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１． 平成 18年２月期の連結業績（平成 17年３月１日～平成 18年２月 28日） 

当社は、当連結会計年度（平成 17 年３月１日から平成 18 年２月 28 日）に株式会社ジャパンの株式を
取得し、子会社化したことに伴い、初めて連結財務諸表を作成することになりましたが、株式のみなし取
得日が連結会計年度末となるため、連結計算書類のうち連結貸借対照表のみを作成し、連結損益計算書は
作成しておりません。 

(1)連結経営成績                             （百万円未満切り捨て） 
 売 上 高     営業利益 経常利益 

 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 
18 年２月期 
17 年２月期 

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

 

 当期純利益 
１株当たり 
当期純利益 

潜在株式調整後 
１株当たり当期純利益        

株主資本当 
期純利益率 

総 資 本 
経常利益率 

売 上 高 
経常利益率 

 百万円 ％  円 銭  円 銭 ％ ％ ％ 
18 年２月期 
17 年２月期 

     
     

    
    

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

(注) ①持分法投資損益    18 年２月期      百万円  17 年２月期      百万円 
     ②期中平均株式数(連結) 18 年２月期 26,359,607 株    17 年２月期      株   
     ③会計処理の方法の変更   有 
      ④売上高、営業利益、経常利益、当期純利益におけるパーセント表示は、対前期増減率 
   ⑤当連結会計年度は、連結財務諸表の作成初年度でありますので、前連結会計年度との比較はしてお

りません。 
 
(2)連結財政状態                              （百万円未満切り捨て） 
 総 資 産      株 主 資 本 株主資本比率 １株当たり株主資本 

 百万円  百万円  ％    円   銭  
18 年２月期 
17 年２月期 

    97,033 
        

    49,752 
        

     51.3 
        

 

1,663  99  
         

(注) 期末発行済株式数(連結) 18 年２月期  29,893,854 株   17 年２月期       株 
 
(3)連結キャッシュ･フローの状況                                           （百万円未満切り捨て） 

 営 業 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 

財 務 活 動 に よ る          
キャッシュ・フロー 

現金及び現金同等物 
期 末 残 高          

 
 

百万円  百万円  百万円  百万円  

18 年２月期 
17 年２月期 

       
       

       
       

       
       

       
       

 
(4)連結範囲及び持分法の適用に関する事項 

連結子会社数   １社 持分法適用非連結子会社数   －社 持分法適用関連会社数   －社 
 
(5)連結範囲及び持分法の適用の異動状況 

連結 (新規)   １社 (除外)   ２社    持分法 (新規)   －社 (除外)   ３社 
 
２．平成 19年２月期の連結業績予想（平成 18年３月１日～平成 19年２月 28日） 

 売 上 高 経 常 利 益 当期純利益 

 百万円 百万円 百万円 

中 間 期 
通    期 

107,800    
216,000    

5,500    
10,200    

2,500    
4,600    

(参考)１株当たり予想当期純利益（通期）   76 円 94 銭 
  
 
 

※上記の予想は本資料の発表日現在において入手可能な情報及び将来の業績に影響を与える不確実な要因に係る本
資料発表日現在における仮定を前提としています。実際の業績は、今後様々な要因によって大きく異なる結果とな
る可能性があります。業績予想の前提となる仮定及び業績予想のご利用にあたっての注意事項つきましては、添付
資料 11ページを参照してください。 
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一般顧客 

イージャパンアンドカンパニーズ 

ジャパン 

U.S.-JAPAN Co., Ltd. 

販
売 

販
売 

販
売 

一部商品の供給 

北米の商品の供給 

一部商品の 
相互供給 

 

 

子会社 

関連会社 

当社（スギ薬局） 

 
１. 企業集団の状況 
 
 当社グループ（当社及び当社の関係会社）は、当社（株式会社スギ薬局）と連結子会社 1社（株式会
社ジャパン、以下ジャパンという）により構成されており、当社は医薬品・健康食品・化粧品・日用品
の販売および処方箋調剤を主要業務とする調剤併設型ドラッグストアの経営を行っております。 
 また、連結子会社においては、ディスカウントストアとして、家電製品、日用雑貨、スポーツ・レジ
ャー用品、ＤＩＹ用品、食料品等の小売業、および卸売業、インターネット販売事業を行っております。 
 事業内容と当社及び関係会社との当該事業に関わる位置づけは、次のとおりです。 

事業内容 会社名 摘要 

調剤併設型ドラッグストア 当社 － 

ディスカウントストア ジャパン 

当社は、ジャパンの発行済み株
式の 50.1%を保有しており、当社
とジャパンは一部商品の相互供
給を行っております。 

卸売業 U.S.-JAPAN Co., Ltd. 
ジャパンの 100%子会社であり、
ジャパンに北米の商品を輸出し
ております。 

インターネット販売事業 イージャパンアンドカンパニーズ 

ジャパンが 49.0%出資している
関連会社であり、ジャパンが商
品の一部を供給し、イージャパ
ンアンドカンパニーズは当該商
品を通信販売しております。 

 
当社の事業系統図は次のとおりです。 
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２. 経営方針 
 
（１）会社の経営の基本方針 

当社グループは、 

『事業活動を通して、地域社会に貢献できる会社作りを目指します』 
『社員の幸せを願い、社員とともに成長する会社作りを目指します。』 

を、グループ共通の経営理念として掲げ、その実現をとおして、企業価値の向上を図ることを経営の
基本方針としております。 
 
今や全国の高齢化率（総人口に占める 65 歳以上の人口比率）は 20％を超え、超高齢社会が目前に

迫っております。また、高齢化が進展する一方で、生活習慣に起因する疾病の増加や、要介護者の増
加が、大きな社会的問題になりつつあります。 
また、全国の医薬分業率は 50％を超え、地域医療において薬局・ドラッグストアが担うことが出来

る社会的な役割は益々高まりつつあります。 
 
このような経営環境のもと、当社（株式会社スギ薬局）は、『調剤併設型ドラッグストア』として、

日々の健康相談窓口機能や、病気予防のための啓蒙活動を担うとともに、処方箋調剤や、ＯＴＣ（一
般薬）・健康食品のカウンセリング販売、在宅医療など、トータルに対応できる『かかりつけ薬局』の
実現を通して、地域医療の一端を担ってまいります。 
また、当社グループのジャパンにおいては、自分の健康は自分で守るという「セルフメディケーシ

ョン」の概念が浸透する中、現状のディスカウントストアに医薬品・健康食品・化粧品等の品揃えを
強化し、段階的にディスカウントストアからドラッグストアへ業態転換を図り、更に地域の医療ニー
ズに応じて、『調剤併設型ドラッグストア』に転換してまいります。 
 
 

（２）会社の利益配分に関する基本方針 
当社は、株主への利益還元の充実と安定した配当を継続していくことを基本方針とし、あわせて今

後の事業展開に備えるために内部留保の充実による財務体質の強化などを総合的に勘案して利益配分
を決定しております。 
当期は、中間期に１株６円の配当を実施しておりましたが、通期において当期純利益が予想を上回

り、過去最高益となったこと等から、期末配当金は１株当たり２円増配の８円とし、通期で１株当た
り 14 円の普通配当とする予定です。 
なお、内部留保金につきましては、競争が激化するドラッグストア業界で勝ち残るために、Ｍ＆Ａ

も含めたあらゆる成長の機会を迅速に捉えるとともに、積極的な店舗展開や、それをサポートする営
業・内部管理体制の構築、及び「かかりつけ薬局」を実践できる有能な社員の育成のために利用し、
更なる企業価値の向上に努めてまいります。 
 
 

（３）投資単位の引下げに関する考え方及び方針等 
当社は、投資家の皆様が投資しやすい環境を整備することを目的として、下記の通り売買単位の引

き下げや株式分割（無償交付）を実施し、１単位当りの投資金額の引き下げを行ってまいりました。 
 

（投資単位の引下げ） 
平成 12年 12月 7日 1 単元の株式数を 1,000 株から 100 株に引き下げを決議 

（変更日：平成 13年 7 月 2 日） 
（株式分割） 
平成 12年 7月 31日 1 株を 2株に株式分割（無償交付）を決議 

（効力発生日：平成 12 年 10月 20 日） 
平成 16 年 1月 7 日 1 株を 2株に株式分割（無償交付）を決議 

（効力発生日：平成 16 年 4月 20 日） 
平成 18年 1月 10日 1 株を 2株に株式分割（無償交付）を決議 

（効力発生日：平成 18 年 3月 1 日） 
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その結果、今期末株主数は前期末の 14,256 名から 16,017 名へと増加いたしました。 
今後も、投資家の皆様のご期待にお応えできるよう引き続き株価、出来高等を注視し、さらに株式

の流動性を高め､より広い投資家の皆様に当社株式へ投資していただける環境を整えてまいります。 
 
 

（４）目標とする経営指標 
当社は、2000 年 6 月の上場時に中長期的な経営目標として 2010年ビジョンを掲げております。 
2010 年ビジョンとは、2010 年度に店舗数 1,000店舗、売上高 3,500 億円を達成することであり、こ

の実現に向けて、Ｍ＆Ａも含めたあらゆる成長の機会を迅速に捉え、成長スピードを維持して参りま
す。 
また、事業規模の拡大とともに、高収益を実現し株主価値の向上を図るため、その経営指標として

連結ＲＯＥ（株主資本利益率）１０％以上の達成を目指しております。 
これは当社グループとして目標とする経営指標であり、グループのコア事業を営む当社（株式会社

スギ薬局）においては、更に高い収益性を達成することが目標であります。 
なお、当期を含めた過去 5年間における経営指標は下記のとおりとなりました。 
 

 経営数値 
平成 14 年 
(2002 年) 
2 月期 

平成15年
(2003 年)
2 月期 

平成 16 年 
(2004 年) 
2 月期 

平成 17 年 
(2005 年) 
2 月期 

平成 18 年 
(2006 年) 
2 月期 

総店舗数 (店舗) ― ― ― ― ― 

連結売上高 (百万円) ― ― ― ― ― 
当社 

グループ 
連結ＲＯＥ (％) ― ― ― ― ― 

店舗数 (店舗) 137 175 227 286 328 

売上高 (百万円) 52,414 66,149 87,429 105,051 122,928 
当社 
単体 

ＲＯＥ (％) 16.6 17.1 17.7 14.8 10.4 

（注）当社は、当連結会計年度より連結財務諸表を作成しておりますが、子会社を期末日にみなし取
得日としているため、連結貸借対照表を作成し、連結損益計算書及び連結キャッシュ・フローは、作
成しておりません。 
 
 

（５）中期的な経営戦略 
当社グループは、中長期的にあるべき企業像として、優秀な人材を惹きつけ地域社会から信頼され

尊敬される企業でありたいと考え、『Admired Company（アドマイアード・カンパニー）』を掲げてお
ります。 
また、当社グループは、2010 年ビジョン「2010 年度、1,000 店舗・売上高 3,500 億円」の実現と、

連結 ROE10％以上の達成を主たる経営指標に掲げております。 
この実現に向けて、当社グループは以下の施策を実施してまいります。 

 
a.グループ成長戦略の推進 
① グループシナジーの追求 
当社グループは、早期にグループシナジーを実現するため、スケールメリットの追求とノウハウ

の共有が必要であると考えております。 
具体的には、商品や備品資材の調達、物流等をグループとして共同で実施し、スケールメリット

の追求を図り、調達コストの削減に伴う売上総利益率の改善及び販管費比率の改善を目指してまい
ります。 
また、当社においては、ジャパンが保有するローコスト・オペレーションのノウハウを学ぶとと

もに、当社が保有する人財教育や高付加価値を生むＭＤ等のノウハウをジャパンに提供してまいり
ます。 
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② 出店戦略 
2010 年度 1,000 店舗、売上高 3,500 億円の達成に向けて、グループ全体の出店戦略を加速してま

いります。 
出店する店舗形態といたしましては、当社は『調剤併設型ドラッグストア』にて、さらに専門性

の高い業態開発に取り組んでまいります。 
また、ジャパンにおいては、段階的にディスカウントストアからドラッグストアへ業態転換し、

更に地域の医療ニーズによっては、『調剤併設型ドラッグストア』にて新規出店および既存店の改装
を進めてまいります。 
なお、出店エリアといたしましては、中部を拠点に関西から関東へと拡大する予定であります。 
 

平成 16 年 
（2004 年） 

2 月期 

平成 17 年 
（2005 年） 

2 月期 

平成 18 年 
（2006 年） 

2 月期 

平成 19 年 
（2007 年） 

2 月期 

平成 20 年 
（2008 年） 

2 月期 

 

実績 実績 実績 (計画) (計画) 
スギ薬局 新規出店数 ＋55 ＋60 ＋43 （＋60） （＋70） 

新規出店数 ― ― ＋9 （＋11） （＋11） 
ジャパン 

改装店舗数 ― ― ― （ 15 ） （ 30 ） 
 

③ Ｍ＆Ａ等の推進 
2010 年度 1,000 店舗、売上高 3,500 億円の達成に向けて、Ｍ＆Ａも含めたあらゆる成長の機会を

迅速に捉えるとともに、グループ成長戦略を推進すべく、事業再編と体制強化を検討してまいりま
す。 

 
b.グループ倫理の確立 

当社グループは、グループの従業員一人ひとりが地域社会の一員であり、且つ、当社グループの
一員として常に心がける普遍的姿勢を『グループ倫理憲章』として今後定める予定であり、更にこ
れを誠実に実践するための行動規範を定め、経営の根幹ともなるコンプライアンスの遵守や社会的
倫理感の醸成に取り組む予定であります。 

 
c.グループの人財教育の強化 

経営理念の一つである『社員の幸せを願い社員とともに成長する会社作りを目指します』の具現
化を目指し、地域のお客様から信頼される人財を育成すべく、グループ内の教育制度や人事制度の
整備・融合を図るとともに、グループ全体から優秀な人財を発掘し、グループ全体としての人員配
置の適正化と人財の活性化を図ってまいります。 
 
また、薬事研修センター名古屋校・京都校を有効に活用し、医療人たる薬剤師の資質向上に努め

るとともに、ビューティーアドバイザーへの専門的な知識・技術の教育や、店長へのマネジメント
教育など、役職や職能等級に応じた能力開発と人財の育成を強化してまいります。 
 

（６）対処すべき課題 
a.薬剤師の確保 
全店調剤併設型ドラッグストアを展開する当社では、適切なカウンセリング及び正確な調剤ができ

る有能な薬剤師の確保が重要な課題であります。当期における薬学部の新卒者採用および薬剤師の中
途採用については、厳しい採用環境の中でほぼ予定通りの採用数となりました。薬剤師の確保につき
ましては、今後も積極的な店舗展開を実施するためにも、引き続き注力してまいります。 
 
b.調剤過誤の防止 
地域医療の一端を担う調剤業務におきましては、調剤過誤は許されません。平成 16年 2 月には、当

社として 2 校目となる薬事研修センター（京都校）を開校し、薬剤師のスキルアップ体制を強化する
とともに、調剤業務に導入した複数監査システムの徹底を図り、また、調剤業務のバックアップ体制
の整備を進めてまいりました。今後とも薬剤師の研修の充実とともに監査体制の整備・開発を続けて
まいります。 
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c.情報管理体制の強化 
企業情報はもとより、当社が保有する顧客情報の管理をこれまで以上に強化してまいります。特に、

個人情報保護については、その流出と誤用が発生することのないよう、可能な限りの対策を講じてま
いります。 
 
d.経営体質の強化 
 店舗の拡大に伴い、薬剤師や店長候補の大量採用が人件費の上昇を招いております。また、関西地
区への進出が賃借料の上昇要因となっており、結果、売上高に対する販売費および一般管理費の比率
（販管費比率）が 23％を上回っております。今後、競争の激化が予想される中で、勝ち残り成長して
いくためには、販管費を適切にコントロールし、販管費比率を段階的に 22％を下回る水準とすべく経
営体質の強化を図ってまいります。 
その為の手段の一つとして、ジャパンのローコスト・オペレーションのノウハウを積極的に導入す

る等、グループ全体として効率経営の実現に向け注力してまいります。 
 
 
（７）コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方及びその施策の実施状況 
① コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方 
当社は、地域医療の担い手として、「調剤併設型ドラッグストア」を展開するという事業コンセプト

について、お客様、お取引先様、及び株主の皆様に支持していただくことで、企業価値の更なる向上
を図ることを経営の基本方針としております。そのためには、経営環境の変化にスピーディーに対応
できる経営組織の構築と情報開示の充実による透明性の高い経営を実現することが重要であり、これ
が、すなわちコーポレート・ガバナンスを強化することであると考えております。 
 

② コーポレート・ガバナンスに関する施策の実施状況 
（ⅰ）会社の経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート･ガバナンス

体制の状況 
（a）会社の機関の内容 

当社の取締役会は、取締役 11 名（内、社外取締役 1 名）および監査役 4 名（内、社外監査役 3
名）で構成されております。業務執行における意思決定については、常勤役員で構成する「業務
役員会」が行い、その内容は毎月開催される定例取締役会に報告しております。また、監査機能
としては、監査役会があり、監査役は取締役会及び業務役員会への出席はもとより、社内の重要
会議にも出席し、取締役の業務執行を監査しております。 
また、子会社たるジャパンの経営上の意思決定、執行に関しても、当社出身者１名が常勤取締

役として、また、当社取締役２名が非常勤取締役として関与し、グループ全体としてのコーポレ
ート･ガバナンスの確保に努めております。 

コーポレート・ガバナンスに関連する機関は下図の通りです。 

 
（b）内部統制システムの整備の状況 

当社の内部統制システムと致しましては、監査役会、取締役会という商法上の機関に加えて、
内部監査室を設置し、３機関が連携して内部統制システムの整備に努めています。 

株主総会 

監査役会 

取締役会 

業務役員会 

社長 

内部監査室 リスク委員会 
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（c）リスク管理体制の整備の状況 

社長を委員長とし、各本部長及び主要部室長を委員とするリスク管理委員会を設置し、リス
クの発生防止及びリスク発生時における対応に備えています。 
 

（d）内部監査及び監査役監査の状況 
内部監査を専門に行う組織として内部監査室が設置されています。平成 18 年 4月１日現在内

部監査室長以下 5名が店舗をはじめ当社組織における、諸規程等に定められたルールの遵守状
況を中心に定期的に監査しています。また、監査役監査については、監査役が毎月開催される
取締役会はもとより、毎週開催される業務役員会にも出席しています。 
 

（e）会計監査の状況 
当社は株式公開以降、監査法人トーマツと契約しており、公正不偏の立場から経営機関及び

執行機関に対する会計監査が実施されております。 
会計監査人に対する報酬等の額は下記の通りです。 

① 当社及び当社の子法人等が会計監査人に支払うべき報酬等の合計額 
                          20,500 千円 

② 上記①の合計額のうち、公認会計士法（昭和 23 年法律第 103 号）第２条第 1項の業務（監査
証明業務）の対価として当社及び当社の子法人等が会計監査人に支払うべき報酬等の合計額 

                          20,500 千円 
③ 上記②の合計額のうち、当社が会計監査人に支払うべき会計監査人としての報酬等の額 

              10,500 千円 
 
（ⅱ）会社と会社の社外取締役及び社外監査役の人的関係、資本的関係又は取引契約その他の利害関

係の概要 
社外取締役の岡田元也氏及び社外監査役の早水惠之氏は、当社の第２位大株主であるイオン株式

会社の取締役代表執行役社長および執行役であり、当社は同社が運営するショッピング・センター
へ出店しており、賃借等の営業取引があります。なお、早水惠之氏以外の社外監査役２名は、当社
と利害関係はありません。 

 
（ⅲ）会社のコーポレート・ガバナンスの充実に向けた取組みの最近１年間における実施状況 

内部監査室の機能強化のために、平成 18 年 3月 1日付で人員を 1名増員いたしました。 
また、ジャパンを子会社化したことに伴い、平成 18年２月１７日のジャパン臨時株主総会におい

て、新たに当社出身者 1 名を常勤取締役、当社取締役１名を非常勤取締役として選任し、グループ
としてのコーポレート･ガバナンスに一歩を踏み出しました。また、経営環境の急激な変化に対応で
きるように「業務役員会」を原則として週 1 回開催し、迅速な業務執行ができる体制を構築してお
ります。 

 
（８）親会社等に関する事項 

該当事項はありません。 
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３．経営成績及び財政状況 
 
当社は当連結会計年度より連結財務諸表を作成しておりますが、株式のみなし取得日が連結会計年度

末となるため、連結貸借対照表を作成し、連結損益計算書及び連結キャッシュ・フローは、作成してお
りません。 
そのため、当期の状況の経営成績及び財政状態のキャッシュ・フローの状況に関しまして、個別財務

諸表に係る数値を記載しております。 
 
（１）経営成績 
 
当連結会計年度におけるわが国経済は、企業収益が高水準で推移するもとで着実に回復してまいりま

した。それに伴い、個人消費についても、雇用と賃金の改善を反映して雇用者所得が回復するという追
い風を受けて、堅調に推移してきました。 
一般小売業においては、雇用と賃金の改善に伴う雇用者所得の回復を追い風に、個人消費が堅調に推移し、

全般にわたって順調な売上増加を示しました。 
また、当社を含むドラッグストア業界においても、個人消費の堅調な推移と花粉症などの追い風要因

により、売上は順調に推移しました。しかしながら、当社を取り巻く環境は、中部地区、関西地区にお
ける競争激化もあり、前期に続き厳しい経営環境下にありました。 
このような状況の中、当社は引き続き、基本方針の「調剤併設型ドラッグストア」を堅持し、急速な

高齢化の進展に伴う地域社会の健康ニーズの高まりに応えるべく積極的な店舗展開を実施いたしまし
た結果、愛知県に 21 店舗（内、名古屋市内に５店舗）、岐阜県に２店舗、三重県に５店舗、滋賀県に５
店舗、京都府に２店舗、奈良県に１店舗、大阪府に６店舗、そして兵庫県に１店舗の計 43 店舗を出店
し、１店舗を退店いたしました。 
さらに、関西地区への進出をより一層加速し、且つ、競争力を強化するために、かねてより包括的業

務提携を行っておりました株式会社ジャパンの株式を 50.1％取得して子会社と致しました。ジャパンの
当連結会計年度における出店は、大阪府、兵庫県、奈良県及び東京都に各１店舗の計４店舗で、１店舗
を退店致しました。 
 
以上の結果、当期における業績は、売上高 122,928 百万円（前期比 17.0％増）、経常利益は 6,549 百

万円（前期比 13.0％増）、当期純利益は 3,744百万円（前期比 19.3％増）となりました。 
 
（売上高） 
当期の売上高は、122,928 百万円（前期比 17.0％増、17,877 百万円増）となりました。これは、既

存店の売上が前期比 4.5%増加したことに加えて、43 店舗の新規出店が寄与したことによるものです。
また、商品群別では専門性の高いヘルス・アンド・ビューティ部門（調剤、ヘルスケア、ビューティ
ケア）の売上の構成比が 65.1%と前期より 0.8 ポイント高まっております。特に、調剤部門は、前期
比 138.0％、構成比で 1.2 ポイントもの大幅な伸びを示しており、ついで、ビューティケア部門も前
期比 118.1％、構成比で 0.3ポイント上昇しております。 
 
(商品群別売上高の内訳) 
商品群別の売上状況は次のとおりであります。 

（単位：百万円）        
第 2 3 期 

平成 16 年 3 月 1 日から 
平成 17 年 2月 28 日まで 

第 2 4 期 
平成 17 年 3 月 1 日から 
平成 18 年 2月 28 日まで 

期 別 
 
 
 
商品群別 

売 上 高 構成比 売 上 高 構成比 

前期比 

調 剤 7,225 6.9％ 9,974 8.1％ 138.0% 
ヘ ル ス ケ ア 32,931 31.3％ 37,802 30.7％ 114.8% 
ビューティケア 27,342 26.0％ 32,278 26.3％ 118.1% 
ホ ー ム ケ ア 21,072 20.1％ 24,246 19.7％ 115.1% 
ベ ビ ー ケ ア 6,284 6.0％ 6,363 5.2％ 101.3% 
そ の 他 10,194 9.7％ 12,264 10.0％ 120.3% 
合 計 105,051 100.0％ 122,928 100.0％ 117.0% 

(注)1. 記載金額は、百万円未満の端数を切り捨てて表示しております。 
   2. ｢その他｣の主な内容は、食品、米、酒類、ペット用品、物流業務代行収入等であります。 
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(月次売上高の動向) 

当期における月次売上高の対前年同月比の増減率は以下のとおりです。なお、通期では、全店が
17.0％増、既存店が 4.5％増となりました。 

（単位：％）      
 平成 17 年 18年2月期 
月 3 月 4 月 5 月 6 月 7 月 8 月 中間期 
全店 +25.4 +24.9 +19.5 +15.4 +24.8 +9.9 +19.6 
既存店 +9.6 +9.6 +5.0 +1.1 +10.3 -2.2 +5.3 

 
 平成 17 年 平成 18 年 18年2月期 
月 9 月 10 月 11 月 12 月 1 月 2 月 通期 
全店 +17.2 +12.6 +17.2 +14.6 +12.1 +12.0 +17.0 
既存店 +4.8 +1.0 +4.9 +3.8 +2.6 +1.9 +4.5 

（注）1．上記の数字は、当社営業速報に基づいて作成されています。 
2．既存店は開店後 13 ヶ月を経過した店舗を指しております。 

 
（売上原価および売上総利益） 
売上原価は、87,908 百万円（前期比 16.6%増、12,490 百万円増）となり、売上総利益は、35,020 百

万円（前期比 18.2％増、5,386 百万円増）となりました。売上総利益率では、前述のように売上総利
益率の高いヘルス・アンド・ビューティ部門の売上高比率が上昇したことにより、売上総利益率は前
期比 0.3 ポイント上昇し 28.5％となりました。 

 
（販売費及び一般管理費） 
販売費及び一般管理費は、29,078 百万円（前期比 18.3%増、4,500 百万円増）となり、売上高販管

費比率は前期の 23.4%から 0.3 ポイント上昇し 23.7％となりました。その主因は、賞与を業績連動に
変更したことや新規出店に伴う人件費の増加により、売上高人件費は 0.3 ポイント上昇し、また、賃
借料の高い関西地区への出店に伴い売上高賃借料比率が 0.1 ポイント上昇いたしました。一方、広告
宣伝費は、効率化に努めた結果、売上高比率で 0.1ポイント減少することが出来ました。 
 

（営業利益） 
以上の結果、営業利益は 5,941 百万円（前期比 17.5％増、886 百万円増）となりました。なお、売

上高に対する比率は前期と同率の 4.8%となりました。 
 
（経常利益） 
営業外収益が 948 百万円（前期比 13.4%増、111 百万円増）となり、営業外費用は、340 百万円（前

期比 247.8%増、242 百万円増）となりました。営業外費用の増加要因の主なものは、公募増資に伴う
費用、及び、賃貸収入を収入と原価に分類して計上する変更を行ったために発生した費用等でありま
す。 
その結果、経常利益は 6,549百万円（前期比 13.0%増、755 百万円増）となりました。 
 

（当期純利益） 
退店・店舗改装に伴う固定資産除却損等により特別損失が 137 百万円（前期比 17.6%減、29 百万円

減）となりました。 
以上の結果、当期純利益は過去最高益の 3,744 百万円（前期比 19.3%増、604 百万円増）となりまし

た。その結果、売上高に対する比率は前期と同率の 3.0％となりました。 
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（2）財政状態 
 
（資産、負債および資本） 
連結貸借対照表の流動資産は、60,781 百万円（構成比率 62.6％、流動比率 183.5％）となりました。

その主要な内訳は、現金及び預金が 32,025 百万円、たな卸資産が、22,689 百万円であり流動資産に
占める割合は 90.0％となります。現金及び預金は、当期に当社が銀行借入 10,000 百万円と公募増資
23,685 百万円の資金調達を実施したことにより、大幅に増加しました。また、たな卸資産も増収基調
が継続しているなかで拡大する傾向にあります。 
 
固定資産は、36,251 百万円（構成比率 37.4％、固定比率 72.9％）となりました。その主要な内訳

は、有形固定資産が 21,852 百万円、無形固定資産が 3,729 百万円、投資その他の資産が 10,669 百万
円であります。これらの内、店舗関連の資産である建物、土地、器具備品、差入保証金が大きなウエ
イトを占めており、今後とも店舗の新設に伴い増加していく傾向にあります。また、連結調整勘定と
して 1,978 百万円計上しましたが、これは５年間で償却しますので、来期以降の連結損益に約 396 百
万円のマイナス影響を与えます。 
 
流動負債は、33,127 百万円（構成比率 34.1％）となりました。その主要な内訳は、買掛金が 20,721

百万円、短期借入金が 5,000百万円であります。 
 
固定負債は、6,941 百万円（構成比率 7.2％）となりました。その主要な内訳は、長期借入金が 5,000

百万円であります。 
 
資本の部は、49,752 百万円で、自己資本比率は 51.3%となりました。 

 
 (設備投資) 

当連結会計年度において、当社が実施いたしました設備投資総額は、4,128 百万円であり、その主
なものは、期中新規出店 43 店舗に関するものが 3,407 百万円、並びに、システム関連投資が 721 百
万円であります。 
（注）期末日を株式会社ジャパン株式のみなし取得日としておりますので、当社の設備投資額のみ
を記載しております。 

 
（キャッシュ・フロー） 
当連結会計年度における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、過去最高の税引前当期純

利益に加えて、借入や公募増資による資金調達を実施したことにより、前事業年度末に比べ 23,741
百万円増加し、29,795 百万円（前期比 292.2％増）となりました。 

当期における各キャッシュ・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） 
 当期における営業活動の結果得られた資金は、3,618 百万円となり、前期比 546 百万円増加しま
した。 
キャッシュフローの主たる増加要因としては、業容拡大により税引前当期純利益が 6,413 百万円と
前期比 777 百万円増加、減価償却費も 1,281 百万円（前期比 223 百万円増）、未収入金の減少額が
246 百万円（前期比 826 百万円増）、未払金の増加額が 640 百万円（前期比 440 百万円増）となる一
方で、主たる減少要因としては、たな卸資産の増加額が 3,1574 百万円（前期比 1,973 百万円増）、
売上債権の増加額が 690 百万円（前期比 283 百万円増）、であったことによります。 

 
（投資活動によるキャッシュ・フロー） 
 当期における投資活動の結果使用した資金は、13,118 百万円（前期比 7,105 百万円増）となりま
した。 
これは主に、新規出店 43 店舗による有形固定資産の取得による支出が 2,225 百万円、関係会社株式
の取得による支出が 8,161 百万円、関係会社貸付による支出が 1,006 百万円となったことによりま
す。 
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（財務活動によるキャッシュ・フロー） 
 当期における財務活動によるキャッシュフローは、33,240 百万円となりました。これは、長短借
入による 10,000 百万円、公募増資による 23,685 百万円があったことによります。 
 

（３）次期の見通し 
 
平成 19 年 2 月期の見通しにつきましては、個人消費の堅調な回復は期待されるものの、ドラッグス

トア業界におきましては出店競争、価格競争の激化等の厳しい状況は継続するものと思われます。 
このような厳しい状況の中ですが、当期より子会社化しましたジャパンとの連携を強化し、引き続き

積極的な店舗展開を推進することで、連結ベースの売上高は中間期で 107,800 百万円、通期で 216,000
百万円を予想しております。また、経常利益につきましては、医薬分業のますますの進展や、中部地区
から関西地区及び関東地区への店舗拡大のために、優秀な薬剤師や店長候補を確保する結果、人件費や
地代家賃等を中心として販管費が増加することが予想されるものの、ローコスト・オペレーションを実
現しているジャパンとのシナジー効果を生かすことによって、販管費を可能な限り抑制することで、中
間期 5,500百万円、通期 10,200 百万円の達成を目指すこととします。 
最終損益は、中間期 2,500 百万円、通期 4,600百万円を予想しております。 
 
 
 
 

（注意事項） 
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。 
その要因のうち、主なものは以下のとおりです。 
 

• 当社営業地域の経済状況の急激な変動 
• 薬事法・大規模店舗立地法等の各種規制の大幅な変更 
• 薬剤師有資格者の労働市場における需給関係の急激な変動 など 
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１【連結財務諸表等】 
(1）【連結財務諸表】 

①【連結貸借対照表】 

  当連結会計年度 
（平成18年２月28日）  

区分 注記
番号 金額（千円） 構成比

（％）   

（資産の部）        

Ⅰ 流動資産        

１．現金及び預金   32,025,497     

２．売掛金   2,247,151     

３．たな卸資産   22,689,769     

４．繰延税金資産   941,768     

５．その他   2,878,080     

貸倒引当金   △363     

流動資産合計   60,781,903 62.6    

Ⅱ 固定資産        

１．有形固定資産        

(1）建物及び構築物 ※２ 22,364,066      

減価償却累計額  7,975,674 14,388,391     

(2）土地 ※２  6,066,788     

(3）建設仮勘定   90,227     

(4）その他  3,291,516      

減価償却累計額  1,983,968 1,307,547     

有形固定資産合計   21,852,955 22.5    

２．無形固定資産        

(1）連結調整勘定   1,978,336     

(2）その他   1,750,668     

無形固定資産合計   3,729,004 3.8    

３．投資その他の資産        

(1）投資有価証券 ※１  285,091     

(2）長期貸付金   74,000     

(3）差入保証金   8,253,182     

(4）繰延税金資産   875,282     

(5）その他 ※１  1,282,975     

投資損失引当金   △43,000     

貸倒引当金   △57,639     

投資その他の資産合計   10,669,892 11.0    

固定資産合計   36,251,852 37.4    

資産合計   97,033,755 100.0    
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  当連結会計年度 
（平成18年２月28日） 

 

区分 注記
番号 

金額（千円） 構成比
（％） 

  

（負債の部）        

Ⅰ 流動負債        

１．買掛金   20,721,710     

２．短期借入金   5,000,000     

３．未払法人税等   1,815,622     

４．賞与引当金   120,000     

５．その他   5,470,248     

流動負債合計   33,127,581 34.1    

Ⅱ 固定負債        

１．長期借入金   5,000,000     

２．退職給付引当金   677,130     

３．役員退職慰労引当金   564,246     

４．その他   700,142     

固定負債合計   6,941,518 7.2    

負債合計   40,069,100 41.3    

        

（少数株主持分）        

少数株主持分   7,212,183 7.4    

        

（資本の部）        

Ⅰ 資本金 ※３  15,434,588 15.9    

Ⅱ 資本剰余金   17,677,838 18.2    

Ⅲ 利益剰余金   16,608,792 17.1    

Ⅳ その他有価証券評価差額
金   31,716 0.0    

Ⅴ 自己株式 ※４  △462 △0.0    

資本合計   49,752,472 51.3    

負債、少数株主持分及び
資本合計   97,033,755 100.0    
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連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項 

項目 
当連結会計年度 

（自 平成17年３月１日 
至 平成18年２月28日） 

 

１．連結の範囲に関する事項 （１）連結子会社等の数 １社 

連結子会社の名称 

㈱ジャパン 

（２）非連結子会社の名称等 

非連結子会社 

㈲西三河調剤支援センター 

Ｕ.Ｓ.ＪＡＰＡＮ ＣＯ.,ＬＴＤ. 

（連結の範囲から除いた理由） 

非連結子会社は小規模であり、合

計の総資産、売上高、当期純損益

（持分に見合う額）及び利益剰余金

（持分に見合う額）等は、連結財務

諸表に重要な影響を及ぼしていない

ためであります。 

 

２．持分法の適用に関する事

項 

（１）持分法を適用した非連結子会社及

び関連会社の数 

該当事項はありません。 

（２）持分法を適用していない非連結子

会社及び関連会社の名称等 

非連結子会社 

㈲西三河調剤支援センター 

Ｕ.Ｓ.ＪＡＰＡＮ ＣＯ.,ＬＴＤ. 

関連会社 

㈱イージャパンアンドカンパニー

ズ 

（持分法を適用しない理由） 

持分法非適用会社は、それぞれ当期

純損益（持分に見合う額）及び利益

剰余金（持分に見合う額）等からみ

て、持分法の対象から除いても連結

財務諸表に及ぼす影響が軽微であ

り、かつ、全体としても重要性がな

いため持分法の適用範囲から除外し

ております。 

 

３．連結子会社の事業年度等

に関する事項 

連結子会社の事業年度の末日は、連結

決算日と一致しております。 
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項目 
当連結会計年度 

（自 平成17年３月１日 
至 平成18年２月28日） 

 

４．会計処理基準に関する事

項 

 

(1）重要な資産の評価基準及

び評価方法 

イ 有価証券 

その他有価証券 

時価のあるもの 

決算日の市場価格等に基づく時

価法（評価差額は全部資本直入法

により処理し、売却原価は移動平

均法により算定）を採用しており

ます。 

時価のないもの 

移動平均法による原価法を採用

しております。 

 ロ デリバティブ 

時価法 

 ハ たな卸資産 

（イ）商品 

売価還元法による原価法 

（ロ）貯蔵品 

最終仕入原価法による原価法 

(2）重要な減価償却資産の減

価償却の方法 

イ 有形固定資産 

定率法を採用しております。 

（ただし、当社は平成10年４月１日

以降に取得した建物（建物附属設備を

除く）は定額法によっております。） 

なお、主な耐用年数は次のとおりで

あります。 

建物及び構築物   ８～38年 

 ロ 無形固定資産 

定額法を採用しております。 

なお、自社利用のソフトウェアにつ

いては、社内における利用可能期間

（５年）に基づいております。 

 ハ 長期前払費用 

定額法を採用しております。 
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項目 
当連結会計年度 

（自 平成17年３月１日 
至 平成18年２月28日） 

 

(3）重要な引当金の計上基準 イ 貸倒引当金 

債権の貸倒損失に備えるため、一般

債権については貸倒実績率により、貸

倒懸念債権等特定の債権については、

個別に回収可能性を勘案し、回収不能

見込額を計上しております。 

ロ 賞与引当金 

従業員の賞与の支給に充てるため、

将来の支給見込額の当連結会計年度負

担額を計上しております。 

ハ 退職給付引当金 

従業員の退職給付に備えるため、当

連結会計年度末における退職給付債務

の見込額に基づき計上しております。 

ニ 役員退職慰労引当金 

役員の退職慰労金の支給に備えるた

め、内規に基づく期末要支給額を計上

しております。 

ホ 投資損失引当金 

関係会社への投資に対する損失に備

えるため、当該会社の財政状態等を勘

案し、損失見込額を計上しておりま

す。 

(4）重要なリース取引の処理

方法 

リース物件の所有権が借主に移転する

と認められるもの以外のファイナンス・

リース取引については、通常の賃貸借取

引に係る方法に準じた会計処理によって

おります。 

(5）重要なヘッジ会計の方法 イ ヘッジ会計の方法 

繰延ヘッジ処理によっております。た

だし、為替予約等が付されている外貨建

金銭債権債務等については振当処理を

行っております。 

ロ ヘッジ手段とヘッジ対象 

ヘッジ手段…デリバティブ取引（通貨

オプション取引） 

ヘッジ対象…外貨建取引（金銭債権債

務及び予定取引） 
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項目 
当連結会計年度 

（自 平成17年３月１日 
至 平成18年２月28日） 

 

 

 

 

 

 ハ ヘッジ方針 

為替相場の変動によるリスクをヘッジ

するために通貨オプション取引を実施し

ております。 

なお、これらの取引については実需の

範囲内で行うこととし、投機目的の取引

は行わない方針であります。 

ニ ヘッジの有効性評価の方法 

ヘッジ手段（特例処理を採用している

取引を除く）及びヘッジ対象について、

決算期末にヘッジの有効性を評価してお

ります。 

(6）その他連結財務諸表作成

のための重要な事項 

消費税及び地方消費税の会計処理は税

抜方式によっており、控除対象外消費税

等は、当連結会計年度の費用として処理

しております。 

５．連結子会社の資産及び負

債の評価に関する事項 

連結子会社の資産及び負債の評価につ

いては、全面時価評価法を採用しており

ます。 

６．連結調整勘定の償却に関

する事項 

連結調整勘定は5年間で均等償却する

こととしております。 

７．利益処分項目等の取扱い

に関する事項 

連結会計年度中に確定した利益処分に

基づいております。 

なお、当連結会計年度は貸借対照表の

みが連結対象であるため、連結損益計算

書は作成しておりません。 

 

 

注記事項 

（連結貸借対照表関係） 

当連結会計年度 
（平成18年２月28日）  

 

 

 

※１ 非連結子会社及び関係会社に対するものは次のと

おりであります。 
 

投資有価証券（株式） 142,245千円 

その他（出資金） 12,000千円 
 
※２ 担保に供している資産 
 

建物及び構築物 743,253千円 

土地 7,893,344千円 
 
※３ 当社の発行済株式数は、普通株式29,894,000株で

あります。 

※４ 当社が保有する自己株式の数は、普通株式146株

であります。 
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（有価証券関係） 

当連結会計年度 

１．その他有価証券で時価のあるもの 

当連結会計年度（平成18年２月28日）  

 種類 
取得原価 
（千円） 

連結貸借対照
表計上額 

（千円） 
差額（千円）    

(1）株式 49,123 82,688 33,565    

(2）債券       

① 国債・地方債等 － － －    

② 社債 － － －    

③ その他 － － －    

(3）その他 26,935 57,012 30,076    

連結貸借対照表計
上額が取得原価を
超えるもの 

小計 76,059 139,700 63,641    

(1）株式 － － －    

(2）債券       

① 国債・地方債等 － － －    

② 社債 － － －    

③ その他 － － －    

(3）その他 － － －    

連結貸借対照表計
上額が取得原価を
超えないもの 

小計 － － －    

合計 76,059 139,700 63,641    

 

２．時価評価されていない主な有価証券の内容及び連結貸借対照表計上額 

当連結会計年度（平成18年２月28日）  
種類 

連結貸借対照表計上額（千円）  

その他有価証券   

非上場株式 3,145  

 （注） 減損処理にあたっては、回復可能性があると認められる場合を除き、期末における時価が取得価額の50％

以下に下落した場合には全て減損処理を行い、30％～50％程度下落した場合には、過去２年間の時価の推

移を勘案して、減損処理を行っております。 
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（デリバティブ取引関係） 

１．取引の状況に関する事項 

当連結会計年度 
（自 平成17年３月１日 

至 平成18年２月28日） 
 

 

 

(1）取引の内容 

利用しているデリバティブ取引は、通貨オプション

取引であります。 

(2）取引に対する取組方針 

 

 通貨オプション取引は、為替相場の変動によるリス

ク回避を目的としており、投機目的の取引は行わない

方針であります。 

(3）取引の利用目的 

デリバティブ取引は、為替相場の変動によるリスク

を回避する目的で利用しております。 

なお、デリバティブ取引を利用してヘッジ会計を

行っております。 

ヘッジ会計の方法 

繰延ヘッジ処理によっております。 

ヘッジ手段とヘッジ対象 

ヘッジ手段…通貨オプション 

ヘッジ対象…外貨建金銭債権等 

ヘッジ方針 

為替相場の変動によるリスクをヘッジするために通

貨オプション取引を実施しております。 

ヘッジの有効性評価の方法 

ヘッジ手段及びヘッジ対象について、決算期末に

ヘッジの有効性を評価しております。 

(4）取引に係るリスクの内容 

通貨オプション取引は、為替相場の変動によるリス

クを有しております。なお、取引相手先は高格付を有

する金融機関に限定しているため信用リスクはほとん

どないと認識しております。 

(5）取引に係るリスク管理体制 

デリバティブ取引の執行・管理については、決裁権

限等を定めた社内稟議規定に基づき、所定の決裁を受

けて実行しております。 

(6）取引の時価等に関する事項についての補足説明 

 

 
 

 

 

取引の時価等に関する事項についての契約額等は、

あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約

額、または計算上の想定元本であり、当該金額自体が

デリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではあ

りません。 
 

 

２．取引の時価等に関する事項 

当グループの利用しているデリバティブ取引は、ヘッジ会計を適用しているため記載しておりません。 
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（退職給付関係） 

１．採用している退職給付制度の概要 

当社は、確定給付型の制度として退職一時金制度を設けております。 

連結子会社は、確定給付型の制度として、適格退職年金制度及び退職一時金制度を設けております。 

 

２．退職給付債務及びその内訳                （単位：千円） 

 当連結会計年度 
（平成18年２月28日） 

 

(１) 退職給付債務 △940,854 

(２) 年金資産 145,284 

(３) 未積立退職給付債務(１)＋(２)  △795,569 

(４) 未認識数理計算上の差異 128,732 

(５) 未認識過去勤務債務 △10,292 

(６) 連結貸借対照表計上額純額(３)＋(４)＋(５) △677,130 

(７) 前払年金費用 － 

 

(８) 退職給付引当金(６)－(７) △677,130 

 

３．退職給付債務等の計算の基礎に関する事項 

 当連結会計年度 
（平成18年２月28日）  

  

（１）退職給付見込額の期間配分方法 期間定額基準 
 

（２）割引率 1.5％～2.0％  

（３）期待運用収益率 1.5％  

（４）過去勤務債務の額の処理年数 ３年～５年 

（５）数理計算上の差異の処理年数 ３年～５年 
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（税効果会計関係） 

繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳 

  （単位：千円） 

 当連結会計年度 
（平成18年２月28日現在） 

   

繰延税金資産（流動）         

たな卸資産の会計・税務の評価方法差額  576,877       

未払事業税  174,188       

賞与引当金  48,720       

一括償却資産限度超過額  35,571       

未払事業所税  28,086       

その他  79,180       

繰延税金資産（流動）合計  942,624       

繰延税金負債（流動）         

特別償却準備金認容額  △856       

繰延税金資産（流動）の純額  941,768       

繰延税金資産（固定）         

役員退職慰労引当金  225,252       

退職給付引当金  269,816       

減価償却超過額  144,540       

減損損失  943,947       

その他  242,605       

繰延税金資産（固定）小計  1,826,162       

評価性引当額  △852,638       

繰延税金資産（固定）合計  973,524       

繰延税金負債（固定）         

長期前払家賃  △71,277       

その他有価証券評価差額金  △25,539       

その他  △1,424       

繰延税金負債（固定）合計  △98,241       

繰延税金資産（固定）の純額  875,282       

繰延税金資産の純額  1,817,050       
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（セグメント情報） 

【事業の種類別セグメント情報】 

当連結会計年度（自 平成17年３月１日 至 平成18年２月28日） 

 ドラッグストア事業 
（千円） 

ディスカウントストア事業 
（千円） 

計 
（千円） 

消去又は全社 
（千円） 

連結 
（千円） 

Ⅰ．売上高及び営業損益      

売上高      

(1）外部顧客に対する売上高 － － － － － 

(2）セグメント間の内部売上
高又は振替高 － － － － － 

計 － － － － － 

営業費用 － － － － － 

営業利益 － － － － － 

Ⅱ．資産、減価償却費及び資本
的支出 

     

資産 49,757,729 22,016,691 71,774,421 25,259,334 97,033,755 

減価償却費 － － － － － 

資本的支出 － － － － － 

 （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 

ドラッグストア事業 調剤併設型ドラッグストア 

ディスカウントストア事業 ディスカウントストア 

３．資産のうち、消去又は全社の項目に含めた全社資産の金額は、33,497,418千円であり、その主なものは、

当社での余資運用資金（現預金及び有価証券）及び管理部門に係る資産であります。 

 

【所在地別セグメント情報】 

当連結会計年度（自 平成17年３月１日 至 平成18年２月28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。 
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【関連当事者との取引】 

当連結会計年度（自 平成17年３月１日 至 平成18年２月28日） 

(1）親会社及び法人主要株主等 

 該当事項はありません。 

 

(2）役員及び個人主要株主等 

関係内容 

属性 氏名 住所 
資本金又
は出資金 
（千円） 

事業の内容
又は職業 

議決権等
の被所有
割合 役員の

兼任等 
事業上
の関係 

取引の内容 
取引金額 
（千円） 科目 

期末残高 
（千円） 

土地の賃借 
（下町店・今川店） 
（注１，２） 

2,280 前払費用 190 

杉浦 広一 － － 
当社代表 
取締役社長 

(被所有) 
直接 

15.5％ 
－ － 

土地賃貸借契約に伴
う連帯保証（高松店
１店舗）（注３） 

8,692 － － 

役 員 
及 び
そ の 
近親者 

杉浦やゑ子 
(杉浦広一 

の母) 
－ － － － － － 

土地の賃借 
（下町店・桜木店) 
（注１，２） 

2,640 前払費用 220 

取引条件及び取引条件の決定方針等 

（注１） 取引金額は、土地賃借料（年額）であります。 

（注２） 土地賃借料については、近隣の相場を参考にしております。 

（注３） 連帯保証について保証料等の支払い及び担保提供は行っておりません。 

 

(3）子会社等 

 該当事項はありません。 

 

(4）兄弟会社等 

 該当事項はありません。 
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（１株当たり情報） 

当連結会計年度 
（自 平成17年３月１日 

至 平成18年２月28日） 
 

１株当たり純資産額 1,663円99銭
 

 

  

（重要な後発事象） 

当連結会計年度 
（自 平成17年３月１日 

至 平成18年２月28日） 
 

１ 平成18年１月10日開催の当社取締役会の決議に基づ

き、次のように株式分割による新株式を発行しており

ます。 

 

（１）平成18年３月１日付をもって普通株式１株を２

株に分割しております。 

 

① 分割により増加する株式数  

普通株式   29,894,000株  

② 分割方式 

平成18年２月28日最終の株主名簿及び実質株主

名簿に記載または記録された株主の所有株式数

を、１株につき２株の割合をもって分割しており

ます。 

 

 （２）配当起算日 

平成18年３月１日 

当該株式分割が前期首に行われたと仮定した場合

の前期における１株当たり情報及び当期首に行われ

たと仮定した場合の当期における１株あたり情報

は、それぞれ以下のとおりとなります。 

当連結会計年度 

１株当たり純資産額 832.00円 
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当連結会計年度 
（自 平成17年３月１日 

至 平成18年２月28日） 
 

２ 平成18年３月31日開催の当社取締役会の決議に基づ

き、当社とイオン株式会社（以下両社という。）との

業務・資本提携を解消することに合意しております。 

（１）提携解消の経緯・理由 

当社は、平成12年１月11日にジャスコ株式会社（現

イオン株式会社）及び株式会社ツルハ（現 株式会社

ツルハホールディングス）と業務・資本提携を締結し

ておりました。しかし、歳月の経過とともにイオン株

式会社との中期経営戦略協議の中で、少子高齢化への

対応、かかりつけ薬局の実現などの志は同じであるも

のの、両社の戦略構想に齟齬が生じ始めました。この

まま業務・資本提携を継続するより発展的に解消し、

それぞれ独自の成長戦略を推進することが両社の企業

価値向上に資すると判断したため解消することに合意

しております。 

（２）業務・資本提携解消の合意日 

平成18年３月31日 

（３）両社の関係 

両社の関係は、以下のとおりでありますが、円満な

業務・資本提携の解消に向けて、詳細事項の協議は

進めております。 

① 資本関係 

イオン株式会社は、当社の株式6,566千株（持

株比率10.98％）を保有しております。 

② 人的関係 

イオン株式会社は、当社へ非常勤取締役１名、

非常勤監査役１名を派遣しております。 

③ 取引関係 

イオン株式会社は、当社へ一部商品供給及び一

部店舗で賃貸借契約を締結しております。 

なお、両社で築き上げてきた信頼を基に友好な

関係は継続していく予定です。 

④ 契約の解除が営業活動等に及ぼす重要な影響 

業務・資本提携の解消が損益に与える影響は

軽微であると判断しております。 

 

 


