
                                                             
平成 18年２月期      個別財務諸表の概要      平成 18年４月 14 日 
上 場 会 社 名        株式会社スギ薬局                       上場取引所       東・名 
コ ー ド 番 号         7649                                       本社所在都道府県    愛知県 
（ＵＲＬ  http://www.drug-sugi.co.jp） 
代  表  者 役職名 代表取締役社長    杉浦 広一                
問合せ先責任者 役職名 常務取締役管理本部長 金井 哲治       ＴＥＬ (0566) 73 － 6300 
決算取締役会開催日   平成 18年４月 14日           中間配当制度の有無  有  
配当支払開始予定日   平成 18年５月 23日           定時株主総会開催日 平成 18年５月 22日 
単元株制度採用の有無  有(１単元 100 株) 
 
１． 平成 18年２月期の業績(平成 17年３月１日～平成 18年２月 28日) 
(1)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 

122,928 （17.0） 
105,051 （20.2） 

5,941 （17.5） 
5,055  （0.3） 

6,549 （13.0） 
5,794  （0.8） 

 
 

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 

3,744 （19.3） 
3,139 （△2.9） 

141 68 
120 08 

   
   

10.4  
14.8  

10.9  
14.6  

5.3  
5.5  

(注) ①期中平均株式数 18 年２月期  26,359,607 株             17 年２月期  26,143,865 株 
     ②会計処理の方法の変更   有 
     ③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 
 
(2)配当状況                               （百万円未満切り捨て） 

1株当たり年間配当金 
 

 中 間 期 末 
配当金総額 
(年 間) 配当性向 株主資本 

配 当 率     

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

14 00  
12 00  

6 00  
6 00  

8 00  
6 00  

396   
313   

10.6  
10.0  

0.8  
1.4  

 
(3)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 

80,864    
41,569    

49,746    
22,526    

61.5   
54.2   

1,663 78  
861 65  

(注) ①期末発行済株式数   18 年２月期   29,893,854 株 17 年２月期   26,143,854 株 
     ②期末自己株式数     18 年２月期      146 株 17 年２月期      146 株 
 
２．平成 19年２月期の業績予想(平成18年３月１日～平成 19年２月 28日) 

１株当たり年間配当金  
売 上 高     経常利益 当期純利益 

中 間 期 末  
 百万円 百万円 百万円 円 銭 円 銭 円 銭 
中 間 期 
通   期 

70,800   
143,000   

4,260   
8,130   

2,340   
4,450   

4 00  
   

   
4 00  

   
8 00  

 (参考)１株当たり予想当期純利益(通期)   74 円 43 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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６．個別財務諸表等 
【財務諸表】 

①【貸借対照表】 

  前事業年度 
（平成17年２月28日） 

当事業年度 
（平成18年２月28日） 

区分 注記
番号 

金額（千円） 構成比
（％） 

金額（千円） 構成比
（％） 

（資産の部）        

Ⅰ 流動資産        

１．現金及び預金   6,466,163   30,199,057  

２．売掛金   1,398,645   2,089,383  

３．商品   13,051,453   16,176,842  

４．貯蔵品   123,841   156,451  

５．前払費用   398,168   462,309  

６．繰延税金資産   693,963   804,208  

７．関係会社短期貸付金   －   1,000,000  

８．未収入金   2,068,720   1,823,296  

９．その他   4,126   26,948  

流動資産合計   24,205,083 58.2  52,738,499 65.2 

Ⅱ 固定資産        

(1）有形固定資産        

１．建物  9,730,349   11,703,091   

減価償却累計額  1,891,535 7,838,814  2,474,529 9,228,562  

２．構築物  1,424,874   1,615,058   

減価償却累計額  627,100 797,774  771,195 843,863  

３．車両運搬具  7,130   7,130   

減価償却累計額  5,117 2,012  5,759 1,370  

４．器具備品  1,941,846   2,449,158   

減価償却累計額  1,017,320 924,526  1,302,540 1,146,617  

５．土地   460,265   460,265  

６．建設仮勘定   537,863   90,227  

10,561,256 11,770,907 有形固定資産合計   
 

25.4  
 

14.6 
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  前事業年度 
（平成17年２月28日） 

当事業年度 
（平成18年２月28日） 

区分 注記
番号 金額（千円） 構成比

（％） 金額（千円） 構成比
（％） 

(2) 無形固定資産        

１．営業権   42,000   －  

２．借地権   253,791   287,895  

３．ソフトウェア   200,766   830,890  

４．その他   205,247   156,186  

無形固定資産合計   701,805 1.7  1,274,973 1.6 

 (3）投資その他の資産        

１．投資有価証券   960,925   77,463  

２．関係会社株式   －   9,216,420  

３．出資金   5,460   13,912  

４．関係会社出資金   12,000   12,000  

５．関係会社長期貸付金   67,700   74,000  

６．長期前払費用   396,328   469,920  

７．繰延税金資産   435,621   460,595  

８．差入保証金   3,933,576   4,509,800  

９．その他   289,344   289,164  

１０．投資損失引当金   －   △43,000  

投資その他の資産合計   6,100,957 14.7  15,080,275 18.6 

固定資産合計   17,364,019 41.8  28,126,156 34.8 

資産合計   41,569,103 100.0  80,864,655 100.0 

（負債の部）        

Ⅰ 流動負債        

１．買掛金   12,639,433   13,687,223  

２．短期借入金   －   5,000,000  

３．未払金   1,806,520   2,209,584  

４．未払費用   1,848,132   2,206,994  

５．未払法人税等   1,401,507   1,656,622  

６．未払消費税等   348,277   150,355  

７．前受金   4,979   9,221  

８．預り金   32,835   41,123  

９．その他   20,165   34,328  

18,101,852 24,995,454 流動負債合計   

 

43.5  

 

30.9 
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  前事業年度 
（平成17年２月28日） 

当事業年度 
（平成18年２月28日） 

区分 注記
番号 

金額（千円） 構成比
（％） 

金額（千円） 構成比
（％） 

Ⅱ 固定負債        

１．長期借入金   －   5,000,000  

２．退職給付引当金   381,509   496,194  

３．役員退職慰労引当金   510,136   539,637  

４．預り保証金   48,815   87,311  

固定負債合計   940,460 2.3  6,123,143 7.6 

負債合計   19,042,312 45.8  31,118,597 38.5 

        

（資本の部）        

Ⅰ 資本金 ※１  3,588,338 8.6  15,434,588 19.1 

Ⅱ 資本剰余金        

 １．資本準備金  5,838,338   17,677,838   

 資本剰余金合計   5,838,338 14.0  17,677,838 21.9 

Ⅲ 利益剰余金        

 １．利益準備金  90,500   90,500   

 ２．任意積立金        

(1)特別償却準備金  3,844   2,582   

(2)別途積立金  9,540,000   12,540,000   

３．当期未処分利益  3,544,131   3,975,709   

利益剰余金合計   13,178,475 31.7  16,608,792 20.5 

Ⅳ その他有価証券評価差額
金 

  △77,898 △0.1  25,302 0.0 

 Ⅴ 自己株式 ※２  △462 △0.0  △462 △0.0 

 資本合計   22,526,790 54.2  49,746,058 61.5 

負債・資本合計   41,569,103 100.0  80,864,655 100.0 
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②【損益計算書】 

  
前事業年度 

（自 平成16年３月１日 
至 平成17年２月28日） 

当事業年度 
（自 平成17年３月１日 
至 平成18年２月28日） 

区分 注記
番号 

金額（千円） 百分比
（％） 

金額（千円） 百分比
（％） 

Ⅰ 売上高   105,051,336 100.0  122,928,724 100.0 

Ⅱ 売上原価        

１．商品期首たな卸高  11,897,472   13,051,453   

２．当期商品仕入高  76,571,250   91,033,613   

合計  88,468,723   104,085,066   

３．商品期末たな卸高  13,051,453 75,417,269 71.8 16,176,842 87,908,224 71.5 

売上総利益   29,634,066 28.2  35,020,499 28.5 

Ⅲ 販売費及び一般管理費        

１．広告宣伝費  2,788,722   3,060,677   

２．景品費  795,729   1,029,084   

３．役員報酬  207,098   218,425   

４．給与手当  9,937,686   11,882,126   

５．役員退職慰労引当金繰入
額 

 35,505   36,567   

６．退職給付費用  115,417   155,003   

７．法定福利厚生費  930,392   1,178,753   

８．賃借料  4,590,797   5,525,490   

９．減価償却費  1,057,899   1,271,779   

10．水道光熱費  998,885   1,136,981   

11．消耗品費  836,762   864,885   

12．租税公課  490,756   820,902   

13．支払手数料  586,061   659,386   

14．その他  1,206,740 24,578,457 23.4 1,238,527 29,078,591 23.7 

営業利益   5,055,609 4.8  5,941,908 4.8 

Ⅳ 営業外収益        

１．受取利息  19,928   42,221   

２．受取配当金  137   15,180   

３．広告宣伝用器具受贈益  315,123   320,788   

４．賃貸料収入  109,894   103,864   

５．受取手数料  341,395   384,518   

６．その他  49,796 836,276 0.8 81,479 948,053 0.8 
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前事業年度 

（自 平成16年３月１日 
至 平成17年２月28日） 

当事業年度 
（自 平成17年３月１日 
至 平成18年２月28日） 

区分 注記
番号 金額（千円） 百分比

（％） 金額（千円） 百分比
（％） 

Ⅴ 営業外費用        

１．支払利息  －   21,578   

２．障害者雇用納付金  8,450   －   

３．現金過不足  3,639   －   

４．事故処理費  1,819   －   

５．リース解約損  48,408   18,908   

６．買収調査費用  33,500   －   

７．賃貸料原価  －   85,536   

８．店舗開発費用  －   55,518   

９．新株発行費     132,108   

１０．その他  1,946 97,765 0.1 26,363 340,013 0.3 

経常利益   5,794,120 5.5  6,549,947 5.3 

Ⅵ 特別利益        

 １．投資有価証券売却益  8,000   －   

 ２．店舗賃貸解約益  － 8,000 0.0 600 600 0.0 

Ⅶ 特別損失        

１．固定資産売却損 ※１ 388   －   

２．固定資産除却損 ※２ 130,443   86,412   

３．店舗賃借解約損  19,650   6,288   

４．投資損失引当金繰入額  －   43,000   

５．その他  16,480 166,962 0.1 1,809 137,510 0.1 

税引前当期純利益   5,635,158 5.4  6,413,037 5.2 

法人税、住民税及び事業
税  2,741,000   2,872,700   

法人税等調整額  △245,285 2,495,714 2.4 △203,704 2,668,995 2.2 

当期純利益   3,139,443 3.0  3,744,042 3.0 

前期繰越利益   561,550   388,530  

中間配当額   156,863   156,863  

当期未処分利益   3,544,131   3,975,709  
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③【キャッシュ・フロー計算書】 

  
前事業年度 

（自 平成16年３月１日 
至 平成17年２月28日） 

前事業年度 
（自 平成17年３月１日 
至 平成18年２月28日） 

区分 注記
番号 

金額（千円） 金額（千円） 

Ⅰ 営業活動によるキャッシ
ュ・フロー 

   

税引前当期純利益  5,635,158 6,413,037 

減価償却費  1,057,899 1,281,738 

賞与引当金の増減額
（減少：△） 

 △320,421 － 

退職給付引当金の増減
額（減少：△） 

 94,048 114,684 

役員退職慰労引当金の
増減額（減少：△） 

 31,878 29,501 

貸倒引当金の増減額 
（減少：△） 

 － 43,000 

受取利息及び受取配当
金 

 △20,065 △57,402 

投資有価証券売却益  △8,000 － 

広告宣伝用器具受贈益  △245,072 △228,486 

支払利息  － 21,578 

固定資産除却損  115,778 68,996 

売上債権の増減額（増
加：△） 

 △406,863 △690,738 

たな卸資産の増減額
（増加：△） 

 △1,184,732 △3,157,998 

前払費用の増減額（増
加：△） 

 △84,536 △59,563 

未収入金の増減額（増
加：△） 

 △580,026 246,346 

仕入債務の増減額（減
少：△） 

 1,251,524 1,318,548 

未払金の増減額（減
少：△） 

 199,858 640,697 

未払費用の増減額（減
少：△） 

 296,237 358,861 

未払消費税等の増減額
（減少：△） 

 70,409 △172,070 

役員賞与の支払額  △5,000 － 

その他  72,824 210,290 

小計  5,970,901 6,381,021 

利息及び配当金の受取
額 

 20,022 57,019 

利息の支払額  － △20,473 

法人税等の支払額  △2,918,891 △2,798,772 

営業活動によるキャッシ
ュ・フロー 

 3,072,032 3,618,795 
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前事業年度 

（自 平成16年３月１日 
至 平成17年２月28日） 

前事業年度 
（自 平成17年３月１日 
至 平成18年２月28日） 

区分 注記
番号 金額（千円） 金額（千円） 

Ⅱ 投資活動によるキャッシ
ュ・フロー 

   

定期預金及び定期積金
の預入れによる支出 

 △521,100 △530,400 

定期預金及び定期積金
の払戻による収入  420,200 539,200 

有形固定資産の取得に
よる支出 

 △3,228,565 △2,225,525 

有形固定資産の売却に
よる収入 

 1,019 － 

無形固定資産の取得に
よる支出 

 △303,714 △751,098 

関係会社株式の取得に
よる支出 

 － △8,161,270 

投資有価証券の取得に
よる支出  △1,055,150 － 

投資有価証券の売却に
よる収入  78,000 － 

貸付による支出  △4,500 △1,006,300 

差入保証金による支出  △1,083,857 △757,371 

差入保証金の返還によ
る収入  115,314 157,677 

その他の投資増減額
（増加：△） 

 △429,939 △382,969 

投資活動によるキャッシ
ュ・フロー  △6,012,293 △13,118,057 

Ⅲ 財務活動によるキャッシ
ュ・フロー    

短期借入金による収入  － 5,000,000 

長期借入金による収入  － 5,000,000 

株式の発行による収入  － 23,553,641 

自己株式取得による支
出 

 △221 － 

配当金の支払額  △286,823 △312,685 

財務活動によるキャッシ
ュ・フロー  △287,045 33,240,956 

Ⅳ 現金及び現金同等物に係
る換算差額  － － 

Ⅴ 現金及び現金同等物の増
加額  △3,227,306 23,741,694 

Ⅵ 現金及び現金同等物の期
首残高  9,280,870 6,053,563 

Ⅶ 現金及び現金同等物の期
末残高 

 

  
6,053,563 29,795,257 
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重要な会計方針 

項目 
前事業年度 

（自 平成16年３月１日 
至 平成17年２月28日） 

当事業年度 
（自 平成17年３月１日 
至 平成18年２月28日） 

────── (1)  子会社株式 １．有価証券の評価基準及び

評価方法  移動平均法による原価法 

 その他有価証券 （2） その他有価証券  

時価のあるもの 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） 

同左 

 時価のないもの 時価のないもの 

  移動平均法による原価法 同左 

(1) 商品 (1) 商品 ２．たな卸資産の評価基準及

び評価方法 売価還元法による原価法 同左 

 (2) 貯蔵品 (2) 貯蔵品 

 最終仕入原価法による原価法 同左 

(1) 有形固定資産 (1) 有形固定資産 ３．固定資産の減価償却の方

法  定率法（ただし、平成10年４月１日

以降に取得した建物（附属設備を除

く）については定額法） 

同左 

  なお、主な耐用年数は以下のとおり

であります。 

 なお、主な耐用年数は以下のとおり

であります。 

 建物      ８～34年 

構築物     10～20年 

器具備品    ３～８年 

建物      ８～38年 

構築物     10～20年 

器具備品    ３～８年 

 (2) 無形固定資産 (2) 無形固定資産 

  定額法 同左 

  なお、主な耐用年数は以下のとおり

であります。 

 

 営業権       ５年 

ソフトウェア    ５年 

 

 (3) 長期前払費用 (3) 長期前払費用 

  定額法 同左 

４．繰延資産の処理方法 ────── 新株発行費 

支出時に全額費用処理しております。 
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項目 
前事業年度 

（自 平成16年３月１日 
至 平成17年２月28日） 

当事業年度 
（自 平成17年３月１日 
至 平成18年２月28日） 

５．引当金の計上基準 (1) 賞与引当金 (1) 賞与引当金 

 ───── 

（追加情報） 

労働組合との協約により、賞与支給

対象期間の改定（夏季賞与は12月1日～

5月31日を3月1日～8月31日に、冬季賞

与は6月1日～11月30日を9月1日～2月28

日に）、及び決算賞与制度の新設（支

給対象期間は3月1日～2月28日）を行っ

ております。 

当社は移行措置として、平成16年夏

季賞与の支給対象期間を平成15年12月1

日から平成16年8月31日までとして支給

しております。 

この支給対象期間の変更による損益

に与える影響はありません。 

───── 

 (2) 退職給付引当金 (2) 退職給付引当金 

  従業員の退職給付に備えるため、当

事業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。 

 なお、過去勤務債務は、その発生時

の従業員の平均残存勤務期間以内の一

定の年数（５年）による定額法により

費用処理しております。 

 また、数理計算上の差異は、その発

生時の従業員の平均残存勤務期間以内

の一定の年数（５年）による定額法に

よりそれぞれ発生の翌事業年度から費

用処理することとしております。 

同左 

 (3) 役員退職慰労引当金 (3) 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。 

同左 

 (4) 投資損失引当金 (4) 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。 

６．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。 

同左 



 

 36 

項目 
前事業年度 

（自 平成16年３月１日 
至 平成17年２月28日） 

当事業年度 
（自 平成17年３月１日 
至 平成18年２月28日） 

７．キャッシュ・フロー計算

書における資金の範囲 

キャッシュ・フロー計算書における資金

（現金及び現金同等物）は、手許現金、

随時引出可能な預金及び容易に換金可能

であり、かつ、価値の変動について僅少

なリスクしか負わない取得日から３ヶ月

以内に償還期限の到来する短期投資から

なっております。 

同左 

(1) 消費税等の会計処理 (1) 消費税等の会計処理 ８．その他財務諸表作成のた

めの基本となる重要な事

項 

税抜方式によっております。 

ただし、資産に係る控除対象外消費

税等は、当事業年度の期間費用とし

ております。 

同左 

 

会計方針の変更 

前事業年度 
（自 平成16年３月１日 
至 平成17年２月28日） 

当事業年度 
（自 平成17年３月１日 
至 平成18年２月28日） 

────── 社宅家賃の賃貸料収入について従来、営業外収益に計

上しておりましたが、当事業年度から販売費及び一般管

理費より控除する方法に変更しております。 

この変更は、店舗数の拡大により社宅家賃収入が増加

したため、会社が負担する費用の実態を明確にし、損益

区分をより適正にするために行ったものであります。 

この変更により、営業利益は81,740千円多く計上され

ておりますが、経常利益及び税引前当期純利益に与える

影響はありません。 

 

表示方法の変更 

前事業年度 
（自 平成16年３月１日 
至 平成17年２月28日） 

当事業年度 
（自 平成17年３月１日 
至 平成18年２月28日） 

（損益計算書） 

前事業年度まで営業外費用の「その他」に含めて表示

しておりました「リース解約損」は営業外費用の100分

の10を超えることとなったため、区分掲記することに変

更しました。なお、前事業年度における「リース解約

損」の金額は、1,301千円であります。 

（キャッシュ・フロー計算書） 

前事業年度まで営業活動によるキャッシュ・フローの

「その他」に含めて表示しておりました「広告宣伝用器

具受贈益」は、金額的重要性が増したため区分掲記する

ことに変更しました。なお、前事業年度における「広告

宣伝用器具受贈益」の金額は、189,205千円でありま

す。 

（損益計算書） 

前事業年度まで区分掲記しておりました営業外費用の

「障害者雇用納付金」、「現金過不足」及び「事故処理

費」は、営業外費用の100分の10以下となったため、

「その他」に含めて表示することに変更しました。 

なお、当事業年度におけるそれぞれの金額は以下の通

りであります。 

障害者雇用納付金     10,750千円 

現金過不足         4,415千円 

事故処理費         7,226千円 
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追加情報 

前事業年度 
（自 平成16年３月１日 
至 平成17年２月28日） 

当事業年度 
（自 平成17年３月１日 
至 平成18年２月28日） 

────── （外形標準課税） 

平成16年４月１日以降に開始する事業年度より、外形

標準課税制度が導入されたことに伴い、当事業年度から

「法人事業税における外形標準課税部分の損益計算書上

の表示についての実務の取扱い」（平成16年２月13日 

企業会計基準委員会 実務対応報告第12号）に従い、法

人事業税の付加価値割および資本割については、販売費

及び一般管理費に計上しております。 

この結果、販売費及び一般管理費は、181,188千円増

加し、営業利益、経常利益及び税引前当期純利益が

181,188千円減少しております。 

 

注記事項 

（貸借対照表関係） 

前事業年度 
（平成17年２月28日） 

当事業年度 
（平成18年２月28日） 

※１．授権株式数及び発行済株式総数 ※１．授権株式数及び発行済株式総数 
 

授権株式数 普通株式 100,000,000株 

発行済株式総数 普通株式 26,144,000株 
  

 
授権株式数 普通株式 100,000,000株 

発行済株式総数 普通株式 29,894,000株 
  

※２．自己株式 ※２．自己株式 

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。 

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。 

３        ────── ３．配当制限 

商法施行規則第124条第３号に規定する資産に

時価を付したことにより増加した純資産額は

25,302千円であります。 

 

（損益計算書関係） 

前事業年度 
（自 平成16年３月１日 
至 平成17年２月28日） 

当事業年度 
（自 平成17年３月１日 
至 平成18年２月28日） 

※１．固定資産売却損は、器具備品388千円でありま

す。 

※１．       ────── 

※２．固定資産除却損は、建物97,765千円、構築物

6,088千円、器具備品10,274千円、ソフトウェア

1,650千円及び店舗解体費用14,664千円でありま

す。 

※２．固定資産除却損は、建物30,054千円、構築物 

1,669千円、器具備品5,704千円、ソフトウェア 

26,343千円、長期前払費用4,526千円、店舗解体

費用14,899千円及びその他3,215千円でありま

す。 
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（キャッシュ・フロー計算書関係） 

前事業年度 
（自 平成16年３月１日 
至 平成17年２月28日） 

当事業年度 
（自 平成17年３月１日 
至 平成18年２月28日） 

現金及び現金同等物の期末残高と貸借対照表に掲記され

ている科目の金額との関係 

現金及び現金同等物の期末残高と貸借対照表に掲記され

ている科目の金額との関係 

平成17年２月28日 平成18年２月28日 
 
 （千円）

現金及び預金勘定 6,466,163 

預入期間が３ケ月を越える定期
預金及び定期積金 412,600 

現金及び現金同等物 6,053,563 
  

 
 （千円）

現金及び預金勘定 30,199,057 

預入期間が３ケ月を越える定期
預金及び定期積金 403,800 

現金及び現金同等物 29,795,257 
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（有価証券関係） 

前事業年度（平成17年２月28日現在） 

１．その他有価証券で時価のあるもの 

前事業年度（平成17年２月28日）  

 種類 
取得原価 
（千円） 

貸借対照表計
上額（千円） 差額（千円）    

(1）株式 8,363 14,838 6,474    

(2）債券       

① 国債・地方債等 － － －    

② 社債 － － －    

③ その他 － － －    

(3）その他 26,935 39,267 12,331    

貸借対照表計上額
が取得原価を超え
るもの 

小計 35,299 54,105 18,806    

(1）株式 1,055,150 906,750 △148,400    

(2）債券       

① 国債・地方債等 － － －    

② 社債 － － －    

③ その他 － － －    

(3）その他 － － －    

貸借対照表計上額
が取得原価を超え
ないもの 

小計 1,055,150 906,750 △148,400    

合計 1,090,449 960,855 △129,593    

 

２．前事業年度に売却したその他有価証券 

前事業年度 
（自平成16年３月１日 至平成17年２月28日） 

 

売却額（千円） 売却益の合計額 
（千円） 

売却損の合計額 
（千円） 

   

78,000 8,000 －    

 

３．時価評価されていない主な有価証券の内容及び貸借対照表計上額 

前事業年度（平成17年２月28日）  
種類 

貸借対照表計上額（千円）  

その他有価証券   

非上場株式 70  

（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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当事業年度（平成18年２月28日現在） 

 子会社株式で時価のあるもの 

 貸借対照表計上額 
（千円） 時価（千円） 差額（千円） 

子会社株式 9,216,420 10,226,547 1,010,127 

 

（デリバティブ取引関係） 

前事業年度（自 平成16年３月１日 至 平成17年２月28日） 

当社は、デリバティブ取引を全く利用しておりませんので、該当事項はありません。 

 

（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採用しております。 

 

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

 前事業年度 
（平成17年２月28日） 

当事業年度 
（平成18年２月28日） 

(１) 退職給付債務 △433,700  △608,816  

(２) 年金資産 －  －  

(３) 未積立退職給付債務(１)＋(２) △433,700  △608,816  

(４) 未認識数理計算上の差異 69,345  122,914  

(５) 未認識過去勤務債務 △17,154  △10,292  

(６) 連結貸借対照表計上額純額(３)＋(４)＋(５) △381,509  △496,194  

(７) 前払年金費用 －  －  

 

(８) 退職給付引当金(６)－(７) △381,509  △496,194  

 

３．退職給付費用に関する事項                          （単位：千円） 

 
前事業年度 

（自 平成16年３月１日 
至 平成17年２月28日） 

当事業年度 
（自 平成17年３月１日 

至 平成18年２月28日） 
 

退職給付費用 115,417  155,003  

(１) 勤務費用 102,888  135,039  

(２) 利息費用 6,399  8,674  

(３) 数理計算上の差異の費用処理額 12,991  18,152  

 

(４) 過去勤務債務の費用処理額 △6,861  △6,861  

 

４．退職給付債務等の計算の基礎に関する事項 

 前事業年度 
（平成17年２月28日） 

当事業年度 
（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 期間定額基準 

（２）割引率    2.0％    2.0％ 

（３）過去勤務債務の額の処理年数    ５年    ５年 

（４）数理計算上の差異の処理年数 翌事業年度から ５年 翌事業年度から ５年 
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（税効果会計関係） 

１．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）

 前事業年度 
（平成17年２月28日現在） 

 当事業年度 
（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  513,682    576,877   

未払事業税  117,707    152,670   

一括償却資産限度超過額  35,997    35,571   

未払事業所税  16,170    19,909   

その他  11,262    20,036   

繰延税金資産（流動）計  694,820    805,065   

繰延税金負債（流動）         

特別償却準備金  △856    △856   

繰延税金資産（流動）の純額  693,963    804,208   

繰延税金資産（固定）         

役員退職慰労引当金  203,493    215,261   

退職給付引当金  152,184    197,931   

一括償却資産限度超過額  19,529    16,042   

その他有価証券評価差額金  51,694    －   

その他  9,576    48,150   

繰延税金資産（固定）計  436,478    477,386  

繰延税金負債（固定）         

特別償却準備金  △856    －   

その他有価証券評価差額金  －    △16,791   

繰延税金資産（固定）の純額  435,621    460,595   

繰延税金資産の純額  1,129,585    1,264,804   

 

２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異内訳 

      （単位：％）

 前事業年度 
（平成17年２月28日現在） 

 当事業年度 
（平成18年２月28日現在） 

 

法定実効税率  41.2    39.9   

（調整）         

住民税均等割  2.1    2.2   

ＩＴ投資促進税制  －    △1.5   

その他  0.9    1.0   

税効果会計適用後の法人税等の負担率  44.3    41.6   
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【関連当事者との取引】 

前事業年度（自 平成16年３月１日 至 平成17年２月28日） 

(1）親会社及び法人主要株主等 

関係内容 

属性 
会社等の名

称 
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） 

法人主
要株主 

イオン㈱ 
千葉市
美浜区 

101,798,488 
総合小売
業 

(被所有) 
直接 
11.1％ 

２人 
店舗設 
備賃貸 

投資有価証券の売
却 

78,000 － － 

取引条件及び取引条件の決定方針等 

（注） 有価証券の売却価額は、市場の実勢価額を勘案して合理的に決定しており、支払条件は一括現金払であ

ります。 

 

(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） 

2,465 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 － － 

杉浦 昭子 － － 
当社代表取
締役副社長 

(被所有) 
直接 

12.5％ 
－ － 

土地の賃借（今川
店） 
（注１，２） 

770 － － 

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・今川店 
     ・桜木店) 
（注１，２） 

3,025 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。 

 

当事業年度（自 平成17年３月１日 至 平成18年２月28日） 

連結財務諸表の記載事項としております。 
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（１株当たり情報） 

前事業年度 
（自 平成16年３月１日 
至 平成17年２月28日） 

当事業年度 
（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 861円65銭

１株当たり当期純利益金額 120円08銭
  

 
１株当たり純資産額 1,663円78銭

１株当たり当期純利益金額 141円68銭
  

なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益について

は、潜在株式がないため記載しておりません。 

 

当社は、平成16年４月20日付をもって普通株式１株を

２株に分割しております。 

なお、当該株式分割が前期首に行われたと仮定した場

合の前事業年度における１株当たりの情報については、

それぞれ以下のとおりとなります。 

なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益について

は、潜在株式がないため記載しておりません。 

 
１株当たり純資産額 755円87銭

１株当たり当期純利益金額 123円51銭
  

 

なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益について

は、潜在株式がないため記載しておりません。 

 

  

（注） １株当たり当期純利益の算定上の基礎は、以下のとおりであります。 

 
前事業年度 

(自 平成16年３月１日 
至 平成17年２月28日) 

当事業年度 
(自 平成17年３月１日 
至 平成18年２月28日) 

当期純利益（千円） 3,139,443 3,744,042 

普通株主に帰属しない金額（千円） － － 

(うち 利益処分による役員賞与金)（千円） （ －） （9,300） 

普通株式に係る当期純利益（千円） 3,139,443 3,734,742 

期中平均株式数（株） 26,143,865 26,359,607 
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（重要な後発事象） 
前事業年度 

（自 平成16年３月１日 
至 平成17年２月28日） 

当事業年度 
（自 平成17年３月１日 
至 平成18年２月28日） 

 平成17年３月21日開催の当社取締役会の決議に基づ

き、下記のとおり総額5,000,000千円の借入を実施して

おります。 

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．借入先：株式会社みずほ銀行、株式会社三井住友銀

行、日本生命保険相互会社 

（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。 

２．利率：年 0.39％～0.454％ ① 分割により増加する株式数 

３．返済方法：期限一括 普通株式   29,894,000株 

４．借入日：平成17年３月30日、31日及び４月１日 

５．返済期限：平成20年２月29日～平成20年４月１日 

６．資金の使途：設備資金 

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 

 

７．担保提供資産及び保証の内容：無担保・無保証のた

めありません。 

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。 

前事業年度 当事業年度 

１株当たり純資産額 １株当たり純資産額 

430.82円 831.89円 

１株当たり当期純利益金額 １株当たり当期純利益金額 

60.04円 70.84円 

なお、潜在株式調整後

1株当たり当期純利益

については、潜在株式

がないため記載してお

りません。 

なお、潜在株式調整後

1株当たり当期純利益

については、潜在株式

がないため記載してお

りません。 
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前事業年度 

（自 平成16年３月１日 
至 平成17年２月28日） 

当事業年度 
（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。 

 


