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１．平成18年３月期連結業績（平成17年４月１日～平成18年３月31日）

(1）連結経営成績 （百万円未満切捨て）

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 177,507 15.3 12,347 11.6 12,560 11.1

17年３月期 153,949 25.8 11,059 33.5 11,308 33.1

当期純利益
１株当たり
当期純利益

潜在株式調後
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 7,319 10.5 229 18 － － 18.4 18.9 7.1

17年３月期 6,625 42.1 206 36 － － 19.5 19.7 7.3

（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（連結） 18年３月期    31,580,474株 17年３月期    31,580,791株

平成17年３月期の１株当たり当期純利益は、平成16年11月19日付けで普通株式１株に対し普通株式２株の割合で株式分割を行いましたの

で、期首に当該株式分割が行われたと仮定して算出しております。

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

(2）連結財政状態  

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月期 69,531 42,745 61.5 1,350 94

17年３月期 63,112 36,903 58.5 1,165 13

（注）期末発行済株式数（連結） 18年３月期    31,580,301株 17年３月期    31,580,529株

(3）連結キャッシュ・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月期 5,971 △5,115 △1,492 9,491

17年３月期 8,057 △4,090 △900 10,128

(4）連結範囲及び持分法の適用に関する事項  

連結子会社 2社 持分法適用非連結会社 0社 持分法適用関連会社 0社

(5）連結範囲及び持分法適用異動状況  

連結（新規） 0社 （除外） 0社 持分法（新規） 0社 （除外） 0社

２．平成19年３月期の連結業績予想（平成18年４月１日～平成19年３月31日） （百万円未満切捨て）

売上高 経常利益 当期純利益

百万円 百万円 百万円

中間期 98,300 6,100 3,555

通　期 206,350 13,540 7,890

（参考）１株当たり予想当期純利益（通期）　  124 円 92 銭
※①当社は、平成18年４月１日付で普通株式を１株につき２株の割合をもって分割したため、１株当たり予想当期純利益（通期）は分割後の予想

平均株式数に基づいて算出しております。

　②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に基づいて作成しております。実際の業績は、今後様々な要因によって予想数値と

異なる結果となる可能性があります。なお、業績予想に関する注意事項等につきましては、本資料の６ページを参照してください。
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１．企業集団の状況
　当社グループは、株式会社サンドラッグ（当社）及び子会社の株式会社サンドラッグファーマシーズ、株式会社サン

ドラッグファーマシーズの子会社である株式会社コミネ、役員が議決権の過半数を所有している会社の株式会社イリュ

ウ商事の４社により構成されております。

　当社グル－プは、薬局の経営並びに医薬品・化粧品・日用雑貨等の販売及び卸売を主たる事業としております。

　当社グループの事業内容及び当社と関係会社の当該事業に係る位置付けは次のとおりであります。

(1）薬局経営・・・・・・・・・・・・・・・・当社で調剤業務をするほか、子会社の株式会社サンドラッグファー

マシーズが調剤業務を行っております。

(2）医薬品、化粧品、日用雑貨等の販売・・・・当社で医薬品、化粧品、日用雑貨等の販売をするほか、子会社の株

式会社サンドラッグファーマシーズが医薬品、医薬部外品の販売を

しており、株式会社コミネは医薬品、化粧品、日用雑貨等の販売業

務を当社より受託し販売を行っております。

(3）医薬品、化粧品、日用雑貨等の卸売・・・・当社で医薬品、化粧品、日用雑貨等の卸売をしております。

(4）不動産賃貸業・・・・・・・・・・・・・・役員が議決権の過半数を所有している会社の株式会社イリュウ商事

が当該業務を行っております。

［事業系統図］

　以上を事業系統図で示しますと次のとおりであります。
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２．経営方針
(1）経営の基本方針

　当社グループは、「医薬品・化粧品・日用雑貨の販売及び処方箋調剤」を通じ、親切で適切な商品情報の提供がで

きる人材教育、業務の効率化を実現する様々な情報システムの開発や物流システムの構築などローコストオペレーショ

ンの確立による価格競争力の強化、優れた品揃えの売場づくりなど、「安心・信頼・便利」をモットーにトータル的

な視点で多くのお客様に支持される信頼度の高い店づくりを行っております。

　また、立地・適正売場面積の見直しを積極的に行い、お客様へのサービスレベルを高めるとともに、経営資源の効

率的な活用と収益性の確保に努めております。

　今後につきましても、基本方針のもと積極的に事業規模を拡大し、地域社会に貢献するとともに、企業価値の向上

に努めてまいります。

(2）利益配分に関する基本方針

　当社グループの利益配分につきましては、将来の事業展開、経営体質の強化及び配当性向などを総合的に勘案し、

安定的・継続的な配当による利益還元を基本方針としております。

　内部留保につきましては、積極的な多店舗展開及び改装に利用し、業容の拡大と事業基盤の強化を通じて、業績の

向上、経営効率の向上に努め、株主の皆様のご期待に応えてまいりたいと考えております。

　なお、当社の「剰余金の配当」につきましては、会社法施行後（平成18年５月１日）におきましても、毎年９月30

日（中間期末日）及び事業年度末日を基準日として年２回実施できることにしており、従来の方針に変更はございま

せん。

 

(3）投資単位の引下げに関する考え方及び方針等

　株式の投資単位引き下げにつきましては、投資家層の拡大、流動性の向上につながるものとの理解に立ち、平成18

年３月31日最終の株主名簿および実質株主名簿に記載された株主の所有株式を、１株につき２株の割合で平成18年４

月1日をもって分割いたしました。

(4）目標とする経営指標

　当社グループとしましては、総資本経常利益率15.0％以上及び株主資本純利益率15.0％以上を維持することを当面

の主たる経営指標としております。また人材教育・業務の効率化及び新規出店を更にすすめ増収増益をめざしてまい

ります。

(5）中長期的な経営戦略及び対処すべき課題

　少子高齢化の流れの中で、お客様の健康に対するニーズは更に高まっていくものと考えております。

　また、ドラッグストア業界におきましては、新規出店の加速化や異業種を巻き込んだ価格競争の激化など、厳しい

環境の中で再編が進行するものと思われます。

　こうした状況を踏まえ当社グループは、高いサービスレベルやローコストを維持し、駅前型及び郊外型店舗の両タ

イプを積極的に出店し、より多くのお客様が来店しやすく品揃えが豊富で、安心して買い物ができる便利な店舗の開

発、また高齢化社会を見据えた専門性の高い店舗の開発などの課題に取り組むため次のように対処してまいります。

①　既存エリアに加え関西・中部・東北地区への出店エリア拡大をし、積極的な新規出店及びフランチャイズ店に

よる全国展開を図ります。

②　既存店舗のスクラップ＆ビルド及び改装により活性化を図ります。

③　全国展開に向けた人材の確保と育成、本部と地方の情報システムの強化を図ります。

④　高齢化社会を見据えた健康に関連する専門的なノウハウの向上を図ります。

⑤　調剤薬局の新規出店を積極的に展開するとともに、薬剤師のレベルアップを図ります。

(6）親会社等に関する事項

　当社（株式会社サンドラッグ）は、親会社等を有していないため、当項目に記載すべき事項はございません。
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３．経営成績および財政状態
【当期の概況】

(1）経営成績

　当連結会計年度におけるわが国経済は、企業収益の改善を背景に回復基調で推移いたしました。しかしながら、

個人消費は一部明るい兆しが見えたものの、税金や社会保険料の負担増等により消費マインドの懸念要素があり、

本格的な回復とはいえない状況でありました。

　ドラッグストア業界におきましては、出店など企業間競争が激しさを増し依然として厳しい状況が続いております。

　このような状況のもと、当社グループは業務の効率化を実現する様々な情報システムや物流システムの構築、お

客様のニーズに合った店舗への業態変更や新業態の開発を行い、「安心・信頼・便利」をモットーにローコストと

高いサービスレベルの経営基盤を維持したうえで着実に事業を拡大してまいりました。新規出店に関しましては、

地区別に当社が関東地区で23店舗、九州地区で５店舗、東海地区で11店舗、中国地区で３店舗、東北地区で２店舗、

子会社では東京都２店舗の合計46店舗を新規開設し、フランチャイズ店につきましては、８店舗の契約締結と２店

舗の解約をいたしました。

　また、既存店におきましては、５店舗のスクラップ＆ビルドおよび２店舗を閉店したほか、７店舗の増床を含め

26店舗の改装を行い活性化を図りました。

　以上の結果、当連結会計年度の業績は売上高で1,775億7百万円（前年同期比15.3％増）、営業利益は123億47百万

円（同11.6％増）、経常利益は125億60百万円（同11.1％増）、当期純利益は73億19百万円（同10.5％増）となり、

いずれも二桁の増収増益を維持することができました。

(2）財政状態

　当連結会計年度における連結ベースの現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、前連結会計年度末に比

べ6億36百万円減少し、94億91百万円となりました。

　当連結会計年度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）

　営業活動の結果得られた資金は59億71百万円（前年同期比25.9％減）となりました。これは主に税金等調整前当

期純利益を124億14百万円（前年同期比10.3％増）を獲得したものの、たな卸資産が33億42百万円増加したこと及び

法人税等の支払額52億77百万円等により一部相殺されたこと等によるものであります。

（投資活動によるキャッシュ・フロー）

　投資活動の結果使用した資金は51億15百万円（同25.1％増）となりました。これは主に出店等の有形固定資産の

取得による支出31億49百万円及び保証金の預け入れによる支出8億69万円等によるものであります。

（財務活動によるキャッシュ・フロー）

　財務活動の結果使用した資金は14億92百万円（同65.7％増）となりました。これは主に配当金の支払額14億20百

万円を反映したこと等によるものであります。

第40期
平成15年３月期

第41期
平成16年３月期

第42期
平成17年３月期

第43期
平成18年３月期

株主資本比率（％） 64.4 60.5 58.5 61.5

時価ベースの株主資本比率（％） 118.2 156.1 185.1 282.5

債務償還年数（年） 0.1 0.0 0.0 0.0

インタレスト・カバレッジ・レシオ（倍） 500.1 1,124.9 2,699.5 4,401.1

　（注）　株主資本比率：株主資本／総資産

時価ベ－スの株主資本比率：株式時価総額／総資産

債務償還年数：有利子負債／営業キャッシュ・フロ－

インタレスト・カバレッジ・レシオ：営業キャッシュ・フロ－／利払い

※各指標は、いずれも連結ベ－スの財務数値により算出しております。

※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。

なお、株式分割権利落後の株価、株式数により算出しております。

※営業キャッシュ・フロ－は連結キャッシュ・フロ－計算書の営業活動によるキャッシュ・フロ－を使用して

おります。有利子負債は、連結貸借対照表に計上されている負債のうち利子を支払っている全ての負債を対

象としております。また、利払いについては、連結キャッシュ・フロ－計算書の利息の支払額を使用してお

ります。
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(3）事業等のリスク

　当社グループの事業上のリスクと考えられる主な事項は以下のようなものがあります。必ずしも事業上のリスク

に該当しないものについても、投資判断上重要と考えられる事項については積極的に開示しておりますが、当社グ

ループの事業リスクを全て網羅するものではありません。また、下記事項は当連結会計年度末において判断したも

のであります。

①　薬局の経営並びに医薬品、化粧品、日用雑貨等の販売事業に関するリスク

ａ．当社グループにおいては、３種類の店舗形態を運営しております。形態といたしましては、ドラッグストア

形態、調剤薬局形態及び複合形態である調剤併設ドラッグストア形態の３種類です。

　グループ全店舗中31店舗で展開する調剤業務は、医薬分業が進展するに従い処方箋の応需枚数が増加するこ

とが予想されます。当社グループでは調剤部によるグループ全体の調剤業務に関する技術や医薬品の知識の向

上に取り組んでおります。

　また、調剤過誤を防止すべく万全の管理体制のもと、細心の注意を払い調剤業務を行っております。またリ

スク管理のため、全店で「薬局賠償責任保険」に加入しております。しかしながら、調剤薬の瑕疵・調剤ミス

等により将来訴訟や行政処分を受ける可能性があり、その場合、当社グループの社会的信用が低下し、業績に

影響を及ぼす可能性があります。

ｂ．当社グループは、取扱い商品の大半を卸業者より仕入れておりますが、仕入れ値が変化する可能性があり、

粗利益への影響を及ぼす可能性があります。

ｃ．地震等自然災害や犯罪等の被害により、業績に影響を及ぼす可能性があります。

②　財政状態及び経営成績に関するリスク

出店政策について

　当社グループ全体で平成18年３月31日現在、ドラッグストア及び調剤事業としては、314店舗を運営しており

ます。今後も店舗数の拡大を図っていく方針であります。

　ドラッグストア業界では、同業他社の積極的な出店による競合に加え、他業種との競合もあり、来店客数の

減少、売上単価の低下などにより当社グループの業績に影響を及ぼす可能性があります。

　また、同業他社及び他業種の積極的な出店による物件の取り合いにより賃料等の高騰がおこっております。

このような状況のなか当社グループの新規出店の選定に関し、当社グループの厳格な出店基準に合致する物件

がなければ出店予定数を変更することもあるため、業績見通しに影響を及ぼす可能性があります。

③　法的規制に関するリスク

ａ．「薬事法」等による規制について

　当社グループは、「薬事法」上の医薬品等の販売をするにあたり、各都道府県の許可・指定・免許・登録ま

たは届出を必要としております。

　当社グループは、医薬品販売業許可、薬局開設許可及び保険薬局指定等の許可を受けて営業しております。

今後、医薬品の販売規制が緩和された場合、他業種等の参入等が容易となり、競争が激化し当社の業績に影響

を及ぼす可能性があります。

ｂ．薬剤師の確保について

　当社グループ業務のうち、医薬品販売業務は「薬事法」や「薬剤師法」が適用され、在籍薬剤師の人数は新

規出店の重要な制約条件となります。

　ドラッグストア業界では、同業他社の積極的な出店により、薬剤師の採用に関しても同業他社との競争が激

しくなることが予想され、また薬剤師確保にかかる採用費等の高騰も予想されます。出店に必要な薬剤師が確

保できない場合、当社グループの出店計画に影響を与える可能性があり、薬剤師が確保された場合においても

人件費の高騰が続いた場合、当社グループの業績に影響を及ぼす可能性があります。

ｃ．「個人情報保護法」

　当社グループは、ポイントカードシステムの運用に伴う顧客情報、調剤業務に伴う患者情報等を保持してお

りコンピューター管理を行っております。個人情報保護法に基づき、これらの情報管理については万全を期し

ておりますが、万が一情報の漏洩があった場合、当社グループは社会的信用を損なうなどの理由により、業績

に影響を及ぼす可能性があります。

④　訴訟等に関するリスク

　当社グループはこれまでグループ事業に関連した訴訟を受けたことはなく、また法的危機管理に対処する体制

を社内に整えておりますが、医薬品を処方、販売する事業の性格上訴訟を受ける可能性があります。訴訟の内容

及び金額によっては当社の経営に影響を及ぼす可能性があります。
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⑤　事業体制に関するリスク

ａ．特定人物への依存について

　代表取締役社長をはじめとする経営陣は、各事業分野において重要な役割を果たしております。これら役員

が業務執行できない事態となった場合、当社の業績が影響を受ける可能性があります。

ｂ．組織の成長について

　当社グループでは、事業拡大に応じた人材確保・育成を図っております。しかしながら他社からの引き抜き

など事業規模に見合う十分な人員確保ができなかった場合は、業績に影響を受ける可能性があります。

(4）次期の見通し

　今後の見通しにつきましては、個人消費が堅調な伸びを示すなど景気の底堅さが感じられ、回復基調が続くと思

われますが、原油価格の高騰による物価上昇や量的金融緩和政策が解除された後の金利上昇など、消費マインドの

懸念要素があり、予断を許さない状況で推移するものと予想されます。

　このような状況のもと、当社グループでは、日々ご利用いただいておりますお客様の視点に立ち、これからも「安

心・信頼・便利」をモットーに、高いサービスレベルやローコストを維持し、より魅力ある品揃えの実現や真に価

値あるサービスとは何かなど、常に問題意識を持ち、あらゆる分野での革新に努めてまいります。

　第44期には、引き続き首都圏をはじめ、新しいエリアへの出店を含め70店舗の新規出店を計画しております。ま

た既存店につきましては、スクラップ＆ビルド及び改装により活性化を図ってまいります。

　以上により、通期の連結業績は、売上高2,063億50百万円、営業利益132億90百万円、経常利益135億40百万円、当

期純利益78億90百万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あります。

・市場動向の急激な変化

・当社出店エリアにおける立地条件及び周辺環境の変化

・天候及び季節的な要因及び自然災害による変動
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４．連結財務諸表等
(1）連結貸借対照表

前連結会計年度
（平成17年３月31日）

当連結会計年度
（平成18年３月31日）

区分
注記
番号

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 10,128 9,491

２．売掛金 5,164 5,280

３．たな卸資産 14,222 17,564

４．繰延税金資産 538 619

５．未収入金 4,446 4,745

６．その他 584 721

貸倒引当金 △5 △6

流動資産合計 35,078 55.6 38,416 55.3

Ⅱ　固定資産

１．有形固定資産

(1）建物及び構築物 ※1 11,280 12,690

減価償却累計額 4,432 6,847 5,018 7,671

(2）土地 ※1.5 2,520 2,520

(3）その他 4,721 5,964

減価償却累計額 2,483 2,237 3,162 2,801

有形固定資産合計 11,605 18.4 12,993 18.7

２．無形固定資産

(1）借地権 3,269 －

(2）その他 348 3,592

無形固定資産合計 3,617 5.7 3,592 5.1

３．投資その他の資産

(1）投資有価証券 ※1 187 319

(2）長期貸付金 2,737 3,246

(3）繰延税金資産 186 151

(4）保証金 8,603 9,216

(5）その他 1,169 1,661

貸倒引当金 △74 △66

投資その他の資産合計 12,810 20.3 14,529 20.9

固定資産合計 28,033 44.4 31,115 44.7

資産合計 63,112 100.0 69,531 100.0
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前連結会計年度
（平成17年３月31日）

当連結会計年度
（平成18年３月31日）

区分
注記
番号

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．買掛金 18,491 18,777

２．短期借入金 ※１ 170 100

３．未払法人税等 3,014 2,947

４．その他 ※２ 3,431 3,583

流動負債合計 25,108 39.8 25,408 36.5

Ⅱ　固定負債

１．退職給付引当金 118 162

２．役員退職慰労引当金 135 145

３．再評価に係る繰延税金
　　負債　　　　　　　　　
　　　　　　　　

 ※５ － 25

４．その他 846 1,044

固定負債合計 1,100 1.7 1,377 2.0

負債合計 26,209 41.5 26,786 38.5

（資本の部）

Ⅰ　資本金 ※３ 3,931 6.2 3,931 5.6

Ⅱ　資本剰余金 7,409 11.8 7,409 10.7

Ⅲ　利益剰余金 32,086 50.9 37,876 54.5

Ⅳ　土地再評価差額金 ※５ △3,330 △5.3 △3,356 △4.8

Ⅴ　その他有価証券評価差額金 73 0.1 151 0.2

Ⅵ　自己株式 ※４ △3,265 △5.2 △3,267 △4.7

資本合計 36,903 58.5 42,745 61.5

負債・資本合計 63,112 100.0 69,531 100.0
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(2）連結損益計算書

前連結会計年度
（自　平成16年４月１日
至　平成17年３月31日）

当連結会計年度
（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（百万円）
百分比
（％）

金額（百万円）
百分比
（％）

Ⅰ　売上高 153,949 100.0 177,507 100.0

Ⅱ　売上原価 120,042 78.0 137,746 77.6

売上総利益 33,906 22.0 39,760 22.4

Ⅲ　販売費及び一般管理費

１．貸倒引当金繰入額 2 0

２．給与手当 7,986 9,515

３．退職給付費用 192 130

４．役員退職慰労引当金繰入
額

11 9

５．賃借料 6,219 7,330

６．その他 8,434 22,846 14.8 10,426 27,412 15.4

営業利益 11,059 7.2 12,347 7.0

Ⅳ　営業外収益

１．受取利息 35 42

２．受取配当金 1 1

３．新店コーナー協力金 222 212

４．その他 54 314 0.2 48 305 0.2

Ⅴ　営業外費用

１．支払利息 2 1

２．商品廃棄損 59 90

３．その他 3 65 0.1 0 92 0.1

経常利益 11,308 7.3 12,560 7.1

Ⅵ　特別利益

１．営業補償金 70 －

２．違約金収入 － 2

３．貸倒引当金戻入額 － 0

４．その他 － 70 0.1 0 3 0.0

Ⅶ　特別損失

１．固定資産除却損 ※１ 101 143

２．賃貸借契約解約損 26 6

３．その他 0 127 0.1 － 150 0.1

　　税金等調整前当期純利益 11,251 7.3 12,414 7.0

　　法人税、住民税及び事業税 4,679 5,193

　　法人税等調整額 △53 4,626 3.0 △98 5,094 2.9

　　当期純利益 6,625 4.3 7,319 4.1
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(3）連結剰余金計算書

前連結会計年度
（自　平成16年４月１日
至　平成17年３月31日）

当連結会計年度
（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（百万円） 金額（百万円）

（資本剰余金の部）

Ⅰ　資本剰余金期首残高 7,409 7,409

Ⅱ　資本剰余金期末残高 7,409 7,409

（利益剰余金の部）

Ⅰ　利益剰余金期首残高 26,306 32,086

Ⅱ　利益剰余金増加高

１．当期純利益 6,625 6,625 7,319 7,319

Ⅲ　利益剰余金減少高

１．配当金 789 1,421

２．取締役賞与 55 845 108 1,529

Ⅳ　利益剰余金期末残高 32,086 37,876
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(4）連結キャッシュ・フロー計算書

前連結会計年度
（自　平成16年４月１日
至　平成17年３月31日）

当連結会計年度
（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（百万円） 金額（百万円）

Ⅰ　営業活動によるキャッ
シュ・フロー

税金等調整前当期純利益 11,251 12,414

減価償却費 1,385 1,724

退職給付引当金増加額 70 44

役員退職慰労引当金増加
額

0 9

貸倒引当金増加額
（△減少額）

2 △0

受取利息及び配当金 △37 △44

支払利息 2 1

固定資産除却損 101 143

固定資産売却益 － △0

役員賞与の支払額 △55 △108

売上債権の増加額 △1,906 △115

たな卸資産の増加額 △2,457 △3,342

未収入金の増加額 △1,324 △298

仕入債務の増加額 3,902 285

未払費用の増加額 81 210

長期預り金の増加額 197 197

未払消費税等の増加額
（△減少額）

△34 97

その他営業活動による増
減額

520 25

小計 11,702 11,243

利息及び配当金の受取額 6 6

利息の支払額 △2 △1

法人税等の支払額 △3,648 △5,277

営業活動によるキャッ
シュ・フロー

8,057 5,971
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前連結会計年度
（自　平成16年４月１日
至　平成17年３月31日）

当連結会計年度
（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（百万円） 金額（百万円）

Ⅱ　投資活動によるキャッ
シュ・フロー

有形固定資産の取得によ
る支出

△2,397 △3,149

有形固定資産の売却によ
る収入 

－ 23

無形固定資産の取得によ
る支出

△151 △84

貸付けによる支出 △837 △821

貸付金の回収による収入 12 88

保証金の預入れによる支
出

△566 △869

保証金の返還による収入 63 257

その他投資活動による増
減額

△214 △558

投資活動によるキャッ
シュ・フロー

△4,090 △5,115

Ⅲ　財務活動によるキャッ
シュ・フロー

長期借入金の借入れによ
る収入

100 100

長期借入金の返済による
支出

△208 △170

配当金の支払額 △789 △1,420

自己株式の取得による支
出

△2 △1

財務活動によるキャッ
シュ・フロー

△900 △1,492

Ⅳ　現金及び現金同等物増加額
（△減少額）

3,066 △636

Ⅴ　現金及び現金同等物期首残
高

7,062 10,128

Ⅵ　現金及び現金同等物期末残
高

10,128 9,491
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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

前連結会計年度
（自　平成16年４月１日
至　平成17年３月31日）

当連結会計年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

１．連結の範囲に関する事項 連結子会社数　　２社

連結子会社は、㈱サンドラッグファー

マシーズ、㈱コミネであります。

連結子会社数　　２社

同左

２．持分法の適用に関する

事項

該当事項はありません。 同左

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。

同左

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。

イ．有価証券

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を採用し

ております。

時価のないもの

同左

ロ．たな卸資産

(イ）商品

売価還元平均原価法を採用してお

ります。

ロ．たな卸資産

(イ）商品

同左

(ロ）貯蔵品

最終仕入原価法を採用しておりま

す。

(ロ）貯蔵品

同左

(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。

なお、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、定額法を採用しておりま

す。

また、主な耐用年数は次のとおりで

あります。

建物及び構築物　　15～50年

イ．有形固定資産

同左

ロ．無形固定資産

定額法を採用しております。

なお、ソフトウェア（自社利用分）

については、社内における見込利用

可能期間（５年）に基づく定額法に

よっております。

ロ．無形固定資産

同左

ハ．長期前払費用

均等償却をしております。

ハ．長期前払費用

同左
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前連結会計年度
（自　平成16年４月１日
至　平成17年３月31日）

当連結会計年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

(3）重要な引当金の計上基

準

イ．貸倒引当金

期末債権の貸倒れによる損失に備え

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

検討して回収不能見込額を計上して

おります。

イ．貸倒引当金

同左

ロ．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及

び年金資産の見込額に基づき計上して

おります。また、数理計算上の差異は、

各連結会計年度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（10

年）による定額法により按分した額を、

それぞれ発生の翌連結会計年度から費

用処理しております。

なお、過去勤務債務は、その発生時に

一括して費用処理しております。

（追加情報）

平成16年11月１日の退職年金規程の改

訂に伴い、過去勤務債務が46百万円発

生しており、本改訂に伴う費用処理額

は販売費及び一般管理費の退職給付費

用に含めて計上しております。

ロ．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及

び年金資産の見込額に基づき計上して

おります。また、数理計算上の差異は、

各連結会計年度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（10

年）による定額法により按分した額を、

それぞれ発生の翌連結会計年度から費

用処理しております。

 

 

 

ハ．役員退職慰労引当金

親会社は、役員に対する退職慰労金

の支払に備えるため、内規に基づく

期末要支給額を計上しております。

ハ．役員退職慰労引当金

同左

(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。

同左

(5）その他連結財務諸表作

成のための重要な事項

消費税等の会計処理

消費税等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。

消費税等の会計処理

同左

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。

同左
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前連結会計年度
（自　平成16年４月１日
至　平成17年３月31日）

当連結会計年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

６．利益処分項目等の取扱

いに関する事項

連結剰余金計算書は、連結会社の利益処

分について連結会計年度中に確定した利

益処分に基づいて作成しております。

同左

７．連結キャッシュ・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

 連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更  

前連結会計年度
（自　平成16年４月１日
至　平成17年３月31日）

当連結会計年度
（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）

　当連結会計年度より、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

による損益に与える影響はありません。

 

表示方法の変更

前連結会計年度
（自　平成16年４月１日
至　平成17年３月31日）

当連結会計年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

―――――

 

 

 

 

 

 （連結貸借対照表）

前連結会計年度末まで区分掲記していた「借地権」は、当

連結会計年度末において資産の総額の100分の5以下となっ

たため、無形固定資産の「その他」に含めて記載しており

ます。

なお、当連結会計年度末において「その他」に含まれてい

る「借地権」は3,269百万円であります。

（連結損益計算書）

前連結会計年度まで営業外収益に区分掲記しておりました

「違約金収入」は営業外収益の総額の100分の10以下となっ

たため、当連結会計年度より営業外収益の「その他」に含

めて記載しております。

なお、当連結会計年度において「その他」に含まれる「違

約金収入」は３百万円であります。

―――――

 

 

（連結キャッシュ・フロー計算書）

前連結会計年度まで営業活動によるキャッシュ・フローの

「未収入金の増加額」は「その他」に含めて表示しており

ましたが、金額的重要性が増したため区分掲記しておりま

す。

なお、前連結会計年度の「その他」に含まれている「未収

入金の増加額」は749百万円であります。

―――――

 

 

－ 15 －



注記事項

（連結貸借対照表関係）

前連結会計年度
（平成17年３月31日）

当連結会計年度
（平成18年３月31日）

※１．担保に供している資産 ※１．担保に供している資産

建物及び構築物 87百万円

土地 156百万円

投資有価証券 56百万円

計 301百万円

同上に対する債務の額

短期借入金 130百万円

計 130百万円

建物及び構築物   14百万円

土地    17百万円

計    31百万円

同上に対する債務の額

短期借入金    100百万円

計    100百万円

※２．消費税等の会計処理

未払消費税等は、流動負債の「その他」に含めて表

示しております。

※２．消費税等の会計処理

同左

※３．当社の発行済株式総数

普通株式　　　　33,582,796株

※３．当社の発行済株式総数

普通株式　　　　33,582,796株

※４．当社が保有する自己株式の数

普通株式　　　　 2,002,267株

※４．当社が保有する自己株式の数

普通株式　　　　 2,002,495株

※５．土地再評価

親会社においては、土地の再評価に関する法律（平

成10年３月31日公布法律第34号）に基づき、事業用

の土地の再評価を行い、土地再評価差額金を資本の

部に計上しております。

※５．土地再評価

親会社においては、土地の再評価に関する法律（平

成10年３月31日公布法律第34号）に基づき、事業用

の土地の再評価を行い、土地再評価差額金を資本の

部に計上しております。

・再評価の方法・・・土地の再評価に関する法律施

行令（平成10年３月31日公布政令第119号）第２

条第４号に定める地価税法（平成３年法律第69

号）第16条に規定する地価税の課税価格の計算の

基礎となる土地の価格を算定するために国税庁長

官が定めて公表した方法により算出した価額に基

づいて、奥行価格補正等合理的な調整を行って算

出しております。

・再評価の方法・・・土地の再評価に関する法律施

行令（平成10年３月31日公布政令第119号）第２

条第４号に定める地価税法（平成３年法律第69

号）第16条に規定する地価税の課税価格の計算の

基礎となる土地の価格を算定するために国税庁長

官が定めて公表した方法により算出した価額に基

づいて、奥行価格補正等合理的な調整を行って算

出しております。

・再評価を行った年月日・・・平成14年３月31日 ・再評価を行った年月日・・・平成14年３月31日

・再評価を行った土地の期

末における時価と再評価

後の帳簿価額との差額・・・△399百万円

・再評価を行った土地の期

末における時価と再評価

後の帳簿価額との差額・・・△438百万円

当連結会計年度において、土地の再評価に係る繰

延税金について個別の土地ごとに見直しを行った

結果、「再評価に係る繰延税金負債」を25百万円

計上し、同額「土地再評価差額金」（借方）が増

加しております。 

　６．親会社においては、運転資金の効率的な調達を行う

ため取引銀行２行と当座貸越契約を締結しておりま

す。

これらの契約に基づく当連結会計年度末の借入未実

行残高は次のとおりであります。

　６．親会社においては、運転資金の効率的な調達を行う

ため取引銀行２行と当座貸越契約を締結しておりま

す。

これらの契約に基づく当連結会計年度末の借入未実

行残高は次のとおりであります。

当座貸越極度額 600百万円

借入実行残高 －百万円

差引額 600百万円

当座貸越極度額    600百万円

借入実行残高 －百万円

差引額    600百万円
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（連結損益計算書関係）

前連結会計年度
（自　平成16年４月１日
至　平成17年３月31日）

当連結会計年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

※１．固定資産除却損の内訳 ※１．固定資産除却損の内訳

建物及び構築物 63百万円

有形固定資産「その他」 30百万円

投資その他の資産「その他」 6百万円

計 101百万円

建物及び構築物  109百万円

有形固定資産「その他」 32百万円

投資その他の資産「その他」  1百万円

計    143百万円

（連結キャッシュ・フロー計算書関係）

前連結会計年度
（自　平成16年４月１日
至　平成17年３月31日）

当連結会計年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表に掲

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連結貸借対照表に掲

記されている科目の金額との関係

(平成17年３月31日現在) (平成18年３月31日現在)

現金及び預金勘定 10,128百万円

現金及び現金同等物 10,128百万円

現金及び預金勘定       9,491百万円

現金及び現金同等物       9,491百万円
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①　リース取引

前連結会計年度
（自　平成16年４月１日
至　平成17年３月31日）

当連結会計年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

１．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

額及び期末残高相当額

(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）

期末残高
相当額
（百万円）

有形固定資産
「その他」

737 359 377

無形固定資産
「その他」

69 55 13

合計 806 414 391

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」

629 344 285

無形固定資産
「その他」

72 62 10

合計 702 406 296

(2）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

１年内 133百万円

１年超 270百万円

合計 403百万円

１年内    104百万円

１年超    204百万円

合計    308百万円

(3)支払リース料、減価償却費相当額及び支払利息相当額 (3)支払リース料、減価償却費相当額及び支払利息相当額

支払リース料 157百万円

減価償却費相当額 149百万円

支払利息相当額 8百万円

支払リース料    132百万円

減価償却費相当額    127百万円

支払利息相当額  5百万円

(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

(5）利息相当額の算定方法

リース料総額とリース物件の取得価額相当額との差

額を利息相当額とし、各期への配分方法については

利息法によっております。

(5）利息相当額の算定方法

同左

２．オペレーティング・リース取引 ２．オペレーティング・リース取引

(1）借主側 (1）借主側

未経過リース料 未経過リース料

１年内 280百万円

１年超 1,970百万円

合計 2,250百万円

１年内    330百万円

１年超      1,958百万円

合計      2,288百万円

(2）貸主側 (2）貸主側

未経過リース料 未経過リース料

１年内 47百万円

１年超 67百万円

合計 115百万円

１年内   33百万円

１年超   73百万円

合計    106百万円

（注）上記は、すべて転貸リース取引に係る貸主側

の未経過リース料であります。なお、当該転

貸リース取引は、おおむね同一の条件で第三

者にリースしておりますので、ほぼ同額の残

高が上記の借主側の未経過リース料に含まれ

ております。

（注）上記は、すべて転貸リース取引に係る貸主側

の未経過リース料であります。なお、当該転

貸リース取引は、おおむね同一の条件で第三

者にリースしておりますので、ほぼ同額の残

高が上記の借主側の未経過リース料に含まれ

ております。
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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

前連結会計年度（平成17年３月31日） 当連結会計年度（平成18年３月31日）

取得原価
（百万円）

連結貸借対照
表計上額
（百万円）

差額（百万円）
取得原価
（百万円）

連結貸借対照
表計上額
（百万円）

差額（百万円）

連結貸借対照

表計上額が取

得原価を超え

るもの

(1）株式 62 186 123 62 318 255

(2）債券

①　国債・地方債

等
－ － － － － －

②　社債 － － － － － －

③　その他 － － － － － －

(3）その他 － － － － － －

小計 62 186 123 62 318 255

連結貸借対照

表計上額が取

得原価を超え

ないもの

(1）株式 － － － － － －

(2）債券

①　国債・地方債

等
－ － － － － －

②　社債 － － － － － －

③　その他 － － － － － －

(3）その他 － － － － － －

小計 － － － － － －

合計 62 186 123 62 318 255

２．時価評価されていない主な有価証券（時価のある有価証券のうち満期保有目的の債券を除く）

種類
前連結会計年度（平成17年３月31日） 当連結会計年度（平成18年３月31日）

連結貸借対照表計上額（百万円） 連結貸借対照表計上額（百万円）

(1）その他有価証券

非上場株式 1 1

③　デリバティブ取引

前連結会計年度（自　平成16年４月１日　至　平成17年３月31日）

　当社グループは、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。

当連結会計年度（自　平成17年４月１日　至　平成18年３月31日）

　当社グループは、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。
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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

　当社グループは、確定給付型の制度として適格退職年金制度を採用しております。また、従業員の退職等に際して、

退職給付会計に準拠した数理計算による退職給付債務の対象とされない割増退職金を支払う場合があります。

２．退職給付債務及びその内訳

前連結会計年度
（平成17年３月31日）

当連結会計年度
（平成18年３月31日）

(1)退職給付債務（百万円） △849 △922

(2)年金資産 (百万円) 676 829

(3)未積立退職給付債務(1)+(2) (百万円) △172 △92

(4)会計基準変更時差異の未処理額 (百万円) － －

(5)未認識数理計算上の差異 (百万円) 54 △70

(6)未認識過去勤務債務（債務の減額）

(百万円)
－ －

(7)連結貸借対照表計上額純額 (百万円)

 (3)+(4)+(5)+(6)
△118 △162

(8)前払年金費用 (百万円) － －

(9)退職給付引当金(7)-(8) (百万円) △118 △162

３．退職給付費用の内訳

前連結会計年度
（自　平成16年４月１日
至　平成17年３月31日）

当連結会計年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

退職給付費用 (百万円) 192 130

(1)勤務費用 (百万円) 131 126

(2)利息費用 (百万円) 15 16

(3)期待運用収益（減算）(百万円) 19 23

(4)数理計算上の差異の費用処理額(百万円) 17 10

(5)過去勤務債務の費用処理額 (百万円) 46 －

４．退職給付債務等の計算の基礎に関する事項

前連結会計年度
（平成17年３月31日）

当連結会計年度
（平成18年３月31日）

(1)割引率（％） 2.0 2.0

(2)期待運用収益率（％） 3.5 3.5

(3)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

(4)数理計算上の差異の処理年数（年） 10 10

(5)過去勤務債務の処理年数（年） 1 －
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⑤　税効果会計

１．繰延税金資産の発生の主な原因別の内訳

（単位：百万円）

前連結会計年度
（平成17年３月31日）

当連結会計年度
（平成18年３月31日）

繰延税金資産（流動）

未払事業税 222 230

賞与引当金超過額 274 336

その他 42 52

合計 538 619

繰延税金資産（固定）

投資有価証券評価損 88 88

役員退職慰労引当金 55 59

退職給付引当金超過額 48 66

会員権評価損 12 12

貸倒引当金 30 26

その他 2 2

合計 236 255

繰延税金負債（固定）

その他有価証券評価差額金 △50 △103

合計 △50 △103

繰延税金資産(固定)の純額 186 151

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に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主

要な項目別の内訳

前連結会計年度（平成17年３月31日）及び当連結会計年度（平成18年３月31日）において、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が法定実効税率の100分の５以下であるため注記を省略しております。
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⑥　セグメント情報

ａ．事業の種類別セグメント情報

前連結会計年度（自平成16年４月１日　至平成17年３月31日）及び当連結会計年度（自平成17年４月１日　

至平成18年３月31日）

　医薬品・化粧品・日用雑貨等の販売事業の売上高、営業利益及び資産の金額は、全セグメントの売上高の合

計、営業利益及び全セグメント資産の金額の合計額に占める割合がいずれも90％超であるため、記載を省略し

ております。

ｂ．所在地別セグメント情報

　　前連結会計年度（自平成16年４月１日　至平成17年３月31日）及び当連結会計年度（自平成17年４月１日　

至平成18年３月31日）においては、本邦以外の国または地域に所在する連結子会社がないため、該当事項はあ

りません。

ｃ．海外売上高

　　前連結会計年度（自平成16年４月１日　至平成17年３月31日）及び当連結会計年度（自平成17年４月１日　

至平成18年３月31日）においては、海外売上高がないため、該当事項はありません。

⑦　関連当事者との取引

前連結会計年度（自平成16年４月１日　至平成17年３月31日）

(1）役員及び個人主要株主等

属性
会社等の
名称

住所
資本金又
は出資金
(百万円)

事業の内容
又は職業

議決権等の
所有（被所
有）割合

（％）

関係内容

取引の内容
取引金
額
(百万円)

科目
期末残高
（百万円）

役員の
兼任等
（人）

事業上
の関係

役員が議

決権の過

半数を所

有してい

る会社

株式会社

イリュウ

商事

東京都

世田谷区
263

不動産賃貸

業

（被所有）

直接42.3

兼任

１

不動産取

引
店舗賃貸借契約 100

前払費用 8

保証金 148

役員の近

親者
多田文子

東京都

世田谷区
－ －

（被所有）

直接0.6
－

不動産取

引
店舗賃貸借契約 36

前払費用 3

保証金 30

　（注）１．「取引金額」及び「期末残高」は消費税抜きの金額であります。

２．取引条件及び取引条件の決定方法

　不動産賃貸料については、市場価格を参考にして決定しております。

当連結会計年度（自平成17年４月１日　至平成18年３月31日）

(1）役員及び個人主要株主等

属性
会社等の
名称

住所
資本金又
は出資金
(百万円)

事業の内容
又は職業

議決権等の
所有（被所
有）割合

（％）

関係内容

取引の内容
取引金
額
(百万円)

科目
期末残高
（百万円）

役員の
兼任等
（人）

事業上
の関係

役員が議

決権の過

半数を所

有してい

る会社

株式会社

イリュウ

商事

東京都

世田谷区
263

不動産賃貸

業

（被所有）

直接42.3

兼任

１

不動産取

引

店舗賃貸借契約

　※1
100

前払費用 8

保証金 148

役員の近

親者
多田文子

東京都

世田谷区
－ －

（被所有）

直接0.6
－

不動産取

引

店舗賃貸借契約

　※2
36

前払費用 3

保証金 30

　（注）１．「取引金額」及び「期末残高」は消費税抜きの金額であります。

２．取引条件及び取引条件の決定方法

 　　　　　　 不動産賃貸料については、市場価格を参考にして決定しております。

※１．実際の取引は同社の子会社である（株）やまきエス・シー開発と行っております。

※２．実際の取引は同氏が所有する（有）幸輝と行っております。
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（１株当たり情報）

前連結会計年度
（自　平成16年４月１日
至　平成17年３月31日）

当連結会計年度
（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 1,165円13銭

１株当たり当期純利益金額 206円36銭

１株当たり純資産額     1,350円94銭

１株当たり当期純利益金額 229円18銭

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、潜在株式が存在しないため記載しておりません。

当社は、平成16年11月19日をもって普通株式１株につき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

前連結会計年度における１株当たり情報については、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金額について

は、潜在株式が存在しないため記載しておりません。

 

 

１株当たり純資産額 983円64銭

１株当たり当期純利益金額 141円69銭

潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額 －

  

　（注）　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。

前連結会計年度
(自　平成16年４月１日
至　平成17年３月31日)

当連結会計年度
(自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日)

当期純利益（百万円） 6,625 7,319

普通株主に帰属しない金額（百万円） 108 82

（うち利益処分による役員賞与金）（百万円） (108) (82)

普通株式に係る当期純利益（百万円） 6,517 7,237

期中平均株式数（株） 31,580,791 31,580,474
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（重要な後発事象）

前連結会計年度
（自　平成16年４月１日
至　平成17年３月31日）

当連結会計年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

―――――――

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

平成18年２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４月１日をもって普通株式１株につき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　33,582,796株

(2）分割方法

　　　平成18年３月31日最終の株主名簿及び実質株主名

　　　簿に記載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４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連結

会計年度における１株当たり情報及び当期首に行われたと

仮定した場合の当連結会計年度における１株当たり情報は、

それぞれ以下のとおりとなります。

前連結会計年度 当連結会計年度

１株当たり純資産額 １株当たり純資産額

 582円57銭 675円47銭

１株当たり当期純利益金額 １株当たり当期純利益金額

 103円18銭 114円59銭

潜在株式調整後１株当たり

当期純利益金額

潜在株式調整後１株当たり

当期純利益金額

 －  －
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５．仕入及び販売の状況
(1）仕入の状況 （単位：百万円）

商品別

前連結会計年度
（自　平成16年４月１日
至　平成17年３月31日）

当連結会計年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日） 前年同期比

金額 構成比 金額 構成比

％ ％ ％

医薬品

等の販

売

医薬品 34,216 27.9 36,464 25.8 106.6

消耗雑貨 19,656 16.1 21,824 15.5 111.0

化粧品 45,256 37.0 54,192 38.4 119.7

ベビー用品 4,344 3.5 5,041 3.6 116.0

その他 19,013 15.5 23,557 16.7 123.9

小計 122,487 100.0 141,080 100.0 115.2

不動産賃貸その他 0 0.0 0 0.0 126.9

合計 122,488 100.0 141,081 100.0 115.2

　（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。

(2）販売の状況 （単位：百万円）

商品別

前連結会計年度
（自　平成16年４月１日
至　平成17年３月31日）

当連結会計年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日） 前年同期比

金額 構成比 金額 構成比

％ ％ ％

医薬品

等の販

売

医薬品 47,113 30.6 51,409 29.0 109.1

消耗雑貨 23,040 15.0 25,885 14.6 112.3

化粧品 54,153 35.2 63,879 36.0 118.0

ベビー用品 4,848 3.1 5,569 3.1 114.9

その他 22,943 14.9 28,345 15.9 123.5

小計 152,100 98.8 175,088 98.6 115.1

不動産賃貸その他 1,849 1.2 2,418 1.4 130.8

合計 153,949 100.0 177,507 100.0 115.3

　（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。
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