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１．平成18年３月期の業績（平成17年４月１日～平成18年３月31日）
(1）経営成績 （注）記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。

売上高 営業利益 経常利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

18年３月期 25,261 (　13.9) 602 (　43.8) 585 (　52.0)

17年３月期 22,186 (　10.7) 419 (△27.4) 385 (△25.9)

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３月期 311 ( 93.5) 24,366 38 24,241 39 14.2 3.8 2.3

17年３月期 161 (△6.1) 12,694 45 ─  10.2 2.9 1.7

（注）①持分法投資損益 18年３月期 ─　百万円 17年３月期 ─　百万円
②期中平均株式数 18年３月期 12,800株 17年３月期 12,698株
③会計処理の方法の変更 無
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、対前期増減率であります。

(2）配当状況 （注）記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。

１株当たり年間配当金 配当金総額
（年間）

配当性向
株主資本
配当率中間 期末

円 銭 円 銭 円 銭 百万円 ％ ％

18年３月期 1,500 00 ─  1,500 00 22 7.2 0.8

17年３月期 750 00 ─  750 00 9 5.9 0.6

（注）18年３月期期末配当金の内訳　　普通配当　1,500円

(3）財政状態 （注）記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。

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３月期 16,120 2,701 16.8 180,085 83

17年３月期 14,379 1,691 11.8 133,183 07

（注）①期末発行済株式数 18年３月期 15,000株 17年３月期 12,700株
②期末自己株式数 18年３月期 ─  株 17年３月期 ─  株

(4）キャッシュ・フローの状況 （注）記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。

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３月期 214 △601 786 951

17年３月期 1 △884 1,166 552

２．平成19年３月期の業績予想（平成18年４月１日～平成19年３月31日）  

売上高 経常利益 当期純利益
１株当たり年間配当金

中間 期末

百万円 百万円 百万円 円 銭 円 銭 円 銭

中間期 13,324 204 93 750 00 　― 　―

通　期 27,253 602 292 　― 750 00 1,500 00

（参考）１株当たり予想当期純利益（通期）　　19,484円76銭
※　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判断した見通しであり、多分に不確定な要素を含んで

おります。実際の業績等は、業況の変化等により、上記予想数値と異なる場合があります。
なお、上記予想に関する事項は添付資料の６ページを参照して下さい。
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１．企業集団の状況

　当社は、医薬品、化粧品、日用雑貨品等の販売及び薬局の経営を主たる事業とする小売業であります。当社には、企

業集団を構成する関係会社がなく、また、当社との間で継続的に密接な事業上の関係がある関連当事者もないため、該

当事項はありません。

 

 

２．経営方針

 （1）経営の基本方針

 　当社は、経営理念を「当社の取り扱い商品やサービスを通して、『治療と予防』を核とし、お客様に『喜びと感動

と安心』を提供します。」としており、「治す」ということを基本コンセプトに企業価値の向上を図っていきます。

　当社では、医薬品に限らず、化粧品、日用雑貨、健康食品等も「治す」という性質をもった機能改善型商品と位置付

けており、これらの販売には相談が必要不可欠と考えます。また、ドラッグストアー部門だけではなく調剤部門も拡充

し、「相談できる『治す』薬局」の拡大に挑戦を続けてまいります。当社が目指しているのは、地域のお客様が病気の

予防や治療に、生活全般の健康管理について、どこよりも気軽に、身近に、信頼できる、健康相談窓口としての薬局で

あります。

 

 （2）利益配分に関する基本方針

　当社は、株主への安定した配当の継続を最重要課題とし、あわせて経営体質の改善のために内部留保の拡充を図る

ことを基本方針としております。

当期は、１株当たり1,500円の普通配当を実施する予定です。

  内部留保につきましては、相談薬局としての基盤を固め競争力を高めながら多店舗展開を実施していくために、適

切な配分を行ってまいります。

 

 （3）投資単位の引下げに関する考え方及び方針等

　当社は、株式市場において適正な株価が形成されるためには、株式の十分な流動性が必要であると考えており、株

式流通の活性化の施策に配慮してまいります。

 

 （4）中期的な経営戦略

　他社との強まる競争状況を勝ち進むために、店舗での相談実施の強化を図ってまいります。そのためには、社員の

相談能力の向上、社員の意識向上及び店舗オペレーションの改善による相談能力の発揮、相談に裏打ちされた競争力

を背景とした多店舗展開を実施してまいります。

 

 （5）対処すべき課題

①人材確保・組織体制等

　会社の将来性を決定する要因は最終的には社員のレベルに帰着することになります。そのために、薬剤師を中心と

した人材確保、教育や指導による個々の能力向上、能力発揮による生産性の向上が重要であると考えております。ま

た、多様化する環境変化を迅速に把握し、これを経営に反映させる柔軟な組織体制が必要であると考えます。

②調剤過誤等の防止

　医療費の高騰を抑制するために政府の奨励している医薬分業は、現在の分業率が今後も増加し調剤薬局の役割は大

きなものになると考えられます。

　当社の調剤薬局では、増加する処方箋処理に対応し、迅速な処方箋処理を行ってまいりますが、正確で間違いの無

い処方箋処理を実施することに関し、人的ミスを防止する方法として最新の散薬鑑査システムの導入、二重鑑査・

日々の在庫確認実施、防止策マニュアルの徹底等の策を講じておりますが、これら防止策のレベルアップを順次行っ

ていくことに加えて、複雑化する処方箋処理に対応できる人材への教育・指導の強化が必要であると考えております。
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（6）コーポレート・ガバナンスに関する施策の実施状況

（当社のコーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方）

　当社は顧客満足の充足及び株主利益の向上が強く相関するものと考え、これらを両立させることを目的とし環境の

変化に対応しながら透明性・効率性の高い経営を追求することをコーポレート・ガバナンスと位置付け、経営体制を

構築しております。

 

（会社の機関の内容及び内部統制システムの整備の状況）

①　会社の機関の基本説明

　当社は監査役制度を採用しており、役員の構成は、取締役７人、監査役２人（うち１名は社外監査役で非常勤）と

なっております。

　取締役会は毎月１回開催し、経営上の意思決定機関として経営に関する重要事項を決定しております。また、取締

役、常勤監査役及び各部門長の参加により経営会議を毎月２回開催し、重要事項の決定において透明性を高めるとと

もに、情報の共有化を図っております。

　なお、会社の機関、内部統制の関係は以下のとおりです。

 

 

②　内部統制システムの整備の状況

　取締役会は、提出日現在、取締役７人で構成されており、毎月１回定期的に開催され、月次決算の報告並びに商法

及び取締役会規則に定められた事項に関する審議を行っております。また、経営会議では部門別業績の詳細な分析、

業務執行の具体的内容、その背景となる戦略検討及び重要事項の取組方針の審議が行われ、迅速な意思決定を行える

ように、毎月２回開催しております。なお、経営会議の出席者は、取締役及び部長職等であります。

　監査役は、常勤監査役及び非常勤監査役それぞれ１名ずつ計２名の体制をとっており、常勤監査役は毎月開催され

る取締役会及び経営会議等の重要な会議に出席することにより、各取締役の業務執行状況を確認するとともに、日常

業務においては、商法をはじめとする経営上遵守すべき法規に対するコンプライアンスがなされているかどうかの

リーガルチェックを実施しております。

　また、当社では、職務権限規程及び職務権限基準を定めており、各職位の責任及び権限を明確にすることにより、

組織の相互間における責任体制を確立し、業務の組織的能率的な運営を行い企業目的の達成を図っております。

　外部からの監視体制として、会計監査を監査法人トーマツに依頼しており、定期的な監査のほか、会計上の課題に

ついては随時確認を行い、会計処理の適正性の確保に努めております。

 

－ 3 －



③　内部監査及び監査役監査の組織、人員及び手続、並びに内部監査、監査役監査及び会計監査の相互連携

　内部監査及び監査役監査の組織、人員及び手続につきましては、以下のとおりです。

ａ．内部監査の組織、人員及び手続について

　内部監査につきましては、当社の内部統制上重要であるとの認識から専任担当者１名を配置しております。内

部監査は年間監査計画を作成し、それに基づき内部監査を部門毎に実施し、監査結果及び改善点を当該部門に報

告し、改善計画を受領し、改善進捗を管理しております。この一連のＰＤＣサイクルにより内部統制の充実を図っ

ております。

ｂ．監査役監査の組織、人員及び手続について

　当社は監査役制度を採用しております。監査役は常勤、非常勤監査役各１名の２名により構成されております。

監査の具体的な手続としましては、取締役会その他重要な会議に出席し、取締役の業務執行に対し質問を実施し、

取締役の職務遂行が適法性を欠くおそれがある場合には必要な助言等を実施しております。

　また、重要な決裁書類等を閲覧し、各部門において業務及び財産の状況を調査し、決算期においては会計帳簿

の調査、計算書類及び附属明細書につき検討を加えた上で、監査報告書を作成するなどの職務を遂行しております。

ｃ．内部監査、監査役監査及び会計監査の相互連携について

　内部監査担当者は監査役との連携を密にし、特に年度監査計画（主として業務監査）の立案時において監査役

と協議を行い監査実施後においては監査報告を行うと同時に監査役からの助言、指導を仰いでおります。

　また、監査法人とは中間及び期末監査時に内部監査担当者および監査役も同席し、監査法人からの指摘事項を

内部監査の監査事項に反映させるよう連携を行い、監査レビューには監査役も同席しております。加えて監査役

会にも監査法人による監査の結果を報告しております。

　なお、当社は監査法人トーマツに証券取引法に基づく会計監査を依頼しております。

④　会計監査の状況

　当社の会計監査業務を執行した公認会計士は以下のとおりであります。

 業務を執行した公認会計士の氏名  所属する監査法人

 鍋嶋　明人  監査法人トーマツ

 北田　隆  監査法人トーマツ

　（注）　継続監査年数については、両名とも７年以内であるため、記載を省略しております。

          上記の他に公認会計士４名及び会計士補５名が当社の監査業務に従事しております。

⑤　社外監査役との関係

　当社の社外監査役である小室恒は、当社株式20株を保有していることを除き、当社との間に取引等の利害関係はあ

りません。

（リスク管理体制の整備の状況）

　火災や地震等の災害発生に備えた管理基準を策定しており、災害対策本部の設置を始めとした速やかな対応を実施

します。

　個人情報の保護においては情報の取扱いに関する規定等を定め、従業員の情報管理教育を徹底することにより、情

報漏洩を未然に防ぐための措置を講じております。

　調剤過誤に対しては防止マニュアルの周知徹底とともに、交差鑑査体制や散薬鑑査システムの導入により、管理体

制を強化しております。

　また、コンプライアンスについては、顧問弁護士と顧問契約を締結し、業務遂行に関して必要に応じ、適宜アドバ

イスを受けることにより、コンプライアンスの徹底に努めております。なお、顧問弁護士は平成18年５月１日より１

名増加の２名となっております。

 

（役員報酬の内容）

取締役の年間報酬総額　　　 80,620千円

監査役の年間報酬総額　　　 12,000千円（うち社外監査役　4,200千円）
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（監査報酬の内容）

公認会計士法第２条第１項に規定する業務に基づく報酬　 12,000千円

上記以外の報酬　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2,400千円

計　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 14,400千円
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３．経営成績及び財政状態

 （1）経営成績

　当期の国内経済は、企業業績の改善や設備投資の増加による回復基調が次第に鮮明となっており、長期にわたる景

気回復が継続しております。原油高騰の懸念材料をこなしながらも、堅調な国内民需、輸出の回復、国内株価の上昇

がみられております。

　小売業界におきましては、景気回復を受け個人消費の伸びがみられるものの、競争の激化による厳しい状況が続い

ており、企業間格差は広がりつつあります。

　このような経営環境のなかで、当社としましては地域に根ざした相談薬局として店舗展開を図ってまいりました。

当期の出店につきましては、愛媛地区へ５店舗、香川地区へ５店舗、徳島地区へ１店舗、広島地区へ２店舗の合計13

店舗を出店するとともに、既存店の見直しを行うなかで３店舗の退店と２店舗の移転を実施いたしました。

　以上の結果、当期における業績は売上高25,261,174千円（前期比13.9％増）、営業利益は602,591千円（前期比

43.8％増）、経常利益は585,829千円（前期比52.0％増）、当期純利益は311,889千円（前期比93.5％増）となりまし

た。

 （事業部門別販売実績）

事業部門別 金額（千円） 前期比（％）

 

 

 ドラッグストアー

 部門

 

 

　医薬品 7,413,471 110.8

　化粧品 3,426,038 122.3

　雑貨 8,599,809 112.4

　食品 4,250,896 116.9

　その他 136,752 101.0

　小計 23,826,968 113.9

 調剤部門 1,434,206 112.8

 合計 25,261,174 113.9

 

 （2）財政状態

　当事業年度における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、前事業年度末に比べ399,204千円増加し、当

事業年度末には951,578千円となりました。　

（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214,672千円となり、前事業年度に比べ212,820千円増加いたしました。

　これは、主にたな卸資産の増加額の増加により資金が前事業年度に比べ317,476千円減少したものの、仕入債務の増

減額が前事業年度の48,015千円の減少から620,869千円の増加に転じ、資金が前事業年度に比べ668,884千円増加した

ことによるものです。

 

（投資活動によるキャッシュフロー）

　投資活動の結果使用した資金は601,802千円となり、前事業年度より282,680千円減少いたしました。

　これは、主に前事業年度に比べ有形固定資産の取得による支出が141,046千円増加した一方で、有形固定資産の売却

による収入が288,407千円増加し、差入敷金保証金の増加による支出が102,050千円減少したことによるものです。

 

（財務活動によるキャッシュフロー）

　財務活動の結果得られた資金は786,334千円となり、前事業年度より379,961千円減少いたしました。

　これは、主に株式の発行による収入が702,075千円あり資金が増加した一方で、長期借入金による収入が前事業年度

に比べ1,010,000千円減少したことによるものです。

 

 （3）次期の見通し

　ドラッグストアー業界は拡大を続けるものの、出店競争やそれに伴う価格競争は収まることはなく厳しい状況が継

続するものと考えます。

　このような状況のなかで、当社といたしましては多店舗の出店に伴い人件費や地代家賃等の販管費が増加いたしま

すが、相談という付加価値で他社との販売の差別化を行い、営業力を強化してまいります。

　平成19年３月期の業績見通しは、売上高27,253百万円、経常利益602百万円、当期純利益292百万円を見込んでおり

ます。
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４．個別財務諸表等
(1）貸借対照表

  
第39期事業年度

（平成17年３月31日）
第40期事業年度

（平成18年３月31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 ※１  732,374   1,131,578  

２．売掛金   146,631   161,787  

３．商品   3,072,356   3,895,919  

４．前払費用   95,023   106,006  

５．繰延税金資産   48,837   130,653  

６．未収入金   164,444   188,981  

７．その他   11,534   19,464  

流動資産合計   4,271,202 29.7  5,634,392 35.0

Ⅱ　固定資産        

１．有形固定資産        

(1）建物 ※１ 3,675,646   4,056,127   

減価償却累計額  1,405,230 2,270,416  1,459,666 2,596,460  

(2）構築物  195,942   278,665   

減価償却累計額  57,761 138,180  78,798 199,866  

(3）車両運搬具  705   705   

減価償却累計額  568 136  613 91  

(4）器具備品  388,010   414,268   

減価償却累計額  302,380 85,630  320,429 93,839  

(5）土地 ※１  5,998,012   5,799,259  

(6）建設仮勘定   103,799   1,365  

有形固定資産合計   8,596,174 59.8  8,690,882 53.9
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第39期事業年度

（平成17年３月31日）
第40期事業年度

（平成18年３月31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）ソフトウェア   505   357  

(2）電話加入権   16,148   16,148  

(3）商標権   754   647  

(4）借地権   11,238   12,021  

無形固定資産合計   28,647 0.2  29,174 0.2

３．投資その他の資産        

(1）投資有価証券   141,112   160,558  

(2）出資金   1,860   2,330  

(3）長期貸付金   454,947   667,824  

(4）長期前払費用   94,436   169,149  

(5）繰延税金資産   169,793   91,617  

(6）差入敷金保証金   556,956   628,140  

(7）その他   64,420   46,192  

投資その他の資産合計   1,483,527 10.3  1,765,811 11.0

固定資産合計   10,108,349 70.3  10,485,869 65.0

資産合計   14,379,552 100.0  16,120,261 100.0

        

（負債の部）        

Ⅰ　流動負債        

１．支払手形   2,026,054   2,229,172  

２．買掛金   1,716,709   2,134,460  

３．短期借入金   767,640   1,262,240  

４．１年内返済予定長期借
入金

  1,477,775   1,519,396  

５．１年内償還予定社債   30,000   330,000  

６．未払金   151,447   182,598  

７．未払費用   84,843   97,395  

８．未払法人税等   215,878   183,174  

９．預り金   25,217   25,079  

10．賞与引当金   63,361   93,432  

11．その他   44,395   14,356  

流動負債合計   6,603,323 45.9  8,071,306 50.1
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第39期事業年度

（平成17年３月31日）
第40期事業年度

（平成18年３月31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．社債   445,000   115,000  

２．長期借入金   5,243,490   4,831,053  

３．退職給付引当金   214,623   209,408  

４．役員退職慰労引当金   11,355   12,130  

５．その他   170,334   180,075  

固定負債合計   6,084,803 42.3  5,347,667 33.2

負債合計   12,688,127 88.2  13,418,974 83.2

        

（資本の部）        

Ⅰ　資本金 ※２  180,000 1.3  473,250 2.9

Ⅱ　資本剰余金        

資本準備金  147,500   556,325   

資本剰余金合計   147,500 1.0  556,325 3.5

Ⅲ　利益剰余金        

１．利益準備金  16,875   16,875   

２．任意積立金        

(1）特別償却準備金  4,898   4,128   

(2）別途積立金  1,172,000   1,302,000   

３．当期未処分利益  160,214   333,349   

利益剰余金合計   1,353,987 9.4  1,656,352 10.3

Ⅳ　その他有価証券評価差額
金

  9,937 0.1  15,359 0.1

資本合計   1,691,425 11.8  2,701,287 16.8

負債・資本合計   14,379,552 100.0  16,120,261 100.0
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(2）損益計算書

  
第39期事業年度

（自　平成16年４月１日
至　平成17年３月31日）

第40期事業年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31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   22,186,958 100.0  25,261,174 100.0

Ⅱ　売上原価        

１．商品期首たな卸高  2,429,441   3,072,356   

２．当期商品仕入高  17,497,296   19,789,630   

合計  19,926,737   22,861,986   

３．商品期末たな卸高  3,072,356 16,854,381 76.0 3,895,919 18,966,066 75.1

売上総利益   5,332,577 24.0  6,295,107 24.9

Ⅲ　販売費及び一般管理費        

１．広告宣伝費  497,771   640,286   

２．役員報酬  95,022   92,620   

３．給与及び手当  1,759,539   1,968,335   

４．賞与  244,410   258,280   

５．賞与引当金繰入額  63,361   93,432   

６．退職給付引当金繰入額  71,058   77,328   

７．福利厚生費  231,112   246,677   

８．支払手数料  208,708   223,693   

９．減価償却費  205,392   231,172   

10．地代家賃  645,742   844,348   

11．水道光熱費  247,096   289,030   

12．その他  644,167 4,913,384 22.1 727,309 5,692,515 22.5

営業利益   419,192 1.9  602,591 2.4

Ⅳ　営業外収益        

１．受取利息  5,968   10,599   

２．受取手数料  30,126   31,578   

３．賃貸収入  84,056   107,752   

４．受取保険金  9,789   11,890   

５．器具備品受贈益  33,486   39,705   

６．雑収入  50,411 213,837 1.0 57,924 259,451 1.0
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第39期事業年度

（自　平成16年４月１日
至　平成17年３月31日）

第40期事業年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31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  211,542   185,089   

２．賃貸費用  17,466   20,979   

３．新株発行費  3,149   24,878   

４．支払手数料  －   30,000   

５．雑損失  15,390 247,549 1.1 15,266 276,213 1.1

経常利益   385,480 1.7  585,829 2.3

Ⅵ　特別利益        

１．投資有価証券売却益  6,241   294   

２．受取保険金  188,680   －   

３．収用補償金  －   7,208   

４．固定資産売却益 ※１ － 194,921 0.9 69,586 77,089 0.3

Ⅶ　特別損失        

１．役員退職金  3,750   123   

２．社葬関連費用  13,766   －   

３．固定資産売却損 ※２ 45   33,593   

４．固定資産除却損 ※３ 4,669   16,216   

５．減損損失 ※４ 247,400 269,631 1.2 － 49,933 0.2

税引前当期純利益   310,769 1.4  612,985 2.4

法人税、住民税及び事
業税

 259,390   308,417   

法人税等調整額  △109,814 149,575 0.7 △7,322 301,095 1.2

当期純利益   161,194 0.7  311,889 1.2

前期繰越利益   15,862   21,459  

合併による抱合株式消
却損

  △20,000   －  

合併による未処分利益
受入額

  3,157   －  

当期未処分利益   160,214   333,349  
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(3）キャッシュ・フロー計算書

  
第39期事業年度

（自　平成16年４月１日
至　平成17年３月31日）

第40期事業年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31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  310,769 612,985

減価償却費  222,859 252,151

賞与引当金の増加額  20,590 30,070

退職給付引当金の減少
額

 △1,781 △5,215

役員退職慰労引当金の
増加額

 1,027 774

器具備品受贈益  △33,486 △39,705

投資有価証券売却益  △6,241 △294

受取利息及び受取配当
金

 △7,396 △12,783

支払利息  211,542 185,089

有形固定資産売却益  － △69,586

有形固定資産売却損  45 33,593

有形固定資産除却損  4,669 16,216

減損損失  247,400 －

売上債権の増加額  △27,946 △15,155

未収入金の増加額  △32,906 △24,537

たな卸資産の増加額  △503,485 △820,962

仕入債務の増減額
（△は減少額）

 △48,015 620,869

その他  14,384 △18,247

小計  372,029 745,263

利息及び配当金の受取
額

 3,723 3,684

利息の支払額  △215,443 △193,153

法人税等の支払額  △158,457 △341,121

営業活動によるキャッ
シュ・フロー

 1,852 214,672
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第39期事業年度

（自　平成16年４月１日
至　平成17年３月31日）

第40期事業年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31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

   

定期預金の預入による
支出

 △362,500 －

定期預金の払出による
収入

 367,500 －

有価証券の売却による
収入

 19,990 －

有形固定資産の取得に
よる支出

 △434,119 △575,165

有形固定資産の売却に
よる収入

 20 288,428

投資有価証券の取得に
よる支出

 △27,396 △10,901

投資有価証券の売却に
よる収入

 25,578 905

貸付けによる支出  △298,000 △296,000

貸付金の回収による収
入

 29,011 40,404

差入敷金保証金の増加
による支出

 △202,411 △100,360

差入敷金保証金の減少
による収入

 3,185 27,415

その他  △5,341 23,471

投資活動によるキャッ
シュ・フロー

 △884,482 △601,802
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第39期事業年度

（自　平成16年４月１日
至　平成17年３月31日）

第40期事業年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

区分
注記
番号

金額（千円） 金額（千円）

Ⅲ　財務活動によるキャッ
シュ・フロー

   

短期借入れによる収入  1,927,000 5,190,000

短期借入金の返済によ
る支出

 △1,381,400 △4,695,400

長期借入れによる収入  2,310,000 1,300,000

長期借入金の返済によ
る支出

 △1,649,929 △1,670,815

社債の償還による支出  △30,000 △30,000

株式の発行による収入  － 702,075

配当金の支払額  △9,375 △9,525

財務活動によるキャッ
シュ・フロー

 1,166,295 786,334

Ⅳ　現金及び現金同等物の増
減額（△は減少額）

 283,666 399,204

Ⅴ　現金及び現金同等物の期
首残高

 255,806 552,374

Ⅵ　合併に伴う現金及び現金
同等物の増加額

 12,901 －

Ⅶ　現金及び現金同等物の期
末残高

 552,374 951,578
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(4）利益処分案

  
第39期事業年度

（株主総会承認日
平成17年６月28日）

第40期事業年度
（株主総会承認日
平成18年６月29日）

区分
注記
番号

金額（千円） 金額（千円）

Ⅰ　当期未処分利益   160,214  333,349

Ⅱ　任意積立金取崩額      

特別償却準備金取崩額  770 770 770 770

合計   160,984  334,120

Ⅲ　利益処分額      

１．配当金  9,525  22,500  

２．任意積立金      

別途積立金  130,000 139,525 300,000 322,500

Ⅳ　次期繰越利益   21,459  11,620
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重要な会計方針

項目
第39期事業年度

（自　平成16年４月１日
至　平成17年３月31日）

第40期事業年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

１．有価証券の評価基準及び

評価方法

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）

その他有価証券

時価のあるもの

同左

 時価のないもの

　移動平均法による原価法

時価のないもの

同左

２．デリバティブ等の評価基

準及び評価方法

デリバティブ

時価法

デリバティブ

同左

３．たな卸資産の評価基準及

び評価方法

商品

移動平均法による原価法

商品

同左

４．固定資産の減価償却の方法 (1）有形固定資産

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

　なお、主な耐用年数は以下のとおりで

あります。

建物７～47年

(1）有形固定資産

同左

 (2）無形固定資産

定額法

　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。

(2）無形固定資産

同左

 (3）長期前払費用

定額法

(3）長期前払費用

同左

５．繰延資産の処理方法 新株発行費

　支出時に全額費用として処理しており

ます。

新株発行費

同左
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項目
第39期事業年度

（自　平成16年４月１日
至　平成17年３月31日）

第40期事業年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

６．引当金の計上基準 (1）賞与引当金

　従業員の賞与の支給に充てるため、支

給見込額のうち当事業年度負担額を計上

しております。

(1）賞与引当金

同左

 (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及び年金

資産の見込額に基づき、当事業年度末に

発生していると認められる額を計上して

おります。

　会計基準変更時差異（69,009千円）に

ついては、10年による均等額を費用処理

しております。

　数理計算上の差異は、各事業年度の発

生時における従業員の平均残存勤務期間

以内の一定の年数（７年）による定額法

により按分した額をそれぞれ発生の翌事

業年度から費用処理することにしており

ます。

(2）退職給付引当金

同左

 (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。

(3）役員退職慰労引当金

同左

７．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

８．キャッシュ・フロー計算

書における資金の範囲

　手許現金、随時引き出し可能な預金及び

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

９．その他財務諸表作成のた

めの基本となる重要な事項

消費税等の会計処理

　消費税及び地方消費税の会計処理は税抜

方式によっております。

消費税等の会計処理

同左
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会計処理方法の変更

第39期事業年度
（自　平成16年４月１日
至　平成17年３月31日）

第40期事業年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

（固定資産の減損に係る会計基準）

　固定資産の減損に係る会計基準（「固定資産の減損に係

る会計基準の設定に関する意見書」（企業会計審議会平

成14年８月９日））及び「固定資産の減損に係る会計基準

の適用指針」（企業会計基準適用指針第６号　平成15年10

月31日）が平成16年３月31日に終了する事業年度に係る財

務諸表から適用できることになったことに伴い、当事業年

度から同会計基準及び同適用指針を適用しております。

　これにより税引前当期純利益は247,400千円減少してお

ります。

　なお、減損損失累計額については、改正後の財務諸表等

規則に基づき各資産の金額から直接控除しております。

 

　──────

追加情報

第39期事業年度
（自　平成16年４月１日

至　平成17年３月31日）

第40期事業年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

（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

表示方法）

　「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上の取扱い」（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）に基づき、当事業

年度から法人事業税の付加価値割及び資本割16,903千円を

販売費及び一般管理費として処理しております。

 

──────
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注記事項

（貸借対照表関係）

第39期事業年度
（平成17年３月31日）

第40期事業年度
（平成18年３月31日）

※１．担保資産及び担保付債務

担保に供している資産

※１．担保資産及び担保付債務

担保に供している資産

定期預金 180,000千円

建物 1,523,084千円

土地 5,840,796千円

計 7,543,881千円

定期預金 180,000千円

建物 1,303,995千円

土地 5,642,043千円

計 7,126,039千円

担保付債務 担保付債務

短期借入金 652,000千円

１年内返済予定長期借入金 1,290,848千円

社債 300,000千円

長期借入金 4,508,169千円

計 6,751,017千円

短期借入金 586,000千円

１年内返済予定長期借入金 1,173,368千円

社債 300,000千円

長期借入金 3,141,761千円

計 5,201,129千円

※２．授権株式数　　　　普通株式 44,000株

発行済株式総数　　普通株式 12,700株

※２．授権株式数　　　　普通株式 44,000株

発行済株式総数　　普通株式 15,000株

　３．配当制限

　有価証券の時価評価により、純資産額が9,937千円

増加しております。

　なお、当該金額は商法施行規則第124条第３号の規

定により、配当に充当することが制限されております。

　３．配当制限

　有価証券の時価評価により、純資産額が15,359千

円増加しております。

　なお、当該金額は商法施行規則第124条第３号の規

定により、配当に充当することが制限されております。
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（損益計算書関係）

第39期事業年度
（自　平成16年４月１日
至　平成17年３月31日）

第40期事業年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

※１．　　　　　　 ────── ※１. 固定資産売却益　　　　　　　　　　　　　

　 土地 68,591千円

建物 881千円

構築物 106千円

器具備品  5千円

　計 69,586千円

※２．固定資産売却損 ※２．固定資産売却損

電話加入権 45千円 土地 10,345千円

建物 22,837千円

構築物  70千円

器具備品  340千円

　計  33,593千円

※３．固定資産除却損 ※３．固定資産除却損

建物 4,289千円

構築物 300千円

車両運搬具 24千円

器具備品 54千円

計 4,669千円

建物 11,127千円

構築物 2,648千円

車両運搬具 －千円

器具備品 2,440千円

計 16,216千円

※４．減損損失

　当事業年度において、当社は以下の資産グループに

ついて減損損失を計上いたしました。

※４．              ──────

 

用途 種類 場所
減損損失
（千円）

事業用資産
建物、器具
備品等

愛媛県 26,879

香川県 22,935

広島県 79,221

賃貸用資産
建物、器具
備品

愛媛県 70,034

遊休資産 土地 愛媛県 48,329

合計 247,400

　当社は、資産を用途により事業用資産、賃貸用資産

及び遊休資産に区分し、事業用資産は店舗単位、賃貸

用資産及び遊休資産は個別の物件毎にグルーピングし

ております。その結果、事業用資産は収益性の悪化、

賃貸用資産及び遊休資産は地価の下落により帳簿価額

を回収可能価額まで減額し、当該減少額を減損損失と

して特別損失に計上しております。

　なお、事業用資産及び賃貸用資産の回収可能価額は、

使用価値により測定しており、将来キャッシュ・フ

ローを3.6％で割り引いて算定しております。また、

遊休資産の回収可能価額は不動産鑑定士による評価額

等をもとに正味売却価額により測定しております。
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（キャッシュ・フロー計算書関係）

第39期事業年度
（自　平成16年４月１日
至　平成17年３月31日）

第40期事業年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

１．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

１．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３月31日現在） （平成18年３月31日現在）

（千円） （千円）

現金及び預金勘定 732,374

預入期間が３ヶ月を超える定期預金 △180,000

現金及び現金同等物 552,374

現金及び預金勘定 1,131,578

預入期間が３ヶ月を超える定期預金 △180,000

現金及び現金同等物 951,578

２．重要な非資金取引の内容

　当事業年度に合併した株式会社フアーマシートミナガ

薬局より引き継いだ資産及び負債の主な内訳は次のとお

りであります。また、合併により増加した資本金は

10,000千円であります。

２．              ──────

　

 （千円）

流動資産 177,367

固定資産 177,620

資産合計 354,988

流動負債 219,710

固定負債 84,620

負債合計 304,330
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①　リース取引

第39期事業年度
（自　平成16年４月１日
至　平成17年３月31日）

第40期事業年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

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

１．リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当額、

減損損失累計額相当額及び期末残高相当額

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

１．リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当額、

減損損失累計額相当額及び期末残高相当額

 
取得価額
相当額
（千円）

減価償却
累計額相
当額
（千円）

減損損失
累計額相
当額
（千円）

期末残高
相当額
（千円）

器具備品 812,609 387,544 22,993 402,070

ソフトウェア 225,156 157,515 － 67,641

合計 1,037,766 545,060 22,993 469,712

 
取得価額
相当額
（千円）

減価償却
累計額相
当額
（千円）

減損損失
累計額相
当額
（千円）

期末残高
相当額
（千円）

器具備品 990,242 459,926 22,993 507,322

ソフトウェア 72,876 57,070 － 15,805

合計 1,063,118 516,996 22,993 523,128

（注）取得価額相当額は、未経過リース料期末残高が有形

固定資産の期末残高等に占める割合が低いため、支払

利子込み法により算定しております。

（注）　　　　　　　　 同左

２．未経過リース料期末残高相当額等

未経過リース料期末残高相当額

２．未経過リース料期末残高相当額等

未経過リース料期末残高相当額

１年内 180,465千円

１年超 289,247千円

合計 469,712千円

リース資産減損勘定の残高 16,122千円

１年内 180,753千円

１年超 342,375千円

合計 523,128千円

リース資産減損勘定の残高 9,926千円

（注）未経過リース料期末残高相当額は、未経過リース料

期末残高が有形固定資産の期末残高等に占める割合が

低いため、支払利子込み法により算定しております。

（注）　　　　　　　　 同左

３．支払リース料、リース資産減損勘定の取崩額、減価償

却費相当額及び減損損失

３．支払リース料、リース資産減損勘定の取崩額、減価償

却費相当額及び減損損失

支払リース料 181,790千円

リース資産減損勘定の取崩額 6,870千円

減価償却費相当額 181,790千円

減損損失 22,993千円

支払リース料 206,717千円

リース資産減損勘定の取崩額 6,196千円

減価償却費相当額 206,717千円

減損損失 －千円

４．減価償却費相当額の算定方法

　リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額

法によっております。

４．減価償却費相当額の算定方法

同左
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②　有価証券

１．その他有価証券で時価のあるもの

 種類

第39期事業年度
（平成17年３月31日）

第40期事業年度
（平成18年３月31日）

取得原価
（千円）

貸借対照
表計上額
（千円）

差額
（千円）

取得原価
（千円）

貸借対照
表計上額
（千円）

差額
（千円）

貸借対照表計上

額が取得原価を

超えるもの

(1）株式 34,607 52,204 17,596 38,343 66,062 27,718

(2）債券       

①　国債・地方債等 － － － － －  

②　社債 － － － － －  

③　その他 － － － － －  

(3）その他 － － － 14,759 15,083 323

小計 34,607 52,204 17,596 53,103 81,145 28,041

貸借対照表計上

額が取得原価を

超えないもの

(1）株式 17,410 16,618 △792 21,015 18,762 △2,252

(2）債券       

①　国債・地方債等 － － － － － －

②　社債 － － － － － －

③　その他 － － － － － －

(3）その他 14,759 14,639 △120 － － －

小計 32,170 31,258 △912 21,015 18,762 △2,252

合計 66,778 83,462 16,684 74,119 99,908 25,788

２．前事業年度及び当事業年度中に売却したその他有価証券

第39期事業年度（自平成16年４月１日　至平成17年３月31日）

売却額（千円） 売却益の合計額（千円） 売却損の合計額（千円）

25,578 6,241 －

第40期事業年度（自平成17年４月１日　至平成18年３月31日）

売却額（千円） 売却益の合計額（千円） 売却損の合計額（千円）

855 294 －

３．時価評価されていない主な有価証券の内容

 

第39期事業年度
（平成17年３月31日）

第40期事業年度
（平成18年３月31日）

貸借対照表計上額（千円） 貸借対照表計上額（千円）

その他有価証券   

非上場株式 57,650 60,650
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４．その他有価証券のうち満期があるものの今後の償還予定額

第39期事業年度（平成17年３月31日）

　該当事項はありません。

第40期事業年度（平成18年３月31日）

　該当事項はありません。
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③　デリバティブ取引

１．取引の状況に関する事項

第39期事業年度
（自　平成16年４月１日
至　平成17年３月31日）

第40期事業年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

(1）取引の内容

　借入金に係る利息の支払について、金利変動リスクを

回避する目的で一部の借入金に対して金利スワップ取引

及び金利キャップ取引を利用しております。

(1）取引の内容

同左

(2）取引に対する取組方針

　当社のデリバティブ取引は、将来の金利の変動による

リスク回避を目的としており、投機的な取引は行ってお

りません。

(2）取引に対する取組方針

同左

(3）取引の利用目的

　当社のデリバティブ取引は、支払利息の金利変動リス

クを回避する目的で利用しております。

(3）取引の利用目的

同左

(4）取引に係るリスクの内容

　金利スワップ及び金利キャップ取引は、金利相場の変

動によるリスクを有しております。なお、デリバティブ

取引の契約先はいずれも信用度の高い国内の銀行である

ため、相手方の契約不履行によるリスクはほとんどない

と認識しております。

(4）取引に係るリスクの内容

同左

(5）取引に係るリスク管理体制

　デリバティブ取引については、社内規定により社内稟

議承認をもって行っております。

(5）取引に係るリスク管理体制

同左

(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、又

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。

(6）取引の時価等に関する事項についての補足説明

同左

２．取引の時価等に関する事項

金利関連

区分 種類

第39期事業年度（平成17年３月31日） 第40期事業年度（平成18年３月31日）

契約額等

（千円）

契約額等の

うち１年超

（千円）

時価

（千円）

評価損益

（千円）

契約額等

（千円）

契約額等の

うち１年超

（千円）

時価

（千円）

評価損益

（千円）

市場取

引以外

の取引

金利スワップ取引         

変動受取・固定

支払
913,750 － △21,328 △21,328 798,750 － △8,992 △8,992

金利キャップ取引 － － － － － － －  

合計 913,750 － △21,328 △21,328 798,750 － △8,992 △8,992

　（注）　時価の算定方法は、取引先金融機関から提示された価格等に基づき算定しております。
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④　退職給付

１．採用している退職給付制度の概要

　当社は、確定給付型の適格退職年金制度を設けております。

２．退職給付債務に関する事項

 
第39期事業年度

（平成17年３月31日）

第40期事業年度

（平成18年３月31日）

(1）退職給付債務（千円） △503,947 △540,671

(2）年金資産（千円） 238,476 342,510

(3）未積立退職給付債務　(1)＋(2)（千円） △265,470 △198,160

(4）会計基準変更時差異の未処理額（千円） 34,504 27,603

(5）未認識数理計算上の差異（千円） 16,342 △38,851

(6）退職給付引当金　(3)＋(4)＋(5)（千円） △214,623 △209,408

３．退職給付費用に関する事項

 

第39期事業年度

（自　平成16年４月１日

至　平成17年３月31日）

第40期事業年度

（自　平成17年４月１日

至　平成18年３月31日）

(1）勤務費用（千円） 54,877 57,482

(2）利息費用（千円） 9,163 10,078

(3）期待運用収益（千円） － －

(4）会計基準変更時差異の費用処理額（千円） 6,900 6,900

(5）数理計算上の差異の費用処理額（千円） 116 2,866

(6）退職給付費用　(1)＋(2)＋(3)＋(4)＋(5)

（千円）
71,058 77,328

４．退職給付債務等の計算の基礎に関する事項

 
第39期事業年度

（自　平成16年４月１日
至　平成17年３月31日）

第40期事業年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31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）期待運用収益率 0.0％ 　0.0％

(4）数理計算上の差異の処理年数 ７年（注） 　7年（注）

(5）会計基準変更時差異の処理年数 10年 　10年

　（注）　各事業年度の発生時における従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数による定額法によっております。
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⑤　税効果会計

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

 
第39期事業年度

（平成17年３月31日）
 

第40期事業年度

（平成18年３月31日）

 流動  固定  流動  固定

 （千円）  （千円）  （千円）  （千円）

繰延税金資産        

減損損失 －  92,267  73,766  14,079

賞与引当金 25,622  －  37,782  －

未払事業税 15,991  －  8,828  －

役員退職慰労引当金 －  4,591  －  4,905

退職給付引当金 －  86,790  －  84,681

その他 7,746  4,120  10,799  11,763

小計 49,360  187,769  131,176  115,429

評価性引当額 －  △3,967  －  △2,965

合計 49,360  183,802  131,176  112,464

繰延税金負債        

特別償却準備金 △523  △2,279  △523  △1,756

その他有価証券評価差額金 －  △6,747  －  △10,429

その他 －  △4,982  －  △8,662

合計 △523  △14,009  △523  △20,847

繰延税金資産の純額 48,837  169,793  130,653  91,617

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間の差異の原因となった主な項目別の内訳

 
第39期事業年度

（平成17年３月31日）
 

第40期事業年度
（平成18年３月31日）

法定実効税率  40.4％    40.4％  

（調整）        

住民税均等割額  2.2％    3.5％  

留保金課税  7.2％    4.2％  

税額控除  △1.0％    △0.5％  

交際費等永久に損金に算入されない額  0.5％    0.5％  

評価性引当額  1.3％    0.5％  

その他  △2.5％    0.5％  

税効果会計適用後の法人税等の負担率  48.1％    49.1％  

⑥　持分法損益等

　該当事項はありません。

⑦　関連当事者との取引

第39期事業年度（自平成16年４月１日　至平成17年３月31日）

　該当事項はありません。

第40期事業年度（自平成17年４月１日　至平成18年３月31日）

　該当事項はありません。
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（１株当たり情報）

第39期事業年度
（自　平成16年４月１日
至　平成17年３月31日）

第40期事業年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

１株当たり純資産額 133,183.07円

１株当たり当期純利益金額 12,694.45円

１株当たり純資産額 180,085.83円

１株当たり当期純利益金額  24,366.38円

潜在株式調整後１株当たり当期

純利益金額

 24,241.39円

　

　なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額につい

ては、ストックオプション制度導入に伴う新株予約権残高

がありますが、当社株式は非上場・非登録であり、期中平

均株価が把握できないため記載しておりません。

　（注）　１株当たり当期純利益金額及び潜在株式調整後１株当たり当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。

第39期事業年度
（自　平成16年４月１日
至　平成17年３月31日）

第40期事業年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

１株当たり当期純利益金額

当期純利益（千円） 161,194 311,889

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） （－） （－）

普通株式に係る当期純利益（千円） 161,194 311,889

期中平均株式数（株） 12,698 12,800

潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額

普通株式増加数（株） － 66

（うち新株予約権） （－） （66）

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後１

株当たり当期純利益の算定に含めなかった潜在

株式の概要

────── 旧商法第280条の19の規定に基づ

く新株引受権（新株予約権の数290

個）

（重要な後発事象）

第39期事業年度
（自　平成16年４月１日
至　平成17年３月31日）

第40期事業年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

────── ──────
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