連結会計期間末における純資産は、前連結会計年度末と比較して1,681百万円増加し、

34,910百万円となりました。これは主に、配当金293百万円の支払による減少に対して、当第２四半期連

結累計期間における四半期純利益1,914百万円を計上したことによるものです。 

（キャッシュ・フローの状況の分析） 

当第２四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物は、7,164百万円（前年同四半期末比376百万

円の減少）となりました。 

当第２四半期連結累計期間に係る区分ごとのキャッシュ・フローの状況は、以下のとおりであります。 

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

営業活動によるキャッシュ・フローは、863百万円の増加（前年同四半期比4,220百万円の減少）となり

ました。これは、税金等調整前四半期純利益3,861百万円に対して、主な増加要因として非資金費用であ

る減価償却費1,458百万円、主な減少要因として仕入債務の減少1,912百万円、法人税等の支払額2,591百

万円があったこと等によるものです。 

（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

投資活動によるキャッシュ・フローは、2,343百万円の減少（前年同四半期比515百万円の減少）となり

ました。これは主に、定期預金の払戻による収入780百万円に対して、有形固定資産の取得による支出

2,057百万円、敷金の差入による支出688百万円があったこと等によるものです。 

（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

財務活動によるキャッシュ・フローは、2,168百万円の減少 （前年同四半期比1,839百万円の増加）と

なりました。これは主に、短期借入金の純増減額879百万円に対して、長期借入金の返済による支出2,600

百万円、ファイナンス・リース債務の返済による支出473百万円があったこと等によるものです。 

 

(3) 連結業績予想に関する定性的情報 

「平成22年８月期決算短信」（平成22年10月15日付）において公表した連結業績予想から変更はありま

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 

法人税等並びに繰延税金資産及び繰延税金負債の算定方法 

法人税等の納付税額の算定に関しては、加味する加減算項目や税額控除項目を重要なものに限定する方

法によっております。 

繰延税金資産の回収可能性の判断に関しては、前連結会計年度末以降に経営環境等、かつ、一時差異等

の発生状況に著しい変化がないと認められるので、前連結会計年度末決算において使用した将来の業績予

測やタックス・プランニングを利用する方法によっております。 

 

(3) 会計処理の原則・手続、表示方法等の変更の概要 

１.会計処理基準に関する事項の変更 

①「持分法に関する会計基準」及び「持分法適用関連会社の会計処理に関する当面の取扱い」の適用 

第１四半期連結会計期間より、「持分法に関する会計基準」（企業会計基準第16号 平成20年３月10

日公表分）及び「持分法適用関連会社の会計処理に関する当面の取扱い」（実務対応報告第24号 平成

20年３月10日）を適用しております。 

これにより、営業利益、経常利益及び税金等調整前四半期純利益に与える影響はありません。 

②「資産除去債務に関する会計基準」等の適用 

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２四半期連結累計期間の営業利益及び経常利益は、それぞれ42百万円減少し、税金

等調整前四半期純利益は844百万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1,539百万円であります。 

③「企業結合に関する会計基準」等の適用 

第１四半期連結会計期間より、「企業結合に関する会計基準」（企業会計基準第21号 平成20年12月

26日）、「連結財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第22号 平成20年12月26日）、「『研究開

発費等に係る会計基準』の一部改正」（企業会計基準第23号 平成20年12月26日）、「事業分離等に関

する会計基準」（企業会計基準第７号 平成20年12月26日）、「持分法に関する会計基準」（企業会計

基準第16号 平成20年12月26日）、「企業結合会計基準及び事業分離等会計基準に関する適用指針」

（企業会計基準適用指針第10号 平成20年12月26日）を適用しております。 
 

２.表示方法の変更 

（四半期連結損益計算書関係） 

「連結財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第22号 平成20年12月26日）に基づき「財務諸表

等規則等の一部を改正する内閣府令」（平成21年３月24日 内閣府令第５号）の適用に伴い、当第２四

半期連結累計期間では、「少数株主損益調整前四半期純利益」の科目を表示しております。 
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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２四半期 
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８月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 8,058 12,160

売掛金 4,715 4,346

商品 27,349 25,625

その他 3,701 3,793

貸倒引当金 △7 △6

流動資産合計 43,816 45,919

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 15,335 13,922

土地 7,067 6,910

リース資産（純額） 5,460 5,015

その他（純額） 1,197 1,103

有形固定資産合計 ※  29,060 ※  26,950

無形固定資産   

のれん 10,210 10,901

その他 640 626

無形固定資産合計 10,850 11,527

投資その他の資産   

差入保証金 13,059 13,077

破産更生債権等 70 70

その他 3,243 3,005

貸倒引当金 △87 △88

投資その他の資産合計 16,285 16,065

固定資産合計 56,197 54,543

資産合計 100,013 100,462
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(単位：百万円)

当第２四半期 
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８月31日) 

負債の部   

流動負債   

買掛金 29,833 31,711

短期借入金 8,480 7,817

未払金 1,656 1,933

未払法人税等 2,264 2,539

賞与引当金 415 418

ポイント引当金 2,049 1,855

その他 3,390 3,597

流動負債合計 48,090 49,872

固定負債   

社債 600 680

長期借入金 9,158 11,043

退職給付引当金 544 514

役員退職慰労引当金 1,383 1,358

資産除去債務 1,590 －

その他 3,734 3,764

固定負債合計 17,011 17,361

負債合計 65,102 67,233

純資産の部   

株主資本   

資本金 1,000 1,000

資本剰余金 17,725 17,725

利益剰余金 15,143 13,523

自己株式 △33 △32

株主資本合計 33,835 32,215

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 18 5

評価・換算差額等合計 18 5

少数株主持分 1,056 1,007

純資産合計 34,910 33,229

負債純資産合計 100,013 100,462
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(2) 【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21年９月１日 
 至 平成22年２月28日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成22年９月１日 
 至 平成23年２月28日) 

売上高 108,434 129,144

売上原価 77,058 91,743

売上総利益 31,375 37,401

販売費及び一般管理費 ※  28,321 ※  32,781

営業利益 3,054 4,619

営業外収益   

受取利息及び配当金 54 9

協賛金収入 53 92

その他 248 333

営業外収益合計 356 435

営業外費用   

支払利息 123 102

その他 41 61

営業外費用合計 165 163

経常利益 3,245 4,891

特別利益   

貸倒引当金戻入額 1 1

移転補償金 21 4

保険解約返戻金 35 －

その他 3 0

特別利益合計 61 6

特別損失   

店舗閉鎖損失 7 16

固定資産除却損 3 11

投資有価証券評価損 2 1

減損損失 102 171

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 791

その他 20 45

特別損失合計 136 1,037

税金等調整前四半期純利益 3,170 3,861

法人税、住民税及び事業税 1,507 2,235

法人税等調整額 △27 △342

法人税等合計 1,479 1,892

少数株主損益調整前四半期純利益 － 1,968

少数株主利益 62 53

四半期純利益 1,627 1,914
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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21年９月１日 
 至 平成22年２月28日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成22年９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 3,170 3,861

減価償却費 1,210 1,458

減損損失 102 171

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 791

のれん償却額 600 690

貸倒引当金の増減額（△は減少） △3 △0

賞与引当金の増減額（△は減少） 22 △3

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 36 25

退職給付引当金の増減額（△は減少） 30 25

ポイント引当金の増減額（△は減少） 74 194

受取利息及び受取配当金 △54 △9

支払利息 123 102

投資有価証券売却損益（△は益） △3 0

投資有価証券評価損益（△は益） 2 1

固定資産除却損 3 11

固定資産受贈益 △14 △25

売上債権の増減額（△は増加） △332 △347

たな卸資産の増減額（△は増加） △1,507 △1,643

仕入債務の増減額（△は減少） 3,098 △1,912

未払消費税等の増減額（△は減少） 4 △173

その他 △9 256

小計 6,554 3,474

利息及び配当金の受取額 48 9

利息の支払額 △125 △101

法人税等の支払額 △1,503 △2,591

法人税等の還付額 110 72

営業活動によるキャッシュ・フロー 5,083 863

投資活動によるキャッシュ・フロー   

定期預金の預入による支出 △496 △322

定期預金の払戻による収入 230 780

有形固定資産の取得による支出 △1,554 △2,057

無形固定資産の取得による支出 △41 △86

保険積立金の解約による収入 586 －

敷金の差入による支出 △636 △688

敷金の回収による収入 64 88

その他 18 △56

投資活動によるキャッシュ・フロー △1,828 △2,343
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(単位：百万円)

前第２四半期連結累計期間 
(自 平成21年９月１日 
 至 平成22年２月28日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成22年９月１日 
 至 平成23年２月28日) 

財務活動によるキャッシュ・フロー   

短期借入金の純増減額（△は減少） △530 879

長期借入れによる収入 835 500

長期借入金の返済による支出 △3,008 △2,600

社債の償還による支出 △471 △172

配当金の支払額 △491 △293

少数株主への配当金の支払額 － △4

ファイナンス・リース債務の返済による支出 △342 △473

自己株式の取得による支出 △0 △0

その他 1 △1

財務活動によるキャッシュ・フロー △4,008 △2,168

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △753 △3,649

合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 － 3

現金及び現金同等物の期首残高 8,294 10,810

現金及び現金同等物の四半期末残高 ※  7,541 ※  7,164
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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 

 【事業の種類別セグメント情報】 

前第２四半期連結累計期間（自 平成21年９月１日 至 平成22年２月28日） 

当社グループの事業は、医薬品・衛生介護品・ベビー用品・健康食品、調剤、化粧品、家庭用雑貨、食

品等を扱う小売業を主たる事業としており、この事業の売上高及び営業利益の金額は、いずれも全セグメ

ントに占める割合が90％超であるため、事業の種類別セグメント情報の記載を省略しております。 
 

 【所在地別セグメント情報】 

前第２四半期連結累計期間（自 平成21年９月１日 至 平成22年２月28日） 

本邦以外の国または地域に所在する連結子会社及び在外支店がないため、所在地別セグメント情報の記

載を省略しております。 

 

 【海外売上高】 

前第２四半期連結累計期間（自 平成21年９月１日 至 平成22年２月28日） 

海外売上高がないため、海外売上高の記載を省略しております。 

 

 【セグメント情報】 

当社グループは、医薬品・調剤・化粧品等を中心とした小売事業の単一セグメントであるため、記載を

省略しております。 

 （追加情報） 

 第１四半期連結会計期間より「セグメント情報等の開示に関する会計基準」（企業会計基準第17号 平

成21年３月27日）及び「セグメント情報等の開示に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針

第20号 平成20年３月21日）を適用しております。 

 

(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。 
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