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平成18年５月期          個別財務諸表の概要            平成18年７月７日 

上場会社名  株式会社コスモス薬品 上  場  取  引  所 東証第一部 

コード番号  ３３４９ 本社所在都道府県 福 岡 県 

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

代  表  者  役職名  代表取締役社長 氏名  宇野 正晃  

問合せ先責任者  役職名  専務取締役管理本部長 氏名  小野 幸弘  ＴＥＬ（092）433-0660

決算取締役会開催日  平成18年７月７日 配当支払開始予定日  平成18年８月31日 

定時株主総会開催日  平成18年８月30日 単元株制度採用の有無 有（１単元100株） 

 

１．平成18年５月期の業績（平成17年６月１日～平成18年５月31日） 

（１）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５月期 103,301 34.3 3,343 53.0 3,768 57.5 

17年５月期 76,926 33.1 2,184 36.7 2,393 31.6 

 

 
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

自己資本 

当期純利益率

総資産 

経常利益率 

売上高 

 経常利益率 

 百万円 ％   円  銭       円  銭 ％ ％ ％

18年５月期  1,909  54.8    145  31         ─     19.6     11.5       3.6 

17年５月期  1,233  36.5    146  45         ─     30.1     10.6       3.1 

(注) ①期中平均株式数  18年５月期 13,142,753株  17年５月期 8,288,143株  

   ②会計処理の方法の変更  無 

   ③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、対前年増減率 

 

（２）財政状態 

 総資産 純資産 自己資本比率 1株当たり純資産 

 百万円 百万円 ％ 円  銭  

18年５月期 37,776 13,413 35.5 670 67 

17年５月期 27,893 6,078 21.8 675 28 

(注) ①期末発行済株式数  18年５月期 20,000,274株  17年５月期 8,971,937株 

   ②期末自己株式数   18年５月期        126株  17年５月期       63株 

    

 

２．平成19年５月期の業績予想（平成18年６月１日～平成19年５月31日） 

  
売上高 経常利益 当期純利益 

   

 

中間期 

 百万円

59,535 

 百万円

1,959 

 百万円

1,011  

 

 

 

通 期 125,339 4,400 2,270       

(参考)１株当たり予想当期純利益（通期）113 円 52 銭 

 

３．配当状況 

 ・現金配当 １株当たり配当金（円） 

 中間期末 期   末 年   間 

配当金総額 

（百万円） 

配当性向 

（％） 

純資産配当率 

（％） 

17年５月期 － 15.00 15.00 134 10.2 2.4

18年５月期 － 10.00 10.00 200 6.9 1.5

19年５月期（予想） － 10.00 10.00    

 

※ 上記の業績予想につきましては、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たものであり、実際の業績は今

後さまざまな要因によって、予想数値と異なる場合があります。なお、上記予想に関する注意事項等につきましては添付資料の６

ページをご参照ください。 
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 ７．財務諸表等 

(1) 財務諸表 

① 貸借対照表 
 

  
前事業年度 

(平成17年５月31日) 
当事業年度 

（平成18年５月31日） 
対前年比

区分 
注記 
番号 

金額(百万円) 
構成比
(％) 

金額(百万円) 
構成比 
（％） 

増減 
（百万円）

(資産の部)    

Ⅰ 流動資産   

１ 現金及び預金  6,566 8,888 2,322

２ 売掛金 ※１ 603 615 12

３ 商品  7,486 10,908 3,422

４ 貯蔵品  12 43 31

５ 前払費用  345 370 24

６ 繰延税金資産  152 194 42

７ 未収入金 ※１ 1,176 1,744 568

８ その他  33 230 197

貸倒引当金  △1 △1 △0

流動資産合計  16,374 58.7 22,996 60.9 6,621

Ⅱ 固定資産   

１ 有形固定資産   

(1) 建物 ※２ 5,922 7,064  

減価償却累計額  819 5,102 1,187 5,877 774

(2) 構築物  912 1,229  

減価償却累計額  227 684 363 866 181

(3) 車両運搬具  17 19  

減価償却累計額  6 11 10 8 △2

(4) 工具・器具及び備品  292 849  

減価償却累計額  143 148 260 589 440

(5) 土地 ※２ 434 501 66

(6) 建設仮勘定  151 324 173

有形固定資産合計  6,532 23.4 8,167 21.6 1,634

２ 無形固定資産   

(1) ソフトウエア  0 21 21

(2) 電話加入権  13 14 0

無形固定資産合計  13 0.1 36 0.1 22

３ 投資その他の資産   

(1) 投資有価証券  10 12 1

(2) 関係会社株式  20 20 －

(3) 長期前払費用  460 609 148

(4) 建設協力金  2,202 2,770 567

(5) 差入敷金保証金  2,110 2,943 832

(6) 繰延税金資産  165 219 54

(7) その他  2 2 △0

投資その他の資産合計  4,972 17.8 6,576 17.4 1,604

固定資産合計  11,518 41.3 14,780 39.1 3,261

資産合計  27,893 100.0 37,776 100.0 9,883
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前事業年度 

(平成17年５月31日) 
当事業年度 

（平成18年５月31日） 
対前年比

区分 
注記 
番号 

金額(百万円) 
構成比
(％) 

金額(百万円) 
構成比 
（％） 

増減 
（百万円）

(負債の部)    

Ⅰ 流動負債   

１ 買掛金  12,416 15,732 3,315

２ １年以内返済予定長期 
借入金 

※２ 2,053 1,849 △204

３ 未払金  702 1,029 326

４ 未払費用 ※１ 723 904 181

５ 未払法人税等  775 1,332 557

６ 未払消費税等  46 185 138

７ 前受金  1 － △1

８ 預り金  21 29 8

９ 前受収益  1 10 8

10 閉店損失引当金  － 13 13

11 その他  － 1 1

流動負債合計  16,741 60.0 21,087 55.8 4,345

Ⅱ 固定負債   

１ 長期借入金 ※２ 4,621 2,772 △1,849

２ 退職給付引当金  67 78 10

３ 役員退職慰労引当金  353 371 17

４ その他  29 53 23

固定負債合計  5,072 18.2 3,275 8.7 △1,797

負債合計  21,814 78.2 24,362 64.5 2,548

(資本の部)   

Ⅰ 資本金 ※３ 1,389 5.0 － － △1,389

Ⅱ 資本剰余金   

１ 資本準備金  1,820 －  

資本剰余金合計  1,820 6.5 － － △1,820

Ⅲ 利益剰余金   

１ 利益準備金  7 －  

２ 任意積立金   

別途積立金  300 －  

３ 当期未処分利益  2,561 －  

利益剰余金合計  2,868 10.2 － － △2,868

Ⅳ その他有価証券評価差額金 ※５ 0 0.0 － － △0

 Ⅴ 自己株式 ※４ △0 0.0 － － 0

資本合計  6,078 21.8 － － △6,078

負債・資本合計  27,893 100.0 － － △27,893
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前事業年度 

(平成17年５月31日) 
当事業年度 

（平成18年５月31日） 
対前年比

区分 
注記 
番号 

金額(百万円) 
構成比
(％) 

金額(百万円) 
構成比 
（％） 

増減 
（百万円）

(純資産の部)   

Ⅰ 株主資本   

 １ 資本金  4,178 11.1 4,178

２ 資本剰余金   

 (1) 資本準備金  4,610  

 資本剰余金合計  4,610 12.2 4,610

 ３ 利益剰余金   

 (1) 利益準備金  7  

 (2) その他利益剰余金   

別途積立金  300  

繰越利益剰余金  4,316  

 利益剰余金合計  4,623 12.2 4,623

 ４ 自己株式  △0 △0.0 △0

 株主資本合計  13,412 35.5 13,412

Ⅱ 評価・換算差額等 ※５  

   その他有価証券評価差額金  1 0.0 1

    評価･換算差額等合計 ※４ 1 0.0 1

純資産合計  13,413 35.5 13,413

負債純資産合計  37,776 100.0 37,776
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② 損益計算書 

  
前事業年度 

(自 平成16年６月１日 
至 平成17年５月31日) 

当事業年度 
(自 平成17年６月１日 

   至 平成18年５月31日） 

対前 
年比 

区分 
注記 
番号 

金額(百万円) 
百分比
(％) 

金額(百万円) 
百分比 
（％） 

増減 
（百万円）

Ⅰ 売上高 ※１ 76,926 100.0 103,301 100.0 26,375

Ⅱ 売上原価    

１ 商品期首たな卸高  4,962 7,486   

２ 当期商品仕入高  62,839 84,437   

合計  67,801 91,923   

３ 商品期末たな卸高  7,486 60,315 78.4 10,908 81,015 78.4 20,699

売上総利益  16,610 21.6 22,286 21.6 5,675

Ⅲ 販売費及び一般管理費    

１ 広告宣伝費  685 815   

２ 販売手数料 ※１ 925 1,369   

３ 販売促進費  10 20   

４ 役員報酬  121 130   

５ 給与及び賞与  5,945 7,523   

６ 退職給付費用  15 18   

７ 役員退職慰労引当金繰入  17 18   

８ 法定福利費  504 660   

９ 福利厚生費  67 136   

10 水道光熱費  1,091 1,351   

11 消耗品費  256 429   

12 減価償却費  418 634   

13 支払リース料  882 1,063   

14 地代家賃  2,288 3,125   

15 管理諸費  603 778   

16 その他  592 14,426 18.7 868 18,943 18.4 4,517

営業利益  2,184 2.9 3,343 3.2 1,158

Ⅳ 営業外収益    

１ 受取利息  33 44   

２ 受取手数料  116 152   

３ 受取家賃  31 111   

４ 受取協賛金  35 37   

５ 器具備品受贈益  78 95   

６ その他  105 401 0.5 100 542 0.5 141

Ⅴ 営業外費用    

１ 支払利息  116 88   

２ 上場関連費用  62 17   

３ その他  14 192 0.3 10 117 0.1 △75

経常利益  2,393 3.1 3,768 3.6 1,375

Ⅵ 特別利益    

１ 固定資産売却益 ※２ 0 －   

２ 貸倒引当金戻入益  0 0   

３ 前期損益修正益 ※３ 40 41 0.1 － 0 0.0 △41

Ⅶ 特別損失    

１ 固定資産売却損 ※４ 0 －   

２ 固定資産除却損 ※５ 31 5   

３ 店舗解約違約損  8 －   

４ 退職給付費用  24 －   

５ 本社移転費 ※７ 19 －   

６ 閉店損失引当金繰入  － 13   

７ 減損損失 ※６ － 84 0.1 98 117 0.1 32

税引前当期純利益  2,349 3.1 3,651 3.5 1,301

法人税、住民税及び事業税  1,152 1,839   

法人税等調整額  △36 1,116 1.5 △97 1,741 1.7 625

  当期純利益  1,233 1.6 1,909 1.8 676

前期繰越利益  1,327 －  △1,327

中間配当額  － －  

中間配当に伴う利益準備    

金積立額  － －  

当期未処分利益  2,561 －  △2,561
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③ 利益処分計算書 

  
前事業年度 
（第23期） 

 

区分 
注記 
番号 

金額(百万円)  

Ⅰ 当期未処分利益  2,561  

Ⅱ 利益処分額   

１ 配当金  134  

２ 取締役賞与金  20 154  

Ⅲ 次期繰越利益  2,406  
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④ 株主資本等変動計算書 

当事業年度（自 平成17年６月１日 至 平成18年５月31日） 

株主資本 

資本剰余金 項目 
資本金 

資本準備金 資本剰余金合計

平成17年５月31日残高（百万円） 1,389 1,820 1,820

事業年度中の変動額 

  新株の発行 2,789 2,789 2,789

  剰余金の配当 

  役員賞与の支払 

  当期純利益 

  株主資本以外の項目の事業 

  年度中の変動額（純額） 

事業年度中の変動額合計(百万円) 2,789 2,789 2,789

平成18年５月31日残高（百万円） 4,178 4,610 4,610

 

株主資本 

利益剰余金 

その他利益剰余金 
項目 

 利  益 

準備金 別途積立金
繰越利益 

剰余金 

利益剰余金 

合計 

自己株式 
株主資本

合計 

平成17年５月31日残高（百万円） 7 300 2,561 2,868 △0 6,078

事業年度中の変動額   

  新株の発行   5,578

  剰余金の配当 △134 △134  △134

  役員賞与の支払 △20 △20  △20

  当期純利益 1,909 1,909  1,909

  株主資本以外の項目の事業 

  年度中の変動額（純額） 

  

事業年度中の変動額計 (百万円) － － 1,755 1,775 － 7,334

平成18年５月31日残高（百万円） 7 300 4,316 4,623 △0 13,412

 

評価・換算差額等 
項目 

その他有価証券評価差額金 評価・換算差額等合計
純資産合計 

平成17年５月31日残高(百万円) 0 0 6,078 

事業年度中の変動額  

 新株の発行 5,578 

  剰余金の配当 △134 

  役員賞与の支払 △20 

 当期純利益 1,909 

  株主資本以外の項目の事業年 

  度中の変動額(純額) 
0 0 0 

当期変動額合計(百万円) 0 0 7,334 

平成18年５月31日残高(百万円) 1 1 13,413 
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重要な会計方針 

 

項目 
前事業年度 

(自 平成16年６月１日 
至 平成17年５月31日) 

当事業年度 
(自 平成17年６月１日 
至 平成18年５月31日) 

１ 有価証券の評価基準及び

評価方法 

(1) 子会社株式 

  移動平均法による原価法を採用し

ております。 

(1) 子会社株式 

同左 

 (2) その他有価証券 

 ① 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。 

(2) その他有価証券 

 ① 時価のあるもの 

同左 

  ② 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。 

 ② 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 

(1) 商品 

  売価還元法による原価法を採用し

ております。 

(1) 商品 

同左 

 (2) 貯蔵品 

  終仕入原価法を採用しておりま

す。 

(2) 貯蔵品 

同左 

３ 固定資産の減価償却の方

法 

(1) 有形固定資産 

  定率法を採用しております。 

  但し、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、定額法を採用しておりま

す。 

  なお、主な耐用年数は次の通りで

あります。 

  建物        15年～47年

  構築物       ６年～22年

  車両運搬具     ４年～６年

  工具・器具及び備品 ３年～20年

(1) 有形固定資産 

同左 

 (2) 無形固定資産 

  自社利用のソフトウエアについて

は社内における利用可能期間(５年)

に基づく定額法を採用しておりま

す。 

(2) 無形固定資産 

同左 

 (3) 長期前払費用 

 定額法を採用しております。 

(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

ため貸倒実績率により回収不能見込

額を計上しております。 

(1) 貸倒引当金 

同左 

 (2) 退職給付引当金 

  従業員の退職給付に備えるため、

 当事業年度末に発生していると認め

られる額を計上しております。 

  また、数理計算上の差異は、各年

 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（７年）によ

(2) 退職給付引当金 

  従業員の退職給付に備えるため、

 当事業年度末に発生していると認め

られる額を計上しております。 

  また、数理計算上の差異は、各年

 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（７年）によ
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項目 
前事業年度 

(自 平成16年６月１日 
至 平成17年５月31日) 

当事業年度 
(自 平成17年６月１日 
至 平成18年５月31日) 

 る按分額をそれぞれ発生の翌年度

より費用処理することにしており

ます。 

（追加情報） 

 退職給付債務は、従来「退職給付会

計に関する実務指針」に定める簡便法

により計算しておりましたが当事業

年度から原則法に変更しております。

 この変更は、当事業年度より従業員

の増加等に伴い従業員の年齢や勤務

期間の偏りが解消され、退職給付債務

の数理計算に用いられる基礎率の推

定について一定の有効性が確保され

たため、原則法による計算の結果に一

定の高い水準の信頼性が得られるも

のと判断されたことによるものであ

ります。 

 この変更に伴い、当期首時点におけ

る簡便法から原則法への移行にかか

る差異は、「退職給付費用」として24

百万円を特別損失に計上しておりま

す。 

 この結果、従来の方法によった場合

と比較して、退職給付費用が27百万円

多く計上され、営業利益、経常利益は

それぞれ２百万円減少し、税引前当期

純利益は27百万円減少しております。

 

る按分額をそれぞれ発生の翌年度

より費用処理することにしており

ます。 

  

 

 (3) 役員退職慰労引当金 

  役員の退職慰労金の支給に備え

るため内規に基づく期末要支給額

を計上しております。 

(3) 役員退職慰労引当金 

同左 

 (4)              

 

 

 

 

  

(4) 閉店損失引当金 

 店舗の閉鎖に伴い発生する損失に備

えるため、店舗閉店により見込まれ

る閉店関連損失額を計上しておりま

す。 

(追加情報) 

  当事業年度末において店舗閉店に

伴い損失の発生が見込まれることと

なったため、閉店に関連して見込ま

れる損失を引当計上することと致し

ました。これにより特別損失として

閉店関連損失見込額13百万円を計上

したため、税引前当期純利益が同額

減少しております。 
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項目 
前事業年度 

(自 平成16年６月１日 
至 平成17年５月31日) 

当事業年度 
(自 平成17年６月１日 
至 平成18年５月31日) 

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

処理によっております。 

同左 

６ ヘッジ会計の方法 (1) ヘッジ会計の方法 

  金利スワップについては、特例処

理の要件を満たしておりますので、

特例処理を採用しております。 

(1) ヘッジ会計の方法 

同左 

 (2) ヘッジ手段とヘッジ対象 

  ヘッジ手段…金利スワップ 

  ヘッジ対象…借入金の利息 

(2) ヘッジ手段とヘッジ対象 

同左 

 (3) ヘッジ方針 

  当社は、借入金の金利変動リスク

を回避する目的で金利スワップ取

引を行っており、ヘッジ対象の識別

は個別契約ごとに行っております。

(3) ヘッジ方針 

同左 

 (4) ヘッジの有効性評価の方法 

  リスク管理方針に従って、以下の

条件を満たす金利スワップを締結

しております。 

 Ⅰ 金利スワップの想定元本と長

期借入金の元本金額が一致して

いる。 

 Ⅱ 金利スワップと長期借入金の

契約期間及び満期が一致してい

る。 

 Ⅲ 長期借入金の変動金利のイン

デックスが、TIBOR+1.5%で一致し

ている。 

 Ⅳ 長期借入金と金利スワップの

金利改定条件が一致している。 

 Ⅴ 金利スワップの受払い条件が、

スワップ期間を通じて一定であ

る。 

  従って金利スワップの特例処理

の要件を満たしており、その判定を

もって有効性の判定に代えており

ます。(決算日における有効性の評

価を省略しております。) 

 

(4) ヘッジの有効性評価の方法 

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 

消費税等の処理方法 

 消費税及び地方消費税の会計処理

は、税抜方式によっております。 

消費税等の処理方法 

同左 
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会計処理の変更 

 

前事業年度 
(自 平成16年６月１日 
至 平成17年５月31日) 

当事業年度 
(自 平成17年６月１日 
至 平成18年５月31日) 

 

 

                     

（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」（企業会計基準適

用指針第６号  平成15年10月31日）を適用しております。

これにより税引前当期純利益が98百万円減少しており

ます。なお、営業利益及び経常利益に与える影響は軽微

であります。 

また、減損損失累計額については、改正後の財務諸表

等規則に基づき当該各資産の金額から直接控除しており

ます。 

 

                                           

 

（役員賞与に関する会計基準） 

当事業年度より「役員賞与に関する会計基準」（企業

会計基準第４号 平成17年11月29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。 

 

 

                                            

 

（貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準） 

当事業年度より、「貸借対照表の純資産の部の表示に

関する会計基準」（企業会計基準第５号 平成17年12月

９日）及び「貸借対照表の純資産の部の表示に関する会

計基準等の適用指針」（企業会計基準適用指針第８号 

平成17年12月９日）を適用しております。 

なお、従来の資本の部の合計に相当する金額は13,413

百万円であります。 

 

 表示方法の変更 

 

前事業年度 
(自 平成16年６月１日 
至 平成17年５月31日) 

当事業年度 
(自 平成17年６月１日 
至 平成18年５月31日) 

（損益計算書関係） 

 営業外収益のうち「受取手数料」につきましては、前

事業年度まで「オンライン手数料」として表示しており

ましたが、取引内容をより明瞭に表すために当事業年度

より「受取手数料」として表示しております。 

 

 

 

                     

 

追 加 情 報 

 

前事業年度 
(自 平成16年６月１日 
至 平成17年５月31日) 

当事業年度 
(自 平成17年６月１日 
至 平成18年５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51百万円を販売

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 

(貸借対照表関係) 

 

前事業年度 
(平成17年５月31日) 

当事業年度 
(平成18年５月31日) 

※１ 関係会社に対する資産及び負債 

   区分掲記されたもの以外で、各科目に含まれてい

るものは次の通りであります。 

 売掛金 547百万円

 未収入金 219百万円

 未払費用 142百万円
 

※１ 関係会社に対する資産及び負債 

区分掲記されたもの以外で、各科目に含まれている

ものは次の通りであります。 

 売掛金 564百万円

 未収入金 227百万円

 未払費用 192百万円
 

※２ 担保資産及び担保に供されている債務は次の通り

であります。 

(担保に供している資産) 

 建物 161百万円

 土地 40百万円

 計 202百万円
  

※２ 担保資産及び担保に供されている債務は次の通り

であります。 

(担保に供している資産) 

 建物 153百万円

 土地 40百万円

 計 193百万円
 

(担保に供されている債務) 

 一年以内返済予定長期借入金 25百万円

 長期借入金 88百万円

 計 113百万円
 

(担保に供されている債務) 

 一年以内返済予定長期借入金 25百万円

 長期借入金 63百万円

 計 88百万円
 

※３ 授権株式数及び発行済株式総数 

授権株式数 普通株式 29,800,000株

発行済株式総数 普通株式 8,972,000株
 

※３                                      

 

※４  自己株式 

   当社が所有する自己株式の数は、普通株式で63株

  であります。 

※４                                      

 

 

※５  配当制限 

   有価証券の時価評価により、純資産額が０百万円

増加しております。 

   なお、当該金額は商法施行規則第124条第３号の規

定により、配当に充当することが制限されておりま

す。 

※５                                         

    

６ 当社は、運転資金の効率的な調達を行うため取引

銀行６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事業年度末の借入未実行残高は

次の通りであります。 

当座貸越極度額 800百万円

借入実行残高 ―百万円

差引額 800百万円
 

６ 当社は、運転資金の効率的な調達を行うため取引

銀行４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事業年度末の借入未実行残高は

次の通りであります。 

当座貸越極度額 650百万円

借入実行残高 ―百万円

差引額 650百万円
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(損益計算書関係) 

 

前事業年度 
(自 平成16年６月１日 
至 平成17年５月31日) 

当事業年度 
(自 平成17年６月１日 
至 平成18年５月31日) 

※１ 関係会社との取引に係るものが次の通り含まれて

おります。 

関係会社への売上高 6,066百万円

関係会社への販売手数料 925百万円 

※１ 関係会社との取引に係るものが次の通り含まれて

おります。 

関係会社への売上高 6,652百万円

関係会社への販売手数料 1,369百万円 
※２ 固定資産売却益の内容は次の通りであります。 

土地 0百万円
 

※２                                        

 

※３ 前期損益修正益の内容は次の通りであります。 

税務更正による受入 40百万円 

※３                                        

 

※４ 固定資産売却損の内容は次の通りであります。 ※４                                       

車両運搬具 0百万円

電話加入権 0百万円 

 

計 0百万円  

※５ 固定資産除却損の内容は次の通りであります。 

建物 23百万円

構築物 6百万円

車両運搬具 0百万円

工具・器具及び備品 1百万円

計 31百万円 

※５ 固定資産除却損の内容は次の通りであります。 

建物 1百万円

構築物 1百万円

車両運搬具 －百万円

工具・器具及び備品 2百万円

計 5百万円 
 ※６ 減損損失について 

  （１）概要 

     減損損失の内容は次の通りであります。 

     当事業年度において、以下の資産について減

     損損失を計上しております。 

 旧浮之城店（閉鎖店舗） 
場所 

 （宮崎県宮崎市） 

用途  賃貸用資産 

種類  建物、構築物、土地、その他 

 アリエス調剤薬局 
場所 

 （宮崎県延岡市） 

用途  店舗（調剤薬局） 

種類  建物及び構築物、その他 

     当社はキャッシュ・フローを生み出す 小の

     単位として、店舗ごとに資産のグルーピング

     をしております。 

     営業活動から生じる損益が継続してマイナス

     となっている店舗や土地の時価の下落が著し

     い店舗等を対象とし、回収可能価額が帳簿価

     を下回るものについて建物及び構築物等の帳

     簿価額を回収可能価額まで減額し、当該減少

     額を減損損失として特別損失に計上しており

     ます。 

  （２）減損損失の金額 

固定資産の種類 金額 

 建物 12百万円

 構築物 0百万円

 土地 81百万円

 工具・器具及び備品 1百万円

 リース資産 4百万円

合計 98百万円 
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前事業年度 
(自 平成16年６月１日 
至 平成17年５月31日) 

当事業年度 
(自 平成17年６月１日 
至 平成18年５月31日) 

   （３）回収可能額の算定方法 

     回収可能額が使用価値の場合は、将来キャッ

     シュ・フローを6.10％の割引率で割り引いて

     計算しております。 

     回収可能額が正味売却価額の場合には、不動

     産鑑定評価を基に算出評価しております。 

※７ 本社移転費用について 

   当社は、平成17年４月に本社機能を移転し、それ

   に伴うオフィスの移転費用等が発生したため、本

   社移転費用として特別損失19百万円を計上いた 

   しております。 

※７                   

   

 

（株主資本等変動計算書関係） 

 当事業年度（自 平成17年６月１日 至 平成18年５月31日） 

 １．自己株式の種類及び株式数に関する事項 

株式の種類 前事業年度末 増加 減少 当事業年度末 

普通株式（株） 63株 63株 －株 126株

   （注）普通株式の自己株式の株式数の増加63株は、平成18年１月20日付で１株につき２株の割合で株式分割を 

      行ったことによるものです。 
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（２）リース取引関係 

 

前事業年度 
(自 平成16年６月１日 
至 平成17年５月31日) 

当事業年度 
(自 平成17年６月１日 
至 平成18年５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 

 
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)

工具・器具及び備品 4,748 1,877 2,871

車両運搬具 14 7 7

合計 4,763 1,884 2,878

  

(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 

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)

工具・器具
及び備品 

5,394 2,681 4 2,708

車両運搬具 14 9 － 4

合計 5,408 2,691 4 2,712

 

(2) 未経過リース料期末残高相当額 

１年内 888百万円

１年超 2,068百万円

合計 2,957百万円
 

(2) 未経過リース料期末残高相当額 

１年内 983百万円

１年超 1,772百万円

合計 2,756百万円

 

リース資産減損勘定の残高 4百万円
 

(3) 支払リース料、減価償却費相当額及び支払利息相当

額 

支払リース料 865百万円

減価償却費相当額 815百万円

支払利息相当額 63百万円
 

(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 1,037百万円

リース資産減損勘定の取崩額 －百万円

減価償却費相当額 984百万円

支払利息相当額 60百万円

減損損失 4百万円
 

(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 

 

（３）有価証券関係 

前事業年度(平成17年５月31日現在) 

 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。 

当事業年度(平成18年５月31日現在) 

 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。 
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（４）税効果会計関係 

 

前事業年度 
(平成17年５月31日) 

当事業年度 
(平成18年５月31日) 

(1) 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生原因別内訳 

繰延税金資産(流動) 

 未払賞与 81百万円

 未払事業税 54百万円

 未払事業所税 7百万円

 その他 9百万円

 計 152百万円
 

繰延税金資産(固定) 

 退職給付引当金 26百万円

 役員退職慰労引当金 143百万円

 その他 9百万円

 計 179百万円
 

 

繰延税金負債(固定) 

 建設協力金 △13百万円

 差入保証金 △0百万円

 その他有価証券評価差額金 △0百万円

 計 △14百万円
 

繰延税金資産(固定)の純額 165百万円
  

(1) 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生原因別内訳 

繰延税金資産(流動) 

 未払賞与 74百万円

 未払事業税 96百万円

 未払事業所税 10百万円

 その他 14百万円

 計 194百万円
 

繰延税金資産(固定) 

 退職給付引当金 32百万円

 役員退職慰労引当金 150百万円

 減損損失 39百万円

 その他 16百万円

 計 238百万円
 

繰延税金負債(固定) 

 建設協力金 △17百万円

 差入保証金 △0百万円

 その他有価証券評価差額金 0百万円

 計 △19百万円
 

繰延税金資産(固定)の純額 219百万円
  

(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要な項目別内訳 

法定実効税率 40.4％

 (調整) 

 交際費等永久に損金に算入されない項目 0.2％

 住民税均等割 2.2％

 留保金課税 3.9％

 その他 0.8％

 税効果会計適用後の法人税等の負担率 47.5％
  

(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要な項目別内訳 

法定実効税率 40.4％

 (調整) 

 交際費等永久に損金に算入されない項目 0.2％

 住民税均等割 2.2％

 留保金課税 4.4％

 その他 0.5％

 税効果会計適用後の法人税等の負担率 47.7％
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（５）１株当たり情報 

 

前事業年度 
(自 平成16年６月１日 
至 平成17年５月31日) 

当事業年度 
(自 平成17年６月１日 
至 平成18年５月31日) 

１株当たり純資産額 675円28銭
 

１株当たり純資産額 670円67銭
 

１株当たり当期純利益 146円45銭
 

１株当たり当期純利益 145円31銭
 

当社は平成16年７月20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

合の前事業年度における１株当たり情報については以下

の通りとなります。 

１株当たり純資産額 280円12銭

１株当たり当期純利益 118円52銭

潜在株式調整後１株当たり当期純利益については、潜

在株式が存在していないため記載しておりません。 

当社は平成18年１月20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

合の前事業年度における１株当たり情報については以下

の通りとなります。 

１株当たり純資産額 337円64銭

１株当たり当期純利益 74円43銭

潜在株式調整後１株当たり当期純利益については、潜

在株式が存在していないため記載しておりません。 

 

(注)１．１株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下の通りであります。 

 
前事業年度 

(自 平成16年６月１日 
至 平成17年５月31日) 

当事業年度 
(自 平成17年６月１日 
至 平成18年５月31日) 

１株当たり当期純利益金額   

 当期純利益(百万円) 1,233 1,909 

 普通株主に帰属しない金額(百万円) 20 － 

  (うち利益処分による役員賞与金) (20) （－）

 普通株式に係る当期純利益(百万円) 1,213 1,909 

 期中平均株式数(株) 8,288,143 13,142,753 

 

  ２．当期中の発行済株式数の増加 

 

発行年月日 発行形態 発行株式数(株) 発行価格(円) 資本組入額(百万円)

平成17年11月16日 有償一般募集 1,000,000 5,752 2,713

平成17年11月24日 
第三者割当増資 

(ｵｰﾊﾞｰｱﾛｯﾄﾒﾝﾄによる売出し) 
28,200 5,425.85 76

平成18年１月20日 株式分割（１：２） 10,000,200 － －
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（６）重要な後発事象 

 

前事業年度 
(自 平成16年６月１日 
至 平成17年５月31日) 

当事業年度 
(自 平成17年６月１日 
至 平成18年５月31日) 

 

該当事項はありません。 

 

同   左 

  

 

 

 

 

 

 

８．役員の異動 

  （１）代表者の異動 

      該当事項はありません。 

  （２）その他の役員の異動 

氏  名 新役職名 旧役職名 摘要 

川﨑儀和 取締役営業本部長 
取締役営業本部長 

兼営業部長 
平成18年５月29日開示済

宇野則子 取締役営業部長 取締役商品部長 平成18年５月29日開示済
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