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上場会社名  株式会社マルミヤストア            上場取引所      福岡 

コード番号  ７４９３                    本社所在都道府県   大分県 

（ＵＲＬ http://www.marumiya-st.jp） 

代表者     役職名  代表取締役社長      氏 名  宮 野 雅 良 

問合せ先責任者 役職名  取締役管理部長      氏 名  大 矢 真 一  TEL (0972) 23 - 8111 

決算取締役会開催日  平成 18 年 7月 20 日      配当支払開始予定日     平成 18 年 8月 19 日 

定時株主総会開催日  平成 18 年 8月 18 日      単元株制度採用の有無    有（1単元 1,000 株） 

 

１．18 年 5月期の業績（平成 17 年 5月 21 日～平成 18 年 5月 20 日） 

（1）経営成績               (注)記載金額は、百万円未満を切り捨てて表示しております。 

 売 上 高 営業利益 経常利益 

             百万円        ％           百万円        ％             百万円       ％ 

18年5月期 

17年5月期 

23,239 

22,206 

        4.7 

      △1.8 

415

387

      7.3 

     54.5 

481 

441 

       9.0 

      44.6 

 

 
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 

17年5月期 

△215 

129 

    － 

  27.9 

△43 

25 

 52 

 27 

  －   －  

  －   － 

   △4.9 

     2.9 

     5.5 

     5.2 

     2.1 

     2.0 

 (注)①期中平均株式数      18 年 5 月期 4,943,861 株   17 年 5 月期 4,945,148 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、対前期増減率 

（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 

17年5月期 

         9,147 

         8,469 

          4,287 

          4,541 

          46.9 

          53.6 

       867   25 

       917   47 

 (注)①期末発行済株式数     18 年 5 月期 4,943,280 株   17 年 5 月期 4,944,480 株 

   ②期末自己株式数         18 年 5 月期   19,848 株   17 年 5 月期    18,648 株 

 

２．19 年 5月期の業績予想（平成 18 年 5 月 21 日～平成 19年 5 月 20 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 

通 期 

11,000 

23,000 

280 

500 

140 

250 

 （参考）１株当たり予想当期純利益（通期）  50 円 57 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 4.00 4.00 8.00 39 30.4 0.9 

18 年 5 月期 4.00 4.00 8.00 39 △18.4 0.9 

19年5月期(予想) 4.00 4.00 8.00    

 

 （注）上記の予想は、本資料の発表日現在における将来の見通し、計画の基となる前提、予想を含んで記載しております。実際の業績は、今

後様々な要因によって上記予想とは異なる結果となる可能性があります。 

    なお、上記業績予想に関する事項は、添付資料の 4ページを参照してください。 
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１． 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20日) 
当事業年度 

(平成18年５月20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  1,590,339  2,600,771 

２ 売掛金 ※２ 42,447  48,221 

３ 有価証券  761  761 

４ 商品  970,410  990,426 

５ 貯蔵品  6,499  9,329 

６ 前払費用  9,536  11,805 

７ 繰延税金資産  44,780  29,742 

８ 短期貸付金  1,800  1,800 

９ 未収入金 ※２ 269,369  209,942 

10 その他  7,069  14,334 

貸倒引当金  △238  △178 

流動資産合計  2,942,776 34.7  3,916,958 42.8

Ⅱ 固定資産    

(1) 有形固定資産    

 １ 建物 ※１ 3,215,978 3,079,145  

減価償却累計額  1,557,694 1,658,283 1,596,173 1,482,971 

 ２ 構築物  364,508 322,511  

減価償却累計額  264,084 100,423 256,214 66,297 

 ３ 機械装置  20,849 20,849  

減価償却累計額  16,806 4,043 17,510 3,339 

 ４ 車両運搬具  69,354 71,676  

減価償却累計額  62,747 6,606 64,876 6,799 

 ５ 器具備品  1,138,261 1,121,631  

減価償却累計額  852,654 285,606 892,653 228,978 

 ６ 土地 ※１ 2,109,795  1,904,446 

有形固定資産合計  4,164,760 49.2  3,692,832 40.4

(2) 無形固定資産    

 １ ソフトウェア  12  ― 

 ２ 電話加入権  9,955  9,955 

 ３ その他  3,403  909 

 無形固定資産合計  13,371 0.2  10,865 0.1
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前事業年度 

(平成17年５月20日) 
当事業年度 

(平成18年５月20日) 

区分 
注記 
番号 

金額(千円) 
構成比
(％)

金額(千円) 
構成比
(％)

(3) 投資その他の資産    

 １ 投資有価証券  79,503  75,030 

 ２ 関係会社株式  80,700  60,700 

 ３ 出資金  1,556  1,556 

 ４ 長期貸付金  8,810  7,010 

 ５ 長期前払費用  59,006  69,522 

 ６ 繰延税金資産  84,596  175,506 

 ７ 差入敷金保証金  1,029,562  1,132,141 

 ８ 保険積立金  7,876  8,214 

   貸倒引当金  △2,712  △2,672 

 投資その他の資産合計  1,348,899 15.9  1,527,009 16.7

固定資産合計  5,527,030 65.3  5,230,707 57.2

資産合計  8,469,807 100.0  9,147,665 100.0
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前事業年度 
(平成17年５月20日) 

当事業年度 
(平成18年５月20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  565  969 

２ 買掛金 ※２ 1,466,062  1,622,386 

３ 短期借入金 ※１ 1,130,000  2,130,000 

４ 一年以内返済予定の 
長期借入金 

※１ 131,420  111,774 

５ 未払金  92,346  45,779 

６ 未払費用  224,392  251,110 

７ 未払法人税等  146,000  38,000 

８ 未払消費税等  27,330  34,252 

９ 預り金  25,378  29,420 

10 賞与引当金  50,000  36,000 

11 その他  7,757  6,825 

 流動負債合計  3,301,252 39.0  4,306,518 47.1

Ⅱ 固定負債    

１ 長期借入金 ※１ 244,240  132,466 

２ 退職給付引当金  82,063  84,834 

３ 預り保証金 ※２ 284,125  286,583 

４ リース資産減損勘定  ―  34,582 

５ その他  16,725  15,646 

 固定負債合計  627,154 7.4  554,112 6.0

 負債合計  3,928,407 46.4  4,860,630 53.1

(資本の部)    

Ⅰ 資本金 ※３ 808,289 9.5  ― ―

Ⅱ 資本剰余金    

１ 資本準備金  855,619  ― 

資本剰余金合計  855,619 10.1  ― ―

Ⅲ 利益剰余金    

１ 利益準備金  116,644  ― 

２ 任意積立金    

別途積立金  2,500,000 2,500,000 ― ― 

３ 当期未処分利益  258,966  ― 

利益剰余金合計  2,875,611 34.0  ― ―

Ⅳ その他有価証券評価差額金  8,356 0.1  ― ―

Ⅴ 自己株式 ※４ △6,476 △0.1  ― ―

資本合計  4,541,399 53.6  ― ―

 負債・資本合計  8,469,807 100.0  ― ―
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前事業年度 
(平成17年５月20日) 

当事業年度 
(平成18年５月20日) 

区分 
注記 
番号 

金額(千円) 
構成比
(％)

金額(千円) 
構成比
(％)

(純資産の部)    

Ⅰ 株主資本    

１ 資本金  ―  808,289 8.8

２ 資本剰余金    

(1) 資本準備金  ― 855,619  

資本剰余金合計  ―  855,619 9.4

３ 利益剰余金    

(1) 利益準備金  ― 116,644  

(2) その他利益剰余金    

別途積立金  ― 2,500,000  

繰越利益剰余金  ― △752  

利益剰余金合計  ―  2,615,891 28.6

４ 自己株式  ―  △7,218 △0.1

株主資本合計  ―  4,272,582 46.7

Ⅱ 評価・換算差額等    

１ その他有価証券評価 
  差額金 

 ―  14,452 0.2

評価・換算差額等合計  ―  14,452 0.2

純資産合計  ―  4,287,035 46.9

負債純資産合計  ―  9,147,665 100.0
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② 【損益計算書】 

 

  
前事業年度 

(自 平成16年５月21日 
至 平成17年５月20日) 

当事業年度 
(自 平成17年５月21日 
至 平成18年５月20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 ※１ 22,206,147 100.0  23,239,027 100.0

Ⅱ 売上原価    

１ 期首商品たな卸高  1,008,261 970,410  

２ 当期商品仕入高 ※１ 17,888,013 18,767,027  

合計  18,896,274 19,737,438  

３ 期末商品たな卸高  970,410 17,925,863 80.7 990,426 18,747,011 80.7

  売上総利益  4,280,284 19.3  4,492,015 19.3

Ⅲ 営業収入    

１ 受取家賃 ※１ 202,694 225,802  

２ 共益費収入 ※１ 33,997 236,691 1.1 37,071 262,873 1.1

  営業総利益  4,516,975 20.4  4,754,889 20.4

Ⅳ 販売費及び一般管理費    

１ 包装費  70,106 81,091  

２ 広告宣伝費  260,269 292,807  

３ 販売手数料 ※１ 8,838 8,161  

４ 役員報酬  28,170 30,720  

５ 給料及び賞与  1,663,290 1,801,358  

６ 賞与引当金繰入額  50,000 36,000  

７ 法定福利費  153,085 168,189  

８ 退職給付費用  20,815 20,048  

９ 福利厚生費  22,663 24,255  

10 交際費  1,136 1,148  

11 交通通信費  35,942 35,564  

12 水道光熱費  327,527 315,218  

13 消耗品費  72,155 66,248  

14 租税公課  61,347 66,578  

15 減価償却費  255,626 226,848  

16 修繕費  37,714 25,493  

17 保険料  14,038 13,834  

18 賃借料 ※１ 812,212 868,292  

19 支払手数料  65,272 85,402  

20 雑費  169,202 4,129,412 18.6 171,864 4,339,127 18.6

  営業利益  387,563 1.8  415,761 1.8
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前事業年度 

(自 平成16年５月21日 
至 平成17年５月20日) 

当事業年度 
(自 平成17年５月21日 
至 平成18年５月20日) 

区分 
注記 
番号 

金額(千円) 
百分比
(％)

金額(千円) 
百分比
(％)

Ⅴ 営業外収益    

１ 受取利息  6,826 8,201  

２ 受取配当金  1,627 1,590  

３ 仕入割引  599 957  

４ 電算機事務処理料  47,739 50,304  

５ その他  35,355 92,149 0.4 37,393 98,448 0.4

Ⅵ 営業外費用    

 １ 支払利息  28,386 24,510  

 ２ その他  9,813 38,199 0.2 8,647 33,157 0.1

  経常利益  441,513 2.0  481,051 2.1

Ⅶ 特別利益    

 １ 関係会社株式売却益 ※２ ― 40,000  

 ２ 投資有価証券売却益  1,744 ―  

 ３ 貸倒引当金戻入益  13,762 15,506 0.1 100 40,100 0.2

Ⅷ 特別損失    

 １ 投資有価証券売却損  ― 2,039  

 ２ 固定資産売却損 ※３ 1,930 ―  

 ３ 固定資産除却損 ※４ 112,842 9,048  

 ４ 減損損失 ※５ ― 676,785  

 ５ 貸倒損失引当金繰入額  2,002 ―  

 ６ 店舗契約解約損  1,000 ―  

 ７ 退職給付基準変更時 
   差異償却額 

 8,476 126,250 0.6 ― 687,872 3.0

  税引前当期純利益  330,768 1.5  ― ―

  税引前当期純損失  ― ―  166,721 △0.7

  法人税、住民税 
  及び事業税 

 200,573 128,448  

  法人税等調整額  218 200,791 0.9 △80,004 48,443 0.2

  当期純利益  129,976 0.6  ― ―

  当期純損失  ― ―  215,164 △0.9

  前期繰越利益  148,770  ― 

  中間配当額  19,780  ― 

  当期未処分利益  258,966  ― 

    
 



 - 47 -

③ 【利益処分計算書】 

 

  
前事業年度 

(平成17年８月18日) 

区分 
注記
番号

金額(千円) 

Ⅰ 当期未処分利益  258,966 

Ⅱ 利益処分額   

 １ 配当金  19,777  

 ２ 役員賞与金  5,000 24,777 

Ⅲ 次期繰越利益  234,189 

   

(注) 期別欄の日付は株主総会承認日であります。 
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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５月 21 日 至 平成 18 年５月 20 日) 

 

株主資本 

資本剰余金 利益剰余金 

その他利益剰余金  
資本金 資本 

準備金 

資本 

剰余金

合計 

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20日

残高(千円) 
808,289 855,619 855,619 116,644 2,500,000 258,966 2,875,611 △6,476 4,533,043

事業年度中の変動

額 
    

 剰余金の配当   △39,554 △39,554  △39,554

利益処分による

役員賞与 
  △5,000 △5,000  △5,000

 当期純損失   △215,164 △215,164  △215,164

 自己株式の取得    △741 △741

 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(千円) 
― ― ― ― ― △259,719 △259,719 △741 △260,460

平成18年５月20日

残高(千円) 
808,289 855,619 855,619 116,644 2,500,000 △752 2,615,891 △7,218 4,272,582

 

評価・換算差額等 

 
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20日

残高(千円) 
8,356 8,356 4,541,399

事業年度中の変動

額 
 

 剰余金の配当  △39,554

利益処分による

役員賞与 
 △5,000

 当期純損失  △215,164

 自己株式の取得  △741

 株主資本以外の項

目の事業年度中の

変動額(純額) 

6,095 6,095 6,095

事業年度中の変動

額合計(千円) 
6,095 6,095 △254,364

平成18年５月20日

残高(千円) 
14,452 14,452 4,287,035
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重要な会計方針 

 

項目 
前事業年度 

(自 平成16年５月21日 
至 平成17年５月20日) 

当事業年度 
(自 平成17年５月21日 
至 平成18年５月20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 

(1) 子会社株式 

同左 

 (2) 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) 

(2) 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 

(1) 商品 

   売価還元法による原価法 

(1) 商品 

同左 

 (2) 貯蔵品 

最終仕入原価法による原価

法 

(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 

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

額法を採用しております。 

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 

なお、ソフトウエア(自社利

用)については、社内におけ

る利用可能期間(５年)に基

づく定額法によっておりま

す。 

(2) 無形固定資産 

同左 

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

上しております。 

(1) 貸倒引当金 

同左 

 

 (2) 賞与引当金 

従業員の賞与の支給に備え

るため、翌期賞与支給見込額

のうち当期負担額(夏季賞与

支給見込額)を計上しており

ます。 

(2) 賞与引当金 

同左 
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項目 
前事業年度 

(自 平成16年５月21日 
至 平成17年５月20日) 

当事業年度 
(自 平成17年５月21日 
至 平成18年５月20日) 

 (3) 退職給付引当金 

従業員の退職給付に備えて、

当期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、当期末において発生

していると認められる額を

計上しております。 

なお、会計基準変更時差異

(42,378千円)については、５

年による按分額を費用処理

しております。 

また、数理計算上の差異につ

いては、発生年度の従業員の

平均残存勤務期間内の一定

年数(５年)による定額法に

より、翌期から費用処理する

方法によっております。 

(3) 退職給付引当金 

従業員の退職給付に備えて、

当期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、当期末において発生

していると認められる額を

計上しております。 

また、数理計算上の差異につ

いては、発生年度の従業員の

平均残存勤務期間内の一定

年数(５年)による定額法に

より、翌期から費用処理する

方法によっております。 

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 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おり

ます。 

消費税等の会計処理 

同左 

 

会計処理の変更 

前事業年度 
(自 平成16年５月21日 
至 平成17年５月20日) 

当事業年度 
(自 平成17年５月21日 
至 平成18年５月20日) 

― 

（固定資産の減損に係る会計基準） 

当事業年度より、｢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」（企業会計基準委員会 平成15年

10月31日 企業会計基準適用指針第６号）が適

用されることとなったため、同会計基準及び同

適用指針を適用しております。 

 これにより営業利益及び経常利益が22,955千

円増加し、税引前当期純損失が653,829千円増加

しております。 

 なお、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、各資産の金額から直接控

除しております。 
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前事業年度 
(自 平成16年５月21日 
至 平成17年５月20日) 

当事業年度 
(自 平成17年５月21日 
至 平成18年５月20日) 

― 

（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）が適用されることとなったため、同

会計基準及び同適用指針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 4,287,035 千円であります。  

 

追加情報 

前事業年度 
(自 平成16年５月21日 
至 平成17年５月20日) 

当事業年度 
(自 平成17年５月21日 
至 平成18年５月20日) 

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）に基づき、法人事業税の付加価値

割及び資本割15,500千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20日) 
当事業年度 

(平成18年５月20日) 

※１ 担保資産及び担保付債務 

担保に供している資産は次の通りでありま

す。 

 建物 499,864千円

 土地 1,950,800 

 計 2,450,664 

上記に対応する債務は次の通りでありま

す。 

 短期借入金 500,000千円

 一年内に返済予定 
 の長期借入金 

131,420 

 長期借入金 244,240 

 計 875,660 
 

※１ 担保資産及び担保付債務 

担保に供している資産は次の通りでありま

す。 

 建物 385,567千円

 土地 1,482,645 

 計 1,868,212 

上記に対応する債務は次の通りでありま

す。 

 短期借入金 1,500,000千円

 一年内に返済予定 
 の長期借入金 

111,774 

 長期借入金 244,240 

 計 1,856,014 
 

※２ 関係会社に係る注記 

区分掲記されたもの以外で各科目に含まれ

ている関係会社に対する資産・負債は次の

通りであります。 

売掛金 669千円

未収入金 27,881 

買掛金 54,343 

預り保証金 7,300 
 

※２ 関係会社に係る注記 

区分掲記されたもの以外で各科目に含まれ

ている関係会社に対する資産・負債は次の

通りであります。 

売掛金 652千円

未収入金 2,430 

買掛金 47,796 

預り保証金 11,800 
 

※３ 会社が発行する株式及び発行済株式総数 

授権株式(普通株式) 12,000,000株 

発行済株式総数 

(普通株式) 
4,963,128 

 

※３ 

 

― 

※４ 自己株式 

当社が保有する自己株式の数は、普通株式

18,648株であります。 

※４ 

― 

 ５ 保証債務 

下記関係会社の金融機関からの借入に対

し、債務保証を行っております。 

 ㈱梅乃家 47,440千円

 ㈱マミーズマーケット 156,191 

 ㈱シモカワドラッグ 113,304 

 ㈱下川調剤 97,500 

 計 414,435 
 

 ５ 保証債務 

下記関係会社の金融機関からの借入に対

し、債務保証を行っております。 

 ㈱梅乃家 31,360千円

 ㈱マミーズマーケット 405,903 

 ㈱シモカワドラッグ 99,107 

 ㈱下川調剤 67,500 

 計 603,870 

㈱シモカワドラッグ及び㈱下川調剤に対す

る保証債務につきましては、それぞれ平成

18年６月14日、平成18年６月20日付けで解

除しております。 

 ６ 配当制限 

有価証券の時価評価により、純資産額が

8,356千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。 

 ６ 

 

― 
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(損益計算書関係) 

 
前事業年度 

(自 平成16年５月21日 
至 平成17年５月20日) 

当事業年度 
(自 平成17年５月21日 
至 平成18年５月20日) 

※１ 関係会社に係る注記 

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。 

売上高 11,816千円

商品仕入高 917,672 

受取家賃 89,431 

共益費収入 4,920 

販売手数料 8,838 

賃借料 29,544 
 

※１ 関係会社に係る注記 

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。 

売上高 76,211千円

商品仕入高 739,653 

受取家賃 103,282 

共益費収入 5,400 

販売手数料 8,161 

賃借料 29,544 

上記の他、固定資産の譲渡高が173,812千円

あります。 

※２ 

 

 

― 

※２ 関係会社株式売却益の内訳は次の通りで

あります。 

   当子会社であった株式会社下川調剤及び

株式会社シモカワドラッグの株式を平成18

年４月26日付けで下川亙氏に譲渡しました。

 
譲渡価格

(千円)

投資価格 

(千円) 

売却益

(千円)

㈱下川調剤 50,000 10,000 40,000

㈱ｼﾓｶﾜﾄﾞﾗｯｸﾞ 10,000 10,000 －
 

※３ 固定資産売却損の内訳は次の通りであり

ます。 

 建物 1,803千円

 構築物 126千円

 計 1,930千円
 

※３ 

 

― 

※４ 固定資産除却損の内訳は次の通りであり

ます。 

 建物 19,336千円

 構築物 1,806 

 車両運搬具 68 

 器具備品 8,431 

 撤去費用等 2,556 

 借地権 80,643 

 計 112,842 
 

※４ 固定資産除却損の内訳は次の通りであり

ます。 

 建物 2,959千円

 構築物 397 

 器具備品 5,691 

 計 9,048 
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前事業年度 

(自 平成16年５月21日 

至 平成17年５月20日) 

当事業年度 

(自 平成17年５月21日 

至 平成18年５月20日) 

※５ 

 

― 

※５ 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。 

用 途 種 類 場 所 

営業用店舗

 

土地、建物、

構築物、 

器具備品、 

リース資産 

大分県臼杵市 

大分県津久見市

熊本県熊本市 

宮崎県宮崎市 

宮崎県延岡市 

賃貸用資産

土地、建物、

構築物、 

器具備品 

大分県佐伯市 

熊本県熊本市 

熊本県菊池郡 

宮崎県宮崎市 

宮崎県日向市 

宮崎県宮崎郡 

遊 休 資 産
建物、構築物、

器具備品 
宮崎県延岡市 

当社は、キャッシュ・フローを生み出す最小

の単位として、店舗を基本単位とし、また賃貸

用資産及び遊休資産については、物件単位毎に

グルーピングしております。 

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及び賃貸用資産や土地の

時価の下落が著しい店舗、賃貸用資産及び遊休

資産を対象とし、回収可能価額が帳簿価額を下

回るものについて土地、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 

(千円) 

土地 380,054

建物及び構築物 227,995

その他 68,734

計 676,785

(３)回収可能価額の算定方法 

回収可能価額が使用価値の場合は、将来キャ

ッシュ・フローを5.0％の割引率で割り引いて

計算しております。回収可能価額が正味売却価

額の場合には、不動産鑑定評価額を基に算出評

価しております。 

 

 (株主資本等変動計算書関係) 

当事業年度(自 平成 17 年５月 21 日 至 平成 18 年５月 20 日) 

自己株式の種類及び株式数に関する事項 

 前期末株式数 当期増加株式数 当期減少株式数 当期末株式数 

自己株式 

普通株式(注) 
18,648 株 1,200 株 ― 19,848 株

計 18,648 株 1,200 株 ― 19,848 株

（注）普通株式の自己株式の増加数 1,200 株は、単元未満株式の買取による増加であります。 
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 (リース取引関係) 

 
前事業年度 

(自 平成16年５月21日 
至 平成17年５月20日) 

当事業年度 
(自 平成17年５月21日 
至 平成18年５月20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) 

機械装置  35,000 31,500 3,500

器具備品  786,331 450,770 335,560

ソフト 
ウエア 

 61,786 51,584 10,202

合計  883,117 533,854 349,263

  

 
取得価額
相当額
(千円)

減価償却 
累計額 
相当額 
(千円) 

減損損失 
累計額 
相当額 
(千円) 

期末残高
相当額
(千円)

器具備品 860,691 495,434 41,672 323,584

ソフト 
ウエア 

67,940 58,613 ― 9,326

合計 928,631 554,048 41,672 332,911

  

② 未経過リース料期末残高相当額 

１年以内 113,442千円

１年超 245,039千円

合計 358,482千円

  

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 94,986千円

 １年超 243,207千円

 合計 338,193千円

リース資産減損勘定期末残高 34,582千円

  

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 127,979千円

減価償却費相当額 119,819千円

支払利息相当額 6,982千円

  

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 123,563千円

リース資産減損勘定の取崩額 7,089千円

減価償却費相当額 115,139千円

支払利息相当額 5,127千円

減損損失 41,672千円

 
 

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。 

   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。 

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 

    ……同左 
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(有価証券関係) 

前事業年度(平成17年５月20日) 

子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20日) 

子会社株式で時価のあるものはありません。 

 

(税効果会計関係) 

 
前事業年度 

(平成17年５月20日) 
当事業年度 

(平成18年５月20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 

(単位：千円) 

  繰延税金資産(流動) 

 未払事業税 11,993

 賞与引当金 20,200

 未払費用 6,386

 その他 6,201

 繰延税金資産合計 44,780
  
  繰延税金資産(固定) 

 敷金 1,315

 退職給付引当金 33,153

 関係会社株式評価損 19,796

 借地権 40,655

 減価償却超過額 29,494

 その他 5,449

 繰延税金資産小計 129,866

 評価性引当額 △39,605

 繰延税金資産合計 90,260

 

  繰延税金負債(固定) 

 その他有価証券評価差額

金 
△5,664

 繰延税金資産の純額 84,596
 

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 

(単位：千円) 

  繰延税金資産(流動) 

 未払事業税 4,667

 賞与引当金 14,544

 未払費用 6,293

 その他 4,237

 繰延税金資産合計 29,742
  
  繰延税金資産(固定) 

 敷金 1,315

 退職給付引当金 34,272

 関係会社株式評価損 19,796

 借地権 42,293

 減価償却超過額 21,043

 減損損失 192,675

 その他 10,722

 繰延税金資産小計 322,118

 評価性引当額 △136,126

 繰延税金資産合計 185,992

  繰延税金負債(固定) 

 その他有価証券評価差額

金 
△10,485

 繰延税金資産の純額 175,506
 

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 6.9％

  留保金課税 2.6％

  ＩＴ投資促進税制 

  に係る税額控除 
△0.4％

  評価性引当額の増加 10.1％
  交際費等永久に損金に 
  算入されない項目 

0.4％

  その他 0.7％

 税効果会計適用後の 
 法人税等の負担率 

60.7％

  

法定実効税率 40.4％

 (調整) 

  住民税均等割 △11.7％

  留保金課税 △2.0％

  ＩＴ投資促進税制 

  に係る税額控除 
1.0％

  評価性引当額の増加 △57.9％
  交際費等永久に損金に 
  算入されない項目 

△0.8％

  その他 1.9％

 税効果会計適用後の 
 法人税等の負担率 

△29.1％
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(１株当たり情報) 

 

前事業年度 
(自 平成16年５月21日 
至 平成17年５月20日) 

当事業年度 
(自 平成17年５月21日 
至 平成18年５月20日) 

１株当たり純資産額 917円47銭
 

１株当たり純資産額 867円25銭
 

１株当たり当期純利益 25円27銭
 

１株当たり当期純損失 43円52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金額

については、当期純損失であり、また、潜在株式

がないため記載しておりません。 

 

(注) １株当たり当期純損益金額の算定上の基礎は、次の通りであります。 

 
前事業年度 

(自 平成16年５月21日 
至 平成17年５月20日) 

当事業年度 
(自 平成17年５月21日 
至 平成18年５月20日) 

当期純損益(千円) 129,976 △215,164

普通株主に帰属しない金額(千円) 5,000 ―

(うち利益処分による役員賞与金) (5,000) (―)

普通株式に係る当期純損益(千円) 124,976 △215,164

期中平均株式数(株) 4,945,148 4,943,861
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（重要な後発事象） 

前事業年度 
(平成17年５月20日) 

当事業年度 
(平成18年５月20日) 

 

 

― 

（ドラッグストア事業の分離） 

 (1)事業分離の概要 

①分離先企業の名称 

株式会社下川薬局 

（旧株式会社下川調剤） 

②分離した事業の内容 

当社ドッラグストア部門 

一般医薬品、化粧品、日用雑貨の販売

③事業分離を行った主な理由 

連結財務諸表の「重要な後発事象」

に関する注記にて記載しております。

④事業分離日 

平成 18 年 6 月 21 日(分割効力発生日)

⑤事業分離の方法 

当社を分割会社とし、株式会社下川

薬局を承継会社とする吸収分割（株主

総会の承認を得ない簡易分割）方式を

採用しました。分割に際して株式会社

下川薬局は当社に対して普通株式 862

株を割当発行しておりますが、移転す

る資産及び負債の内容、並びに譲渡価

額決定後に当該株式すべてを下川亙

氏に譲渡する予定（７月下旬）です。

 (2)当期の損益計算書に計上されている分

離した事業に係る損益の概算額 

売上高   2,353 百万円 

営業利益    17 百万円 

 

（自己株式の公開買付け） 

連結財務諸表の「重要な後発事象」に関する注

記に記載しております。 

 



 - 59 -

２．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（平成 18 年 8 月 18 日付予定） 

    ① 新任取締役候補 

       山脇 敏幸（執行役員秋津店店長） 

    ② 退任予定取締役 

       石田 隆徳（取締役営業部長） 

 

    （注）・括弧内は現役職です。 

       ・上記取締役候補者と当社との間には特別な利害関係はありません。 

 

 

 

                                  以 上 


