
１．平成18年３月期の連結業績（平成17年４月１日～平成18年３月31日） 

※ 上記の業績予想につきましては、発表日現在において入手可能な情報に基づいて作成したものです。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場合があります。なお、業績予想に関する事項につきましては、資料の 

６ページをご参照下さい。 

平成18年３月期 決算短信（連結） 平成18年５月23日

上場会社名 株式会社マツモトキヨシ 上場取引所 東 

コード番号 9875 本社所在都道府県 千葉県 

(URL http://www.matsukiyo.co.jp) 

代  表  者  代表取締役社長 松本南海雄 

問合せ先責任者  取締役財務本部長 唐樋和明 ＴＥＬ （047）344－5111 

決算取締役会開催日 平成18年５月23日 

米国会計基準採用の有無 無 

(1)連結経営成績 （百万円未満は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 312,982 2.5 13,786 △7.1 15,339 △5.6

17年３月期 305,312 10.8 14,841 6.0 16,251 4.9

  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 2,309 △58.1 42 32  － 2.4 8.3 4.9

17年３月期 5,512 △35.7 104 63  － 6.1 9.3 5.3

（注） ①持分法投資損益 18年３月期 △39百万円 17年３月期 －百万円 

  ②期中平均株式数（連結） 18年３月期 53,511,774株 17年３月期 52,093,547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)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 184,946 98,060 53.0 1,829 52

17年３月期 182,810 97,088 53.1 1,813 17

（注）期末発行済株式数（連結） 18年３月期 53,573,966株 17年３月期 53,511,786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 5,758 △7,627 973 25,846

17年３月期 8,425 △3,259 5,155 26,741

(4)連結範囲及び持分法の適用に関する事項  

連結子会社数 8社 持分法適用非連結子会社数 －社 持分法適用関連会社数 1社

(5)連結範囲及び持分法の適用の異動状況  

連結（新規） －社 （除外） －社 持分法（新規） 1社 （除外） －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）  

  売上高 経常利益 当期純利益 

    百万円  百万円  百万円

中間期 162,000   7,300   3,000   

通 期 340,000   16,300   7,900   

（参考） １株当たり予想当期純利益（通期） 147円46銭   
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１．企業集団の状況 
 当社グループ（当社及び当社の関係会社）は、医薬品、化粧品、食料品、日用雑貨等を販売する小売業を営む当社、

子会社８社及び関連会社２社により構成されており、子会社８社を連結の範囲に含め、平成17年４月に株式を取得し関

連会社となった杉浦薬品株式会社(本社：愛知県江南市）について持分法を適用しております。 

 杉浦薬品株式会社は、業務提携及び資本提携による関連会社ではありますが、当社中期経営計画に基づく中京地区の

戦略拠点として位置付け、マツモトキヨシ・グループ全国ドミナント戦略の一翼を担ってまいります。 

 事業内容と当社及び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。なお、事業の種類別セグメント

情報を記載していないため、事業部門別に記載しております。 

※ 卸売部門は子会社及びフランチャイジー等への商品供給であります。 

以上について図示すると次のとおりであります。 

事業部門の名称 会社名 

薬粧部門 当社、㈱矢野商事、㈱健康家族、㈱トウブドラッグ、杉浦薬品㈱ 

スーパー部門 当社 

ホームセンター部門 当社 

建設部門 ㈱エムケイプランニング 

店舗開発部門 ㈱エムケイプランニング 

卸売部門 ※ 当社、伊東秀商事㈱ 

その他の部門 ㈱マツモトキヨシ保険サービス、㈱ユーカリ広告、マツモトキヨシ不動産㈱ 

 
子会社 
㈱エムケイ 
プランニング 

子会社 
㈱マツモトキヨシ 
保険サービス 

 
 
 
 
当 
 

 

 

 

 

 

 
社 

 

 
 
消 

 

 

 

費 

 

 

 

者 

フランチャイズ店 

折込チラシ 
の配布委託 

子会社 
㈱矢野商事 
㈱健康家族 
㈱トウブドラッグ 商品供給  

什器備品の 
転貸リース  

調剤・商品 
の販売 

店舗内装 
工事等 

子会社 
㈱ユーカリ広告 

子会社 
マツモトキヨシ 
不動産㈱ 

店舗開発委託・事務所の賃貸 

保険契約 

事務所の賃貸 

子
会
社 

伊
東
秀
商
事
㈱ 

事務所の賃貸

関連会社 
杉浦薬品㈱ 

商品供給 商品の販売 

調剤・商品の販売 

商品仕入 

商品仕入 調剤・商品 
の販売 

店舗・事務所
の賃貸 

商品仕入 

商品供給 
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２．経営方針 

(1) 会社の経営の基本方針 

  当社は、『お客様本位』を追求し、経営基本理念にある「まごころをもって人にあたる（誠実）」を中心とした、

“お客様にとって魅力的で親しみやすい店舗づくり”を目指しております。また、現在ドラッグストア業界の環境が

大きく変化する中で、当社の役割としてセルフメディケーションを推進し、地域に密着した「かかりつけ薬局化」を

実現することが社会全体への貢献であると考えております。 

  さらに、この基本方針を通じてお客様との信頼関係の構築を図ると同時に、お客様の期待に応え支持され続ける企

業集団となるため、独自性のある価値創造に努め、安定的な収益基盤の確立と企業価値のさらなる向上を目指してま

いります。 

(2) 会社の利益配分に関する基本方針 

 当社は、株主利益重視の見地から、成長に見合った長期・安定的な利益配分を目指しております。 

 したがって、経営基盤の強化並びに将来の長期的な事業展開を見定めた上で、業績に応じた配当を実施してまいり

ます。当期は中間期に１株10円の配当を実施しました。通期では減益幅が予想より拡大しましたが、株主への長期・

安定的な利益配分の見地から、期末配当を１株20円とし、通期で１株30円の配当を予定しております。 

 なお、会社法施行後におきましても、中間期末日及び期末日を基準日として年２回の配当を実施することとしてお

り、方針の変更はありません。 

(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、より広範囲な投資家の皆様に投資機会を提供できるよう、また市場における当社株式の十分な流動性を維

持できるようにする目的で、平成16年３月期には１株につき２株の割合で株式を分割し、１株当たりの投資金額の引

き下げを実施致しておりますが、今後も当社株式の流動性確保や安定株主作りの観点から、株価動向に注視しつつ、

資本政策の一環として投資単位の妥当性に留意してまいります。 

(4) 中長期的な会社の経営戦略と会社の対処すべき課題 

 当社中期経営計画の主要目標である「平成20年３月期に薬粧店舗1,000店、売上高5,000億円、マツモトキヨシ・グ

ループ売上高１兆円達成」を実現するため、当社は一丸となって営業活動にまい進致しております。この目標実現の

ための戦略課題としては、次の事項があります。 

① ドラッグストアの新しいビジネスモデルの確立 

 当社は、ドラッグストア事業のリーディングカンパニーとして顧客のニーズやウォンツに対し、場合によっては

従来のコンセプトから脱却し新しい概念を構築するなど柔軟な対応が必要と考えます。今後、可能な限り研究を試

み、新しいビジネスモデルまたは新しいストアコンセプトの構築を図り、新業態を生み出すことにより、当社の収

益性の向上を実現してまいります。 

 具体的には、「ホールディング・カンパニー制」への移行による薬粧事業の専門性と効率化を検討しておりま

す。医薬品メーカーとの資本提携を視野に入れ、川上から川下まで『製造・配送・販売』を垂直統合し、ドラッグ

ストアに対する一貫営業管理体制の構築を目指します。また同時に『販売』体制についても直営店舗、子会社店舗

（Ｍ＆Ａ）、ＦＣ店舗、業務提携店舗からなるマツモトキヨシ・グループの販売チャネルの拡大を図ってまいりま

す。この２つの統合によるビジネスモデルが当社の総合的販売戦略であり、それにより競合他社との差別化を図り

世界水準に適う販売競争力の実現を目指してまいります。 

② 専門性の追求と人材育成の推進 

 当社は、「かかりつけ薬局化」とセルフメディケーションの推進のため、顧客視点での営業に注力いたします。

そのために、顧客のニーズに迅速に対応できる販売店舗の運営を見直すとともに、顧客満足度を高めるため、薬粧

事業の専門性の追求をテーマとしてまいります。その一環として、調剤店舗と調剤備蓄センターをネットワーク化

し、店舗の調剤業務から調剤備蓄センターでの医薬品の在庫管理や物流管理までを一元的に管理可能なシステムを

開発、前期ビジネス・モデル特許を取得したことから、今後はドラッグストア業界内他社へのシステム販売を拡大

することで、業界内のデファクト・スタンダード（事実上の業界標準）化を目指します。 

 また、これらを実現するため顧客のニーズに迅速に対応できる販売店舗の運営を見直すとともに顧客満足度を高

めるため、薬粧事業の専門性の追求をテーマとして販売員を含めた階層別・職能別の人材教育を推進いたします。
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③ 新業態への取り組み 

 当社は、長年の蓄積されたノウハウと「マツモトキヨシ」のブランドを利用し、新しいストアコンセプトをもっ

た「新業態店舗」の研究・開発を行っております。 

 近年、駅ナカの開発が急激に進んでおり、スペース確保、高額な賃料、デベロッパーのコンセプトへの対応等難

しい面もありますが、その集客力及び地上店舗とのバッティングが希薄である等、マーケットとして大きな魅力も

あります。 

 平成18年３月27日に、東京メトロ・西新宿駅構内にオープンした新型店「COS-MEDI Station西新宿メトロピア

店」が新ストア・コンセプト構築の一例と言えます。引き続き、新タイプドラッグストアとして他店舗との差別化

を図ってまいります。 

④ 内部統制の整備 

 平成18年５月施行の新会社法により、資本金５億円以上または負債200億円以上の大会社に対し、取締役や従業

員の法令違反行為を防ぐため、「内部統制システム」の構築が義務付けられるにあたり、当社といたしましてもこ

れを機に内部統制機能を強化するため、内部統制の監視等をおこなう専門の部署を設置し、さらに内部統制を側面

から補佐する機関として社長直属の委員会を設置いたします。また、内部統制機能を活用して、会社組織内部にお

いての健全なコミュニケーションが図られているかどうか常に確認をおこなってまいります。 

(5) 親会社等に関する事項 

 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 当期の概況 

 当期におけるわが国の経済動向は、企業収益改善や個人消費回復により全般的に景気拡大基調に転換し、流通・

小売業界内でも部分的な景気回復の兆候が見られましたが、当社の中核事業であるドラッグストア業界において

は、前期のようなヘルス＆ビューティーケア（Ｈ＆ＢＣ）関連新商品や季節性商品・医薬品での好影響も見られ

ず、出店の過当競争が続く中、業界全体としては優勝劣敗の構図がますます鮮明になってまいりました。 

 こうした中、当社は「ドラッグストア事業への選択と集中」を経営基本課題とし、ローリング中期経営計画の中

で、「平成20年３月期に薬粧店舗1,000店、売上高5,000億円、マツモトキヨシ・グループ売上高１兆円達成」を目

指し、鋭意努力してまいりました。 

 上半期においては、価格競争の激化や前期に実施した商品在庫評価方法及び評価基準の売価還元原価法から売価

還元低価法への変更等で粗利の低下を余儀なくされましたが、下半期においては、前期のようなＨ＆ＢＣ関連新商

品や季節性商品・医薬品の追い風がない中、セルフメディケーションセミナーの実施、ポイントカードの積極活

用、ＰＢ商品の販売強化、マーチャンダイジングと最適粗利ミックスの厳密な追求や人件費等主要販管費の抑制強

化に努めてまいりました。その結果、通期における営業成績は、売上総利益では増収増益かつ過去最高益を更新し

たものの、営業利益、経常利益では販売費及び一般管理費の増加を吸収できず、増収減益となりました。これは通

期においては、出店競争の激化とドミナント戦略に伴う自社競合、低価法導入による粗利率の低下等が主因です

が、さらに第４四半期の限定要因として、通常は売上貢献度が高い季節性商品・医薬品や昨年人気のあったサプリ

メントの売上が予想外に少なかったという特殊事情も影響しております。 

 直営店における新規出店実績につきましては、当初年間出店目標80店舗に対し、期中の新規出店実績84店舗（Ｆ

Ｃからの転換８店舗を含む）の出店を行いました。特に、平成17年８月に関西営業所（大阪府大阪市）を設置し開

発要員４名を配置するなど、西日本地域の強化と店舗開発に傾注致しました。具体的には関西地区の主要店舗であ

る「ユニバーサルシティウォーク大阪店」、「三宮さんプラザ店」、「千日前店」をはじめ近畿地区７店、中国地

区１店、九州地区１店の出店を行いました。引き続き、西日本地域を中心に店舗網を拡大する予定であります。 

 また、駅ナカのＨ＆ＢＣ新業態として比較的小スペースで“高感度・好立地”に新しいストアコンセプトをもっ

た「COS-MEDI Station西新宿メトロピア店」（東京メトロ丸の内線の西新宿駅構内）を出店致しました。新タイプ

ドラッグストアとして他店舗との差別化を図ると共に、今後もマツモトキヨシの新業態として出店を進めてまいり

ます。 

 次に、子会社として㈱健康家族の「塩尻ギャザ店」他１店舗、㈱トウブドラッグの「東武新越谷駅ビル店」他３

店舗があります。また、ＦＣ化の１号店として、京浜急行グループ子会社店舗の「京急ハウツ店」、２号店はコー

ナン商事㈱ホームセンター内の「コーナン市川原木店」、さらに弘陽薬品㈱20店舗の全店ＦＣ化を実施し、本年２

月には沖縄県ナンバーワン小売業である㈱サンエーとＦＣ契約するなど、ＦＣ戦略の推進につきましても大きな進

捗が見られました。 

 このような営業活動に基づき、薬粧部門の売上高は2,870億16百万円（前期比3.8％増）となり、業態転換や閉店

による業務縮小等により、スーパー部門の売上高は108億39百万円（同15.2％減）、ホームセンター部門の売上高

は78億13百万円（同9.7％減）となりました。また、その他の子会社担当部門の売上高につきましては、建設部門

６億98百万円（同9.5％増）、その他の部門１億42百万円（同4.4％増）となり、平成17年３月期より新たに設けた

卸売部門は51億62百万円（同15.7％増）となりました。 

 また、当連結会計年度の特殊要因として、今期より新たに導入された減損会計処理のために、期初において100

億円程度の特別損失の一括計上を想定しておりましたが、減損処理金額が105億円と予測比５億円増えたことも加

わり、当期純利益は期初の業績予想である通期で35億円を下回りました。 

 以上の結果、当連結会計年度における業績は、売上高3,129億82百万円（同2.5％増）、営業利益137億86百万円

（同7.1％減）、経常利益153億39百万円（同5.6％減）、当期純利益23億９百万円（同58.1％減）となりました。 
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② 次期の見通し 

 次期のわが国の景気動向は、緩やかな景気回復傾が当面持続し、個人消費にも明るさが増してくるものと予想さ

れますが、ドラッグストア業界の営業環境は、流通小売全体の業種業態を超えた価格競争や出店競争の激化、薬

価・調剤報酬の見直しによる営業収入の減少等を主因として、ますます厳しくなってゆくものと思われます。 

 こうした中、当社は上述の経営戦略を堅持し、それを実現する新しい経営戦略を徹底的に推進することで、お客

様の信頼とニーズに応えられる、魅力ある店舗づくりを目指してまいります。 

 こうした企業努力により、第54期連結ベースでの売上高は中間期で1,620億円、通期で3,400億円を予想してお

り、経常利益は中間期で73億円、通期で163億円と期間損益においては増収増益を見込んでおります。また、最終

損益においても、減損会計導入時の特殊要因が消えたことから、当期純利益も大幅に改善し、中間期で30億円、通

期で79億円を予定しております。今後は減損会計の主旨を踏まえ、投資効率をより意識した店舗開発・運営管理等

に万全を期してまいります。 

 さらに、中長期的な展望としては、当社の次期中期経営計画の主要目標である、平成20年（2008年）３月期にお

ける薬粧店舗数1,000店、売上高5,000億円、マツモトキヨシ・グループ売上高１兆円達成に向けた営業・管理両面

からの体制構築を進めてまいります。因みに平成18年3月期末現在の薬粧店舗数は直営店723店舗、傘下子会社・Ｆ

Ｃ店舗等84店舗、薬粧店舗合計807店舗となります。 

(2) 財政状態 

① 当期の概況 

 当期は営業活動及び財務活動によるキャッシュ・フローの増加で、新規出店並びに関連子会社貸付等投資活動に

よるキャッシュ・フローの大部分をカバーしております。中でも財務活動によるキャッシュ・フローにおいては、

前期（平成17年３月）に締結した期間３年コミットメント総額225億円のシンジケート・ローンのうち、今期引き

出し予定である112億50百万円（残りは平成17年３月に引き出し済み）を平成18年３月に実行、期日１年以内の既

存ローンと借り替えを実施したことで、当期以降の中長期資金調達の長期化・安定化およびコスト引き下げを実現

しました。これにより、平成18年３月期末の総資産は1,849億46百万円、有利子負債は275億17百万円、株主資本は

980億60百万円、株主資本比率53.0％となりました。 

 当連結会計年度における「営業活動によるキャッシュ・フロー」は、税金等調整前当期純利益46億93百万円に減

価償却費20億18百万円、減損損失105億円、販売促進引当金の増加額11億10百万円を加え、売上債権の増加額13億

99百万円、たな卸資産の増加額42億44百万円、法人税等の支払額78億93百万円等を差し引いた結果、57億58百万円

の増加となりました。「投資活動によるキャッシュ・フロー」は、投資有価証券の取得による支出18億円、有形固

定資産取得による支出19億53百万円、差入敷金保証金の増加による支出26億５百万円等により76億27百万円の減少

になりました。「財務活動によるキャッシュ・フロー」は、長期借入れによる収入112億50百万円の増加に対し、

短期期借入金の返済９億99百万円、長期借入金の返済78億77百万円等による支出等で減少し、差し引き９億73百万

円の増加となりました。 

 この結果、「現金及び現金同等物の期末残高」は、前連結会計年度末に比べ８億95百万円減少し、258億46百万

円となりました。 

② 次期の見通し 

 「営業活動によるキャッシュ・フロー」は、税金等調整前当期純利益、減価償却費、仕入債務増加額等を勘案、

80～110億円程度の増加を見込んでおります。また「投資活動によるキャッシュ・フロー」は、来期の新規出店関

連設備投資等を主因に140～150億円程度の減少が見込まれます。期中に新たな資金需要が発生する場合にはコマー

シャルペーパー、コミットメントライン、長期借入金等により「財務活動によるキャッシュ・フロー」の増加で適

宜調達する予定です。なお、有利子負債の来期末残高は340～370億円程度を想定しております。 
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③ キャッシュ・フロー指標のトレンド 

自己資本比率               自己資本／総資産 

時価ベースの自己資本比率         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・フロー 

インタレスト・カバレッジ・レシオ     営業キャッシュ・フロー／利払い 

（注）１．各指標は、いずれも連結ベースの財務数値により算出しております。 

２．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。 

３．営業キャッシュ・フローは連結キャッシュ・フロー計算書の営業活動によるキャッシュ・フローを使用

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・フロー計算書の利息の支払額を使用しておりま

す。 

(3) 事業等のリスク 

 決算短信に記載した事項のうち、投資者の判断に重要な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、文中の将来に関する事項は、当連結会計年度末現在において当社グループが判断したものであります。 

① 法的規制について 

・ 「薬事法」等による規制について 

 当社グループは、「薬事法」上の医薬品等を販売するにあたり、各都道府県の許可・指定・免許・登録及び届

出を必要としております。その主なものは、薬局開設許可、保険薬局指定、医薬品一般販売業許可、高度管理医

療機器等販売業許可であります。このため、当該規制が改定された場合、その内容によっては薬粧事業における

店舗の営業等に影響を及ぼす可能性があります。 

・ 出店に関する規制等について 

 当社グループは、1,000㎡超の店舗の新規出店及び既存店の増床について、「大規模小売店舗立地法」により

規制を受け、都道府県知事（政令指定都市は市長）への届出が義務付けられております。 

 また、「大規模小売店舗立地法」の規制に準じて地方自治体との調整が必要になる場合があります。このた

め、新規出店及び既存店舗の増床等において、出店地域によっては出店政策に影響を及ぼす可能性があります。

② 薬剤師確保について 

 薬事法において店舗ごとに薬剤師の配置が義務付けられており、また、薬剤師法では調剤業務は薬剤師が行わな

ければならないと定められております。このため、店舗拡大に際しては薬剤師の確保が重要となり、確保の状況が

出店政策に影響を及ぼす可能性があります。 

③ 調剤業務について 

 当社グループの店舗のうち、調剤専門薬局及び調剤併設店舗におきましては、調剤ミスを防止すべく調剤監査シ

ステム等の導入により、万全の管理体制のもと、細心の注意を払っております。しかし、調剤薬の欠陥・調合過誤

等により、将来、訴訟を受けるようなことがあった場合には、当社グループの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 店舗展開ついて 

 当社グループは、薬粧事業を中心に積極的な出店を進めてまいりますが、出店交渉の進捗状況、賃借先の事情、

または「大規模小売店舗立地法」の許可の関係により延期になる場合等、何らかの事情により着工が遅れ、出店計

画が変更になり業績に影響を及ぼす可能性があります。 

 また、健全な利益計画を推進するための不採算店の閉店等に伴い、特別損失が発生する可能性があります。 

 なお、今後も地方主要都市への積極的な出店を行い、全国展開を目指してまいります。 

⑤ 個人情報保護について 

 当社グループも個人情報保護法に定められている個人情報取扱事業者として個人情報に係る義務等の遵守が求め

られます。当社グループは内部管理体制の強化をはかり、個人情報の管理については細心の注意をはらっておりま

すが、予期せぬ事態により個人情報が流出した場合には、個人への賠償問題や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。 

 平成16年３月期 平成17年３月期 平成18年３月 

自己資本比率（％） 49.3 53.1 53.0 

時価ベースの自己資本比率（％） 91.0 93.1 97.6 

債務償還年数（年） 14.7 3.0 4.8 

インタレスト・カバレッジ・レシオ 23.4 85.3 70.0 
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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   26,782    25,846   

２ 売掛金   6,417   7,930  

３ たな卸資産   38,723   42,968  

４ 繰延税金資産   4,750   2,862  

５ その他   7,503   9,252  

貸倒引当金   △30   △65  

流動資産合計   84,148 46.0  88,796 48.0 

Ⅱ 固定資産        

１ 有形固定資産        

(1）建物及び構築物 ※２ 25,284   25,180   

減価償却累計額  11,966 13,318  12,702 12,478  

(2）土地 ※２  45,380   36,450  

(3）建設仮勘定   18   25  

(4）その他  3,115   3,378   

減価償却累計額  1,884 1,231  2,089 1,289  

有形固定資産合計   59,949 32.8  50,243 27.2 

２ 無形固定資産 ※３  1,885 1.0  1,235 0.7 

３ 投資その他の資産        

(1）投資有価証券 ※１  478   2,633  

(2）差入敷金保証金   31,620   32,131  

(3）繰延税金資産   1,923   5,838  

(4）その他 ※２  2,896   4,154  

貸倒引当金   △92   △87  

投資その他の資産合計   36,826 20.2  44,670 24.1 

固定資産合計   98,661 54.0  96,150 52.0 

資産合計   182,810 100.0  184,946 100.0 

                

 

-8-



    
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 支払手形及び買掛金   43,707   44,388  

２ 短期借入金   999    －   

３ １年内返済予定長期借
入金 

  2,802    5,009   

４ 未払法人税等   4,376   1,073  

５ 賞与引当金   1,985   2,003  

６ 販売促進引当金    1,417   2,527  

７ その他    4,456   4,207  

流動負債合計   59,745 32.7  59,210 32.0 

Ⅱ 固定負債        

１ 長期借入金   21,342    22,507   

２ 退職給付引当金   2,487   2,695  

３ 役員退職慰労引当金   934   1,018  

４ その他 ※２  910   1,087  

固定負債合計   25,674 14.0  27,309 14.8 

負債合計   85,420 46.7  86,519 46.8 

         

（少数株主持分）        

少数株主持分   302 0.2  366 0.2 

        

（資本の部）        

Ⅰ 資本金 ※４  21,086 11.5  21,086 11.4 

Ⅱ 資本剰余金   21,866 12.0  21,884 11.8 

Ⅲ 利益剰余金   54,220 29.7  54,862 29.7 

Ⅳ その他有価証券評価差額
金 

  102 0.0  240 0.1 

Ⅴ 自己株式 ※５  △187 △0.1  △13 △0.0 

資本合計   97,088 53.1  98,060 53.0 

負債、少数株主持分及び
資本合計 

  182,810 100.0  184,946 100.0 
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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   305,312 100.0  312,982 100.0 

Ⅱ 売上原価 ※１  225,420 73.8  229,482 73.3 

売上総利益   79,892 26.2  83,499 26.7 

Ⅲ 販売費及び一般管理費        

１ 広告宣伝費  5,036   5,137   

２ 販売促進引当金繰入額  621   1,110   

３ 給与及び手当  23,399   23,992   

４ 賞与引当金繰入額  1,992   2,000   

５ 退職給付費用  740   655   

６ 減価償却費   2,106   2,017   

７ 地代家賃  13,431   14,727   

８ その他 ※２ 17,724 65,051 21.3 20,071 69,713 22.3 

営業利益   14,841 4.9  13,786 4.4 

Ⅳ 営業外収益        

１ 受取利息  172   204   

２ 受取配当金  3   3   

３ 仕入割引  428   304   

４ 器具備品受贈益  385   509   

５ 発注処理手数料  361   351   

６ その他  296 1,648 0.5 382 1,756 0.6 

Ⅴ 営業外費用        

１ 支払利息  97     80     

２ 貸倒引当金繰入額   20     46     

３ 新株発行費  58     －     

４ 持分法による投資損失  －     39     

５ 現金過不足  22   24   

６ その他  37 237 0.1 12 203 0.1 

経常利益   16,251 5.3  15,339 4.9 

Ⅵ 特別利益        

１ 固定資産売却益 ※３ 38     75     

２ 貸倒引当金戻入額   30     3     

３ 債務免除益   222     －     

４ 投資有価証券売却益   353     0     

５ その他   11 657 0.2 3 82 0.0 
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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） 
百分比
（％） 

金額（百万円） 
百分比
（％） 

Ⅶ 特別損失        

１ 固定資産売却損 ※４ 931   9   

２ 固定資産除却損 ※５ 250   141   

３ 店舗閉店損失  44   73   

４ 過年度役員退職慰労引
当金繰入額 

 311   2   

５ 役員退職功労金  100     －     

６ リース解約損  19     －     

７ 関係会社株式売却損  58     －     

８ 債権譲渡損  80     －     

９ たな卸資産評価変更差
額 

 5,154     －     

10 減損損失 ※６ －     10,500     

11 その他  12 6,963 2.2 0 10,728 3.4 

税金等調整前当期純利
益 

  9,945 3.3  4,693 1.5 

法人税、住民税及び事
業税 

 7,591   4,460   

法人税等調整額  △3,193 4,398 1.5 △2,120 2,340 0.8 

少数株主利益    33 0.0   43 0.0 

当期純利益   5,512 1.8  2,309 0.7 
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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   16,647  21,866 

Ⅱ 資本剰余金増加高        

１．増資による新株の発行  5,219 5,219 － － 

２．自己株式処分差益  － － 17 17 

Ⅲ 資本剰余金期末残高    21,866   21,884 

      

（利益剰余金の部）      

Ⅰ 利益剰余金期首残高   50,053  54,220 

Ⅱ 利益剰余金増加高      

１．当期純利益  5,512 5,512 2,309 2,309 

Ⅲ 利益剰余金減少高      

１．配当金  1,279  1,605  

２．役員賞与  66 1,345 62 1,667 

Ⅳ 利益剰余金期末残高   54,220  54,862 
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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  9,945 4,693 

減価償却費  2,106 2,018 

減損損失  － 10,500 

連結調整勘定償却額  282 123 

賞与引当金の増加額  324 17 

貸倒引当金の増加額（△減少額）  △7 43 

販売促進引当金の増加額  621 1,110 

債務保証損失引当金の減少額  △387 － 

退職給付引当金の増加額  259 208 

役員退職慰労引当金の増加額  21 84 

受取利息及び受取配当金  △176 △207 

支払利息  97 80 

持分法による投資損失  － 39 

有形固定資産除売却損  1,172 150 

無形固定資産除売却損  9 0 

売上債権の増加額  △1,714 △1,399 

たな卸資産の増加額  △3,191 △4,244 

たな卸資産評価変更差額  5,154 － 

仕入債務の増加額  1,038 681 

その他  21 △186 

小計  15,579 13,712 

利息及び配当金の受取額  18 21 

利息の支払額  △98 △82 

法人税等の支払額  △7,073 △7,893 

営業活動によるキャッシュ・フロー  8,425 5,758 
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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    

定期預金の預入による支出  △25 △2 

定期預金の払戻による収入  557 43 

投資有価証券の取得による支出  － △1,800 

投資有価証券の売却による収入  881 4 

関係会社株式の取得による支出  － △163 

有形固定資産の取得による支出  △1,332 △1,953 

無形固定資産の取得による支出  △726 △204 

差入敷金保証金の増加による支出  △3,212 △2,605 

差入敷金保証金の回収による収入  － 1,000 

連結範囲の変更を伴う子会社株式取得に
よる収入 

 605 － 

連結範囲の変更を伴う子会社株式売却に
よる収入 

 25 － 

貸付けによる支出  － △1,724 

その他  △31 △221 

投資活動によるキャッシュ・フロー  △3,259 △7,627 

Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー    

短期借入金の純減少額  △1,230 △999 

コマーシャルペーパーの純減少額  △2,000 － 

長期借入れによる収入  11,250 11,250 

長期借入金の返済による支出  △11,967 △7,877 

株式の発行による収入  10,385 － 

自己株式の売却による収入  － 206 

自己株式の取得による支出  △1 △1 

配当金の支払額  △1,280 △1,604 

財務活動によるキャッシュ・フロー  5,155 973 

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（△減少額）  10,321 △895 

Ⅵ 現金及び現金同等物の期首残高  16,420 26,741 

Ⅶ 現金及び現金同等物の期末残高  26,741 25,846 
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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 

項目 
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  子会社である次の８社を連結の範囲に

含めております。 

 ㈱健康家族 

 ㈱トウブドラッグ 

 ㈱矢野商事 

 ㈱エムケイプランニング 

 マツモトキヨシ不動産㈱ 

 ㈱マツモトキヨシ保険サービス 

 ㈱ユーカリ広告 

 伊東秀商事㈱ 

 なお、伊東秀商事㈱は平成16年９月に

株式を取得し連結子会社としております

が、中間期末日をみなし取得日としてい

るため、貸借対照表及び下半期分の損益

計算書、キャッシュ・フロー計算書を連

結しております。 

 また、連結子会社でありましたマツモ

トキヨシ薬品㈱は、平成17年３月に持分

のすべてを譲渡したため、連結の範囲か

ら除いております。なお、期末日をみな

し譲渡日としているため、損益計算書及

びキャッシュ・フロー計算書のみ連結し

ております。 

 また、非連結子会社は該当ありませ

ん。  

 子会社である次の８社を連結の範囲に

含めております。 

 ㈱健康家族 

 ㈱トウブドラッグ 

 ㈱矢野商事 

 ㈱エムケイプランニング 

 マツモトキヨシ不動産㈱ 

 ㈱マツモトキヨシ保険サービス 

 ㈱ユーカリ広告 

 伊東秀商事㈱ 

 また、非連結子会社は該当ありませ

ん。  

２．持分法の適用に関する事

項 

 関連会社㈱中央ビルは、当期純損益

（持分に見合う額）及び利益剰余金（持

分に見合う額）等からみて、持分法の対

象から除いても連結財務諸表に及ぼす影

響が軽微であり、かつ、全体としても重

要性がないため持分法の適用範囲から除

外しております。 

① 持分法適用の関連会社数 １社 

 会社名 杉浦薬品㈱ 

  杉浦薬品㈱は平成17年４月に株式を

取得したことにより、関連会社に該当

することとなったため、当連結会計年

度より持分法の適用範囲に含めており

ます。 

② 関連会社㈱中央ビルは当期純損益

（持分に見合う額）及び利益剰余金

（持分に見合う額）等からみて、持分

法の対象から除いても連結計算書類に

及ぼす影響が軽微であり、かつ、全体

としても重要性がないため持分法の適

用範囲から除外しております。 

３．連結子会社の事業年度等

に関する事項 

 連結子会社のうち㈱健康家族の決算日

は２月末日であり、また、㈱トウブドラ

ッグの決算日は12月31日であります。 

 連結財務諸表の作成にあたっては、同

決算日現在の財務諸表を使用しておりま

す。ただし、同決算日から連結決算日と

の間に発生した重要な取引については、

連結上必要な調整を行っております。 

同左 

 

-15-



項目 
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) 

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 

① 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。 

① 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 

 ② デリバティブ 

時価法 

────── 

 ③ たな卸資産 

 主として売価還元法による低価法を

採用しております。 

（会計方針の変更） 

 従来、商品の評価基準及び評価方法

は主として売価還元法による原価法に

よっておりましたが、当連結会計年度

から主として売価還元法による低価法

に変更いたしました。 

 この変更は、当連結会計年度の下期

より、将来の企業規模の拡大と経営管

理体制の強化を目的としてERP（統合基

幹業務システム）導入にむけた多角的

な検討を行ってきた過程で、コンピュ

ータの集計プロセスが改善され売価変

更額がより正確に把握できるようにな

ったこと、並びに当社を取り巻く経済

環境の変化、とりわけ昨今の販売競争

激化が今後とも継続することが見込ま

れることから、この実態を期間損益に

適切に反映させ、より適正な期間損益

計算の実現と財政状態の健全化及び競

争力の強化を図ることを目的に行った

ものであります。 

 この変更に伴い、従来の方法に比較

して営業利益及び経常利益は1,440百万

円減少し、期首における商品の売価還

元原価法に基づく評価額と同低価法に

基づく評価額との乖離額をたな卸資産

評価変更差額として特別損失に計上し

ておりますので税金等調整前当期純利

益は6,594百万円減少しております。 

 なお、ERP導入にむけた検討は下期か

ら行っているため、当中間連結会計期

間は従来の方法によっております。 

 従って、当中間連結会計期間は変更

後の方法によった場合に比べて、営業

利益及び経常利益は1,035百万円多く、

税金等調整前中間純利益は6,189百万円

多く計上されています。 

③ たな卸資産 

 主として売価還元法による低価法を

採用しております。 
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項目 
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) 

(2）重要な減価償却資産の

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）を採用してお

ります。なお、主な耐用年数は以下の

とおりであります。 

① 有形固定資産 

同左 

 建物及び構築物 ８年～34年

その他 ５年～８年

 

 ② 無形固定資産及び長期前払費用 

 定額法を採用しております。なお、

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 無形固定資産及び長期前払費用 

同左 

(3）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。 

────── 

(4）重要な引当金の計上基

準 

① 貸倒引当金 

 売上債権、貸付金等の貸倒損失に備

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しておりま

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

上しております。 

② 賞与引当金 

同左 

 ③ 販売促進引当金 

 販売促進を目的とするポイントカー

ド制度により付与されたポイントの使

用に備えるため、過去の使用実績率に

基づき将来使用されると見込まれる額

を計上しております。 

③ 販売促進引当金 

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

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。 

 数理計算上の差異は、各連結会計年

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（５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

することとしております。 

④ 退職給付引当金 

  同左  

 ⑤ 役員退職慰労引当金 

 役員の退職慰労金の支出に備えるた

め、内規に基づく連結会計年度末要支

給額を計上しております。 

⑤ 役員退職慰労引当金 

 同左 
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項目 
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) 

(5）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 

(6) 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 

  税抜方式によっております。 

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 

６．連結調整勘定の償却に関

する事項 

 連結調整勘定の償却については、個別

案件ごとに判断し、20年以内の合理的な

年数で償却しております。 

 なお、金額的に重要性がない場合に

は、発生日から１年間で償却しておりま

す。 

同左 

  

７．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 

８．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 
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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の変更 

表示方法の変更 

追加情報 

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) 

────── （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。 

 これにより営業利益及び経常利益は156百万円増加し、

税金等調整前当期純利益は10,344百万円減少しておりま

す。 

 なお、減損損失累計額については、改正後の連結財務諸

表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) 

（連結損益計算書） 

 前連結会計年度まで販売費及び一般管理費の「その

他」に含めて表示しておりました「販売促進引当金繰入

額」は、重要性が増したため当連結会計年度より区分掲

記いたしました。 

 なお、前連結会計年度における「販売促進引当金繰入

額」は、543百万円であります。 

（連結キャッシュ・フロー計算書） 

 前連結会計年度まで投資活動によるキャッシュ・フロ

ーの「その他」に含めて表示しておりました「差入敷金

保証金の回収による収入」及び「貸付けによる支出」

は、重要性が増したため当連結会計年度より区分掲記い

たしました。 

 なお、前連結会計年度における「差入敷金保証金の回

収による収入」は、468百万円、「貸付けによる支出」は

△650百万円であります。 

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) 

（法人事業税における外形標準課税部分の連結損益計算

書上の表示方法） 

 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、当連結会計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329百万円

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 

（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        ────── ※１ 関連会社に対するものは次のとおりであります。 

投資有価証券（株式） 126百万円 

※２ 担保資産及び担保付債務 

担保に供している資産は次のとおりであります。 

※２ 担保資産及び担保付債務 

担保に供している資産は次のとおりであります。 

建物 49百万円 

土地 105 

その他 4 

計 159 

建物 0百万円 

土地 105 

その他 4 

計 110 

同上に対する債務額 同上に対する債務額 

その他 106百万円 その他 105百万円 

※３ 無形固定資産に含まれる連結調整勘定 

                     334百万円 

※３ 無形固定資産に含まれる連結調整勘定 

                     211百万円 

※４ 当社の発行済株式総数は、普通株式53,579,014株で

あります。 

※４ 当社の発行済株式総数は、普通株式53,579,014株で

あります。 

※５ 連結会社が保有する自己株式の数は、普通株式

67,228株であります。 

※５ 連結会社が保有する自己株式の数は、普通株式 

5,048株であります。 

当座貸越契約及びコミットメントライン契約 

 当社及び連結子会社は、運転資金の効率的な調達を行

うため、主要取引銀行と当座貸越契約及びコミットメン

トライン設定契約を締結しております。この契約に基づ

く当連結会計年度末の借入金未実行残高は次のとおりで

あります。 

当座貸越契約及びコミットメントライン契約 

 当社及び連結子会社は、運転資金の効率的な調達を行

うため、主要取引銀行と当座貸越契約及びコミットメン

トライン設定契約を締結しております。この契約に基づ

く当連結会計年度末の借入金未実行残高は次のとおりで

あります。 

当座貸越契約及びコミットメント

ラインの総額 

10,400百万円 

借入金実行残高 －  

差引額 10,400  

当座貸越契約及びコミットメント

ラインの総額 

11,200百万円 

借入金実行残高 －  

差引額 11,200  
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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 商品期末たな卸高は売価還元低価法による評価減

1,440百万円を行った後の金額によって計上されてい

ます。 

※１ 商品期末たな卸高は売価還元低価法による評価減

6,170百万円を行った後の金額によって計上されてい

ます。 

※２ 一般管理費に含まれる研究開発費は18百万円であ

ります。 

※２ 一般管理費に含まれる研究開発費は97百万円であ

ります。 

※３ 固定資産売却益の内訳は次のとおりであります。 ※３ 固定資産売却益の内訳は次のとおりであります。 

建物及び構築物 0百万円 

土地 36 

有形固定資産その他 1 

計 38 

建物及び構築物 0百万円 

土地 73 

有形固定資産その他 1 

計 75 

※４ 固定資産売却損の内訳は次のとおりであります。 ※４ 固定資産売却損の内訳は次のとおりであります。 

建物及び構築物 14百万円 

土地 916  

有形固定資産その他 0 

計 931 

建物及び構築物 0百万円 

土地 9  

有形固定資産その他 0  

無形固定資産 0 

計 9 

※５ 固定資産除却損の内訳は次のとおりであります。 ※５ 固定資産除却損の内訳は次のとおりであります。 

建物及び構築物 145百万円 

有形固定資産その他 16 

無形固定資産 9 

解体撤去費用 78 

計 250 

建物及び構築物 32百万円 

有形固定資産その他 7 

無形固定資産 0 

解体撤去費用 100 

計 141 
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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         ────── ※６ 減損損失 

 当連結会計年度において、当社グループは以下の資

産グループについて減損損失を計上いたしました。 

 当社グループは、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10,500百万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。 

 なお、資産グループごとの回収可能価額は正味売却

価額と使用価値のうち、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、不動産鑑定評価基準に基づ

く不動産鑑定士による評価額を基準とし、使用価値は

将来キャッシュ・フローを6.8％で割り引いて算出し

ております。 

場所 用途 種類 減損損失 
 (百万円) 

千葉県
40件 

店舗及び
遊休資産 

土地及び建物、その他 4,600

東京都 
18件 

店舗 土地及び建物、その他 3,930

埼玉県 
14件 

店舗及び
遊休資産 

土地及び建物、その他 1,444

その他 
30件 

店舗及び
遊休資産 

土地及び建物、その他 524

建物及び構築物 1,109百万円 

土地 8,826  

その他 563  

計 10,500 
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（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) 

(1) 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 

(1) 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） 

 (百万円)

現金及び預金勘定 26,782 

預入期間が３か月を超える定期預金 △41 

現金及び現金同等物 26,741 

 (百万円)

現金及び預金勘定 25,846 

現金及び現金同等物 25,846 

(2) 株式の取得により新たに連結子会社となった会社の

資産及び負債の主な内訳 

 株式の取得により新たに伊東秀商事株式会社を連結

したことに伴う連結開始時の資産及び負債の内訳並び

に伊東秀商事株式会社株式の取得価額と伊東秀商事株

式会社取得による収入（純額）との関係は次のとおり

であります。 

──────  

 (百万円)

流動資産 6,367 

固定資産 758 

流動負債 △4,558 

固定負債 △63 

連結調整勘定 △1,593 

少数株主持分 △232 

伊東秀商事㈱株式の取得価額 676 

伊東秀商事㈱現金及び現金同等物 △1,282 

差引：伊東秀商事㈱取得による収入 605 

 

(3）当連結会計年度に株式の売却により連結子会社でな

くなった会社の資産及び負債の主な内訳 

 株式の売却によりマツモトキヨシ薬品株式会社が連

結子会社でなくなったことに伴う売却時の資産及び負

債の内訳並びにマツモトキヨシ薬品株式会社株式の売

却価額と売却による収入は次のとおりであります。 

 (百万円)

流動資産 481 

固定資産 18 

流動負債 △369 

固定負債 △22 

株式売却損 △58 

マツモトキヨシ薬品㈱株式の売却価額 50 

マツモトキヨシ薬品㈱現金及び現金同

等物 

△24 

差引：売却による収入 25 

 ────── 
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（リース取引関係） 

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) 

 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．借主側 １．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 

（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 
8,691 4,432 4,259 

無形固定資産 10 9 0 

合計 8,702 4,442 4,260 

 
取得価額
相当額 
(百万円) 

減価償却
累計額相
当額 
(百万円) 

減損損失
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 
8,596 4,271 313 4,010 

無形固定資産 17 6 － 11 

合計 8,613 4,278 313 4,021 

 （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 (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 1,580百万円 

１年超 2,679百万円 

合計 4,260百万円 

１年内 1,588百万円 

１年超 2,747百万円 

合計 4,335百万円 

リース資産減損
勘定の残高 

313百万円 

 （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  

支払リース料 1,764百万円 

減価償却費相当額 1,764百万円 

支払リース料 1,833百万円 

リース資産減損勘定の取崩額 80百万円 

減価償却費相当額 1,833百万円 

減損損失 394百万円 

(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 

 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 

２．貸主側 ２．貸主側 

  未経過リース料期末残高相当額   未経過リース料期末残高相当額 

１年内 1百万円 

１年超 6百万円 

合計 7百万円 

１年内 2百万円 

１年超 11百万円 

合計 14百万円 

 （注） 上記はすべて転貸リース取引に係る貸主側の

未経過リース料期末残高相当額であります。 

 なお、当該転貸リース取引は、同一の条件で

リースしており、同額の残高が上記の借主側の

未経過リース料期末残高相当額に含まれており

ます。 

（注）            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） 

１．その他有価証券で時価のあるもの 

２．前連結会計年度中及び当連結会計年度中に売却したその他有価証券 

３．時価評価されていない主な有価証券の内容 

（注）１．前連結会計年度において、その他有価証券について減損処理を行ったものはありません。 

 なお、減損処理にあたっては、期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、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。 

２．当連結会計年度において、その他有価証券について０百万円の減損処理を行っております。 

 なお、減損処理にあたっては、期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、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。 

  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 172 322 150 207 546 339 

(2）債券 － － － － － － 

(3）その他 49 70 20 53 109 55 

小計 221 393 171 260 656 395 

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 37 32 △5 － － － 

(2）債券 － － － － － － 

(3）その他 4 4 △0 － － － 

小計 41 36 △5 － － － 

合計 263 429 166 260 656 395 

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） 

売却額（百万円） 
売却益の合計額 
（百万円） 

売却損の合計額 
（百万円） 

売却額（百万円）
売却益の合計額 
（百万円） 

売却損の合計額 
（百万円） 

846 353 － 4 0 － 

  
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）

その他有価証券   

非上場株式 6 1,804 

その他 42 46 

-25-



（デリバティブ取引関係） 

１．取引の状況に関する事項 

２．取引の時価等に関する事項 

(1）前連結会計年度（平成17年３月31日） 

期末残高がないため、該当事項はありません。 

(2）当連結会計年度（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利用していないため、該当事項はありません。 

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）取引の内容及び利用目的 

 連結子会社は、借入金の金利の低減を図る目的で、

必要な範囲内で金利スワップ取引を利用しておりま

す。 

────── 

(2）取引に対する取組方針 

 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、投機的な取引は行わない方

針であります。 

────── 

(3）取引に係るリスクの内容 

 デリバティブ取引の契約先は、信用度の高い金融機

関であり、相手先の契約不履行に伴うリスクはほとん

どないと認識しております。 

────── 

(4）取引に係るリスク管理体制 

 デリバティブ取引は社内ルールに従い財務部で執

行・管理を行い、取引の状況は定期的に担当取締役へ

報告し承認を得ております。 

────── 
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（退職給付関係） 

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、厚生年金基金制度及び退職一時金制度を設けております。 

 なお、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。また、一部の子会社は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 

  

３．退職給付費用に関する事項 

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)退職給付債務 △5,100百万円 

(2)年金資産 2,936 

(3)未積立退職給付債務（1)＋(2) △2,163 

(4)未認識数理計算上の差異 △323 

(5)未認識過去勤務債務 

（債務の減額） 

－ 

(6)連結貸借対照表計上額純額 

（3)＋(4)＋(5) 

△2,487 

(7)前払年金費用 － 

(8)退職給付引当金（6)－(7) △2,487 

(1)退職給付債務 △5,632百万円 

(2)年金資産 4,623 

(3)未積立退職給付債務（1)＋(2) △1,008 

(4)未認識数理計算上の差異 △1,687 

(5)未認識過去勤務債務 

（債務の減額） 

－ 

(6)連結貸借対照表計上額純額 

（3)＋(4)＋(5) 

△2,695 

(7)前払年金費用 － 

(8)退職給付引当金（6)－(7) △2,695 

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）勤務費用 563百万円 

(2）利息費用 95 

(3）期待運用収益（減算） △48 

(4）数理計算上の差異の費用処理額 131 

(5）過去勤務債務の費用処理額 － 

(6）退職給付費用 741 

(1）勤務費用 579百万円 

(2）利息費用 98 

(3）期待運用収益（減算） △66 

(4）数理計算上の差異の費用処理額 44 

(5）過去勤務債務の費用処理額 － 

(6）退職給付費用 656 

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)期待運用収益率 2.0％

(3)退職給付見込額の期間配分方法 期間定額基準

(4)数理計算上の差異の処理年数 ５年

(1)割引率 2.0％

(2)期待運用収益率 2.2％

(3)退職給付見込額の期間配分方法 期間定額基準

(4)数理計算上の差異の処理年数 ５年
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（税効果会計関係） 

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．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 

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（流動）   

商品 2,636百万円 

賞与引当金 803 

販売促進引当金 572 

未払事業税 346 

未収入金 155 

未払費用 94 

未払事業所税 47 

たな卸資産未実現利益 42 

一括償却資産 40 

その他 11 

繰延税金資産（流動）計 4,750 

繰延税金資産（固定）   

退職給付引当金 1,004 

差入敷金保証金（建設協力金） 535 

役員退職慰労引当金 364 

貸倒損失否認額 313 

投資有価証券 147 

固定資産に係る未実現利益 82 

前受収益 67 

貸倒引当金 34 

長期前払費用 19 

一括償却資産 14 

繰越欠損金 8 

その他 38 

評価性引当金 △8 

繰延税金資産（固定）計 2,622 

繰延税金負債（固定）   

長期前払費用 629 

投資有価証券 69 

繰延税金負債（固定）計 698 

繰延税金資産（固定）の純額 1,923 

繰延税金資産の純額 6,674 

繰延税金資産（流動）   

販売促進引当金 1,021百万円 

賞与引当金 810 

商品 502 

未収入金 155 

未払費用 97 

一括償却資産 80 

未払事業税 61 

たな卸資産未実現利益 50 

未払事業所税 49 

その他 32 

繰延税金資産（流動）計 2,862 

繰延税金資産（固定）   

減損損失 3,348 

退職給付引当金 1,105 

差入敷金保証金（建設協力金） 592 

関係会社株式 443 

役員退職慰労引当金 395 

貸倒損失否認額 323 

投資有価証券 148 

繰越欠損金 105 

固定資産に係る未実現利益 92 

前受収益 73 

一括償却資産 64 

ソフトウエア 40 

貸倒引当金 33 

その他 43 

評価性引当金 △105 

繰延税金資産（固定）計 6,704 

繰延税金負債（固定）   

長期前払費用 711 

投資有価証券 154 

繰延税金負債（固定）計 866 

繰延税金資産（固定）の純額 5,838 

繰延税金資産の純額 8,700 

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 

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 

法定実効税率 40.4％ 

（調整）   

住民税均等割等 2.9％ 

その他 0.9％ 

税効果会計適用後の法人税等の負担率 44.2％ 

法定実効税率 40.4％ 

（調整）   

住民税均等割等 6.3％ 

連結子会社当期損失 1.8％ 

連結調整勘定償却 1.1％ 

その他 0.3％ 

税効果会計適用後の法人税等の負担率 49.9％ 
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（セグメント情報） 

【事業の種類別セグメント情報】 

 当社グループは、医薬品、化粧品、食料品及び日用雑貨等生活関連商品を取扱う小売業を主たる事業としてお

ります。前連結会計年度及び当連結会計年度において、この事業の売上高、営業利益及び資産の金額は、いずれ

も全セグメントに占める割合が90％超であるため、記載を省略しております。 

【所在地別セグメント情報】 

 前連結会計年度及び当連結会計年度において、本邦以外の国または地域に所在する連結子会社及び在外支店が

ないため、該当事項はありません。 

【海外売上高】 

 前連結会計年度及び当連結会計年度において、海外売上高がないため、該当事項はありません。 
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（関連当事者との取引） 

前連結会計年度（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 

 （注）１．賃借料は不動産鑑定評価に基づいて決定しております。 

２．賃借料は不動産鑑定評価に基づいて決定しております。 

３．賃借料は近隣の地代を参考にし、同等の価格によって決定しております。 

４．賃貸料は近隣の地代を参考にし、同等の価格によって決定しております。 

５．賃借料は不動産鑑定評価及び近隣の地代を参考にし、同等の価格によって決定しております。 

６．賃借料は、不動産鑑定評価に基づいて決定しております。 

７．松本南海雄の「議決権等の被所有割合」間接3.3％は、㈱南海公産が所有するものであります。 

８．松本和那の「議決権等の所有割合」間接1.0％は㈲松和公産が所有するものであります。 

９．取引金額には消費税等は含まれておりません。 

属性 
会社等の名
称又は氏名 

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 
事業上の
関係 

役員 松本南海雄 － － 
当社代表取

締役 

（被所有） 

直接 7.8％ 

間接 3.3％ 

－ － 
土地の賃借 

(注)１ 
1 － － 

役員が議決

権の過半数

を所有して

いる会社等 

㈱南海公産 
千葉県 

松戸市 
423 

不動産の管

理 

（被所有） 

直接 3.3％ 
役員１名

当社店

舗等の

賃借 

建物の賃借 

(注)２ 
18 

差入敷

金保証

金 

23 

役員が議決

権の過半数

を所有して

いる会社等 

㈱ユアー 

スポーツ 

千葉県 

松戸市 
20 

スポーツク

ラブ等の経

営 

－ 役員２名

当社店

舗の賃

借 

建物の賃借 

(注)３ 
11 － － 

役員が議決

権の過半数

を所有して

いる会社等 

㈲バロン 

商事 

千葉県 

松戸市 
50 

遊技場・娯

楽施設の経

営 

－ － 
店舗の

賃貸 

建物の賃貸 

(注)４ 
48 
預り敷金

保証金 
24 

役員 

主要株主 
松本鉄男 － － 当社取締役 

（被所有） 

直接10.5％ 
－ － 

土地の賃借 

(注)５ 
7 － － 

役員の近親

者 

個人主要株

主の近親者 

松本和那 － － － 

（被所有） 

直接 0.1％ 

間接 1.0％ 

－ － 
土地の賃借 

(注)６ 
1 未払金 3 
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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 

 （注）１．賃借料は不動産鑑定評価に基づいて決定しております。 

２．賃借料は不動産鑑定評価に基づいて決定しております。 

３．賃借料は近隣の地代等を参考にし、同等の価格によって決定しております。 

４．賃貸料は近隣の地代等を参考にし、同等の価格によって決定しております。 

５．賃借料は不動産鑑定評価及び近隣の地代を参考にし、同等の価格によって決定しております。 

６．土地、建物の購入価格は不動産鑑定評価に基づいて決定しております。 

７．賃貸料は、不動産鑑定評価に基づいて決定しております。 

８．松本南海雄の「議決権等の被所有割合」間接3.3％は、㈱南海公産が所有するものであります。 

９．松本和那及び松本和巳の「議決権等の被所有割合」間接0.6％は㈲松和公産が所有するものであります。 

10．松本和巳は取締役を辞任しておりますが、取引金額は取締役在任期間に係るものであり、期末残高は取締役

を辞任した時点のものであります。 

11．取引金額には消費税等は含まれておりません。 

属性 
会社等の名
称又は氏名 

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 
事業上の
関係 

役員 松本南海雄 － － 
当社代表取

締役 

（被所有） 

直接 7.8％ 

間接 3.3％ 

－ － 
土地の賃借 

(注)１ 
2 － － 

役員が議決

権の過半数

を所有して

いる会社等 

㈱南海公産 
千葉県 

松戸市 
423 

不動産の管

理 

（被所有） 

直接 3.3％ 
役員２名

当社店

舗等の

賃借 

建物の賃借 

(注)２ 
18 

差入敷

金保証

金 

23 

役員が議決

権の過半数

を所有して

いる会社等 

㈱ユアー 

スポーツ 

千葉県 

松戸市 
20 

スポーツク

ラブ等の経

営 

－ 役員３名

当社店

舗の賃

借 

建物の賃借 

(注)３ 
11 － － 

役員が議決

権の過半数

を所有して

いる会社等 

㈲バロン 

商事 

千葉県 

松戸市 
50 

遊技場・娯

楽施設の経

営 

－ 役員１名
店舗の

賃貸 

建物の賃貸 

(注)４ 
48 
預り敷金

保証金 
24 

役員 

主要株主 
松本鉄男 － － 当社取締役 

（被所有） 

直接10.5％ 
－ － 

土地の賃借 

(注)５ 
8 － － 

役員の近親

者 

個人主要株

主の近親者 

松本和那 － － － 

（被所有） 

直接 0.1％ 

間接 0.6％ 

－ － 

土地、建物

の購入 

(注)６ 

171 未払金 3 

役員 松本和巳 － － － 
（被所有） 

間接 0.6％ 
－ － 

建物の賃貸 

(注)７ 
1 

未収入金 2 

預り敷金

保証金 
1 
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（１株当たり情報） 

 （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。 

（重要な後発事象） 

該当事項はありません。 

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           1,813円17銭 １株当たり純資産額           1,829円52銭 

１株当たり当期純利益金額        104円63銭 １株当たり当期純利益金額         42円32銭 

 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。 

 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。 

  
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） 5,512 2,309 

普通株主に帰属しない金額（百万円） 62 45 

（うち利益処分による役員賞与金） (62) (45) 

普通株式に係る当期純利益（百万円） 5,450 2,264 

期中平均株式数（千株） 52,093 53,511 
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５．売上及び仕入の状況 

(1) 事業部門別売上状況 

（注) １．営業収入はフランチャイジーからのロイヤリティ収入、テナントからの受取家賃及び広告収入等でありま

す。 

２．配置薬部門であったマツモトキヨシ薬品株式会社は、前連結会計年度にすべての持分を譲渡したため連結の

範囲から除いております。 

３．売上に係る消費税等の会計処理は税抜方式によっております。 

(2) 商品別売上状況 

（注) １．商品別売上状況は建設部門、その他の部門及び営業収入を除いております。 

２．売上に係る消費税等の会計処理は税抜方式によっております。 

 
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） 前年同期比 

（％） 

事業部門別 金額（百万円） 
構成比 
（％） 

金額（百万円） 
構成比 
（％） 

薬粧部門 276,460 90.6 287,016 91.7 103.8 

スーパー部門 12,776 4.2 10,839 3.5 84.8 

ホームセンター部門 8,649 2.8 7,813 2.5 90.3 

配置薬部門 905 0.3 － － － 

建設部門 638 0.2 698 0.2 109.5 

卸売部門 4,460 1.5 5,162 1.7 115.7 

その他の部門 136 0.0 142 0.0 104.4 

営業収入 1,284 0.4 1,310 0.4 102.0 

合計 305,312 100.0 312,982 100.0 102.5 

  
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 

（％） 

商品別 金額（百万円） 
構成比 
（％） 

金額（百万円） 
構成比 
（％） 

医薬品 97,011 32.0 98,543 31.7 101.6 

化粧品 80,672 26.6 86,035 27.6 106.6 

雑貨 72,746 24.0 74,906 24.1 103.0 

一般食料品 33,878 11.2 33,239 10.7 98.1 

ＤＩＹ用品 9,120 3.0 8,345 2.7 91.5 

生鮮食料品 5,362 1.7 4,598 1.5 85.8 

計 298,793 98.5 305,669 98.3 102.3 

卸売部門 4,460 1.5 5,162 1.7 115.7 

合計 303,253 100.0 310,832 100.0 102.5 
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(3) 商品別仕入状況 

（注) １．商品別仕入状況は建設部門、その他の部門及び営業収入を除いております。 

２．仕入に係る消費税等の会計処理は税抜方式によっております。 

  
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） 前年同期比 

（％） 

商品別 金額（百万円） 
構成比 
（％） 

金額（百万円） 
構成比 
（％） 

医薬品 61,745 27.1 64,129 27.6 103.9 

化粧品 64,723 28.4 67,127 28.8 103.7 

雑貨 56,831 25.0 57,823 24.8 101.7 

一般食料品 29,441 12.9 28,997 12.5 98.5 

ＤＩＹ用品 6,901 3.0 6,310 2.7 91.4 

生鮮食料品 3,890 1.7 3,280 1.4 84.3 

計 223,532 98.1 227,669 97.8 101.9 

卸売部門 4,257 1.9 5,063 2.2 118.9 

合計 227,789 100.0 232,732 100.0 102.2 
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