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第一部【企業情報】

第１【企業の概況】

１【主要な経営指標等の推移】

回次
第29期

第２四半期連結
累計期間

第30期
第２四半期連結
累計期間

第29期
第２四半期連結
会計期間

第30期
第２四半期連結
会計期間

第29期

会計期間

自平成22年
３月１日
至平成22年
８月31日

自平成23年
３月１日
至平成23年
８月31日

自平成22年
６月１日
至平成22年
８月31日

自平成23年
６月１日
至平成23年
８月31日

自平成22年
３月１日
至平成23年
２月28日

売上高（百万円） 152,209 164,141 79,547 84,770 304,730

経常利益（百万円） 7,786 10,736 4,502 5,528 15,012

四半期（当期）純利益（百万円） 3,895 7,404 2,477 3,058 8,999

純資産額（百万円） － － 78,030 89,623 82,755

総資産額（百万円） － － 134,195 151,401 136,243

１株当たり純資産額（円） － － 1,232.371,415.461,306.99

１株当たり四半期（当期）純利益

金額（円）
61.53 116.94 39.13 48.31 142.14

潜在株式調整後１株当たり四半期

（当期）純利益金額（円）
－ － － － －

自己資本比率（％） － － 58.1 59.2 60.7

営業活動による

キャッシュ・フロー（百万円）
14,693 14,601 － － 17,796

投資活動による

キャッシュ・フロー（百万円）
△11,082 △5,209 － － △14,463

財務活動による

キャッシュ・フロー（百万円）
△430 △490 － － △848

現金及び現金同等物の四半期末

（期末）残高（百万円）
－ － 24,881 33,086 24,185

従業員数（人） － － 4,151 3,715 4,047

(注) １．当社は四半期連結財務諸表を作成しておりますので、提出会社の主要な経営指標等の推移については記載し

ておりません。

２．売上高には、消費税等は含んでおりません。

３．潜在株式調整後１株当たり四半期（当期）純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しており

ません。 
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２【事業の内容】

当第２四半期連結会計期間において、当社グループ（当社及び当社の関係会社）が営む事業の内容について、重要

な変更はありません。

また、主要な関係会社についても異動はありません。　

　

３【関係会社の状況】

当第２四半期連結会計期間において、重要な関係会社の異動はありません。

　

４【従業員の状況】

(1) 連結会社の状況

 平成23年８月31日現在

従業員数（人） 3,715(4,827)

　(注)  従業員数は就業人員であり、（　）内の臨時雇用者数（１日８時間換算）は当第２四半期連結会計期間の平均人

員を外数で記載しております。

 

(2）提出会社の状況

 平成23年８月31日現在

従業員数（人） 252 (25)

　(注)　従業員数は就業人員であり、（　）内の臨時雇用者数（１日８時間換算）は当第２四半期会計期間の平均人員を

外数で記載しております。
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第２【事業の状況】

１【仕入実績及び販売の状況】

(1) 商品仕入実績

当第２四半期連結会計期間の商品仕入実績をセグメントごとに示すと、次のとおりであります。

セグメントの名称
当第２四半期連結会計期間
（自　平成23年６月１日
至　平成23年８月31日）

前年同四半期比（％）

ファーマシー事業（百万円） 45,176 －

ドラッグ事業（百万円） 15,621 －

合計 60,798 －

(注) １. 上記金額には消費税等は含まれておりません。

 ２．セグメント間の取引については相殺消去しております。

　

(2) 販売実績

当第２四半期連結会計期間の販売実績をセグメントごとに示すと、次のとおりであります。

セグメントの名称
当第２四半期連結会計期間
（自　平成23年６月１日
至　平成23年８月31日）

前年同四半期比（％）

ファーマシー事業（百万円） 65,219 －

ドラッグ事業（百万円） 19,551 －

合計 84,770 －

(注) １．上記金額には消費税等は含まれておりません。

２．セグメント間の取引については相殺消去しております。

　

２【事業等のリスク】

当第２四半期連結会計期間において、新たに発生した事業等のリスクはありません。

また、前事業年度の有価証券報告書に記載した事業等のリスクについて重要な変更はありません。

　

３【経営上の重要な契約等】

当第２四半期連結会計期間において、経営上の重要な契約等の決定又は締結等はありません。

　

４【財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】

文中の将来に関する事項は、当四半期報告書提出日現在において当社グループ（当社及び連結子会社）が判断した

ものであります。

(1) 業績の状況

当第２四半期連結会計期間（平成23年６月１日～平成23年８月31日）におけるわが国経済は、３月11日に発生し

た東日本大震災の影響により、生産面を中心に強い下押し圧力を受けたものの、５月頃より着実に持ち直してきま

した。その結果、個人消費も、一部に弱さを残しているものの、全体としては回復してきました。しかし、欧州におけ

る経済危機等により国際経済は停滞し、国内においては、円高の長期化や東日本大震災後の復興財源確保に伴う税

制改正なども予想されるため、今後の景気動向は予断を許さない状況にあります。　

当社グループの属する薬局・ドラッグストア業界においては、第１四半期は春先の花粉関連商品の販売増や東日

本大震災後の防災関連商品への特需など順調に推移しておりましたが、第２四半期は節電対策から来る需要はあっ

たものの、第１四半期のような力強い消費ムードからは後退しました。　

このような環境のもと、当社グループにおいては、「ファーマシー事業」・「ドラッグ事業」に注力し、営業の強

化、経営効率の改善を図ってまいりました。　

以上の結果、売上高は 847億70百万円（前年同期比 6.6％増、52億22百万円増）、営業利益は 53億22百万円（同

22.2％増、９億67百万円増）、経常利益は 55億28百万円（同 22.8％増、10億26百万円増）、四半期純利益は 30億58

百万円（同 23.5％増、５億81百万円増）となりました。
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セグメントの業績は、次のとおりであります。

①ファーマシー事業 

ファーマシー事業は、在宅医療をはじめとした地域医療への取り組みを強化した結果、処方箋調剤の売上が大幅

に伸長したこと、夏の節電需要に合わせた熱中症対策商品の売場展開強化による季節商品等の販売増により好調に

推移いたしました。

また、第２四半期連結会計期間において、16店舗出店し、６店舗閉店した結果、期末店舗数は合計646店舗となりま

した。

以上の結果、売上高は 652億24百万円、売上総利益は 187億９百万円、販売費及び一般管理費は 138億94百万円、

営業利益は 48億14百万円となりました。

　

②ドラッグ事業 

ドラッグ事業は、一般用医薬品の展開店舗数増などによるヘルスケア商品の販売増に加え、夏の節電需要に対応

した商品展開の強化や新規出店・改装に合わせた販促の強化などにより順調に推移いたしました。

また、第２四半期連結会計期間において、４店舗新規出店を行い、期末店舗数は合計149店舗となりました。

以上の結果、売上高は 195億59百万円、売上総利益は 40億12百万円、販売費及び一般管理費は 32億22百万円、営

業利益は７億90百万円となりました。 

　

(2) キャッシュ・フローの状況

 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（以下「資金」という）は、第１四半期連結会計期間

末に比べて 24億16百万円増加し、330億86百万円となりました。

各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。　

(営業活動によるキャッシュ・フロー)

 営業活動の結果得られた資金は、61億77百万円（前年同期比 33.2％減、30億64百万円減）となりました。これは

主に、税金等調整前四半期純利益が 54億10百万円となり、たな卸資産の増加額が 11億65百万円等あった一方で、賞

与引当金の減少額が５億10百万円あったこと等によるものであります。 　

(投資活動によるキャッシュ・フロー)

 投資活動に使用した資金は、37億15百万円（同 26.0％減、13億４百万円減）となりました。 これは主に、定期預

金の預入による支出が 10億円、有価証券の取得による支出が 30億円、有形固定資産の取得による支出が 13億67百

万円等あった一方で、有価証券の償還による収入が 20億円あったこと等によるものであります。　

(財務活動によるキャッシュ・フロー)

 財務活動に使用した資金は、45百万円（同 8.2％増、３百万円増）となりました。これは主に配当金の支払額が28

百万円あったこと等によるものであります。 

　

(3) 事業上及び財務上の対処すべき課題

当第２四半期連結会計期間において、当社グループが対処すべき課題について重要な変更はありません。

　

(4) 研究開発活動

該当事項はありません。

　

EDINET提出書類

スギホールディングス株式会社(E03344)

四半期報告書

 5/27



第３【設備の状況】
(1) 主要な設備の状況

当第２四半期連結会計期間において、主要な設備に重要な異動はありません。

　

(2) 設備の新設、除却等の計画

当第２四半期連結会計期間において、前四半期連結会計期間末に計画中であった重要な設備の新設、除却等につ

いて、重要な変更はありません。また、新たに確定した重要な設備の新設、改装、改修及び除却等の計画はありませ

ん。
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第４【提出会社の状況】

１【株式等の状況】

（１）【株式の総数等】

①【株式の総数】

種類 発行可能株式総数（株）

普通株式 200,000,000

計 200,000,000

　

②【発行済株式】

種類
第２四半期会計期間末現在
発行数（株）
（平成23年８月31日）

提出日現在発行数（株）
（平成23年10月13日）

上場金融商品取引所名
又は登録認可金融商品
取引業協会名

内容

普通株式 63,330,838 63,330,838

東京証券取引所

名古屋証券取引所

（各市場第一部）

単元株式数

100株 

計 63,330,838 63,330,838 － －

　

（２）【新株予約権等の状況】

該当事項はありません。

　

（３）【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

該当事項はありません。

　

（４）【ライツプランの内容】

該当事項はありません。

　

（５）【発行済株式総数、資本金等の推移】

年月日
発行済株式
総数増減数
（株）

発行済株式総
数残高（株）

資本金増減額
（百万円）

資本金残高
（百万円）

資本準備金
増減額
（百万円）

資本準備金残
高（百万円）

平成23年６月１日～

平成23年８月31日 
－ 63,330,838 － 15,434 － 24,632
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（６）【大株主の状況】

　 平成23年８月31日現在

氏名又は名称 住所
所有株式数
（千株）

発行済株式総数
に対する所有株
式数の割合(％)

株式会社スギ商事 愛知県安城市三河安城町１丁目８番地４ 10,840 17.11

日本マスタートラスト信託銀行

株式会社（信託口）
東京都港区浜松町２丁目11番３号 8,084 12.76

杉浦　広一 愛知県西尾市 6,392 10.09

杉浦　昭子　 愛知県西尾市 4,840 7.64

ステート　ストリート　バンク　アンド　

トラスト　カンパニー

（常任代理人　株式会社みずほコーポ

レート銀行）

東京都中央区月島４丁目16番13号 2,078 3.28

ステート　ストリート　バンク　アンド　

トラスト　カンパニー　505223

（常任代理人　株式会社みずほコーポ

レート銀行）

東京都中央区月島４丁目16番13号 1,952 3.08

杉浦　克典　 愛知県刈谷市 1,892 2.98

杉浦　伸哉 愛知県刈谷市 1,892 2.98

ＴＡＩＹＯ　ＦＵＮＤ，Ｌ.Ｐ

（常任代理人　シティバンク銀行株式

会社）

東京都品川区東品川２丁目３番14号 1,725 2.72

シービーニューヨーク　オービス　エス

アイシーアーヴィー

（常任代理人　シティバンク銀行株式

会社）

東京都品川区東品川２丁目３番14号 1,442 2.27

計 － 41,138 64.95
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（７）【議決権の状況】

①【発行済株式】

 平成23年８月31日現在

区分 株式数（株） 議決権の数（個） 内容

無議決権株式 － － －

議決権制限株式（自己株式等） － － －

議決権制限株式（その他） － － －

完全議決権株式（自己株式等） 普通株式　　  13,500 － －

完全議決権株式（その他） 普通株式  63,247,400 632,474 －

単元未満株式 普通株式 　　 69,938 － －

発行済株式総数 63,330,838 － －

総株主の議決権 － 632,474 －

(注)　「完全議決権株式（その他）」の欄には、証券保管振替機構名義の株式が400株含まれております。また、「議決権

の数」欄には、同機構名義の完全議決権株式に係る議決権の数４個が含まれております。

　

②【自己株式等】

 平成23年８月31日現在

所有者の氏名又は名称 所有者の住所
自己名義所有
株式数（株）

他人名義所有
株式数（株）

所有株式数の
合計（株）

発行済株式総数
に対する所有株
式数の割合
（％）

スギホールディングス

株式会社 

愛知県安城市三河安城町一

丁目８番地４
13,500 － 13,500 0.02

計 － 13,500 － 13,500 0.02

　

２【株価の推移】

【当該四半期累計期間における月別最高・最低株価】

月別
平成23年
３月

４月 ５月 ６月 ７月 ８月

最高（円） 1,980 1,963 1,970 2,145 2,249 2,216

最低（円） 1,597 1,822 1,889 1,948 2,057 2,002

(注) 　最高・最低株価は、東京証券取引所市場第一部におけるものであります。

　

３【役員の状況】

前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期報告書の提出日までにおいて、役員の異動はありません。
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第５【経理の状況】

１．四半期連結財務諸表の作成方法について

当社の四半期連結財務諸表は、「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」（平成19年内閣府

令第64号。以下「四半期連結財務諸表規則」という。）に基づいて作成しております。

なお、前第２四半期連結会計期間（平成22年６月１日から平成22年８月31日まで）及び前第２四半期連結累計期間

（平成22年３月１日から平成22年８月31日まで）は、改正前の四半期連結財務諸表規則に基づき、当第２四半期連結

会計期間（平成23年６月１日から平成23年８月31日まで）及び当第２四半期連結累計期間（平成23年３月１日から

平成23年８月31日まで）は、改正後の四半期連結財務諸表規則に基づいて作成しております。　

２．監査証明について

当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、前第２四半期連結会計期間（平成22年６月１日から平

成22年８月31日まで）及び前第２四半期連結累計期間（平成22年３月１日から平成22年８月31日まで）に係る四半

期連結財務諸表並びに当第２四半期連結会計期間（平成23年６月１日から平成23年８月31日まで）及び当第２四半

期連結累計期間（平成23年３月１日から平成23年８月31日まで）に係る四半期連結財務諸表について、有限責任監査

法人トーマツによる四半期レビューを受けております。
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１【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８月31日)

前連結会計年度末に係る
要約連結貸借対照表
(平成23年２月28日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 39,086 29,185

売掛金 7,737 6,887

有価証券 10,348 8,841

商品 35,626 34,763

その他 8,749 8,101

貸倒引当金 △3 △4

流動資産合計 101,545 87,774

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額） ※
 18,614

※
 16,912

その他（純額） ※
 8,791

※
 8,623

有形固定資産合計 27,405 25,535

無形固定資産

のれん － 81

その他 2,187 2,259

無形固定資産合計 2,187 2,341

投資その他の資産

差入保証金 14,371 14,007

その他 6,554 7,248

貸倒引当金 △662 △664

投資その他の資産合計 20,263 20,592

固定資産合計 49,855 48,468

資産合計 151,401 136,243

EDINET提出書類

スギホールディングス株式会社(E03344)

四半期報告書

11/27



（単位：百万円）

当第２四半期連結会計期間末
(平成23年８月31日)

前連結会計年度末に係る
要約連結貸借対照表
(平成23年２月28日)

負債の部

流動負債

買掛金 39,354 33,103

未払法人税等 3,330 2,968

賞与引当金 750 494

その他の引当金 49 1

その他 11,558 12,350

流動負債合計 55,042 48,918

固定負債

退職給付引当金 2,173 2,202

資産除去債務 2,589 －

その他 1,972 2,367

固定負債合計 6,735 4,569

負債合計 61,778 53,488

純資産の部

株主資本

資本金 15,434 15,434

資本剰余金 24,632 24,632

利益剰余金 49,581 42,684

自己株式 △33 △33

株主資本合計 89,614 82,717

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 8 37

評価・換算差額等合計 8 37

純資産合計 89,623 82,755

負債純資産合計 151,401 136,243
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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22年３月１日
　至　平成22年８月31日)

当第２四半期連結累計期間
(自　平成23年３月１日
　至　平成23年８月31日)

売上高 152,209 164,141

売上原価 111,889 119,793

売上総利益 40,320 44,347

販売費及び一般管理費 ※
 33,247

※
 34,161

営業利益 7,073 10,186

営業外収益

受取賃貸料 636 651

受取手数料 343 379

その他 785 655

営業外収益合計 1,764 1,686

営業外費用

有価証券評価損 504 492

賃貸収入原価 497 539

その他 50 104

営業外費用合計 1,051 1,136

経常利益 7,786 10,736

特別利益

子会社株式売却益 － 909

還付消費税等 － 1,432

その他 － 121

特別利益合計 － 2,463

特別損失

減損損失 485 345

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 1,182

その他 42 135

特別損失合計 528 1,663

税金等調整前四半期純利益 7,258 11,536

法人税、住民税及び事業税 3,222 3,793

過年度法人税等 － 608

法人税等調整額 139 △268

法人税等合計 3,362 4,132

少数株主損益調整前四半期純利益 － 7,404

四半期純利益 3,895 7,404
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【第２四半期連結会計期間】
（単位：百万円）

前第２四半期連結会計期間
(自　平成22年６月１日
　至　平成22年８月31日)

当第２四半期連結会計期間
(自　平成23年６月１日
　至　平成23年８月31日)

売上高 79,547 84,770

売上原価 58,395 62,048

売上総利益 21,152 22,722

販売費及び一般管理費 ※
 16,798

※
 17,399

営業利益 4,354 5,322

営業外収益

受取賃貸料 321 328

受取手数料 176 192

その他 433 279

営業外収益合計 931 799

営業外費用

有価証券評価損 504 255

賃貸収入原価 248 269

その他 31 68

営業外費用合計 783 592

経常利益 4,502 5,528

特別損失

固定資産除却損 18 33

減損損失 28 32

賃貸借契約解約損 － 50

その他 8 1

特別損失合計 54 117

税金等調整前四半期純利益 4,447 5,410

法人税、住民税及び事業税 1,838 2,295

過年度法人税等 － 28

法人税等調整額 132 28

法人税等合計 1,970 2,352

少数株主損益調整前四半期純利益 － 3,058

四半期純利益 2,477 3,058
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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22年３月１日
　至　平成22年８月31日)

当第２四半期連結累計期間
(自　平成23年３月１日
　至　平成23年８月31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 7,258 11,536

減価償却費 1,701 1,796

減損損失 485 345

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 1,182

子会社株式売却損益（△は益） － △909

還付消費税等 － △1,432

売上債権の増減額（△は増加） △1,095 △1,144

たな卸資産の増減額（△は増加） 1,197 △883

仕入債務の増減額（△は減少） 6,072 6,279

その他 128 343

小計 15,748 17,114

利息及び配当金の受取額 19 78

利息の支払額 △3 △5

消費税等の還付額 － 1,432

法人税等の支払額 △3,006 △3,409

過年度法人税等の支払額 － △608

法人税等の還付額 1,936 －

営業活動によるキャッシュ・フロー 14,693 14,601

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 △8,000 △9,000

定期預金の払戻による収入 2,000 9,000

有価証券の取得による支出 △5,000 △5,000

有価証券の償還による収入 2,000 2,000

有形固定資産の取得による支出 △1,508 △2,384

無形固定資産の取得による支出 △58 △177

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却によ
る収入

－ 276

貸付金の回収による収入 － 501

差入保証金の差入による支出 △357 △355

その他 △157 △69

投資活動によるキャッシュ・フロー △11,082 △5,209

財務活動によるキャッシュ・フロー

配当金の支払額 △379 △505

その他 △50 15

財務活動によるキャッシュ・フロー △430 △490

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 3,181 8,901

現金及び現金同等物の期首残高 21,700 24,185

現金及び現金同等物の四半期末残高 ※
 24,881

※
 33,086
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【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】

　

 
当第２四半期連結累計期間
（自　平成23年３月１日
至　平成23年８月31日）

１．連結の範囲に関する事項

の変更

(1) 連結の範囲の変更

前連結会計年度において連結子会社であった、スギメディカルサポート株式会社、

スギメディカルリサーチ株式会社及びスギ生物科学研究所株式会社は、第１四半期連

結会計期間において所有する全株式を譲渡したことにより、連結の範囲から除外して

おります。

(2) 変更後の連結子会社の数

３社

２．会計処理基準に関する事

項の変更

(1) 重要な資産の評価基準及び評価方法の変更

たな卸資産　

従来、一部の連結子会社の調剤薬品及び物流センター保管商品については、売価還

元低価法によっておりましたが、第１四半期連結会計期間より、総平均法による原価

法（貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価切下げの方法）に変更しておりま

す。

この変更は、原価データを単品管理する体制が確立したことに伴い、商品の評価と

期間損益計算をより適正に行うためのものであります。

なお、この変更による損益への影響額は軽微であります。

(2) 資産除去債務に関する会計基準の適用

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。

なお、これにより営業利益は 65百万円、経常利益は 66百万円、税金等調整前四半期

純利益は 1,257百万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 2,515百万円であります。
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【表示方法の変更】

当第２四半期連結累計期間
（自　平成23年３月１日
至　平成23年８月31日）

（四半期連結損益計算書）

「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）に基づく「財務諸表等の用語、様式

及び作成方法に関する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）の適用により、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」の科目で表示しております。

　

（四半期連結キャッシュ・フロー計算書）

１．前第２四半期連結累計期間において、区分掲記しておりました「営業活動によるキャッシュ・フロー」の「法人

税等の還付額」は、当第２四半期連結累計期間において金額的重要性が乏しくなったため、「営業活動によるキャッ

シュ・フロー」の「法人税等の支払額」に含めて表示することとしました。

なお、当第２四半期連結累計期間の「営業活動によるキャッシュ・フロー」の「法人税等の支払額」に含まれる

「法人税等の還付額」は 17百万円であります。

２．前第２四半期連結累計期間において、「投資活動によるキャッシュ・フロー」の「その他」に含めておりました

「貸付金の回収による収入」は、当第２四半期連結累計期間において金額的重要性が増加したため、区分掲記するこ

ととしました。

なお、前第２四半期連結累計期間の「投資活動によるキャッシュ・フロー」の「その他」に含まれる「貸付金の

回収による収入」は２百万円であります。　

　

当第２四半期連結会計期間
（自　平成23年６月１日
至　平成23年８月31日）

（四半期連結損益計算書）

「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）に基づく「財務諸表等の用語、様式

及び作成方法に関する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）の適用により、当第

２四半期連結会計期間では、「少数株主損益調整前四半期純利益」の科目で表示しております。

　

【追加情報】

当第２四半期連結累計期間
（自　平成23年３月１日
至　平成23年８月31日）

（連結納税制度の適用）

第１四半期連結会計期間より、連結納税制度を適用しております。

EDINET提出書類

スギホールディングス株式会社(E03344)

四半期報告書

17/27



【注記事項】

（四半期連結貸借対照表関係）

当第２四半期連結会計期間末
（平成23年８月31日）

前連結会計年度末
（平成23年２月28日）

※　有形固定資産の減価償却累計額は、20,300百万円であり

ます。 

※　有形固定資産の減価償却累計額は、18,282百万円であり

ます。

　

（四半期連結損益計算書関係）

前第２四半期連結累計期間
（自　平成22年３月１日
至　平成22年８月31日）

当第２四半期連結累計期間
（自　平成23年３月１日
至　平成23年８月31日）

※　販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額は次

のとおりであります。 

 給与手当及び賞与  13,429百万円

 賃借料  6,745 

 賞与引当金繰入額  159 

 退職給付費用  285 

 

※　販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額は次

のとおりであります。 

 給与手当及び賞与  13,688百万円

 賃借料  6,904 

 賞与引当金繰入額  750 

 退職給付費用  239 

 

　

前第２四半期連結会計期間
（自　平成22年６月１日
至　平成22年８月31日）

当第２四半期連結会計期間
（自　平成23年６月１日
至　平成23年８月31日）

※　販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額は次

のとおりであります。 

 給与手当及び賞与  6,658百万円

 賃借料  3,387 

 賞与引当金繰入額  145 

 退職給付費用  140 

　

※　販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額は次

のとおりであります。 

 給与手当及び賞与  6,568百万円

 賃借料  3,448 

 賞与引当金繰入額  750 

 退職給付費用  115 

　

　

（四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係）

前第２四半期連結累計期間
（自　平成22年３月１日
至　平成22年８月31日）

当第２四半期連結累計期間
（自　平成23年３月１日
至　平成23年８月31日）

※　現金及び現金同等物の四半期末残高と四半期連結貸借

対照表に掲記されている科目の金額との関係 

（平成22年８月31日現在）

（百万円） 

 現金及び預金勘定   31,081 

 有価証券  6,491 

 預入期間が３ケ月を超える定期預金及

び有価証券
 △12,691 

 現金及び現金同等物  24,881 

※　現金及び現金同等物の四半期末残高と四半期連結貸借

対照表に掲記されている科目の金額との関係 

（平成23年８月31日現在）

（百万円） 

 現金及び預金勘定   39,086 

 有価証券  10,348 

 預入期間が３ケ月を超える定期預金及

び有価証券
 △16,348 

 現金及び現金同等物  33,086 
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（株主資本等関係）

当第２四半期連結会計期間末（平成23年８月31日）及び当第２四半期連結累計期間（自　平成23年３月１日　至　平

成23年８月31日）

１．発行済株式の種類及び総数

普通株式 63,330,838株

２．自己株式の種類及び株式数

普通株式 13,553株

３．新株予約権等に関する事項

該当事項はありません。 

４．配当に関する事項

（1）配当金支払額
 
 
（決議）

株式の種類
配当金の総額
（百万円）

１株当たり
配当額
（円）

基準日 効力発生日 配当の原資

平成23年４月12日

取締役会
普通株式 506 8 平成23年２月28日平成23年５月27日利益剰余金

（2）基準日が当第２四半期連結累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第２四半期連結会計期間

末後となるもの

 
 
（決議）

株式の種類
配当金の総額
（百万円）

１株当たり
配当額
（円）

基準日 効力発生日 配当の原資

平成23年10月７日

取締役会
普通株式 443 7 平成23年８月31日平成23年11月７日利益剰余金
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（セグメント情報等）

【事業の種類別セグメント情報】

前第２四半期連結会計期間（自　平成22年６月１日　至　平成22年８月31日）

 
ファーマシー
事業        
（百万円）

ドラッグ事業
（百万円）

治験事業
（百万円）

計
（百万円）

消去又は全社
（百万円）

連結
（百万円）

売上高 　 　 　 　 　 　

(1）外部顧客に対する売上高 55,838 22,953 755 79,547 － 79,547

(2）セグメント間の内部売上

高又は振替高
10 0 － 11 △11 －

計 55,849 22,954 755 79,559 △11 79,547

営業利益 3,945 687 5 4,637 △283 4,354

　　　

前第２四半期連結累計期間（自　平成22年３月１日　至　平成22年８月31日）

 
ファーマシー
事業        
（百万円）

ドラッグ事業
（百万円）

治験事業
（百万円）

計
（百万円）

消去又は全社
（百万円）

連結
（百万円）

売上高 　 　 　 　 　 　

(1）外部顧客に対する売上高 107,25543,573 1,381 152,209 － 152,209

(2）セグメント間の内部売上

高又は振替高
17 0 － 17 △17 －

計 107,27243,574 1,381 152,227 △17 152,209

営業利益又は営業損失（△） 6,708 978 △93 7,594 △520 7,073

　（注）１．事業の区分の方法

事業区分は、事業の内容の種類により区分しております。

　２．各事業区分の主な内容

事業区分 事業の内容

ファーマシー事業 処方箋調剤、在宅医療、医薬品、健康食品、化粧品及び日用品等の販売

ドラッグ事業 医薬品、健康食品、化粧品及び日用品等の販売

治験事業 非臨床試験や臨床試験等の医薬品等の開発支援

　

【所在地別セグメント情報】

前第２四半期連結会計期間（自平成22年６月１日　至平成22年８月31日）

　本邦以外の国又は地域に所在する連結子会社及び重要な在外支店がないため、該当事項はありません。

　

前第２四半期連結累計期間（自平成22年３月１日　至平成22年８月31日）

　本邦以外の国又は地域に所在する連結子会社及び重要な在外支店がないため、該当事項はありません。

 

【海外売上高】

前第２四半期連結会計期間（自平成22年６月１日　至平成22年８月31日）

　海外売上高がないため該当事項はありません。

　

前第２四半期連結累計期間（自平成22年３月１日　至平成22年８月31日）

　海外売上高がないため該当事項はありません。
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【セグメント情報】

１．報告セグメントの概要　

当社グループの報告セグメントは、当社グループの構成単位のうち分離された財務情報が入手可能であ

り、取締役会が、経営資源の配分及び業績を評価するために、定期的に検討を行う対象となっているものであ

ります。　

当社グループは、医薬品・健康食品・化粧品・日用品等を販売するとともに、処方箋調剤や地域の医療関

係者と連携した在宅医療に取り組む「地域医療対応型ドラッグストア」の経営を主たる業務とする

「ファーマシー事業」と、日用雑貨・食品を中心として、医薬品・健康食品・化粧品等を販売するドラッグ

ストアの経営を主たる業務とする「ドラッグ事業」の２つを報告セグメントとしており、それぞれ包括的な

戦略を立案し、事業活動を展開しております。

「ファーマシー事業」は、「スギ薬局」、「スギドラッグ」及び「ドラッグスギ」の店舗を展開しており

ます。「ドラッグ事業」は、「ジャパン」の店舗を展開しております。

　

２．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

当第２四半期連結累計期間 (自平成23年３月１日　至平成23年８月31日)　

　 （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

ファーマシー
事業

ドラッグ
事業

計

売上高      

外部顧客への売上高 126,877 37,264 164,141 － 164,141
セグメント間の内部売上高
又は振替高

10 8 18 △18 －

計 126,887 37,272 164,160 △18 164,141

セグメント利益 8,899 1,882 10,782 △596 10,186

 (注) １．セグメント利益の調整額△596百万円には、セグメント間取引消去７百万円及び各報告セグメント

に配分していない全社費用△603百万円が含まれております。全社費用は、主に報告セグメントに帰

属しない販売費及び一般管理費であります。

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。

　　　

当第２四半期連結会計期間 (自平成23年６月１日　至平成23年８月31日)　

　 （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

ファーマシー
事業

ドラッグ
事業

計

売上高      

外部顧客への売上高 65,219 19,551 84,770 － 84,770
セグメント間の内部売上高
又は振替高

5 8 13 △13 －

計 65,224 19,559 84,784 △13 84,770

セグメント利益 4,814 790 5,605 △282 5,322

 (注) １．セグメント利益の調整額△282百万円は、各報告セグメントに配分していない全社費用であり、主

に報告セグメントに帰属しない販売費及び一般管理費であります。

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。
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３．報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報　

当第２四半期連結会計期間（自平成23年６月１日　至平成23年８月31日）

 (固定資産に係る重要な減損損失)

当社グループは、キャッシュ・フローを生み出す最小単位として店舗を基本単位とし、賃貸資産及び遊休

資産については物件単位ごとにグルーピングしております。

営業活動から生ずる損益が継続してマイナスである資産グループについては、帳簿価額を回収可能価額ま

で減額し、当該減少額 32百万円を減損損失として特別損失に計上いたしました。

報告セグメントごとの計上額は、「ファーマシー事業」で 20百万円、「ドラッグ事業」で４百万円となっ

ております。また、報告セグメントに帰属しない賃貸資産において８百万円計上しております。

　

(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。

なお、前連結会計年度まで「ドラッグ事業」に区分しておりました飯塚薬品株式会社が運営していた「ド

ラッグスギ」につきましては、平成23年２月１日付で「スギ薬局」を主として運営する株式会社スギ薬局に

吸収合併されたことにより、「地域医療対応型ドラッグストア」への業態転換等の店舗運営方針の見直しが

されたこと、及び、上記会計基準等を適用することに伴い、第１四半期連結会計期間より「ファーマシー事

業」に区分を変更しております。

また、前連結会計年度まで区分しておりました「治験事業」は、当社の連結子会社であるスギメディカル

株式会社が、連結子会社であるスギメディカルリサーチ株式会社、スギメディカルサポート株式会社及びス

ギ生物科学研究所株式会社の全株式を、平成23年５月31日付けでシミック株式会社へ譲渡し、第１四半期連

結会計期間の期首をみなし売却日として連結の範囲から除外したため、第１四半期連結会計期間において廃

止しております。
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（１株当たり情報）

１．１株当たり純資産額

当第２四半期連結会計期間末
（平成23年８月31日）

前連結会計年度末
（平成23年２月28日）

１株当たり純資産額 1,415.46円 １株当たり純資産額 1,306.99円

２．１株当たり四半期純利益金額

前第２四半期連結累計期間
（自　平成22年３月１日
至　平成22年８月31日）

当第２四半期連結累計期間
（自　平成23年３月１日
至　平成23年８月31日）

１株当たり四半期純利益金額 61.53円 １株当たり四半期純利益金額 116.94円

　なお、潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額につい

ては、潜在株式が存在しないため記載しておりません。

 

　なお、潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額につい

ては、潜在株式が存在しないため記載しておりません。

 

　（注）　１株当たり四半期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

 
前第２四半期連結累計期間
（自　平成22年３月１日
至　平成22年８月31日）

当第２四半期連結累計期間
（自　平成23年３月１日
至　平成23年８月31日）

四半期純利益（百万円） 3,895 7,404

普通株主に帰属しない金額（百万円） － －

普通株式に係る四半期純利益（百万円） 3,895 7,404

期中平均株式数（千株） 63,317 63,317

　

前第２四半期連結会計期間
（自　平成22年６月１日
至　平成22年８月31日）

当第２四半期連結会計期間
（自　平成23年６月１日
至　平成23年８月31日）

１株当たり四半期純利益金額 39.13円 １株当たり四半期純利益金額 48.31円

　なお、潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額につい

ては、潜在株式が存在しないため記載しておりません。

 

　なお、潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額につい

ては、潜在株式が存在しないため記載しておりません。

 

　（注）　１株当たり四半期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

 
前第２四半期連結会計期間
（自　平成22年６月１日
至　平成22年８月31日）

当第２四半期連結会計期間
（自　平成23年６月１日
至　平成23年８月31日）

四半期純利益（百万円） 2,477 3,058

普通株主に帰属しない金額（百万円） － －

普通株式に係る四半期純利益（百万円） 2,477 3,058

期中平均株式数（千株） 63,317 63,317

　

（重要な後発事象）

該当事項はありません。
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２【その他】

（剰余金の配当） 

平成23年10月７日開催の取締役会において、剰余金の配当（中間）を行うことを次のとおり決議いたしました。

（1）配当金の総額　 　443百万円

（2）１株当たり配当金　 　7円00銭

（3）基準日　 平成23年８月31日

（4）効力発生日 　平成23年11月７日

（注）　平成23年８月31日現在の株主名簿に記載又は記録された株主に対し、支払を行います。
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第二部【提出会社の保証会社等の情報】
　該当事項はありません。
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 独立監査人の四半期レビュー報告書 

平成22年10月12日

スギホールディングス株式会社

取締役会　御中

有限責任監査法人トーマツ

 
指定有限責任社員
業務執行社員

 公認会計士  高橋　寿佳　　印

 
指定有限責任社員
業務執行社員

 公認会計士  水野　裕之　　印

　当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられているスギホールディ

ングス株式会社の平成２２年３月１日から平成２３年２月２８日までの連結会計年度の第２四半期連結会計期間（平成２

２年６月１日から平成２２年８月３１日まで）及び第２四半期連結累計期間（平成２２年３月１日から平成２２年８月３

１日まで）に係る四半期連結財務諸表、すなわち、四半期連結貸借対照表、四半期連結損益計算書及び四半期連結キャッ

シュ・フロー計算書について四半期レビューを行った。この四半期連結財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法人の

責任は独立の立場から四半期連結財務諸表に対する結論を表明することにある。

　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に準拠して四半期レビューを行った。

四半期レビューは、主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対して実施される質問、分析的手続

その他の四半期レビュー手続により行われており、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して実

施される年度の財務諸表の監査に比べ限定された手続により行われた。

　当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認めら

れる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して、スギホールディングス株式会社及び連結子会社の平成２２年８月３１日

現在の財政状態、同日をもって終了する第２四半期連結会計期間及び第２四半期連結累計期間の経営成績並びに第２四半

期連結累計期間のキャッシュ・フローの状況を適正に表示していないと信じさせる事項がすべての重要な点において認め

られなかった。

　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

 

以　上

　（注）１．上記は、四半期レビュー報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社（四半期報

告書提出会社）が別途保管しております。

２．四半期連結財務諸表の範囲にはＸＢＲＬデータ自体は含まれていません。
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 独立監査人の四半期レビュー報告書 

平成23年10月11日

スギホールディングス株式会社

取締役会　御中

有限責任監査法人トーマツ

 
指定有限責任社員
業務執行社員

 公認会計士 高橋　寿佳　　印

 
指定有限責任社員
業務執行社員

 公認会計士 水野　裕之　　印

 
指定有限責任社員
業務執行社員

 公認会計士 鈴木　晴久　　印

　当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられているスギホールディ

ングス株式会社の平成２３年３月１日から平成２４年２月２９日までの連結会計年度の第２四半期連結会計期間（平成２

３年６月１日から平成２３年８月３１日まで）及び第２四半期連結累計期間（平成２３年３月１日から平成２３年８月３

１日まで）に係る四半期連結財務諸表、すなわち、四半期連結貸借対照表、四半期連結損益計算書及び四半期連結キャッ

シュ・フロー計算書について四半期レビューを行った。この四半期連結財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法人の

責任は独立の立場から四半期連結財務諸表に対する結論を表明することにある。

　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に準拠して四半期レビューを行った。

四半期レビューは、主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対して実施される質問、分析的手続

その他の四半期レビュー手続により行われており、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して実

施される年度の財務諸表の監査に比べ限定された手続により行われた。

　当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認めら

れる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して、スギホールディングス株式会社及び連結子会社の平成２３年８月３１日

現在の財政状態、同日をもって終了する第２四半期連結会計期間及び第２四半期連結累計期間の経営成績並びに第２四半

期連結累計期間のキャッシュ・フローの状況を適正に表示していないと信じさせる事項がすべての重要な点において認め

られなかった。

　

追記情報

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ているとおり、会社は第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」及び「資産除去債務に関する会計基準の適用指針」を適用している。

　

　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

 

以　上

　（注）１．上記は、四半期レビュー報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社（四半期報

告書提出会社）が別途保管しております。

２．四半期連結財務諸表の範囲にはＸＢＲＬデータ自体は含まれていません。
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