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平成18年３月期   決算短信（非連結） 平成18年５月18日 

会 社 名  セガミメディクス株式会社      上場取引所    ＪＡＳＤＡＱ 
コ ー ド 番 号  ２７９７              本社所在都道府県  大阪府 
（ＵＲＬ http://www.segami.co.jp/ ） 
代  表  者 役  職  名 代表取締役社長 
        氏    名 瀬 上  修 
問い合わせ先  責任者役職名 常務取締役管理本部長 
        氏    名 上 田  清     ＴＥＬ（06） 6267－0021     
決算取締役会開催日  平成18年５月18日        中間配当制度の有無  有 
配当支払開始予定日  平成18年６月30日        定時株主総会開催日  平成18年６月29日 
単元株制度採用の有無 有（１単元100株） 
親会社等の名称       ―              親会社等における当社の議決権所有比率 ― ％ 
 
１．18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                                 （百万円未満切捨） 

 売上高 営業利益 経常利益 
 
18年３月期 
17年３月期 

百万円   ％ 
78,672 （ 5.4） 
74,614 （ 6.1） 

百万円   ％ 
2,034 （ 11.6） 
1,822 （△27.3） 

百万円   ％ 
2,744 （ 12.6） 
2,437 （△19.0） 

 

 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 

 
18年３月期 
17年３月期 

百万円   ％ 
1,072 （△ 3.7） 
1,112 （△28.7） 

円  銭 
131  12 
136  63 

円  銭 
― 
― 

％ 
5.0 
5.4 

％ 
7.3 
6.6 

％ 
3.5 
3.3 

(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    18年３月期  8,100,000株    17年３月期  8,100,000株 
③会計処理の方法の変更    有 
④売上高、営業利益、経常利益、当期純利益におけるパーセント表示は、対前期増減率 

(2) 配当状況                                 （百万円未満切捨） 
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 
 
18年３月期 
17年３月期 

円  銭 
28  00 
25  00 

円  銭 
― 
― 

円  銭 
28   00 
25   00 

百万円 
226 
202 

％ 
21.4 
18.3 

％ 
1.0 
1.0 

(注)18年３月期期末配当金の内訳 普通配当 25円00銭   70周年記念配当 3円00銭 
17年３月期期末配当金の内訳 普通配当 25円00銭    

(3) 財政状態                                 （百万円未満切捨） 
 総資産 株主資本 株主資本比率 １株当たり株主資本 

 
18年３月期 
17年３月期 

百万円 
38,024 
37,180 

百万円 
21,819 
20,943 

％ 
57.4 
56.3 

円   銭 
2,692   49 
2,584   85 

(注)①期末発行済株式数   18年３月期   8,100,000株   17年３月期 8,100,000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                          （百万円未満切捨） 

 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 

 
18年３月期 
17年３月期 

百万円 
817 

1,319 

百万円 
△2,208 
△1,430 

百万円 
△802 
△302 

百万円 
7,414 
9,606 

 
２．19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）                （百万円未満切捨） 

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  
 

中間期 
通 期 

百万円 
41,865 
85,566 

百万円 
1,581 
3,071 

百万円 
662 

1,349 

円 銭 
――― 
――― 

円 銭 
――― 
 25 00 

円 銭 
――― 
25 00 

（参考）１株当たり予想当期純利益(通期) 166円57銭 

 ※ 平成19年３月期（予想）の１株当たり当期純利益の算定に際し、役員賞与金等、普通株主に帰属しない金額は、予想当期純利益より控除し
ておりません。 
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
定前提としております。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。なお、業績予想に関する事項
等につきましては、添付資料の２～７ページをご参照下さい。 
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添 付 資 料 

１． 企業集団の状況 

当事業年度におきまして、医薬品販売に関するノウハウ蓄積及び人材等の有効活用のために子会社２社

（株式会社セガミコ－ポレ－ション関西、株式会社セガミコ－ポレ－ション九州）を設立いたしました。 

当社グループは、当社と子会社２社で構成され、医薬品、化粧品、日用生活商品等の店頭販売及び薬局

の経営を主たる事業とする小売業であります。 

当社グループの事業内容および当社と子会社の当該事業における位置づけは、次のとおりであります。 

なお、当該子会社は重要性に乏しいため連結財務諸表等は作成しておりません。 

 

 

 

 

 

 

 

 

              商品の供給（卸）                                   商品の販売 

(注) 当社の卸売先である薬局・薬店は、主として当社の独立支援制度に基づき元従業員が経営す

る店舗であります。 

 

２．経営方針並びに経営成績及び財政状態 

(1) 経営の基本方針 

当社は「医療分野での調剤、セルフメディケーション分野での医薬品、健康関連商品を基軸とし、ビ

ューティ商品・日用生活商品を併せ持った健康産業の確立をめざし、地域社会に貢献すること」を企業

理念として事業展開をいたしております。この企業理念に則し、地域社会における健康と美容に関する

ソリューション（商品・接客を含めた諸提案）を提供することを基本的な経営方針といたしております。

具体的な店舗運営といたしましては、地域密着を基本に、お客様の「より健康に」「より美しく」「よ

り暮らしやすい」というニーズにお応えする安心して相談しやすいお店づくりに日々取り組んでおりま

す。 

(2) 利益配分に関する基本方針 

当社の利益配分につきましては、株主の皆様への利益還元策として安定した配当の継続を最重点にお

き、あわせて将来の事業展開と経営体質強化のため、内部留保の確保に努めることを基本方針としてお

ります。 

当事業年度につきましては、平成18年６月29日開催予定の当社定時株主総会において1株につき25円

の普通配当および創立70周年を記念して普通配当に加えて１株につき３円の記念配当を行うことを付議

する予定であります。 

内部留保金につきましては、主として新規出店や既存店舗の増床・改装に伴う設備投資資金・ＩＴ投

                                      当社グループ 

                     商品の販売 

 

医薬品の販売委託 

                                        商品の販売 

         事務の受託 

                                                      

当 
 
 
 
 

社 

一 

般 

消 

費 

者 

子会社２社 

株式会社ｾｶ゙ ﾐｺｰﾎ ﾚ゚ｰｼｮﾝ関西 

株式会社ｾｶ゙ ﾐｺｰﾎ ﾚ゚ｰｼｮﾝ九州 

薬局・薬店（注） 
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資およびＭ＆Ａなどに充当する予定であります。なお今後予想される経営環境の変化に対応すべく、今

まで以上にコスト競争力を高め収益性の高い多店舗展開を図り、ひいては株主の皆様への利益確保のた

めに有効に活用してまいる所存であります。また配当に関する回数制限の撤廃等については、特段の変

更を予定しておりません。 

(3) 投資単位の引き下げに関する考え方及び方針等 

当社は、当社株式の流動性の向上および株主数増加を重要課題と認識しております。投資家の皆様に

投資しやすい環境を整えるため、流通株式の増加を目的とした株式分割等につきましては、株価動向、

株式の発行管理コスト等状況を注視しつつ、適正な対応を図る所存であります。なお、具体的な時期等

につきましては、現時点では未定であります。 

(4) 目標とする経営指標 

具体的な目標として平成20年３月期売上高1,000億円、売上高経常利益率５％とし、キャッシュ・フ

ロ－の重視、株主資本の効率化を追求して、企業価値の最大化を図ってまいります。 

(5) 中長期的な会社の経営戦略及び対処すべき課題 

ドラッグストア業界は、ディスカウントだけでは競争に勝ち残れない時代となりました。質的にもグ

レードアップしていくことが、他社との明確な差異化になると確信しております。 

当社は、専門性重視のために「お客様に信頼される人材の育成」を行うとともに、規制緩和を踏まえ

「異業種との競合に勝てる収益力の強化」、「合従連衡などの勝ち組戦略の推進」、また「リーダーシ

ップ企業に相応しい企業体質構築」を行っていくなど、引き続き経営改革を推進してまいります。お客

様が一層安心してご利用いただける「かかりつけ薬局」を目指すことにより、地域社会に貢献すること

で、ＣＳＲ（企業の社会的責任）を果たしていきたいと考えます。 

また、本格的な競争時代に備えて①教育制度のレベルアップ・新人事制度の定着化等による人材育成

の強化、②新規出店開発力の強化・既存店顧客ニーズの深耕を行うことによる営業力の増強、③人員の

適正再配置・賃借料の見直し等によるローコストオペレーションの実現を図り、「勝ち組企業」を目指

して全社挙げて取り組んでまいります。 

(6) 親会社等に関する事項 

該当事項はありません。 

(7) 内部管理体制の整備・運用状況 

平成18年５月31日提出予定の「コーポーレート・ガバナンスに関する報告書」にて記載するため、省

略しております。 

 (8) その他会社経営上の重要な事項 

該当事項はありません。 

 

３．経営成績及び財政状態 

(1) 経営成績 

当事業年度におけるわが国の経済は、構造改革を基点に企業業績が好調に推移、世界的な原油高等の

不安材料はあるものの、雇用環境の回復に伴い個人消費に明るさが見え、着実に景気回復が進んでまい

りました。 

しかしながら、ドラッグストア業界におきましては、出店ラッシュ等の競争激化により、既存店の売

上高伸び率は鈍化しており、依然厳しい環境が続いております。 

このような状況下、ＣＲＭ（顧客管理）分析によるリピート顧客重視政策「お客様一人ひとりに合っ

た付加価値の提供」を行うことで、ロイヤルカスタマーの育成強化と付加価値の高いプライベ－トブラ
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ンド（ＰＢ）商品の開発・販売など諸政策を積極的に取り組み、他社との差異化を図りました。また、

パートも含めたカウンセリング力の強化、個人情報保護体制の強化、全社情報ネットワークの構築等、

企業体質改善に努めてまいりました。 

店舗につきましては、お客様にとって安心して相談しやすいお店づくりをモットーに店舗開発を行い、

関東６店舗・関西10店舗・中国３店舗・四国４店舗・九州７店舗、計30店舗（うち調剤取扱７店舗）を

新規出店しました。一方本格的な競争激化に対応するために、小規模不採算店21店舗を閉鎖、５店舗の

改装・増床を行うなど改善に努め、当事業年度末店舗数は、関東62店舗・東海７店舗・関西96店舗・中

国41店舗・四国18店舗・九州88店舗、計312店舗（うち調剤取扱50店舗）となりました。 

商品分類別では、医薬品については調剤機能の拡充（７店舗増）や分業率増加等により調剤実績が引

き続き堅調に推移し、売上高は25,972百万円（前年同期比3.1%増）となりました。化粧品については、

大型店の増加・都市型店舗の出店に伴い品揃えも充実したこと、加えてカウンセリング分野での売上高

の堅調な増加により、売上高は26,911百万円（同11.3%増）となりました。また日用生活商品については

売上高10,884百万円（同6.8%増）、その他（健康食品等を含む）については、ブームとなった一部健康

食品がピークアウトをむかえ、その落ち込みを新規ＰＢ商品にて一部カバーしましたが、売上高13,253

百万円（同1.0%減）となりました。卸については売上高1,650百万円（同1.4%減）となりました。 

前述の施策などにより業績の改善を図りました結果、当事業年度の業績は、売上高は78,672百万円

（前年同期比5.4%増）、営業利益は2,034百万円（同11.6%増）、経常利益は2,744百万円（同12.6%増）、 

また当事業年度より減損会計を適用し特別損失を計上したことなどもあり、当期純利益は1,072百万円

（同3.7%減）となりました。 

(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、前事業年度末に比較して2,192

百万円減少し、7,414百万円となりました。 

当事業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817百万円(前年同期1,319百万円)となりました。これは、税引前当

期純利益が2,064百万円（同2,028百万円）に対して、主な増加要因として非資金費用である減価償却

費の計上が889百万円（同866百万円）、減損損失の計上が519百万円（同実績なし）等があったもの

の、減少要因として棚卸資産の増加が1,599百万円（同415百万円の減少）、法人税等の支払額が921

百万円（同1,573百万円）あっ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された資金は2,208百万円(前年同期1,430百万円)となりました。これは主に新

規出店等による有形固定資産の取得による支出1,540百万円（同1,134百万円）、敷金・差入保証金の

増加による支出(収入差引後)194百万円（同169百万円）等によるものと、無形固定資産取得による支

出67百万円（同53百万円）、投資有価証券取得による支出310百万円（同3百万円）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された資金は802百万円（前年同期302百万円）となりました。これは短期借入

金の減少額500百万円（同実績なし）、長期借入金の返済による支出が100百万円（同100百万円）、

配当金の支払額が202百万円（同202百万円）あったことによるものであります。 

なお、当社のキャッシュ・フロ－指標の推移は以下のとおりであります。 
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 平成16年３月期 平成17年３月期 平成18年３月期 

株 主 資 本 比 率 ( ％ ) 53.9 56.3 57.4 
時価ベ－スの株主資本比率（％） 51.0 49.0 57.3 
債 務 償 還 年 数 （ 年 ） 0.6 1.1 1.0 
インタレスト・ガバレッジ・レシオ
（倍） 133.6 72.3 51.6 

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・ガバレッジ・レシオ    営業キャッシュ・フロ－／利払い 
(注)１ 株式時価総額は、期末株価終値×期末発行済株式数により算出しております。 
  ２ 営業キャッシュ・フロ－はキャッシュ・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、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、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。 

(3) 次期の見通し 

次期の見通しにつきましては、国内の経済状況は、企業業績の改善が継続する見通しの中で、雇用環

境の回復を背景として個人消費は引き続き増加し、緩やかな回復を続けると期待されます。また、ドラ

ッグストア業界については、出店競争が激化し更なる売価下落となり、「安さ」のサービスを中心とし

た「同質化」が進み、一方規制緩和の進展で異業種の参入による、新競合時代となっていくことが予想

されます。 

このような状況下当社といたしましては、引き続きロイヤルカスタマーの育成強化を図る顧客重視政

策、付加価値の高いプライベ－トブランド（ＰＢ）商品の開発・販売を行っていくとともに、「カウン

セリング販売」や「ドラッグ＆調剤（調剤併設型ドラッグストア）」を強化し、専門性重視の姿勢で他

社との差異化を図ってまいります。また、生産性向上を中心とした収益体質の強化を図るために、あら

ゆる角度から見直しを行い、新競合時代を勝ち抜く目標課題に取組み、常に安心して相談しやすいお店

づくりに邁進してまいります。 

なお、次期の業績予想といたしましては、売上高85,566百万円、経常利益3,071百万円、当期純利益

1,349百万円を見込んでおります。 

(4) 事業等のリスク 

当社の経営成績、株価および財務状況等に影響を及ぼす可能性のある事項には以下のようなものがあ

ります。 

なお、文中における将来に関する事項は、事業年度末現在における当社による判断、目標、一定の前

提又は仮定に基づく予測等であり、実際の結果と異なる場合があります。また、以下に記載する事項の

うち、軽微な事象及び小売業における一般的事象などについては、当社事業に関する全てのリスクを網

羅的に記述するものではありませんのでご留意ください。 

① 流通業としての当社における環境変化ついて 

当社は、日本国内において事業を営んでいるため、その収益は日本の流通市場に大きく依存してお

ります。今後の動向については十分配慮し運営を行ってまいりますが、消費動向の変動、価格の変動、

競合状況の変化、仕入条件の変動など、流通業としての当社における環境変化が著しい場合には、当

社の事業計画や業績に影響を及ぼす可能性があります。 
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② 薬剤師の確保について 

当社が運営する薬局・一般販売業では、「薬事法」により薬剤師の配置が義務付けられており、ま

た、「薬剤師法」により調剤業務は薬剤師が行わなければなりません。平成18年４月入学から薬科大

学の修業年限が６年間に延長されることも含め、薬剤師の確保が業界全体の課題となっており、当社

につきましても薬剤師が十分に確保できない場合、また薬剤師確保のため賃金の変動が生じた場合に

は、当社の出店計画等に影響を及ぼす可能性があります。 

③ 医薬品販売の規制緩和について 

医薬品の販売については、従来薬局等許可を受けた店舗のみで販売できた一般用医薬品の一部が医

薬部外品に移行し、一般小売店での販売が可能となるなど、政府による規制緩和が進んでおります。 

今後医薬品販売において、一般小売店の販売自由化がさらに進展し、異業種との競争が激化した場

合には、当社の事業計画や業績に影響を及ぼす可能性があります。 

④ 調剤の事業環境について 

厚生労働省の医薬分業政策により、医薬分業が進展するとともに処方箋の応需枚数が増加しており

ます。当社においては、薬剤師の技術向上、医薬品の知識充実に積極的に取り組んでおります。調剤

業務における売上高は、健康保険法に定められた、薬価基準に基づく薬剤収入と調剤報酬点数に基づ

く調剤技術に係る収入との合計額で算出されます。今後薬価基準や調剤報酬の改定によって薬価基準

や調剤報酬点数の引き下げ等があった場合、また医薬分業率の伸び率が低下するなど外的環境が著し

く変化した場合には、当社の事業計画や業績に影響を及ぼす可能性があります。 

⑤ 調剤薬の欠陥・調剤過誤等について 

当社は調剤過誤を防止すべく交差監査体制（一人が処方箋に基づき調剤作業を実施し、別人が調剤

監査を実施する体制）を導入し、服薬指導時における薬品名・用量確認など細心の注意を払って調剤

業務を行っております。また、万一に備え、当社の全店舗において「薬剤師賠償責任保険」に加入し

ております。さらに、調剤研修センタ－を関東及び関西地区に設置するなど、万全を期す体制を整え

てまいります。しかしながら、調剤薬の欠陥・調剤過誤などにより訴訟を受けることがあった場合、

当社の社会的信用を損なうなどの理由により、事業計画や業績に影響を及ぼす可能性があります。 

⑥ プライベート（PB）商品について 

当社では、PB商品の開発を行っており、現在500以上のアイテムを提供しています。開発にあたって

は、「品質管理プロジェクト」を発足し、品質の管理チェック、商品の外装、パッケージ、販促物等

の表示・表現の適正さについて、各種関係法規・安全性・社会的貢献性・責任問題等多角的な視点か

ら、表示・表現の適正さを行っております。しかし当社のPB商品に起因する事件・事故等が発生した

場合、当社の事業計画や業績に影響を及ぼす可能性があります。 

⑦ 出店状況等について 

医薬品小売業界においては、同業他社との出店競争、店舗の大型化、価格競争並びに他業態との競

争激化により一段と厳しい経営環境が続いております。 

現在、当社はドラッグストアや調剤専門店を中心とする出店を行う一方、不採算店等を退店するこ

とで業容の拡大を図っております。出店条件に合致する物件が確保できない等により計画通りに出店

できない場合、競合状況等により出店後の販売状況が芳しくない場合、不動産価格上昇等により店舗

等における賃借料が変動した場合、賃借先の経営状況により店舗営業の継続及び差入保証金・敷金の

返還に支障が生じる場合等には、当社の事業計画や業績に影響を及ぼす可能性があります。 



ファイル名:00 54期決算短信 更新日時:5/17/2006 4:47:00 PM 印刷日時:06/05/17 18:00 

― 7 ― 

⑧ 出店に関する規制について 

大型小売店が建設される周辺地域の生活環境などを保持する等の目的で、大型集客施設の出店等を

制限する「まちづくり三法」（都市計画法・中心市街地活性化法・大規模小売店舗立地法）が制定さ

れております。 

現在、同法適用により当社出店等が規制される等により、著しい影響を及ぼすことはありません。

今後、当該規制を受け当社の出店施策が制限された場合、同法改正等による賃借料高騰・地理的消費

行動の変化など、当社既存店舗の環境に変化がある場合には、当社の事業計画や業績に影響を及ぼす

可能性があります。 

⑨ 個人情報保護について 

平成17年４月に個人情報保護法が施行され、個人情報に関する法整備がなされました。当社におい

ては、平成16年６月より社内プロジェクトを立ち上げ、ＣＰ（Compliance Program）規程策定・教育

訓練実施など、個人情報保護体制構築を図り平成18年１月、財団法人 日本情報処理開発協会

(JIPDEC)が、個人情報について適切な保護措置を講ずる体制整備している事業者に対し付与する「プ

ライバシーマーク」を取得することができました。 

今後とも万全の管理体制の下、細心の注意を払ってまいりますが、個人情報流出・法制度の強化な

どにより、当社の事業計画や業績に影響を及ぼす可能性があります。 

⑩ 自然災害・天候不順等について 

当社の小売店舗及び調剤専門店等において、大地震や台風等の自然災害、著しい天候不順、予期せ 

事故等が発生した場合、客数低下による売上減のみならず、店舗等に物理的な損害が生じ、当社の販

売活動・流通・仕入活動が妨げられる可能性があります。また、国内外を問わず、災害、事故、暴動、

テロ活動、また当社との取引先や仕入・流通ネットワークに影響を及ぼす何らかの事故等が発生した

場合も同様に、当社の事業に支障を生じる可能性があります。 
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４ 財務諸表等 

(1)貸借対照表 
 

  
前事業年度 

(平成17年３月31日) 
当事業年度 

(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   9,606,779   7,414,504  
２ 売掛金   1,448,107   1,561,340  
３ 商品   7,866,561   9,465,984  
４ 前払費用   335,126   414,100  
５ 繰延税金資産   367,119   416,304  
６ 未収入金   2,082,997   2,382,811  
７ その他   1,822   1,734  

貸倒引当金   △8,200   △6,744  

流動資産合計   21,700,315 58.4  21,650,037 56.9 
Ⅱ 固定資産        
１ 有形固定資産        
(1) 建物  5,570,071   6,293,765   

減価償却累計額  2,731,687 2,838,383  3,066,416 3,227,349  

(2) 構築物  128,988   133,783   
減価償却累計額  69,559 59,428  74,109 59,673  

(3) 車輌運搬具  7,984   7,984   
減価償却累計額  2,850 5,134  4,480 3,504  

(4) 器具・備品  2,710,567   2,985,780   
減価償却累計額  1,849,343 861,223  2,090,362 895,418  

(5) 土地   1,852,132   1,965,113  
(6) 建設仮勘定   94,618   86,297  

有形固定資産合計   5,710,921 15.4  6,237,355 16.4 
２ 無形固定資産        

(1) 借地権   15,235   15,235  
(2) ソフトウエア   185,478   164,862  
(3) 電話加入権   34,113   34,125  
(4) 営業権   ―   24,000  

無形固定資産合計   234,827 0.6  238,222 0.6 
３ 投資その他の資産        
(1) 投資有価証券   155,658   487,292  
(2) 関係会社株式   ―   20,000  
(3) 出資金   2,798   2,905  
(4) 長期貸付金   ―   2,800  
(5) 従業員長期貸付金   24,249   21,859  
(6) 破産債権・更生債権 

その他これらに準ず 
る債権 

  132,814   112,422  

(7) 長期前払費用   304,767   271,952  
(8) 繰延税金資産   835,637   971,074  
(9) 差入保証金   4,025,152   3,818,277  

(10) 敷金   4,093,055   4,235,005  
(11) その他   172,266   133,649  

貸倒引当金   △211,873   △178,362  

投資その他の資産合計   9,534,526 25.6  9,898,876 26.1 
固定資産合計   15,480,274 41.6  16,374,455 43.1 

資産合計   37,180,590 100.0  38,024,492 100.0 
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前事業年度 
(平成17年３月31日) 

当事業年度 
(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 
(％) 

(負債の部)        

Ⅰ 流動負債        

１ 支払手形   2,025,775   48,998  

２ 買掛金   8,608,468   10,910,341  

３ 短期借入金   1,100,000   600,000  

４ 一年以内返済予定の 
長期借入金   100,000   90,000  

５ 未払金   328,184   426,926  

６ 未払費用   389,991   414,291  

７ 未払法人税等   452,663   681,971  

８ 未払消費税等   178,108   ―  

９ 賞与引当金   434,000   447,291  

10 ポイント引当金   271,876   335,658  

11 その他   127,914   143,911  

流動負債合計   14,016,982 37.7  14,099,390 37.1 

Ⅱ 固定負債        

１ 長期借入金   200,000   110,000  

２ 退職給付引当金   1,712,980   1,712,005  

３ 役員退職慰労引当金   157,625   116,683  

４ 預り保証金   149,706   158,249  

５ その他   ―   9,000  

固定負債合計   2,220,311 6.0  2,105,938 5.5 

負債合計   16,237,294 43.7  16,205,329 42.6 

(資本の部)        

Ⅰ 資本金 ※１  1,587,120 4.3  1,587,120 4.2 

Ⅱ 資本剰余金        

１ 資本準備金   1,975,380   1,975,380  

資本剰余金合計   1,975,380 5.3  1,975,380 5.2 

Ⅲ 利益剰余金        

１ 利益準備金   29,000   29,000  

２ 任意積立金        

 別途積立金  16,000,000 16,000,000  16,900,000 16,900,000  

３ 当期未処分利益   1,343,019   1,306,577  

利益剰余金合計   17,372,019 46.7  18,235,577 47.9 

Ⅳ その他有価証券評価差額金   8,776 0.0  21,085 0.1 

資本合計   20,943,295 56.3  21,819,163 57.4 

負債資本合計   37,180,590 100.0  38,024,492 100.0 
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(2)損益計算書 
 

  
前事業年度 

(自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日) 

当事業年度 
(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   74,614,629 100.0  78,672,842 100.0 

Ⅱ 売上原価        

１ 商品期首たな卸高  8,282,302   7,866,561   

２ 当期商品仕入高  52,734,411   57,330,358   

合計  61,016,713   65,196,919   

３ 商品期末たな卸高  7,866,561 53,150,152 71.2 9,465,984 55,730,934 70.8 

売上総利益   21,464,477 28.8  22,941,908 29.2 

Ⅲ 販売費及び一般管理費        

１ 役員報酬  143,752   136,499   

２ 給与手当  7,197,273   7,573,756   

３ 賞与  610,969   492,515   

４ 賞与引当金繰入額  434,000   447,291   

５ 退職給付費用  125,794   86,152   

６ 役員退職慰労引当金 
繰入額 

 17,079   10,658   

７ 法定福利費  860,221   901,540   

８ 福利厚生費  61,462   67,953   

９ 広告宣伝費  1,185,566   1,209,016   

10 減価償却費  797,833   826,010   

11 賃借料  5,015,087   5,352,598   

12 水道光熱費  797,073   813,171   

13 消耗品費  360,441   432,435   

14 租税公課  460,600   538,080   

15 電算処理費  432,981   490,916   

16 貸倒引当金繰入額  8,076   ―   

17 その他  1,133,291 19,641,503 26.3 1,529,080 20,907,676 26.6 

営業利益   1,822,973 2.5  2,034,231 2.6 
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前事業年度 

(自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日) 

当事業年度 
(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 
(％) 

Ⅳ 営業外収益        

１ 受取利息  21,271   22,276   

２ 受取配当金  5,926   1,390   

３ 発注処理手数料  197,899   211,593   

４ データ提供料  107,150   108,315   

５ 受取家賃  131,698   145,796   

６ 器具・備品受贈益  82,811   124,492   

７ 雑収入  113,868 660,626 0.9 156,997 770,862 1.0 

Ⅴ 営業外費用        

１ 支払利息  18,240   15,839   

２ 貸倒引当金繰入額  798   11,372   

３ 賃借料  20,210   27,456   

４ 雑損失  7,174 46,423 0.1 6,030 60,699 0.1 

経常利益   2,437,175 3.3  2,744,394 3.5 

Ⅵ 特別利益        

１ 貸倒引当金戻入益  ― ― － 1,179 1,179 0.0 

Ⅶ 特別損失        

１ 固定資産売却損 ※１ 202   ―   

２ 固定資産除却損 ※２ 103,829   48,882   

３ 店舗閉鎖費用  29,268   25,630   

４ 店舗賃借解約損  88,551   44,272   

５ ゴルフ会員権評価損  ―   4,300   

６ ゴルフ会員権売却損  ―   4,350   

７ 過年度ポイント引当金 
繰入額  174,469   ―   

８ 減損損失 ※３ ―   519,594   

９ その他  12,296 408,618 0.6 34,465 681,496 0.9 

税引前当期純利益   2,028,557 2.7  2,064,078 2.6 
法人税、住民税 
及び事業税 

 1,098,095   1,185,021   

法人税等調整額  △182,221 915,874 1.2 △193,000 992,020 1.2 

当期純利益   1,112,682 1.5  1,072,057 1.4 

前期繰越利益   230,336   234,519  

当期未処分利益   1,343,019   1,306,577  
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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４月１日 
至 平成17年３月31日) 

当事業年度 
(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  2,028,557 2,064,078 
減価償却費  866,555 889,938 
減損損失  ― 519,594 
退職給付引当金の増加額(△減少額)  30,468 △975 
役員退職慰労引当金の増加額(△減少額)  17,079 △40,941 
賞与引当金の増加額  104,000 13,291 
貸倒引当金の増加額  8,875 14,493 
ポイント引当金の増加額  271,876 63,782 
受取利息及び配当金  △27,198 △23,666 
支払利息  18,240 15,839 
器具・備品受贈益  △82,811 △124,492 
固定資産除却損  103,829 48,882 
店舗閉鎖費用  29,268 25,630 
店舗賃借解約損  88,551 44,272 
売上債権の増加額  △264,698 △128,601 
棚卸資産の減少額（△増加額）  415,740 △1,599,423 
仕入債務の増加額(△減少額)  △899,660 325,096 
未払消費税等の増加額(△減少額)  70,084 △178,108 
前払費用の増加額  △33,110 △78,973 
未収入金の増加額  △133,372 △279,648 
未払金・未払費用の増加額  48,687 41,501 
預り保証金の増加額(△減少額)  11,328 △1,099 
役員賞与の支払額  △12,000 △6,000 
その他  249,135 148,203 
小計  2,909,427 1,752,673 
利息及び配当金の受取額  1,987 2,241 
利息の支払額  △18,240 △15,839 
法人税等の支払額  △1,573,511 △921,080 

営業活動によるキャッシュ・フロー  1,319,662 817,994 
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  △1,134,767 △1,540,146 
有形固定資産の売却による収入  57 ― 
無形固定資産の取得による支出  △53,787 △67,107 
投資有価証券の取得による支出  △3,474 △310,684 
関係会社株式の取得による支出  ― △20,000 
貸付金の回収による収入  3,430 3,090 
差入保証金の増加による支出  △165,264 △362,317 
差入保証金の減少による収入  321,687 306,916 
敷金の増加による支出  △449,144 △272,778 
敷金の減少による収入  123,188 133,490 
長期前払費用の増加による支出  △50,128 △37,621 
長期未収入金の回収による収入  13,637 9,958 
店舗閉鎖による支出  △26,113 △27,911 
店舗賃借解約による支出  △2,329 △635 
その他  △7,486 △22,288 

投資活動によるキャッシュ・フロー  △1,430,494 △2,208,036 
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前事業年度 

(自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日) 

当事業年度 
(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    
短期借入金の増減額  ― △500,000 
長期借入金の返済による支出  △100,000 △100,000 
配当金の支払額  △202,031 △202,234 

財務活動によるキャッシュ・フロー  △302,031 △802,234 
Ⅳ 現金及び現金同等物の増加額(△減少額)  △412,864 △2,192,275 
Ⅴ 現金及び現金同等物の期首残高  10,019,644 9,606,779 
Ⅵ 現金及び現金同等物の期末残高 ※１ 9,606,779 7,414,504 
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(4)利益処分案 
 

  前事業年度 当事業年度 

区分 
注記 
番号 

金額(千円) 金額(千円) 

Ⅰ 当期未処分利益   1,343,019  1,306,577 

Ⅱ 利益処分額      

１ 配当金  202,500  226,800  

２ 役員賞与金  6,000  10,000  

(うち、監査役賞与金)  (1,000)  (1,500)  

３ 任意積立金      

別途積立金  900,000 1,108,500 800,000 1,036,800 

Ⅲ 次期繰越利益   234,519  269,777 
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重要な会計方針 
 

項目 
前事業年度 

(自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日) 

当事業年度 
(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 

 
――――― 

子会社株式及び関連会社株式 
移動平均法による原価法 

 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 たな卸資産の評価基準及
び評価方法 

商品 
  売価還元法による原価法 
  ただし、調剤薬品及び物流センター
内商品については総平均法による原
価法 

商品 
同左 

３ 固定資産の減価償却の方
法 

(1) 有形固定資産 
   定率法を採用しています。 
   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)については定額法を採用してい
ます。 

   なお、耐用年数及び残存価額につ
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 

 (2) 無形固定資産 
   定額法を採用しています。 
   ただし、ソフトウェア(自社利用

分)については、社内における利用
可能期間(５年)に基づく定額法を
採用しています。 

(2) 無形固定資産 
同左 

 (3) 長期前払費用 
   定額法を採用しています。 

(3) 長期前払費用 
同左 

４ 引当金の計上基準 (1) 貸倒引当金 
   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
性を勘案し、回収不能見込額を計
上しています。 

(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

出に充てるため、支給見込額に基
づき計上しています。 

(2) 賞与引当金 
   従業員に対して支給する賞与の支

出に充てるため、支給見込額に基
づき計上しています。 

 （追加情報） 
当期に給与規程を改定し、５月

16日から11月15日まで及び11月16
日から５月15日までの賞与支給対
象期間を４月１日から９月30日ま
で及び10月１日から３月31日まで
に変更しました。 
この変更により、賞与引当金繰

入額が107,900千円増加し、営業利
益、経常利益及び税引前当期純利
益が107,900千円各々減少しており
ます。 

 
――――― 
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項目 
前事業年度 

(自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日) 

 (3) ポイント引当金 
ポイントカードの利用による売

上値引きに備えるため、使用実績
率に基づき翌期以降に利用される
と見込まれる額を見積もり計上し
ております。 

(3) ポイント引当金 
同左 

 (4) 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
見込額に基づき計上しています。 

   なお、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(10年)による定率法により発
生年度から費用処理しています。 

   また、過去勤務債務については、
そ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（５
年）による定額法により処理してお
ります。 
（追加情報） 
平成17年４月１日付で退職金制

度のポイント制導入に伴い、退職金
規程の改定をおこなったため、過去
勤務債務が発生しております。 

(4) 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
見込額に基づき計上しています。 

   なお、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(10年)による定率法により発
生年度から費用処理しています。 

   また、過去勤務債務については、
そ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（５
年）による定額法により処理してお
ります。 

 
――――― 

 (5) 役員退職慰労引当金 

   役員の退職慰労金の支出に充てる
ため、役員退職慰労金規定に基づ
く期末要支給額を計上していま

す。 

(5) 役員退職慰労引当金 

同左 

５ 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
います。 

同左 

６ 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
らなります。 

同左 

７ 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 

   消費税及び地方消費税の会計処理
は、税抜方式によっています。 

(1) 消費税等の会計処理 

同左 
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会計方針の変更 
 

前事業年度 
(自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日) 

（ポイント引当金） 

ポイントカードについては、カード会員への販売高に応
じてポイントを付与し、一定ポイントに到達した時点で金
券を発行する制度としております。 

従来、ポイントカードのポイント及び金券は、金券の回
収時に売上値引として処理しておりましたが、会員数が増
加しポイント残高の重要性が増したこと及び当下期に新顧

客政策の策定にともなう情報システムの整備が行われ、使
用実績率を合理的に見積もることが可能になったことか
ら、より適正な期間損益計算を行うため、当事業年度よ

り、使用実績率に基づき翌期以降に利用されると見込まれ
る額をポイント引当金として計上する方法に変更いたしま
した。これに伴い、前事業年度末の残高に対する引当額を

一括して特別損失に計上しております。この結果、従来の
方法に比べ売上高、営業利益及び経常利益が97,406千円、
税引前当期純利益が271,876千円それぞれ減少しておりま

す。 
なお、当下期において使用実績率を合理的に見積もるこ

とが可能になったため、当中間会計期間においては、従来

の方法によっております。したがって、当中間会計期間に
おいては変更後の方法によった場合に比べ売上高、営業利
益及び経常利益が45,610千円、税引前中間純利益が220,080

千円それぞれ多く計上されております。 

 
――――― 

 
―――――― 

(固定資産の減損に係る会計基準) 
当事業年度から「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」（企業会計基準委員会 平
成15年10月31日 企業会計基準適用指針第６号）を適用し

ております。 
これにより税引前当期純利益が519,594千円減少してお

ります。 

なお、減損損失累計額については、当該各資産の金額か
ら直接控除しております。 
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追加情報 
 

前事業年度 
(自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日) 

（外形標準課税） 

実務対応報告第12号「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」(企
業会計基準委員会(平成16年２月13日))が公表されたことに

伴い、当事業年度から同実務対応報告に基づき、法人事業
税の付加価値割及び資本割78,255千円を販売費及び一般管
理費として処理しております。 

 

――――― 

 

――――― 

（仕入債務の支払方法） 

仕入債務の支払方法について、従来買掛金の支払につ
き手形決済をしていた一部の取引先につき、平成17年11
月より、ファクタリングによる決済に移行しておりま

す。これにより、従来と比べ支払手形が1,639,416千円減
少し、買掛金は同額増加しております。 

 

注記事項 

(貸借対照表関係) 
 

前事業年度 
(平成17年３月31日) 

当事業年度 
(平成18年３月31日) 

※１ 授権株式数及び発行済株式総数 
授権株式数 普通株式 23,040千株 
発行済株式総数 普通株式 8,100千株 

 

※１ 授権株式数及び発行済株式総数 
授権株式数 普通株式 23,040千株 
発行済株式総数 普通株式 8,100千株 

 
２ 配当制限 

商法施行規則第124条第３号に規定する純資産額 
  8,776千円 

 

２ 配当制限 

商法施行規則第124条第３号に規定する純資産額 
  21,085千円 
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(損益計算書関係) 
 

前事業年度 
(自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日) 

※１ 固定資産売却損の内容 

車両運搬具 202千円 
  

 

※１ 固定資産売却損の内容 

――――― 
 

※２ 固定資産除却損の内容 
建物 83,347千円 

構築物 209千円 
器具・備品 20,273千円 

合計 103,829千円 
 

※２ 固定資産除却損の内容 
建物 35,968千円 

構築物 558千円 
器具・備品 12,355千円 

合計 48,882千円 
 

 ※３ 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しました。 

場所 用途 種類 
減損損失 

(千円) 

関東地区 店舗 
建物,構築物 

及び器具・備品 
126,256 

東海地区 店舗 
建物及び 
器具・備品 

783 

関西地区 店舗 
建物,器具・ 

備品及び土地 
70,446 

中国地区 店舗 
建物,構築物 

及び器具・備品 
44,816 

九州地区 店舗 
建物,構築物 

及び器具・備品 
103,666 

東京都 

杉並区 
遊休資産 土地 118,976 

大阪市 
東成区 

賃貸用資産 
建物及び 
土地 

54,648 

合  計 519,594 

当社は、キャッシュ・フローを生み出す最小単位と
して、主として店舗を基本単位としてグルーピングし

ております。 
その結果、市場価格の著しい下落または収益性の悪

化により、回収可能価額が帳簿価額を下回った上記資

産グループの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(519,594千円)として特別損失に計
上しました。 

減損損失の内訳 
建物 207,878千円 
構築物 8,660千円 

器具・備品 80,772千円 
土地 222,282千円 

合計 519,594千円 
 

なお、当該資産グループの回収可能価額は、使用価
値または正味売却価額により算定しております。使用
価値は、将来キャッシュ・フローを5.0％で割り引いて

算定しております。正味売却価額は、固定資産税評価
額等を基に算定しております。 
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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４月１日 
至 平成17年３月31日) 

当事業年度 
(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 
(平成17年３月31日) 

現金及び預金勘定 9,606,779千円 

現金及び現金同等物 9,606,779千円 
   

※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18年３月31日) 

現金及び預金勘定 7,414,504千円 

現金及び現金同等物 7,414,504千円 
   

 

(リース取引関係) 
 

前事業年度 
(自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日) 

当事業年度 
(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 

 

 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、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) 

期末残高 
相当額 
(千円) 

器具・備品 1,264,878 685,735 579,142 

車両運搬具 2,699 1,304 1,394 

合計 1,267,577 687,040 580,536 
 

 
取得価額 
相当額 
(千円) 

減価償却 
累計額 
相当額 
(千円) 

期末残高 
相当額 
(千円) 

器具・備品 1,410,719 714,632 696,086 

車両運搬具 2,699 1,844 854 

合計 1,413,419 716,477 696,941 
 

  
② 未経過リース料期末残高相当額 

１年以内 233,101千円 
１年超 361,813千円 

合計 594,914千円 
 

② 未経過リース料期末残高相当額及びリース資産減損勘

定期末残高 
  未経過リース料期末残高相当額 

１年以内 259,994千円 

１年超 450,936千円 

合計 710,931千円 
 

  

③ 支払リース料、減価償却費相当額及び支払利息相当額 
支払リース料 264,087千円 
減価償却費相当額 248,145千円 

支払利息相当額 15,670千円 
 

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、支払利息相当額及び減損損失 

支払リース料 288,705千円 

減価償却費相当額 271,728千円 
支払利息相当額 16,588千円 

 
  

④ 減価償却費相当額及び利息相当額の算定方法 
 ・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 減価償却費相当額及び利息相当額の算定方法 
 ・減価償却費相当額の算定方法 

同左 

 ・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の差額

を利息相当額とし、各期への利息配分については、利
息法によっております。 

 ・利息相当額の算定方法 
同左 

 (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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(有価証券関係) 

前事業年度(平成17年３月31日) 

１ その他有価証券で時価のあるもの 
 

 種類 
取得原価 
(千円) 

貸借対照表計上額 
(千円) 

差額 
(千円) 

株式 120,436 135,951 15,515 貸借対照表計上額が 
取得原価を超えるもの 小計 120,436 135,951 15,515 

株式 2,471 1,706 △765 貸借対照表計上額が 
取得原価を超えないもの 小計 2,471 1,706 △765 

合計 122,908 137,658 14,750 

 

２ 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 
 

 貸借対照表計上額(千円) 

その他有価証券  

非上場株式 18,000 

合計 18,000 

(注) 減損処理にあたっては、事業年度末における時価が取得原価に比べ50％以上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、当該金額の重要性、回復可能性等を考慮して必要と認められた額に

ついて減損処理を行っております。 

 

当事業年度(平成18年３月31日) 

１ 子会社株式及び関連会社株式で時価のあるもの 

子会社株式及び関連会社株式で時価のあるものはありません。 

２ その他有価証券で時価のあるもの 
 

 種類 
取得原価 
(千円) 

貸借対照表計上額 
(千円) 

差額 
(千円) 

株式 127,075 166,915 39,840 貸借対照表計上額が 
取得原価を超えるもの 小計 127,075 166,915 39,840 

その他 299,778 295,376 △4,402 貸借対照表計上額が 
取得原価を超えないもの 小計 299,778 295,376 △4,402 

合計 426,853 462,292 35,438 

 

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 
 

 貸借対照表計上額(千円) 

その他有価証券  

非上場株式 25,000 

合計 25,000 

(注) 減損処理にあたっては、事業年度末における時価が取得原価に比べ50％以上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、当該金額の重要性、回復可能性等を考慮して必要と認められた額に
ついて減損処理を行っております。 
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(デリバティブ取引関係) 

前事業年度(平成16年４月１日から平成17年３月31日まで) 

当社は、デリバティブ取引を全く利用していないため、該当事項はありません。 

 

当事業年度(平成17年４月１日から平成18年３月31日まで) 

当社は、デリバティブ取引を全く利用していないため、該当事項はありません。 

 

(退職給付関係) 
 

 
前事業年度 

(自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日) 

１ 採用している退職給付制度の概要  当社は確定給付型・非積
立型の制度として退職一時
金制度を設けています。 

同左 

２ 退職給付債務に関する事項   
イ 退職給付債務 1,493,901千円  1,539,777千円
ロ 年金資産 ―千円  ―千円
ハ 未積立退職給付債務 (イ＋ロ)  1,493,901千円  1,539,777千円
ニ 会計基準変更時差異の未処理額 ―千円  ―千円
ホ 未認識数理計算上の差異 △2,259千円  7,548千円
ヘ 未認識過去勤務債務 221,339千円  164,679千円
ト 貸借対照表計上額純額 (ハ＋ニ＋ホ＋ヘ) 1,712,980千円  1,712,005千円
チ 前払年金費用 ―千円  ―千円
リ 退職給付引当金 (ト－チ) 1,712,980千円  1,712,005千円
 平成17年４月１日付で退

職金制度のポイント制導
入に伴い、退職金規程の
改定をおこなったため、
過去勤務債務が発生して
おります。 

 
――――― 

３ 退職給付費用に関する事項   
イ 勤務費用  151,696千円  117,607千円 
ロ 利息費用  28,846千円  25,396千円 
ハ 期待運用収益  ―千円  ―千円 
ニ 会計基準変更時差異の費用処理額  ―千円  ―千円 
ホ 数理計算上の差異の費用処理額  586千円  △1,958千円 
ヘ 過去勤務債務の費用処理額  △55,334千円  △54,893千円 
ト 退職給付費用  125,794千円  86,152千円 

４ 退職給付債務等の計算の基礎に関する事項   
イ 退職給付見込額の期間配分方法 勤務期間定額基準 同左 
ロ 割引率 1.7％ 同左 
ハ 期待運用収益率 ― ― 
ニ 過去勤務債務の処理年数 
 

５年(発生時の従業員の平
均残存勤務期間以内の一
定の年数による定額法に
より処理しています。) 

同左 

ホ 数理計算上の差異の処理年数 10年(発生時の従業員の平均
残存勤務期間以内の一定の
年数による定率法により発
生年度から費用処理してい
ます。) 

同左 
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(税効果会計関係) 
 

 
前事業年度 

(自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日) 

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 

  

繰延税金資産   
貸倒引当金損金算入限度超過額  49,274千円 47,348千円
賞与引当金損金算入限度超過額  175,770千円 181,152千円
ポイント引当金損金算入限度超過額  110,110千円 135,941千円
未払事業税否認  41,668千円 56,740千円
退職給付引当金損金算入限度超過額  669,607千円 693,362千円
役員退職慰労引当金損金算入限度超過額  63,838千円 47,256千円
一括償却資産損金算入超過額  42,507千円 49,398千円
ゴルフ会員権評価損否認  19,035千円 11,461千円
減損損失  ―千円 190,123千円
その他  36,919千円 42,909千円
小計  1,208,730千円 1,455,695千円

評価性引当額  ―千円 △53,963千円
繰延税金資産合計  1,208,730千円 1,401,731千円
繰延税金負債  

その他有価証券評価差額金  5,973千円 14,352千円
繰延税金負債合計  5,973千円 14,352千円
繰延税金資産(負債)の純額  1,202,756千円 1,387,379千円
   

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
との差異の原因となった主な項目別の内訳 

  

法定実効税率  40.5％ 40.5％
(調整)  
交際費等永久に損金に算入されない項目  0.2％ 0.3％
受取配当金等永久に益金に算入されない項目  △0.1％ △0.7％
住民税均等割等  4.8％ 4.9％
税額控除  △0.3％ △0.2％
評価性引当額の増減  ―％ 2.7％
その他  0.0％ 0.6％
税効果会計適用後の法人税等の負担率  45.1％ 48.1％
   

 

(持分法損益等) 

前事業年度(平成16年４月１日から平成17年３月31日まで) 

関連会社がないため該当事項はありません。 

 

当事業年度(平成17年４月１日から平成18年３月31日まで) 

関連会社がないため該当事項はありません。 
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(関連当事者との取引) 

前事業年度(自 平成16年４月１日 至 平成17年３月31日) 

役員及び個人主要株主等 
 

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 

議決権の所有 
(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) 

店舗の賃借 
(注)２ 5,594 前払費用 489 

事務所の賃
借 
(注)２ 

43,156 前払費用 3,776 

役員及
びその
近親者
が議決
権の過
半数を
所有し
ている
会社等 

セガミ不動
産㈱ 
(注)１ 

大阪市
中央区 32,000 不動産賃貸 

(被所有) 
直接 14.0
 

― ― 

土地・建物 
の購入手付
金 
(注)２ 

62,000 
建設仮勘
定 62,000 

役員及
びその
近親者 

瀬上 修 ― ― 
当社取締役
社長 

(被所有) 
直接 3.6 

― ― 

店舗賃借契
約の連帯保
証(住道店
他72店) 
(注)３ 

― ― ― 

取引条件及び取引条件の決定方針等 

(注)  １  当社取締役瀬上修及びその近親者が議決権の100％を直接保有しております。 

２ セガミ不動産㈱への不動産賃借料及び取引金額については、不動産鑑定士による鑑定評価額に基

づいて決定しております。 

３ 店舗賃借契約の連帯保証については、期末日における未払債務がないため取引金額は記載してお

りませんが、保証対象店の１ヶ月の賃借料合計は74,290千円であります。なお、保証料の支払及

び担保提供は行っておりません。 

注 取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。 
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当事業年度(自 平成17年４月１日 至 平成18年３月31日) 

役員及び個人主要株主等 
 

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 

議決権の所有 
(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) 

店舗の賃借 
(注)２ 2,331 ― ― 

事務所の賃
借 
(注)２ 

17,982 ― ― 

役員及
びその
近親者
が議決
権の過
半数を
所有し
ている
会社等 

セガミ不動
産㈱ 
(注)１ 

大阪市
中央区 32,000 不動産賃貸 

(被所有) 
直接 14.0
 

― ― 

土地・建物 
の譲受 
(注)３ 

620,000 ― ― 

役員及
びその
近親者 

瀬上 修 ― ― 
当社取締役
社長 

(被所有) 
直接 3.6 

― ― 

店舗賃借契
約の連帯保
証(ﾛﾝﾓｰﾙ店
他65店) 
(注)４ 

― ― ― 

役員及
びその
近親者 

大久保勇作 
(当社取締役社
長瀬上修の義

弟) 

― ― 当社顧問 
(被所有) 
直接 1.5 

― ― 
顧問料支払 
(注)５ 5,480 ― ― 

取引条件及び取引条件の決定方針等 

(注)  １  当社取締役瀬上修及びその近親者が議決権の100％を直接保有しております。 

２ セガミ不動産㈱への不動産賃借料及び取引金額については、不動産鑑定士による鑑定評価額に基

づいて決定しております。 

  なお、店舗・事務所の賃借については、平成17年８月31日をもって土地・建物の譲受により解消

しております。 

３ 取引金額は不動産鑑定士による鑑定評価額に基づき算定した価額で行っております。 

４ 店舗賃借契約の連帯保証については、期末日における未払債務がないため取引金額は記載してお

りませんが、保証対象店の１ヶ月の賃借料合計は68,293千円であります。なお、保証料の支払及

び担保提供は行っておりません。 

５ 顧問料の支払については、契約書に基づき双方協議の上合理的に決定しております。 

注 取引金額には消費税等は含まれておりません。 
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(１株当たり情報) 
 

項目 
前事業年度 

(自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日) 

当事業年度 
(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 2,584円85銭 2,692円49銭 

１株当たり当期純利益 136円63銭 131円12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。 

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株当たり当期純利益の算定上の基
礎 
当期純利益 1,112,682千円 

普通株主に帰属しない金額 
6,000千円 

(利益処分による役員賞与金 
6,000千円) 

普通株式に係る当期純利益 

1,106,682千円 
普通株式の期中平均株式数 

8,100,000株 

１株当たり当期純利益の算定上の基
礎 
当期純利益 1,072,057千円 

普通株主に帰属しない金額 
10,000千円 

(利益処分による役員賞与金 
10,000千円)

普通株式に係る当期純利益 

1,062,057千円 
普通株式の期中平均株式数 

8,100,000株 

 

(重要な後発事象) 

該当事項はありません。 
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５． 仕入及び販売の状況 

当社は生産を行っておりませんので、生産実績に代えて商品仕入実績を記載しております。当事業年度

の商品仕入実績を商品別に示すと次のとおりであります。また販売実績につきましては、商品別に記載し

ております。 

(1) 商品仕入実績 
                                                (単位：千円) 

区  分 金  額 前年同期比
（％） 

医 薬 品              17,141,777 106.2 

化 粧 品              21,728,205 113.8 

日 用 生 活 商 品              8,943,535 110.1 

そ の 他              9,516,839 101.4 

合  計 57,330,358 108.7 

(注) 1. 
2. 
3. 

上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 
その他の主な内容は、衛生材料医療器具、ベビー用品、健康食品等であります。 
金額は、仕入価格によっております。 

 

(2)商品別販売実績 
                                                (単位：千円) 

区  分 金  額 前年同期比
（％） 

医 薬 品              25,972,716 103.1 

化 粧 品              26,911,996 111.3 

日 用 生 活 商 品              10,884,054 106.8 

そ の 他              13,253,261 99.0 

計 77,022,029 105.6 

卸 1,650,813 98.6 

合  計 78,672,842 105.4 

(注) 1. 
2. 
 

上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 
その他の主な内容は、衛生材料医療器具、ベビー用品、健康食品等であります。 
 

  

６． 役員の異動（平成18年６月29日予定） 

(1)  代表者の異動 

該当事項はありません。 

 

(2)  その他役員の異動 

該当事項はありません。 

 

 


