
  
１．18年３月中間期の業績（平成17年10月１日～平成18年３月31日） 

※ 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。 

平成18年９月期 中間決算短信(非連結) 平成18年５月10日
上場会社名 株式会社 セイジョー 上場取引所 東 
コード番号 ７４２９ 本社所在都道府県 東京都 
(URL http://www.seijo.co.jp) 
代  表  者 役職名 代表取締役社長 氏名 塚本 厚志 
問合せ先責任者 役職名 専務取締役   氏名 鈴木 芳孝 ＴＥＬ （042） 368－8701 
決算取締役会開催日 平成18年５月10日 中間配当制度の有無 有 
中間配当支払開始日 平成 -年 -月 -日 単元株制度採用の有無 有（１単元１００株）

(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月中間期 23,138 6.9 1,687 3.4 1,867 4.6
17年３月中間期 21,645 7.8 1,631 84.0 1,784 69.1
17年９月期 44,683 9.0 3,001 66.4 3,346 58.0 

  中間(当期)純利益 １株当たり中間
(当期)純利益 

潜在株式調整後１株当
たり中間(当期)純利益 

  百万円 ％ 円 銭 円 銭
18年３月中間期 821 △17.3 76 40 ― ―
17年３月中間期 992 81.4 92 36 ― ―
17年９月期 1,865 68.1 169 30 ― ―
（注） ①持分法投資損益 18年３月中間期    ―百万円 17年３月中間期    ―百万円 17年９月期    ―百万円 
  ②期中平均株式数 18年３月中間期  10,747,767株 17年３月中間期 10,748,631株 17年９月期  10,748,361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、中間(当期)純利益におけるパーセント表示は、対前年中間期増減率であります。

(2)配当状況  

  １株当たり 
中間配当金 

１株当たり
年間配当金   

  
  円 銭 円 銭
18年３月中間期 0 00    ――――――  
17年３月中間期 0 00    ――――――  
17年９月期     ―――――― 50 00

  

(3)財政状態  
  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月中間期 27,822 19,333 69.5 1,798 91
17年３月中間期 26,356 18,178 69.0 1,691 23
17年９月期 27,891 19,070 68.4 1,770 07
（注）①期末発行済株式数 18年３月中間期  10,747,567株 17年３月中間期 10,748,414株 17年９月期 10,747,919株
  ②期末自己株式数 18年３月中間期    203,848株 17年３月中間期    203,001株 17年９月期    203,496株

(4)キャッシュ・フローの状況  

  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月中間期 320 1,194 △537 4,891
17年３月中間期 1,102 △294 △322 3,867
17年９月期 2,438 △1,582 △324 3,913

２．18年９月期の業績予想（平成17年10月１日～平成18年９月30日）  

  売上高 経常利益 当期純利益
１株当たり年間配当金
期末   

    百万円  百万円 百万円 円 銭 円 銭
通 期 50,000  3,500 1,620 50 00 50 00

（参考） １株当たり予想当期純利益（通期） 150円73銭 
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１．企業集団の状況 
 当社は、医薬品、健康食品、化粧品、日用雑貨品等の店頭販売を主たる事業とするドラッグストアを経営する小売
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で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 
 当社の経営方針は、「地域社会の生活を支え続ける生活支援企業（ライフサポートカンパニー）であると共に、お
客様に喜びと感動を提供する感動創造企業として社会に貢献する。」ことであります。 
 当社は、この方針の実現を通じてお客様との信頼関係を築き、長期安定的な利益の獲得を目指してまいります。 

（2）利益配分に関する基本方針 
 当社は、株主の皆様への配当政策を経営上の最重要課題の一つとして位置づけており、今後の利益配分につきまし
ては、新規出店及び既存店の改装等の設備投資、および今後想定されるＭ＆Ａ等にも備え、内部留保を常時適切なレ

ベルに確保いたします。 
 余剰資金につきましては、株主の皆様への安定的かつ継続的な利益還元が重要と認識し、内部留保とのバランスも
勘案しながら、今後の配当性向を30%程度とすることを目標にしてまいります。 
 さらに余剰資金がある場合には、資本効率の向上を目指し、長期的な視点による株主の皆様への還元手段といたし
まして、自己株式の取得も弾力的に実施してまいります。 
  なお、現時点におきまして、配当の回数及び基準日等につきましては、会社法施行に伴う特段の変更は予定してお
りません。 

（3）目標とする経営指標 
 毎期の売上高伸長率(対前期比)10％以上、売上高経常利益率７％以上の達成を目標としております。 

（4）中長期的な経営戦略 
① 地域社会の生活を支え続ける生活支援企業（ライフサポートカンパニー）として存在価値を高め、よりいっそ
う専門性の高い接客サービスを提供することによって、同業他社（ドラッグストア）との差別化戦略を推し進め

ます。 
② 組織改革を常に断行し、地域別業態別営業組織の編成によって、事業環境の変化に常時対応可能な店舗運営を
継続します。 
③ 顧客別、店舗別、地域別及びメディア別の販売促進活動が、常に最大の費用対効果を生み出すよう、きめ細や
かな営業活動を実施します。 
④ プロジェクト・委員会活動等による全社的コストダウンの推進により、低コスト体質の維持強化に努めます。
⑤ 人材の育成では教育カリキュラムの更なる充実を図り、また、人材の採用および定着化のために人事及び研修
制度の研鑽に努めます。 
⑥ 社内ＩＴ環境の整備を継続し、情報の即時伝達と全社的共有化による活用に努め、デ－タに裏付けられた営業
及び販売促進活動を実施します。 
⑦ ＷＩＮグループを核に同業他社（ドラッグストア）との提携を積極的に推進し、共同の商品開発やコストダウ
ン及び販売力の強化に結びつけます。 
⑧ 業界の合併・提携および再編・統合の加速化に応じ、内部留保資金を活用したＭ＆Ａを積極的に実施します。
また、提携等を通じた業界のグル－プ化も推進してまいります。 
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（5）対処すべき課題 
 日銀の量的規制緩和の撤廃動向を始めとする金利の上昇機運、企業による設備投資の増加傾向、地価の回復、年初
来最高値を更新する日経平均株価など、経済環境は「ミニバブル前哨期」とも比喩される様相を呈しています。 
 当社が属するドラッグストア業界では、政府による医薬品小売販売の規制緩和政策が段階的に実施されつつあり、
スーパーマーケット、コンビニエンスストアおよびホームセンターなど、異業態との競合がますます激化することは

必至の状況であります。 
 さらに、医薬品メーカーや化粧品メーカーおよび卸売業者の合従連衡、さらにドラッグストア同士の合併による商
品調達環境の変化も確実となってきております。こうした環境変化に即応できるよう、営業体制の一層の強化と内部

管理体制の間断ない改革を実行し、同業他社との差別化政策を従前以上に推進してまいります。 

（6）親会社等に関する事項 
 親会社等はないため、該当事項はありません。 

（7）その他の経営上の重要な事項 
  該当事項はありません。 
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３．経営成績及び財政状態 

（1）経営成績 
 ① 当中間期の概況 
 当中間期の国内経済はようやく回復傾向を示し始め、金融業、製造業、不動産業などを中心として活況を呈しま
した。個人消費においては、低価格商品一辺倒の傾向から一部の高額商品にも販売増加の機運が高まりつつありま

す。小売業界では、依然として店舗の過当競争となっておりますが、明確に消費者を選別した業態だけが実績を上

げる「多業態化」の流れが加速化しております。 
 当社が属するドラッグストア業界は、引き続き大手同士の出店競争により、同一地域内での競合がますます激し
さを増し、大手企業同士の合併・提携によるグループ化・囲い込み競争の時代に突入いたしました。 
 このような環境の下、当中間期は前年同期の花粉症の流行と一部のサプリメントの大ヒットの反動もありました
が、きめ細やかな商品販売施策により業績は堅調に推移いたしました。当社の主要顧客である、「セイジョー・ク

ラブカード」の会員数は現在101万人に達し、一人一人のお客様へ固有の情報発信を可能にしております。 
 店舗については、浜松高丘店等13店舗の新規出店、京急川崎駅前店等２店舗の増床移転、町田店等３店舗の全面
改装を実施しました。また、経営資源の有効活用のために２店舗を閉鎖し、当期末の店舗数は206店舗となりまし
た。 
 この結果、当中間期の売上高は231億38百万円(対前年同期比6.9％増)、経常利益は18億67百万円(対前年同期比
4.6％増)となりましたが、当期純利益は減損会計の適用により８億21百万円(対前年同期比17.3％減)となりまし
た。なお、売上高経常利益率は8.1％となりました。 

  ⅰ.医薬品 
 前年同期の花粉症および風邪の大流行の反動が影響し、売上高は67億12百万円(対前年同期比6.2％増)となりま
した。しかしながら、調剤部門の売上高は10億12百万円(対前年同期比52.9％増)となりました。 

  ⅱ.健康食品 
 前年同期の一部のサプリメント(栄養補助食品)の大ヒットの反動もあり、売上高は16億66百万円(対前年同期比
2.7％減)に留まりました。 

  ⅲ.化粧品 
 使用者年齢層の拡大を主因とする全国的な市場の拡大化傾向、社内の営業・管理体制の強化により売上高は65億
60百万円(対前年同期比8.5％増)となりました。 

  ⅳ.育児用品 
 売上高は５億45百万円(対前年同期比0.6％減)となりました。 

  ⅴ.日用雑貨品 
 販売促進施策や商品構成の見直しを積極的に推進した結果、売上高は47億33百万円(対前年同期比3.6％増)とな
りました。 

  ⅵ.その他 
 郊外型店舗における酒や食料品等の販売が増加した結果、売上高は29億20百万円(対前年同期比19.3％増)となり
ました。 

  ② 通期の見通し 
 近づく団塊世代の大量退職、高齢化社会の到来、政府による医療費抑制策の更なる実施、各種メディアによる国
民のセルフメディケーション（健康の自己管理）機運の高揚等、国内の事業環境の変化により、ドラッグストアの

存在意義はますます重要度を高めてきております。他方、政府による医薬品小売販売の規制緩和政策、インターネ

ットやマスメディアによる医薬品通信販売の増加、業界全体の成長性の鈍化傾向など、ドラッグストアは、店舗の

特性に応じた選別・淘汰の時代を迎え始めております。 
 当社は、更なる専門化を推し進め、個々のお客様に最適な提案ができる営業体制を構築するとともに、内部管理
体制の見直しを含む全社的な顧客対応力の向上を図り、お客様からの支持と信頼が磐石なものとなるよう努めてま

いります。また、将来への布石とすべく、2005年10月から一部の地域において宅配事業を始動させました。これは
店舗への来店が困難な高齢者を主な対象客として、各家庭に一般医薬品や化粧品のみならず、処方薬においても当

社の社員が配達とサービスを提供するものであります。さらに、2006年4月にはインターネット通販「セイジョーe
ショップ」（http://www.seijonet.com/）も営業を開始いたしました。 
 この結果、通期（平成18年９月期）の業績を、売上高は500億円(対前期比11.9％増)、経常利益は35億円(対前期
比4.6％増)、当期純利益は16億20百万円(対前期比13.2％減)と予想しております。 
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（2）財政状態 
 当上半期における現金および現金同等物は９億77百万円増加し、48億91百万円となりました。 
  当中間会計期間における各キャッシュ・フローの状況と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－) 
 税引前中間純利益14億38百万円に減価償却費２億99百万円等を加え、法人税等の支払額９億93百万円、たな卸資産
の増加額６億69百円等を差し引いた結果、３億20百万円の収入超過となりました。 

(投資活動によるキャッシュ・フロ－) 
 定期預金の払戻による収入14億10百万円に有価証券の償還による収入９億99百万円を加え、有形固定資産の取得に
よる支出９億28百万円、保証金の差入による支出３億56百万円等、新規出店や全面改装等の設備投資実行等を差し引
いた結果、11億94百万円の収入超過となりました。 

(財務活動によるキャッシュ・フロ－) 
 配当金の支払額等により、５億37百万円の支出超過となりました。 
 下半期につきましては、設備投資実行の成果としての営業活動によるキャッシュ・フローの収入超過が想定される
とともに、設備投資実行の結果としての投資活動によるキャッシュ・フローの支出超過が想定されます。 

 株主資本比率      ：株主資本／総資産 
 時価ベースの株主資本比率：株式時価総額／総資産 
  ※ 株式時価総額は、期末株価終値×期末発行済株式数（自己株式控除後）により算出しております。 
（注）当社は、上記に記載の会計期間に有利子負債がありませんので、「債務償還年数」、「インタレスト・カバレッ

ジ・レシオ」は記載しておりません。 

 （3）事業等のリスク 
① 当社は一般消費者を対象とした小売業のため、毎期の安定的な新規出店が持続不能になった場合は、成長の阻
害要因となります。 

  現在の出店エリアは首都圏及び東海地方を中心としておりますが、段階的にこの出店範囲を広げ、将来的には
全国的な展開を視野に入れております。また、同業他社のＭ＆Ａも積極的に実施してゆく計画であります。 
② 我が国の一般医薬品の販売管理及び調剤業務には薬剤師を従事させることが義務付けられておりますが、現状
は全国的に薬剤師の人数が不足しております。また、平成18年度に大学の薬学部が４年制から６年制教育に移行
するため、平成22年度から一時的に薬剤師の絶対数が不足いたします。 

  当社は、専門性を更に強化し、調剤店舗を拡大することによって他社との優位性をアピールし、安定的な薬剤
師の確保に繋げていく所存であります。 
③ 政府による一般医薬品販売の規制緩和政策が漸次に実行に移された場合は、一時的に競合が激化する可能性が
あります。 

  当社は、従前以上に従業員教育に注力し、高度な専門性をアピールすることによって差別化販売に特化してい
く所存であります。 

  平成15年9月期 平成16年9月期 平成17年9月期 平成18年3月中間期 

株主資本比率(%) 70.0 69.0 68.4 69.5 

時価ベースの株主資本

比率(%) 
57.9 62.0 111.4 124.0 
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４．個別中間財務諸表等 
(1) 中間貸借対照表 

  前中間会計期間末 
（平成17年３月31日） 

当中間会計期間末 
（平成18年３月31日） 

前事業年度の要約貸借対照表 
（平成17年９月30日） 

区分 注記 
番号 金額（百万円） 構成比

（％）
金額（百万円） 構成比

（％）
金額（百万円） 構成比

（％）

（資産の部）           

Ⅰ 流動資産           

１ 現金及び預金  4,688   3,415   3,735   

２ 売掛金  272   391   268   

３ 有価証券  1,602   1,499   2,602   

４ たな卸資産  4,514   5,513   4,844   

５ その他  946   1,041   1,032   

流動資産合計   12,023 45.6  11,862 42.6  12,482 44.8 

Ⅱ 固定資産           

(1）有形固定資産 ※１          

１ 建物  2,316   2,627   2,598   

２ 土地  6,523   6,650   6,959   

３ その他  317   847   362   

有形固定資産合計   9,157 34.7  10,125 36.4  9,920 35.5 

(2）無形固定資産   767 2.9  728 2.6  754 2.7 

(3）投資その他の資産           

１ 投資有価証券  277   360   315   

２ 保証金  3,468   3,557   3,456   

３ その他  663   1,189   963   

貸倒引当金  △0   △1   △1   

投資その他の資産
合計   4,408 16.8  5,105 18.4  4,734 17.0 

固定資産合計   14,333 54.4  15,959 57.4  15,409 55.2 

資産合計   26,356 100.0  27,822 100.0  27,891 100.0 
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  前中間会計期間末 
（平成17年３月31日） 

当中間会計期間末 
（平成18年３月31日） 

前事業年度の要約貸借対照表 
（平成17年９月30日） 

区分 注記 
番号 金額（百万円） 構成比

（％）
金額（百万円） 構成比

（％）
金額（百万円） 構成比

（％）

（負債の部）           

Ⅰ 流動負債           

１ 支払手形   1,518   1,418   1,828   

２ 買掛金  4,037   4,377   3,780   

３ 未払法人税等  769   653   1,063   

４ 賞与引当金  164   160   248   

５ 補助券引当金  102   127   118   

６ その他 ※２ 715   808   877   

流動負債合計   7,307 27.7  7,545 27.1  7,915 28.4 

Ⅱ 固定負債           

１ 退職給付引当金  408   437   421   

２ 役員退職慰労引当
金  304   318   310   

３ その他  158   186   173   

固定負債合計   871 3.3  942 3.4  905 3.2 

負債合計   8,178 31.0  8,488 30.5  8,821 31.6 
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  前中間会計期間末 
（平成17年３月31日） 

当中間会計期間末 
（平成18年３月31日） 

前事業年度の要約貸借対照表 
（平成17年９月30日） 

区分 注記 
番号 金額（百万円） 構成比

（％）
金額（百万円） 構成比

（％）
金額（百万円） 構成比

（％）

（資本の部）           

Ⅰ 資本金   3,958 15.0  3,958 14.2  3,958 14.2 

Ⅱ 資本剰余金           

１ 資本準備金  4,315   4,315   4,315   

資本剰余金合計   4,315 16.4  4,315 15.5  4,315 15.5 

Ⅲ 利益剰余金           

１ 利益準備金  227   227   227   

２ 任意積立金  8,630   9,830   8,630   

３ 中間（当期）未処
分利益  1,218   1,129   2,091   

利益剰余金合計   10,075 38.2  11,186 40.2  10,948 39.3 

Ⅳ その他有価証券評価
差額金   70 0.3  118 0.5  91 0.3 

Ⅴ 自己株式   △242 △0.9  △244 △0.9  △243 △0.9 

資本合計   18,178 69.0  19,333 69.5  19,070 68.4 

負債・資本合計   26,356 100.0  27,822 100.0  27,891 100.0 
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(2) 中間損益計算書 

  
前中間会計期間 

（自 平成16年10月１日 
至 平成17年３月31日） 

当中間会計期間 
（自 平成17年10月１日 
至 平成18年３月31日） 

前事業年度の要約損益計算書 
（自 平成16年10月１日 
至 平成17年９月30日） 

区分 注記 
番号 金額（百万円） 百分比

（％） 金額（百万円） 百分比
（％） 金額（百万円） 百分比

（％）

Ⅰ 売上高   21,645 100.0  23,138 100.0  44,683 100.0 

Ⅱ 売上原価   15,502 71.6  16,339 70.6  32,178 72.0 

売上総利益   6,142 28.4  6,799 29.4  12,505 28.0 

Ⅲ 販売費及び一般管理
費    4,510 20.9  5,111 22.1  9,504 21.3 

営業利益   1,631 7.5  1,687 7.3  3,001 6.7 

Ⅳ 営業外収益 ※１  164 0.8  194 0.9  369 0.8 

Ⅴ 営業外費用 ※２  12 0.0  14 0.1  23 0.0 

経常利益   1,784 8.3  1,867 8.1  3,346 7.5 

Ⅵ 特別利益    － －  － －  1 0.0 

Ⅶ 特別損失 ※３ 
※４    52 0.3  429 1.9  88 0.2 

税引前中間（当
期）純利益   1,731 8.0  1,438 6.2  3,260 7.3 

法人税、住民税及
び事業税  735   615   1,499   

法人税等調整額  3 739 3.4 1 617 2.6 △105 1,394 3.1 

中間（当期）純利
益   992 4.6  821 3.6  1,865 4.2 

前期繰越利益   225   308   225  
中間（当期）未処
分利益   1,218   1,129   2,091  
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(3) 中間キャッシュ・フロー計算書 

  
前中間会計期間 

（自 平成16年10月１日 
至 平成17年３月31日）

当中間会計期間 
（自 平成17年10月１日 
至 平成18年３月31日） 

前事業年度の要約キャッ
シュ・フロー計算書 
（自 平成16年10月１日 
至 平成17年９月30日）

区分 注記 
番号 金額（百万円） 金額（百万円） 金額（百万円） 

Ⅰ 営業活動によるキャッ
シュ・フロー     

税引前中間（当期）
純利益  1,731 1,438 3,260 

減価償却費  264 299 574 

賃借料  1 1 1 

受取家賃  △116 △142 △253 

広告宣伝用資産受贈
益  △10 △13 △23 

貸倒引当金の増加額  － 0 0 

補助券引当金の増減
額(△減少)  △35 9 △19 

賞与引当金の増減額
(△減少)  △36 △88 48 

退職給付引当金の増
加額  14 16 27 

役員退職慰労引当金
の増加額  3 7 9 

受取利息及び受取配
当金  △1 △4 △9 

固定資産売却益  － － △1 

固定資産売却損  － － 2 

固定資産除却損  51 19 79 

減損損失  － 404 － 

会員権評価損  0 － 0 

店舗解約違約金  1 3 6 

売上債権の増加額  △97 △123 △93 

たな卸資産の増加額  △336 △669 △667 

仕入債務の増加額  108 187 161 

未払消費税等の増減
額(△減少)  6 △55 19 

その他の資産の増減
額（△増加）  23 △62 △3 

その他の負債の増減
額(△減少)  12 △16 159 

役員賞与の支払額  △57 △46 △57 
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前中間会計期間 

（自 平成16年10月１日 
至 平成17年３月31日）

当中間会計期間 
（自 平成17年10月１日 
至 平成18年３月31日） 

前事業年度の要約キャッ
シュ・フロー計算書 
（自 平成16年10月１日 
至 平成17年９月30日）

区分 注記 
番号 金額（百万円） 金額（百万円） 金額（百万円） 

小計  1,528 1,167 3,222 

利息及び配当金の受
取額  1 4 9 

家賃の受取額  115 142 252 

店舗解約違約金の支
払額  △8 － △8 

法人税等の支払額  △534 △993 △1,036 

営業活動によるキャッ
シュ・フロー  1,102 320 2,438 
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前中間会計期間 

（自 平成16年10月１日 
至 平成17年３月31日）

当中間会計期間 
（自 平成17年10月１日 
至 平成18年３月31日） 

前事業年度の要約キャッ
シュ・フロー計算書 
（自 平成16年10月１日 
至 平成17年９月30日）

区分 注記 
番号 金額（百万円） 金額（百万円） 金額（百万円） 

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  △2,810 △10 △5,623 

定期預金の払戻によ
る収入  3,800 1,410 6,613 

有価証券の取得によ
る支出  △999 － △2,999 

有価証券の償還によ
る収入  － 999 1,999 

有形固定資産の取得
による支出  △176 △928 △1,151 

有形固定資産の売却
による収入  － 113 0 

無形固定資産の取得
による支出  △69 △60 △88 

投資有価証券の取得
による支出  － － △3 

出資金の取得による
支出  △0 － △0 

出資金の売却による
収入  0 0 0 

長期前払費用の取得
による支出  △78 △30 △69 

保証金の差入による
支出  △167 △356 △289 

保証金の返還による
収入  261 130 387 

長期貸付金（建設協
力金）の貸付けによ
る支出 

 △59 △93 △371 

長期貸付金（建設協
力金）の回収による
収入 

 5 19 13 

その他の投資の減少
額  0 0 0 

投資活動によるキャッ
シュ・フロー  △294 1,194 △1,582 
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前中間会計期間 

（自 平成16年10月１日 
至 平成17年３月31日）

当中間会計期間 
（自 平成17年10月１日 
至 平成18年３月31日） 

前事業年度の要約キャッ
シュ・フロー計算書 
（自 平成16年10月１日 
至 平成17年９月30日）

区分 注記 
番号 金額（百万円） 金額（百万円） 金額（百万円） 

Ⅲ 財務活動によるキャッ
シュ・フロー     

自己株式の取得によ
る支出  △0 △1 △1 

配当金の支払額  △322 △536 △322 

財務活動によるキャッ
シュ・フロー  △322 △537 △324 

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  484 977 531 

Ⅵ 現金及び現金同等物の
期首残高  3,382 3,913 3,382 

Ⅶ 現金及び現金同等物の
中間期末（期末）残高  3,867 4,891 3,913 
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中間財務諸表作成のための基本となる重要な事項 

前中間会計期間 
（自 平成16年10月１日 
至 平成17年３月31日） 

当中間会計期間 
（自 平成17年10月１日 
至 平成18年３月31日） 

前事業年度 
（自 平成16年10月１日 
至 平成17年９月30日） 

１ 資産の評価基準及び評価方法 
(1）有価証券 

１ 資産の評価基準及び評価方法 
(1）有価証券 

１ 資産の評価基準及び評価方法 
(1）有価証券 

その他有価証券 
時価のあるもの 

その他有価証券 
時価のあるもの 

その他有価証券 
時価のあるもの 

  中間決算末日の市場価格等
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） 
時価のないもの 
 移動平均法による原価法 

同左 
  
  
  
  

時価のないもの 
同左 

 期末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） 
時価のないもの 
同左 

(2）たな卸資産 (2）たな卸資産 (2）たな卸資産 
①商品 

 売価還元法による原価法 
 ただし、調剤薬品について
は総平均法による原価法 

①商品 
同左 

①商品 
同左 

②貯蔵品 
 最終仕入原価法 

②貯蔵品 
同左 

②貯蔵品 
同左 

２ 固定資産の減価償却の方法 ２ 固定資産の減価償却の方法 ２ 固定資産の減価償却の方法 
(1）有形固定資産 

 定率法によっております。 
 ただし、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）については、定額法
によっております。 
 なお、耐用年数および残存価
額については、法人税法に規定
する方法と同一の基準によって
おります。 

(1）有形固定資産 
同左 

(1）有形固定資産 
同左 

(2）無形固定資産 
 定額法によっております。 
 なお、耐用年数については、
法人税法に規定する方法と同一
の基準によっております。 
 ただし、営業権については商
法施行規則第33条に基づく取得
時より５年間の均等償却処理を
行っております。また、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)に基づく定額法によっており
ます。 

(2）無形固定資産 
同左 

(2）無形固定資産 
同左 

(3）長期前払費用 
 定額法によっております。 
 なお、償却期間については、
法人税法に規定する方法と同一
の基準によっております。 

(3）長期前払費用 
同左 

(3）長期前払費用 
同左 
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前中間会計期間 
（自 平成16年10月１日 
至 平成17年３月31日） 

当中間会計期間 
（自 平成17年10月１日 
至 平成18年３月31日） 

前事業年度 
（自 平成16年10月１日 
至 平成17年９月30日） 

３ 引当金の計上基準 ３ 引当金の計上基準 ３ 引当金の計上基準 
(1）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
額を計上する方法によっており
ます。 

(1）貸倒引当金 
同左 

(1）貸倒引当金 
同左 

(2）賞与引当金 
 従業員に対して支給する賞与
の支払に備えるため、将来の支
給見込額のうち当中間会計期間
の負担額を計上しております。 

(2）賞与引当金 
同左 

(2）賞与引当金 
 従業員に対して支給する賞与
の支払に備えるため、将来の支
給見込額のうち当期の負担額を
計上しております。 

(3）退職給付引当金 
 従業員の退職給付に備えるた
め、当期末における退職給付債
務の見込額に基づき、当中間会
計期間末において発生している
と認められる額を計上しており
ます。 
 数理計算上の差異について
は、各期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（３年）による按分額
をそれぞれ発生年度より費用処
理しております。 

(3）退職給付引当金 
     同左 

(3）退職給付引当金 
 従業員の退職給付に備えるた
め、当期末における退職給付債
務の見込額に基づき、当期末に
おいて発生していると認められ
る額を計上しております。 
 数理計算上の差異について
は、各期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（３年）による按分額
をそれぞれ発生年度より費用処
理しております。 

(4）役員退職慰労引当金 
 役員の退任による退職慰労金
の支給に備えるため、内規に基
づく中間期末要支給額を計上し
ております。 

(4）役員退職慰労引当金 
同左 

(4）役員退職慰労引当金 
 役員の退任による退職慰労金
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。 

(5）補助券引当金 
商品の販売に伴い、顧客に付
与したポイント及びポイントに
より交付したお買物補助券の利
用に備えるため、当中間会計期
間末において将来利用すると見
込まれる額に原価率を乗じた金
額を計上しております。 

(5）補助券引当金 
同左 

(5）補助券引当金 
商品の販売に伴い、顧客に付与
したポイント及びポイントによ
り交付したお買物補助券の利用
に備えるため、当期末において
将来利用すると見込まれる額に
原価率を乗じた金額を計上して
おります。 

４ 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
に準じた会計処理方法によってお
ります。 

４ リース取引の処理方法 
同左 

４ リース取引の処理方法 
同左 
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中間財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更 

注記事項 
（中間貸借対照表関係） 

前中間会計期間 
（自 平成16年10月１日 
至 平成17年３月31日） 

当中間会計期間 
（自 平成17年10月１日 
至 平成18年３月31日） 

前事業年度 
（自 平成16年10月１日 
至 平成17年９月30日） 

５ 中間キャッシュ・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
か月以内に償還期限の到来する短
期投資であります。 

５ 中間キャッシュ・フロー計算書
における資金の範囲 

同左 

５ キャッシュ・フロー計算書にお
ける資金の範囲 

同左 

６ その他中間財務諸表作成のため
の基本となる重要な事項 

６ その他中間財務諸表作成のため
の基本となる重要な事項 

６ その他財務諸表作成のための基
本となる重要な事項 

(1）消費税等の会計処理 
 税抜方式によっております。 

(1）消費税等の会計処理 
同左 

(1）消費税等の会計処理 
同左 

前中間会計期間 
（自 平成16年10月１日 
至 平成17年３月31日） 

当中間会計期間 
（自 平成17年10月１日 
至 平成18年３月31日） 

前事業年度 
（自 平成16年10月１日 
至 平成17年９月30日） 

       ────── 

 (固定資産の減損に係る会計基準) 
 当中間会計期間より、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)を適
用しております。これにより、税引前

中間純利益は 404百万円減少しており
ます。 
  なお、減損損失累計額については、
改正後の中間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。  

       ────── 

前中間会計期間末 
（平成17年３月31日） 

当中間会計期間末 
（平成18年３月31日） 

前事業年度末 
（平成17年９月30日） 

※１ 有形固定資産の減価償却累計
額 

※１ 有形固定資産の減価償却累計
額 

※１ 有形固定資産の減価償却累計
額 

2,405百万円 2,662百万円 2,570百万円

※２ 消費税等の取扱 
 仮受消費税等と仮払消費税等は
相殺のうえ流動負債のその他に68
百万円含めて表示しております。 

※２ 消費税等の取扱 
 仮受消費税等と仮払消費税等は
相殺のうえ流動負債のその他に25
百万円含めて表示しております。 

※２    ────── 
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（中間損益計算書関係） 

前中間会計期間 
（自 平成16年10月１日 
至 平成17年３月31日） 

当中間会計期間 
（自 平成17年10月１日 
至 平成18年３月31日） 

前事業年度 
（自 平成16年10月１日 
至 平成17年９月30日） 

※１ 営業外収益の主要項目 ※１ 営業外収益の主要項目 ※１ 営業外収益の主要項目 
受取利息 1百万円 
受取家賃 116百万円 
広告宣伝用資産

受贈益 
10百万円 

受取利息 3百万円
受取家賃 142百万円
広告宣伝用資産

受贈益 
13百万円

受取利息 5百万円
受取家賃 253百万円
広告宣伝用資産

受贈益 
23百万円

※２ 営業外費用の主要項目 ※２ 営業外費用の主要項目 ※２ 営業外費用の主要項目 
盗難損失 5百万円 盗難損失 8百万円 盗難損失 10百万円

※３     ――――― ※３ 特別損失の主要項目 ※３     ―――――  
     減損損失 404百万円      

※４     ――――― ※４ 減損損失 ※４     ―――――  
   当中間会計期間において、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。          
                     

  

  

  

場 所 用 途 種 類 減損額(百万円) 

東京都 
  9件  

店舗及び遊

休資産  
土地、建物、

その他 
364

埼玉県  
  3件 

  店  舗  
建物、その

他  
22

その他  
  2件 

  店 舗  
建物、その

他   
17

  

    当社は、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、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及び土地等の

時価の下落が著しい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 404百万円を減損損失と
して特別損失に計上いたしました。 
その内訳は次のとおりであります。 

  

 建  物 79百万円
土  地 254百万円
そ の 他 70百万円

 

   なお、資産グループごとの回収可能価
額は正味売却価額と使用価額のうち、い

ずれか高い方の金額で測定しております

。重要性の高い資産グループの不動産に

ついての正味売却価額は、売却約定価額

もしくは路線価に基づく評価額及び固定

資産税評価額を基準とし、使用価値は将

来キャッシュフローを7.4％で割り引い
て算出しております。 

  

 ５ 減価償却実施額  ５ 減価償却実施額  ５ 減価償却実施額 
有形固定資産 204百万円 
無形固定資産 26百万円 

有形固定資産 238百万円
無形固定資産 28百万円

有形固定資産 454百万円
無形固定資産 52百万円
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（中間キャッシュ・フロー計算書関係） 

前中間会計期間 
（自 平成16年10月１日 
至 平成17年３月31日） 

当中間会計期間 
（自 平成17年10月１日 
至 平成18年３月31日） 

前事業年度 
（自 平成16年10月１日 
至 平成17年９月30日） 

１ 現金及び現金同等物の中間期末
残高と中間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中間期末
残高と中間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 
現金及び預金勘定  
 4,688百万円 
預入期間が３か月を 
超える定期預金 
 △1,423百万円 
MMF（有価証券勘定）  
 602百万円 
現金及び現金同等物  
 3,867百万円 

現金及び預金勘定  
 3,415百万円
預入期間が３か月を 
超える定期預金 
 △23百万円
MMF（有価証券勘定）  
 1,499百万円
現金及び現金同等物  
 4,891百万円

現金及び預金勘定  
 3,735百万円
預入期間が３か月を 
超える定期預金 
 △1,423百万円
MMF（有価証券勘定）  
 1,602百万円
現金及び現金同等物  
 3,913百万円
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① リース取引 
前中間会計期間 

（自 平成16年10月１日 
至 平成17年３月31日） 

当中間会計期間 
（自 平成17年10月１日 
至 平成18年３月31日） 

前事業年度 
（自 平成16年10月１日 
至 平成17年９月30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（借主側） 

 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（借主側） 

 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（借主側） 

１ リース物件の取得価額相当額、減価償却

累計額相当額及び中間期末残高相当額 

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

中間期末残高相当額 

１ リース物件の取得価額相当額、減価償却

累計額相当額及び期末残高相当額 

 
取得価額
相当額 
(百万円) 

減価償却
累計額相
当額 
(百万円) 

中間期末
残高相当
額 
(百万円) 

有形固定
資産 
その他 

509 166 342 

無形固定
資産 409 129 279 

合計 918 296 622 

 
取得価額
相当額 
(百万円)

減価償却
累計額相
当額 
(百万円)

中間期末
残高相当
額 
(百万円) 

有形固定
資産 
その他 

500 258 242 

無形固定
資産 405 203 201 

合計 906 461 444 

 
取得価額
相当額 
(百万円) 

減価償却
累計額相
当額 
(百万円)

期末残高
相当額 
(百万円) 

有形固定
資産 
その他 

500 208 292 

無形固定
資産 402 163 239 

合計 903 371 531 

（注）取得価額相当額は、未経過リース料

中間期末残高が有形固定資産の中間期

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 （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。 

２ 未経過リース料中間期末残高相当額 ２ 未経過リース料中間期末残高相当額等 ２ 未経過リース料期末残高相当額 

      未経過リース料中間期末残高相当額    

１年内 180百万円 

１年超 441百万円 

合計 622百万円 

１年内 177百万円 

１年超 267百万円 

合計 444百万円 

１年内 178百万円 

１年超 353百万円 

合計 531百万円 

（注）未経過リース料中間期末残高相当額

は、未経過リース料中間期末残高が有

形固定資産の中間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 （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。 

３ 支払リース料及び減価償却費相当額 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 支払リース料及び減価償却費相当額 

支払リース料 92百万円 

減価償却費相当額 92百万円 

支払リース料 90百万円 

減価償却費相当額 90百万円 

支払リース料 182百万円 

減価償却費相当額 182百万円 

４ 減価償却費相当額の算定方法 ４ 減価償却費相当額の算定方法 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。 

同左 同左 

オペレーティング・リース取引 オペレーティング・リース取引 オペレーティング・リース取引 

未経過リース料 未経過リース料 未経過リース料 

１年内 32百万円 

１年超 291百万円 

合計 324百万円 

１年内 32百万円 

１年超 258百万円 

合計 291百万円 

１年内 32百万円 

１年超 274百万円 

合計 307百万円 

   

    (減損損失について)  
    リース資産に配分された減損損失はあり  
  ません。 
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② 有価証券 
（前中間会計期間末） 
１ その他有価証券で時価のあるもの 

２ 時価評価されていない主な有価証券の内容 

（当中間会計期間末） 
１ その他有価証券で時価のあるもの 

２ 時価評価されていない主な有価証券の内容 

 

前中間会計期間 
（平成17年３月31日） 

取得原価（百万円） 中間貸借対照表計上額 
（百万円） 差額（百万円） 

株式 157 276 119 

合計 157 276 119 

 

前中間会計期間 
（平成17年３月31日） 

中間貸借対照表計上額（百万円） 

その他有価証券  

非上場株式（店頭売買株式を除く） 0 

ＭＭＦ 602 

コマーシャルペーパー 999 

合計 1,602 

 

当中間会計期間 
（平成18年３月31日） 

取得原価（百万円） 中間貸借対照表計上額 
（百万円） 差額（百万円） 

株式 157 356 199 

合計 157 356 199 

 

当中間会計期間 
（平成18年３月31日） 

中間貸借対照表計上額（百万円） 

その他有価証券  

非上場株式 3 

コマーシャルペーパー 1,499 

    

合計 1,503 
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（前事業年度末） 
１ その他有価証券で時価のあるもの 

２ 時価評価されていない主な有価証券の内容 

③ デリバティブ取引 
前中間会計期間 
 当社は、デリバティブ取引を全く行っておりませんので該当事項はありません。 

当中間会計期間 
 当社は、デリバティブ取引を全く行っておりませんので該当事項はありません。 

前事業年度 
 当社は、デリバティブ取引を全く行っておりませんので該当事項はありません。 

④ 持分法損益等 

 

前事業年度 
（平成17年９月30日） 

取得原価（百万円） 貸借対照表計上額 
（百万円） 差額（百万円） 

株式 157 311 154 

合計 157 311 154 

 

前事業年度 
（平成17年９月30日） 

貸借対照表計上額（百万円） 

その他有価証券  

非上場株式(店頭売買株式を除く) 3 

ＭＭＦ 602 

コマーシャルペーパー 1,999 

合計 2,605 

前中間会計期間 
（自 平成16年10月１日 
至 平成17年３月31日） 

当中間会計期間 
（自 平成17年10月１日 
至 平成18年３月31日） 

前事業年度 
（自 平成16年10月１日 
至 平成17年９月30日） 

該当事項はありません。 同左 同左 
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（１株当たり情報） 

 （注） １株当たり中間（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。 

（重要な後発事象） 

項目 
前中間会計期間 

（自 平成16年10月１日 
至 平成17年３月31日） 

当中間会計期間 
（自 平成17年10月１日 
至 平成18年３月31日） 

前事業年度 
（自 平成16年10月１日 
至 平成17年９月30日） 

１株当たり純資産額 1,691円23銭 1,798円91銭 1,770円07銭 
１株当たり中間（当期）純

利益金額 
  92円36銭 76円40銭 169円30銭 

潜在株式調整後１株当たり

中間（当期）純利益金額 
潜在株式が存在しないため

記載しておりません。 
     同左       同左 

項目 
前中間会計期間 

（自 平成16年10月１日 
至 平成17年３月31日） 

当中間会計期間 
（自 平成17年10月１日 
至 平成18年３月31日） 

前事業年度 
（自 平成16年10月１日 
至 平成17年９月30日） 

中間(当期)純利益（百万
円） 

992 821 1,865 

普通株主に帰属しない金額

（百万円） 
－ － 46 

普通株式に係る中間(当期)
純利益（百万円） 

992 821 1,819 

期中平均株式数（千株） 10,748 10,747 10,748 

前中間会計期間 
（自 平成16年10月１日 
至 平成17年３月31日） 

当中間会計期間 
（自 平成17年10月１日 
至 平成18年３月31日） 

前事業年度 
（自 平成16年10月１日 
至 平成17年９月30日） 

該当事項はありません。 同左 同左 
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５．仕入及び販売の状況 
(1) 仕入実績 

(注) １．上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 
       ２．その他の主な内容は、食品、医療器具、ＤＰＥ（写真の現像・焼き付け）、ペット用品等であります。 

３．当社の取扱商品は多品種にわたり、数量についての記載は困難なため記載を省略しております。 
(2) 販売実績 

(注) １．上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 
２．その他の主な内容は、食品、医療器具、ＤＰＥ（写真の現像・焼き付け）、ペット用品等であります。 
３．当社の取扱商品は多品種にわたり、数量についての記載は困難なため記載を省略しております。 

品目 

前中間会計期間 
（自 平成16年10月１日 
至 平成17年３月31日） 

当中間会計期間 
（自 平成17年10月１日 
至 平成18年３月31日） 

前事業年度 
（自 平成16年10月１日 
至 平成17年９月30日） 

金額 構成比 金額 構成比 金額 構成比 

  
医薬品 
健康食品 
化粧品 
育児用品 
雑貨類 
その他 

百万円 
3,939 
1,274 
4,819 

490 
3,623 
1,853 

％ 
24.6 
8.0 

30.1 
3.1 

22.6 
11.6 

百万円 
4,187 
1,224 
5,265 

492 
3,714 
2,310 

％ 
24.4 
7.1 

30.6 
2.9 

21.6 
13.4 

百万円 
7,675 
2,706 

10,340 
967 

7,608 
3,886 

％ 
23.1 
8.2 
31.2 
2.9 
22.9 
11.7 

合計 16,001 100.0 17,195 100.0 33,184 100.0 

品目 

前中間会計期間 
（自 平成16年10月１日 
至 平成17年３月31日） 

当中間会計期間 
（自 平成17年10月１日 
至 平成18年３月31日） 

前事業年度 
（自 平成16年10月１日 
至 平成17年９月30日） 

金額 構成比 金額 構成比 金額 構成比 

  
医薬品 
健康食品 
化粧品 
育児用品 
雑貨類 
その他 

百万円 
6,323 
1,712 
6,044 

548 
4,568 
2,448 

％ 
29.2 
7.9 

27.9 
2.6 

21.1 
11.3 

百万円 
6,712 
1,666 
6,560 

545 
4,733 
2,920 

％ 
29.0 
7.2 

28.3 
2.4 

20.5 
12.6 

百万円 
12,304 
3,653 

12,962 
1,080 
9,587 
5,094 

％ 
27.5 
8.2 
29.0 
2.4 
21.5 
11.4 

合計 21,645 100.0 23,138 100.0 44,683 100.0 
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