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１．平成18年９月中間期の連結業績（平成18年４月１日～平成18年９月30日）

(1）連結経営成績 （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９月中間期 96,657 10.2 5,995 △5.8 6,113 △5.4

17年９月中間期 87,690 18.6 6,367 22.0 6,462 21.1

18年３月期 177,507 15.3 12,347 11.6 12,560 11.1

中間(当期)純利益
１株当たり中間
(当期)純利益

潜在株式調整後１株当
たり中間(当期)純利益

 百万円 ％ 円 銭 円 銭

18年９月中間期 3,488 △7.9 55 23 － －

17年９月中間期 3,788 22.8 119 97 － －

18年３月期 7,319 10.5 229 18 － －

（注）①持分法投資損益 18年９月中間期 －百万円 17年９月中間期 －百万円 18年３月期 －百万円

②期中平均株式数 (連結) 18年９月中間期  63,160,524株 17年９月中間期 31,580,521株 18年３月期  31,580,474株

　平成18年４月１日付けで普通株式１株につき２株の割合をもって株式分割を行っております。

③会計処理の方法の変更 無

④売上高、営業利益、経常利益、中間(当期)純利益におけるパーセント表示は、対前年中間期増減率であります。

(2）連結財政状態 （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。

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９月中間期 74,452 45,508 61.1 720 52
17年９月中間期 66,143 39,836 60.2 1,261 43

18年３月期 69,531 42,745 61.5 1,350 94

（注）期末発行済株式数（連結） 18年９月中間期 63,160,520株 17年９月中間期 31,580,511株 18年３月期 31,580,301株

(3）連結キャッシュ・フローの状況 （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。

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９月中間期 3,843 △2,594 △638 10,102

17年９月中間期 2,983 △2,115 △830 10,165

18年３月期 5,971 △5,115 △1,492 9,491

(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 ２社 持分法適用非連結子会社数 ０社 持分法適用関連会社数 ０社

(5）連結範囲及び持分法の適用の異動状況

連結（新規）
０社
　

（除外） ０社 持分法（新規）
０社
　

（除外） ０社

２．平成19年３月期の連結業績予想（平成18年４月１日～平成19年３月31日）  

売上高 経常利益 当期純利益

百万円 百万円 百万円

通　期 200,000 13,280 7,640

（参考）１株当たり予想当期純利益（通期）　　　120円96銭

※　上記に記載した予想数値は、現時点で入手可能な情報に基づき判断した見通しであり、不確定な要素を含んでおります。実際の業績等は、今

後様々な要因によって、上記予想数値と異なる場合があります。

なお、上記予想に関する事項は添付資料の６ページをご参照ください。
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１．企業集団の状況

　当社グループは、株式会社サンドラッグ（当社）及び子会社の株式会社サンドラッグファーマシーズ、株式会社サン

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

ウ商事の４社により構成されております。

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

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

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

シーズが調剤業務を行っております。

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

会社サンドラッグファーマシーズが医薬品、医薬部外品の販売をして

おり、株式会社コミネは医薬品、化粧品、日用雑貨等の販売業務を当

社より受託し販売を行っております。

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

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

当該業務を行っております。

［事業系統図］

　以上を事業系統図で示しますと次のとおりであります。
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２．経営方針

(1）会社の経営の基本方針

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

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

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

な視点で多くのお客様に支持される信頼度の高い店づくりを行っております。

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

率的な活用と収益性の確保に努めております。

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

値の向上に努めてまいります。

(2）会社の利益配分に関する基本方針

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

安定的・継続的な配当による利益還元を基本方針としております。

　内部留保につきましては、積極的な多店舗展開及び改装の設備資金等に充当し、業容の拡大と事業基盤の強化を図

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

 

(3）投資単位の引き下げに関する考え方及び方針等

　投資家の皆様が投資しやすい環境を整えるため、平成18年３月31日最終の株主名簿及び実質株主名簿に記載又は記

録された株主の所有株式を１株につき２株の割合で、平成18年４月１日をもって分割いたしました。

　今後も投資家の皆様に、当社株式へ投資していただける環境を整えてまいります。

(4）目標とする経営指標

　当社グループとしましては、総資本経常利益率15.0％以上及び自己資本利益率15.0％以上を維持することを当面の

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

ます。

(5）中長期的な経営戦略及び対処すべき課題

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

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

環境の中で再編が進行すると思われます。

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

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

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

①　出店エリアを拡大し、積極的な新規出店及びフランチャイズ店による全国展開を図ります。

②　既存店舗のスクラップ＆ビルド及び改装により活性化を図ります。

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

④　高齢化社会を見据えた健康に関連する専門的なノウハウの向上を図ります。

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

 

 (6）親会社等に関する事項

 該当事項はありません。

 

(7）その他、会社の経営上の重要な事項

　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
【当中間期の概況】

(1）経営成績

　当中間連結会計期間におけるわが国経済は、企業収益の改善に伴い設備投資が増加し、個人消費も回復基調を見せ

るなど、景気は底堅く推移しつつも、原油価格の高騰や金利上昇などの懸念材料もあり、先行き不透明感を残す状況

にありました。

　ドラッグストア業界におきましては、競合他社による出店競争・価格競争が更に激しさを増し、依然として厳しい

状況が続く中、昨年に比べ花粉の飛散量の大幅な減少、健康食品等のブーム品の需要低迷、さらには天候不順等の影

響も受け、大変厳しい状況が続きました。

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

様のニーズに合った店舗の開発を行い、「安心・信頼・便利」をモットーに高いサービスレベルの経営基盤を維持し

たうえで着実に事業を拡大してまいりました。新規出店に関しましては、地区別に関東地区で８店舗、九州地区で４

店舗、東海地区で３店舗、中国地区で１店舗、東北地区で５店舗、近畿地区で２店舗の合計23店舗を新規開設し、フ

ランチャイズ店につきましては、２店舗の契約締結と１店舗の解約をいたしました。

　また、既存店におきましては、４店舗のスクラップ＆ビルド及び２店舗を閉店したほか、７店舗の改装を行い活性

化を図りました。

　以上の結果、当中間連結会計期間の業績は売上高で966億57百万円（前年同期比10.2％増）、営業利益は59億95百万

円（同5.8％減）、経常利益は61億13百万円（同5.4％減）、中間純利益は34億88百万円（同7.9％減）となり、増収減

益となりました。

(2）財政状態

　当中間連結会計期間における連結ベースの現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、有形固定資産の取得

による支出等の要因により一部相殺されたものの、税金等調整前中間純利益が59億87百万円（前年同期比6.6％減）と

なったこと等により、前期連結会計年度末に比べ610百万円（6.4％増）増加し、当中間連結会計期間末には101億2百

万円となりました。

　当中間連結会計期間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38億43百万円（前年同期比28.8％増）となりました。これは主に売上債権が4億5百

万円及びたな卸資産が15億99百万円増加したものの、税金等調整前中間純利益を59億87百万円獲得したことに加え、

仕入債務が16億41百万円増加したことを反映したこと等によるものであります。

（投資活動によるキャッシュ・フロー）

　投資活動の結果使用した資金は25億94百万円（同22.7％増）となりました。これは主に有形固定資産の取得による

支出16億12百万円及び貸付けよる支出3億82百万円を反映したこと等によるものであります。

（財務活動によるキャッシュ・フロー）

　財務活動の結果使用した資金は6億38百万円（同23.2％減）となりました。これは主に配当金の支払額6億31百万円

を反映したこと等によるものであります。

平成17年３月期 平成18年３月期 平成19年３月期

中間 期末 中間 期末 中間

自己資本比率（％） 59.4 58.5 60.2 61.5 61.1

時価ベースの自己資本比率（％） 162.2 185.1 309.4 282.5 229.9

債務償還年数（年） 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

インタレスト・カバレッジ・レシオ（倍） 1,842.8 2,699.5 3,579.6 4,401.1 10,501.4

　（注）　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

※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。

※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。

※営業キャッシュ・フローは連結（中間連結）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（中間連結）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（中間連結）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。
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 (3)事業等のリスク

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

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

事業リスクを全て網羅するものではありません。また下記事項は当中間連結会計年度において判断したものであります。

 

 ①薬局の経営並びに医薬品、化粧品、日用雑貨等の販売事業に関するリスク

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

調剤薬局形態及び複合形態である調剤併設ドラッグストア形態の３種類です。

グループ全店舗中37店舗で展開する調剤業務は、医薬分業が進展するに従い処方箋の応需枚数が増加することが予

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

んでおります。

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

益への影響を及ぼす可能性があります。

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

 

 ②財政状態及び経営成績に関するリスク

出店政策について

  当社グループ全体で平成18年９月30日現在、ドラッグストア及び調剤事業としては、335店舗を運営しております。

今後も店舗数の拡大を図っていく方針であります。

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

売上単価の低下などにより当社グループの業績に影響を及ぼす可能性があります。

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

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

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

 

③法的規制に関するリスク

 　a.「薬事法」等による規制について

当社グループは、「薬事法」上の医薬品等の販売をするにあたり、その内容により各都道府県の許可・指定・免

許・登録または届出を必要としております。

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

医薬品の販売規制が緩和された場合、他業種等の参入が容易となり、競争が激化し業績に影響を及ぼす可能性が

あります。

 　b.薬剤師の確保について

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

店の重要な制約条件となります。

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

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

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

高騰が続いた場合、当社グループの業績に影響を及ぼす可能性があります。

 　c.個人情報保護について

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

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

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

を及ぼす可能性があります。

 ④訴訟等に関するリスク

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

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

額によっては、業績に影響を及ぼす可能性があります。
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 ⑤事業体制に関するリスク

 　a.特定人物への依存について

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

執行できない事態となった場合、業績に影響を及ぼす可能性があります。

 　b.組織の成長について

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

事業規模に見合う十分な人員確保ができなかった場合は、業績に影響を及ぼす可能性があります。

 

 (4)通期の見通し

　今後の見通しにつきましては、金利や素材価格の上昇による企業収益への影響が懸念されるものの、景気は底堅く

推移するものと思われます。

　ドラッグストア業界におきましては、競合他社による出店競争・価格競争は引き続き激化することが予想され、依

然として厳しい経営環境が続くものと思われます。

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

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

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

　当連結会計期間には、引き続き首都圏をはじめ、全国で55店舗の出店を計画しております。また既存店につきまし

ては、スクラップ＆ビルド及び改装により活性化を図ってまいります。

　以上により、通期の連結業績は、売上高2000億円（前年同期比12.7％増）、経常利益132億80百万円（同5.7％増）、

当期純利益76億40百万円（同4.4％増）の増収増益見込みであります。

 (注意事項)

　業績の見通しにつきましては、当社が現時点で合理的と判断する一定の前提に基づいており、実際の業績は見通しと大きく異なること

があります。

その要因のうち、主なものは以下のとおりであります。

　・市場動向の急激な変化

　・当社出店エリアにおける立地条件及び周辺環境の変化

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

  
前中間連結会計期間末
（平成17年９月30日）

当中間連結会計期間末
（平成18年９月30日）

対前中間
期比

前連結会計年度の
要約連結貸借対照表
（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
（％）

増減
(百万円)

金額（百万円）
構成比
（％）

（資産の部）            

Ⅰ　流動資産            

１．現金及び預金  10,165   10,102    9,491   

２．売掛金  5,524   5,685    5,280   

３．たな卸資産  16,057   19,163    17,564   

４．未収入金  4,074   5,145    4,745   

５．その他  1,275   1,512    1,340   

貸倒引当金  △6   △8    △6   

流動資産合計   37,090 56.1  41,600 55.9 4,509  38,416 55.3

Ⅱ　固定資産            

１．有形固定資産 ※１           

(1）建物及び構築
物

※２ 7,167   8,229    7,671   

(2) 土地 ※2,4 2,520   2,520    2,520   

(3）その他  2,584   3,083    2,801   

有形固定資産合計  12,272   13,833    12,993   

２．無形固定資産            

(1）借地権  －   －    －   

(2）その他  3,598   3,771    3,592   

無形固定資産合計  3,598   3,771    3,592   

３．投資その他の資
産

           

(1）保証金  8,728   9,534    9,216   

(2）その他  4,527   5,773    5,378   

貸倒引当金  △74   △60    △66   

投資その他の資産
合計

 13,181   15,247    14,529   

固定資産合計   29,052 43.9  32,852 44.1 3,799  31,115 44.7

資産合計   66,143 100.0  74,452 100.0 8,308  69,531 100.0
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前中間連結会計期間末
（平成17年９月30日）

当中間連結会計期間末
（平成18年９月30日）

対前中間
期比

前連結会計年度の
要約連結貸借対照表
（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
（％）

増減
(百万円)

金額（百万円）
構成比
（％）

（負債の部）            

Ⅰ　流動負債            

１．買掛金  19,052   20,418    18,777   

２．短期借入金 ※２ 128   100    100   

３．役員賞与引当金  －   45    －   

４．その他 ※３ 5,868   6,888    6,530   

流動負債合計   25,049 37.9  27,452 36.9 2,402  25,408 36.5

Ⅱ　固定負債            

１．退職給付引当金  143   178    162   

２．役員退職慰労引
当金

 140   150    145   

３．再評価に係る繰
延税金負債

 －   25    25   

４．その他  974   1,138    1,044   

固定負債合計   1,257 1.9  1,492 2.0 234  1,377 2.0

負債合計   26,307 39.8  28,944 38.9 2,637  26,786 38.5

            

（資本の部）            

Ⅰ　資本金   3,931 5.9  － － △3,931  3,931 5.6

Ⅱ　資本剰余金   7,409 11.2  － － △7,409  7,409 10.7

Ⅲ　利益剰余金   34,977 52.9  － － △34,977  37,876 54.5

Ⅳ　土地再評価差額金 ※４  △3,330 △5.0  － － 3,330  △3,356 △4.8

Ⅴ　その他有価証券評価
差額金

  115 0.1  － － △115  151 0.2

Ⅵ　自己株式   △3,265 △4.9  － － 3,265  △3,267 △4.7

資本合計   39,836 60.2  － － △39,836  42,745 61.5

負債・資本合計   66,143 100.0  － － △66,143  69,531 100.0

（純資産の部）  

Ⅰ　株主資本         

１．資本金  － － 3,931 5.3 3,931 － －

２．資本剰余金  － － 7,409 9.9 7,409 － －

３．利益剰余金  － － 40,651 54.6 40,651 － －

４．自己株式  － － △3,267 △4.4 △3,267 － －

株主資本合計  － － 48,724 65.4 48,724 － －

Ⅱ　評価・換算差額等         

１．その他有価証券評
価差額金

 － － 140 0.2 140 － －

２．土地再評価差額金  － － △3,356 △4.5 △3,356 － －

評価・換算差額等合
計

 － － △3,215 △4.3 △3,215 － －

純資産合計  － － 45,508 61.1 45,508 － －

負債・純資産合計  － － 74,452 100.0 74,452 － －
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(2) 中間連結損益計算書

  
前中間連結会計期間

（自　平成17年４月１日
至　平成17年９月30日）

当中間連結会計期間
（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

対前中間
期比

前連結会計年度の
要約連結損益計算書

（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
（％）

増減
(百万円)

金額（百万円）
百分比
（％）

Ⅰ　売上高   87,690 100.0  96,657 100.0 8,967  177,507 100.0

Ⅱ　売上原価   68,328 77.9  74,642 77.2 6,314  137,746 77.6

売上総利益   19,361 22.1  22,014 22.8 2,653  39,760 22.4

Ⅲ　販売費及び一般管理
費

※１  12,994 14.8  16,019 16.6 3,024  27,412 15.4

営業利益   6,367 7.3  5,995 6.2 △371  12,347 7.0

Ⅳ　営業外収益            

１．受取利息  20   25    42   

２．新店コーナー協
力金

 95   95    212   

３．その他  27 142 0.2 30 152 0.1 9 50 305 0.2

Ⅴ　営業外費用            

１．支払利息  0   0    1   

２．商品廃棄損  46   27    90   

３．株式分割費用  －   6    －   

４．その他  － 47 0.1 － 33 0.0 △13 0 92 0.1

経常利益   6,462 7.4  6,113 6.3 △348  12,560 7.1

Ⅵ　特別利益            

１．違約金収入  2   0    2   

２．貸倒引当金戻入
額

 －   1    0   

３. その他  0 2 0.0 － 2 0.0 △0 0 3 0.0

Ⅶ　特別損失            

１．固定資産除却損 ※２ 48   117    143   

２．賃貸借契約解約
損

 6 55 0.1 10 128 0.1 73 6 150 0.1

税金等調整前中
間(当期)純利益

  6,409 7.3  5,987 6.2 △422  12,414 7.0

法人税、住民税
及び事業税

 2,683   2,536    5,193   

法人税等調整額  △62 2,621 3.0 △37 2,499 2.6 △122 △98 5,094 2.9

中間（当期）純
利益

  3,788 4.3  3,488 3.6 △300  7,319 4.1
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(3) 中間連結剰余金計算書

  
前中間連結会計期間

（自　平成17年４月１日
至　平成17年９月30日）

前連結会計年度の
連結剰余金計算書

（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

区分
注記
番号

金額（百万円） 金額（百万円）

（資本剰余金の部）      

Ⅰ　資本剰余金期首残高   7,409  7,409

Ⅱ　資本剰余金中間期末(期末)残高   7,409  7,409

      

（利益剰余金の部）      

Ⅰ　利益剰余金期首残高   32,086  32,086

Ⅱ　利益剰余金増加高      

１．中間（当期）純利益  3,788 3,788 7,319 7,319

Ⅲ　利益剰余金減少高      

１．配当金  789  1,421  

２．取締役賞与  108 897 108 1,529

Ⅳ　利益剰余金中間期末(期末)残高   34,977  37,876
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(4) 中間連結株主資本等変動計算書

当中間連結会計期間（自平成18年４月１日　至平成18年９月30日）                 　　　　　   

株主資本

資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計

平成18年３月31日　残高　（百万円） 3,931 7,409 37,876 △3,267 45,949

中間連結会計期間中の変動額

剰余金の配当（注）   △631  △631

利益処分による役員賞与（注）   △82  △82

中間純利益   3,488  3,488

自己株式の取得    △0 △0

株主資本以外の項目の中間連結会計期

間中の変動額（純額）　

 （百万円）

    －

中間連結会計期間中の変動額合計

 （百万円）
－ － 2,774 △0 2,774

平成18年９月30日　残高　（百万円） 3,931 7,409 40,651 △3,267 48,724

評価・換算差額等

純資産合計
その他有価証券評
価差額金

土地再評価差額金
評価・換算差額等
合計

平成18年３月31日　残高　（百万円） 151 △3,356 △3,204 42,745

中間連結会計期間中の変動額

剰余金の配当（注）    △631

利益処分による役員賞与 （注）    △82

中間純利益    3,488

自己株式の取得    △0

株主資本以外の項目の中間連結会計期

間中の変動額（純額）

 （百万円）

△11 － △11 △11

中間連結会計期間中の変動額合計

 （百万円）
△11 － △11 2,762

平成18年９月30日　残高　（百万円） 140 △3,356 △3,215 45,508

 （注）平成18年６月開催の定時株主総会における利益処分項目であります。
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(5) 中間連結キャッシュ・フロー計算書

  
前中間連結会計期間

（自　平成17年４月１日
至　平成17年９月30日）

当中間連結会計期間
（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

対前中間期比

前連結会計年度の要約連結
キャッシュ・フロー計算書
（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）
増減

(百万円)
金額（百万円）

Ⅰ　営業活動によるキャッ
シュ・フロー

     

税金等調整前中間(当
期)純利益

 6,409 5,987  12,414

減価償却費  784 926  1,724

退職給付引当金増加
額

 24 15  44

役員退職慰労引当金
増加額

 4 4  9

貸倒引当金増加額
（△減少額）

 0 △3  △0

役員賞与引当金の増
加額 

 － 45  －

受取利息及び配当金  △22 △28  △44

支払利息  0 0  1

固定資産除却損  48 106  143

固定資産売却益  0 －  △0

役員賞与の支払額  △108 △82  △108

売上債権の増加額  △359 △405  △115

たな卸資産の増加額  △1,835 △1,599  △3,342

未収入金の減少額
（△増加額）

 371 △399  △298

仕入債務の増加額  560 1,641  285

未払費用の増加額  140 187  210

長期預り金の増加額  127 94  197

未払消費税等の増加
額（△減少額）

 △14 △46  97

その他営業活動によ
る増減額

 △285 183  25

小計  5,848 6,631 783 11,243

利息及び配当金の受
取額

 4 5  6

利息の支払額  △0 △0  △1

法人税等の支払額  △2,868 △2,793  △5,277

営業活動によるキャッ
シュ・フロー

 2,983 3,843 860 5,971
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前中間連結会計期間

（自　平成17年４月１日
至　平成17年９月30日）

当中間連結会計期間
（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

対前中間期比

前連結会計年度の要約連結
キャッシュ・フロー計算書
（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）
増減

(百万円)
金額（百万円）

Ⅱ　投資活動によるキャッ
シュ・フロー

     

有形固定資産の取得
による支出

 △1,610 △1,612  △3,149

有形固定資産の売却
による収入

 23 11  23

無形固定資産の取得
による支出

 △22 △110  △84

貸付けによる支出  △258 △382  △821

貸付金の回収による
収入

 79 6  88

保証金の預入れによ
る支出

 △267 △182  △869

保証金の返還による
収入

 195 54  257

その他投資活動によ
る増減額

 △254 △380  △558

投資活動によるキャッ
シュ・フロー

 △2,115 △2,594 △479 △5,115

Ⅲ　財務活動によるキャッ
シュ・フロー

     

      

長期借入金の借入れ
による収入

 － －  100

長期借入金の返済に
よる支出

 △41 －  △170

配当金の支払額  △789 △631  △1,420

自己株式の取得によ
る支出

 △0 △0  △1

株式分割に伴う新株
発行費用の支出 

 － △6  －

財務活動によるキャッ
シュ・フロー

 △830 △638 192 △1,492

Ⅳ　現金及び現金同等物増
加額（△減少額）

 36 610 573 △636

Ⅴ　現金及び現金同等物期
首残高

 10,128 9,491 △636 10,128

Ⅵ　現金及び現金同等物中
間期末(期末)残高

 10,165 10,102 △62 9,491
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中間連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項

項　　目
前中間連結会計期間

（自　平成17年４月１日
至　平成17年９月30日）

当中間連結会計期間
（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

前連結会計年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

１．連結の範囲に関する事項 連結子会社数　２社

連結子会社は、㈱サンドラッグ

ファーマシーズ、㈱コミネであ

ります。

同　　　　左

 

同　　　　左

 

２．持分法の適用に関する事

項

該当事項はありません。 同　　　　左 同　　　　左

３．連結子会社の中間決算日

（決算日）等に関する事

項

連結子会社の中間期の末日は、中間

連結決算日と一致しております。

同　　　　左 連結子会社の事業年度の末日は、連

結決算日と一致しております。

４．会計処理基準に関する事

項

   

(1）重要な資産の評価基準

及び評価方法

イ．有価証券

その他有価証券

(イ）時価のあるもの

中間決算日の市場価格等に基

づく時価法（評価差額は全部

資本直入法により処理し、売

却原価は、移動平均法により

算定）を採用しております。

イ．有価証券

その他有価証券

(イ）時価のあるもの

中間決算日の市場価格等に基

づく時価法（評価差額は全部

純資産直入法により処理し、

売却原価は、移動平均法によ

り算定）を採用しております。

イ．有価証券

その他有価証券

(イ）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。

(ロ）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。

(ロ）時価のないもの

同　　　　左

(ロ）時価のないもの

同　　　　左

ロ．たな卸資産

(イ）商品

売価還元平均原価法を採用し

ております。

ロ．たな卸資産

(イ）商品

同　　　　左

ロ．たな卸資産

(イ）商品

同　　　　左

(ロ）貯蔵品

最終仕入原価法を採用してお

ります。

(ロ）貯蔵品

同　　　　左

(ロ）貯蔵品

同　　　　左

(2）重要な減価償却資産の

減価償却の方法

イ．有形固定資産

定率法を採用しております。

なお、平成10年４月１日以降に

取得した建物（建物附属設備を

除く）については、定額法を採

用しております。

また、主な耐用年数は次のとお

りであります。

イ．有形固定資産

同　　　　左

イ．有形固定資産

同　　　　左

 建物及び構築物 15～50年   

ロ．無形固定資産

定額法を採用しております。

なお、ソフトウェア（自社利用

分）については、社内における

見込利用可能期間（５年）に基

づく定額法によっております。

ロ．無形固定資産

同　　　　左

ロ．無形固定資産

同　　　　左

ハ．長期前払費用

均等償却をしております。

ハ．長期前払費用

同　　　　左

ハ．長期前払費用

同　　　　左
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項　　目
前中間連結会計期間

（自　平成17年４月１日
至　平成17年９月30日）

当中間連結会計期間
（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

前連結会計年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

(3）重要な引当金の計上基

準

イ．貸倒引当金

中間期末債権の貸倒れによる損

失に備えるため、一般債権につ

いては貸倒実績率により、貸倒

懸念債権等特定の債権について

は個別に回収可能性を検討して

回収不能見込額を計上しており

ます。

イ．貸倒引当金

同　　　　左

イ．貸倒引当金

期末債権の貸倒れによる損失に

備えるため、一般債権について

は貸倒実績率により、貸倒懸念

債権等特定の債権については個

別に回収可能性を検討して回収

不能見込額を計上しております。

 ロ．　　　―――――

 

ロ．役員賞与引当金

役員賞与の支出に備えて、当連

結会計年度における支給見込額

の当中間連結会計期間負担額を

計上しております。 

 （会計方針の変更）

　当中間連結会計期間より、「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。

　これにより営業利益、経常利

益及び税金等調整前中間純利益

は、それぞれ45百万円減少して

おります。

ロ． 　　　――――

 

ハ．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、当中間連結会計期間

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、各連結会計

年度の発生時の従業員の平均残

存勤務期間以内の一定の年数

（10年）による定額法により按

分した額を、それぞれ発生の翌

連結会計年度から費用処理して

おります。

ハ．退職給付引当金

同　　　左

ハ．退職給付引当金

従業員の退職給付に備えるため、

当連結会計年度末における退職

給付債務及び年金資産の見込額

に基づき計上しております。ま

た、数理計算上の差異は、各連

結会計年度の発生時の従業員の

平均残存勤務期間以内の一定の

年数（10年）による定額法によ

り按分した額を、それぞれ発生

の翌連結会計年度から費用処理

しております。

ニ．役員退職慰労引当金

親会社は、役員に対する退職慰

労金の支払に備えるため、内規

に基づく中間期末要支給額を計

上しております。

ニ．役員退職慰労引当金

同　　　　左

ニ．役員退職慰労引当金

親会社は、役員に対する退職慰

労金の支払に備えるため、内規

に基づく期末要支給額を計上し

ております。

(4）重要なリース取引の処

理方法

リース物件の所有権が借主に移転す

ると認められるもの以外のファイナ

ンス・リース取引については、通常

の賃貸借取引に係る方法に準じた会

計処理によっております。

同　　　　左 同　　　　左

(5) その他中間連結財務諸

表（連結財務諸表）作

成のための重要な事項

消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税抜方式

を採用しております。

消費税等の会計処理

同　　　　左

消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は税抜方式に

よっており、控除対象外消費税等は、

当連結会計年度の費用として処理し

ております。

５．中間連結キャッシュ・フ

ロー計算書（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 同　　　　左
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中間連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更 

前中間連結会計期間
（自　平成17年４月１日
至　平成17年９月30日）

当中間連結会計期間
（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

前連結会計年度
（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）

　当中間連結会計期間より、固定資産

の減損に係る会計基準（「固定資産の

減損に係る会計基準の設定に関する意

見書」（企業会計審議会　平成14年８

月９日））及び「固定資産の減損に係

る会計基準の適用指針」（企業会計基

準適用指針第６号　平成15年10月31

日）を適用しております。これによる

損益に与える影響はありません。

 ――――

――――

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（貸借対照表の純資産の部の表示に関す

る会計基準）

　当中間連結会計期間より、「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。

　これまでの資本の部の合計に相当する

金額は45,508百万円であります。

　なお、当中間連結会計期間における中

間連結貸借対照表の純資産の部について

は、中間連結財務諸表規則の改正に伴い、

改正後の中間連結財務諸表規則により作

成しております。

（固定資産の減損に係る会計基準）

　当連結会計年度より、固定資産の減

損に係る会計基準（「固定資産の減損

に係る会計基準の設定に関する意見書」

（企業会計審議会　平成14年８月９

日））及び「固定資産の減損に係る会

計基準の適用指針」（企業会計基準適

用指針第６号　平成15年10月31日）を

適用しております。これによる損益

 に与える影響はありません。

 ――――

表示方法の変更

前中間連結会計期間
（自　平成17年４月１日
至　平成17年９月30日）

当中間連結会計期間
（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

（中間連結貸借対照表）

　前中間連結会計期間末まで区分掲記していた「借地権」

は、当中間連結会計期間末において資産の総額の100分の5

以下となったため、無形固定資産の「その他」に含めて記

載しております。

　なお、当中間連結会計期間末において「その他」に含ま

れている「借地権」は3,269百万円であります。

──────
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注記事項

（中間連結貸借対照表関係）

前中間連結会計期間末
（平成17年９月30日）

当中間連結会計期間末
（平成18年９月30日）

前連結会計年度
（平成18年３月31日）

※１．減価償却累計額 ※１．減価償却累計額 ※１．減価償却累計額

有形固定資産 7,475百万円 有形固定資産     8,825百万円 有形固定資産     8,181百万円

※２．担保に供している資産 ※２．担保に供している資産 ※２．担保に供している資産

建物 84百万円

土地 156百万円

計 241百万円

建物   13百万円

土地    17百万円

計    31百万円

建物   14百万円

土地    17百万円

計  31百万円

同上に対する債務の額 同上に対する債務の額 同上に対する債務の額

短期借入金 108百万円

計 108百万円

短期借入金    100百万円

計    100百万円

短期借入金    100百万円

計    100百万円

※３．消費税等の会計処理

消費税等は仮払消費税等と仮受消費税

等を相殺して流動負債の「その他」に

含めて表示しております。

※３．　　　同　　　　左 ※３．消費税等の会計処理

未払消費税等は、流動負債の「その他」

に含めて表示しております。

※４．　　　　　―――――

 

※４．　　　　　―――――

 

※４．土地再評価

親会社においては、土地の再評価に関す

る法律（平成10年3月31日公布法律第34

号）に基づき、事業用の土地の再評価を

行い、土地再評価差額金を資本の部に計

上しております。

・再評価の方法…土地の再評価に関する

法律施行令（平成10年3月31日公布政令第

119号）第２条第４号に定める地価税法

（平成３年法律第69号）第16条に規定す

る地価税の課税価格の計算の基礎となる

土地の価格を算定するために国税庁長官

が定めて公表した方法により算出した価

額に基づいて、奥行価格補正等合理的な

調整を行って算出しております。

  ・再評価を行った年月日…  

平成14年3月31日

・再評価を行った土地の期

末における時価と再評価

後の帳簿価額との差額… △438百万円

当連結会計年度において、土地の再評価

に係る繰延税金について個別の土地ごと

に見直しを行った結果、「再評価に係る

繰延税金負債」を25百万円計上し、同額

「土地再評価差額金」（借方）を増加さ

せております。

５．親会社においては、運転資金の効率的

な調達を行うため取引銀行２行と当座

貸越契約を締結しております。これら

の契約に基づく当中間連結会計期間末

の借入未実行残高は次のとおりであり

ます。

５．親会社においては、運転資金の効率的

な調達を行うため取引銀行２行と当座

貸越契約を締結しております。これら

の契約に基づく当中間連結会計期間末

の借入未実行残高は次のとおりであり

ます。

５．親会社においては、運転資金の効率的

な調達を行うため取引銀行２行と当座

貸越契約を締結しております。これら

の契約に基づく当連結会計年度末の借

入未実行残高は次のとおりであります。

当座貸越極度額 600百万円

借入実行残高 －百万円

差引額 600百万円

当座貸越極度額    600百万円

借入実行残高 －百万円

差引額    600百万円

当座貸越極度額    600百万円

借入実行残高 －百万円

差引額    600百万円
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（中間連結損益計算書関係）

前中間連結会計期間
（自　平成17年４月１日
至　平成17年９月30日）

当中間連結会計期間
（自　平成18年４月１日

至　平成18年９月30日）

前連結会計年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

※１．販売費及び一般管理費の主要項目 ※１．販売費及び一般管理費の主要項目 ※１．販売費及び一般管理費の主要項目

給与手当 4,624百万円

賃借料 3,471百万円

退職給付費用 65百万円

役員退職慰労引当

金繰入額
4百万円

給与手当     5,711百万円

賃借料     4,232百万円

役員賞与引当金繰

入額
 45百万円

退職給付費用   63百万円

役員退職慰労引当

金繰入額
 4百万円

給与手当     9,515百万円

賃借料     7,330百万円

退職給付費用    130百万円

役員退職慰労引当

金繰入額
  9百万円

※２．固定資産除却損の内訳 ※２．固定資産除却損の内訳 ※２．固定資産除却損の内訳

建物及び構築物 30百万円

器具備品

 （有形固定資産その他）

16百万円

長期前払費用
 （投資その他の資産その他）

　1百万円

計 48百万円

建物及び構築物   72百万円

器具備品

 （有形固定資産その他）

  34百万円

撤去費用 10百万円

計   117百万円

建物及び構築物   107百万円

有形固定資産「その他」   32百万円

投資その他の資産「その

他」
  1百万円

撤去費用 2百万円

計   143百万円

（中間連結株主資本等変動計算書関係）

当中間連結会計期間（自　平成18年４月１日　至　平成18年９月30日）

１．発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項

前連結会計年度末株
式数（千株）

当中間連結会計期間
増加株式数（千株）

当中間連結会計期間
減少株式数（千株）

当中間連結会計期間
末株式数（千株）

発行済株式

普通株式（注）1 33,582 33,582 － 67,165

合計 33,582 33,582 － 67,165

自己株式

普通株式（注）2 2,002 2,002 － 4,005

合計 2,002 2,002 － 4,005

（注）1.普通株式の発行済株式総数の増加33,582千株は、株式分割による増加であります。

　　　2.普通株式の自己株式の株式数の増加2,002千株は、株式分割及び単元未満株式の買取りによる増加であります。

 

２．配当に関する事項

（１）配当金支払額

決議 株式の種類
配当金の総額

（百万円）

１株当たり

配当額

（円）

基準日 効力発生日

平成18年６月24日

定時株主総会
普通株式 631 20  平成18年３月31日  平成18年６月26日

（２）基準日が当中間期に属する配当のうち、配当の効力発生日が中間期末後となるもの

決議 株式の種類
配当金の総額

（百万円）
配当の原資 

１株当たり

配当額

（円）

基準日 効力発生日

平成18年11月15日

取締役会
普通株式 631 利益剰余金 10  平成18年９月30日  平成18年12月15日
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（中間連結キャッシュ・フロー計算書関係）

前中間連結会計期間
（自　平成17年４月１日
至　平成17年９月30日）

当中間連結会計期間
（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

前連結会計年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

現金及び現金同等物の中間期末残高と中間連

結貸借対照表に掲記されている科目の金額と

の関係

現金及び現金同等物の中間期末残高と中間連

結貸借対照表に掲記されている科目の金額と

の関係

現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対

照表に掲記されている科目の金額との関係

(平成17年９月30日現在) (平成18年９月30日現在) (平成18年3月31日現在)

現金及び預金勘定 10,165百万円

現金及び現金同等物 10,165百万円

現金及び預金勘定    10,102百万円

現金及び現金同等物     10,102百万円

現金及び預金勘定      9,491百万円

現金及び現金同等物      9,491百万円
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①　リース取引

前中間連結会計期間
（自　平成17年４月１日
至　平成17年９月30日）

当中間連結会計期間
（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

前連結会計年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

１．リース物件の所有権が借主に移転すると

認められるもの以外のファイナンス・リー

ス取引

１．リース物件の所有権が借主に移転すると

認められるもの以外のファイナンス・リー

ス取引

１．リース物件の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

累計額相当額及び中間期末残高相当額

(1）リース物件の取得価額相当額、減価償却

累計額相当額及び中間期末残高相当額

(1）リース物件の取得価額相当額、減価償却

累計額相当額及び期末残高相当額

 
取得価額
相当額
（百万円）

減価償却
累計額相
当額
（百万円）

中間期末
残高相当
額
（百万円）

器具備
品
(有形
固定資
産その
他)

599 287 312

ソフト
ウェア
(無形
固定資
産その
他)

64 56 7

合計 663 343 319

 
取得価額
相当額
（百万円）

減価償却
累計額相
当額
（百万円）

中間期末
残高相当
額
（百万円）

器具備
品
(有形
固定資
産その
他)

576 310 266

ソフト
ウェア
(無形
固定資
産その
他)

34 26 8

合計 611 336 274

 
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）

器具備
品
(有形
固定資
産その
他)

629 344 285

ソフト
ウェア
(無形
固定資
産その
他)

72 62 10

合計 702 406 296

(2）未経過リース料中間期末残高相当額 (2）未経過リース料中間期末残高相当額 (2）未経過リース料期末残高相当額

１年内 112百万円

１年超 219百万円

合計 332百万円

１年内    106百万円

１年超    180百万円

合計    287百万円

１年内    104百万円

１年超    204百万円

合計    308百万円

(3）支払リース料、減価償却費相当額及び支

払利息相当額

(3）支払リース料、減価償却費相当額及び支

払利息相当額

(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 68百万円

減価償却費相当額 65百万円

支払利息相当額 3百万円

支払リース料   59百万円

減価償却費相当額   57百万円

支払利息相当額  2百万円

支払リース料    132百万円

減価償却費相当額    127百万円

支払利息相当額  5百万円

(4）減価償却費相当額の算定方法

リース期間を耐用年数とし、残存価額

を零とする定額法によっております。

(4）減価償却費相当額の算定方法

同　　　　左

(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

(5）利息相当額の算定方法

同　　　　左

２．オペレーティング・リース取引

(1）借主側

未経過リース料

２．オペレーティング・リース取引

(1）借主側

未経過リース料

２．オペレーティング・リース取引

(1）借主側

未経過リース料

１年内 303百万円

１年超 1,958百万円

合　計 2,262百万円

１年内    319百万円

１年超      1,801百万円

合　計      2,121百万円

１年内    330百万円

１年超      1,958百万円

合　計      2,288百万円

(2）貸主側

未経過リース料

(2）貸主側

未経過リース料

(2）貸主側

未経過リース料

１年内 47百万円

１年超 88百万円

合　計 135百万円

１年内   27百万円

１年超   60百万円

合　計    88百万円

１年内   33百万円

１年超   73百万円

合　計    106百万円

（注）上記は、すべて転貸リース取引に係る

貸主側の未経過リース料であります。

なお、当該転貸リース取引は、おおむ

ね同一の条件で第三者にリースしてお

りますので、ほぼ同額の残高が上記の

借主側の未経過リース料に含まれてお

ります。

（注） 　　　同　　　左 （注）　　　同　　　左
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②　有価証券

１．その他有価証券で時価のあるもの

 

前中間連結会計期間末
（平成17年９月30日現在）

当中間連結会計期間末
（平成18年９月30日現在）

前連結会計年度末
（平成18年３月31日現在）

取得原価
(百万円)

中間連結
貸借対照
表計上額
(百万円)

差額
(百万円)

取得原価
(百万円)

中間連結
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)

(1)株式 62 256 194 62 298 235 62 318 255

(2)債券          

①国債・地方債等 － － － － － － － － －

②社債 － － － － － － － － －

③その他 － － － － － － － － －

(3)その他 － － － － － － － － －

合計 62 256 194 62 298 235 62 318 255

２．時価評価されていない主な有価証券の内容及び中間連結（連結）貸借対照表計上額

 

前中間連結会計期間末
（平成17年９月30日現在）

当中間連結会計期間末
（平成18年９月30日現在）

前連結会計年度末
（平成18年３月31日現在）

中間連結貸借対照表計上額
（百万円）

中間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 1 1 1

③　デリバティブ取引

　　前中間連結会計期間（自　平成17年４月１日　至　平成17年９月30日）

　　　当社グループは、デリバティブ取引を全く行っておりませんので、該当事項はありません。

　　当中間連結会計期間（自　平成18年４月１日　至　平成18年９月30日）

　　　当社グループは、デリバティブ取引を全く行っておりませんので、該当事項はありません。

　　前連結会計年度（自　平成17年４月１日　至　平成18年３月31日）

当社グループは、デリバティブ取引を全く行っておりませんので、該当事項はありません。

④　セグメント情報

ａ．事業の種類別セグメント情報

　前中間連結会計期間（自平成17年４月１日　至平成17年９月30日）、当中間連結会計期間（自平成18年４月１

日　至平成18年９月30日）及び前連結会計年度（自平成17年４月１日　至平成18年３月31日）において、医薬品・

化粧品・日用雑貨等の販売事業の売上高及び営業利益の金額は、全セグメントの売上高の合計及び営業利益の金

額の合計額に占める割合がいずれも90％超であるため、記載を省略しております。

ｂ．所在地別セグメント情報

　当社グループは前中間連結会計期間（自平成17年４月１日　至平成17年９月30日）、当中間連結会計期間（自

平成18年４月１日　至平成18年９月30日）及び前連結会計年度（自平成17年４月１日　至平成18年３月31日）に

おいて、本邦以外の国または地域に所在する連結子会社がないため、該当事項はありません。

ｃ．海外売上高

　当社グループは前中間連結会計期間（自平成17年４月１日　至平成17年９月30日）、当中間連結会計期間（自

平成18年４月１日　至平成18年９月30日）及び前連結会計年度（自平成17年４月１日　至平成18年３月31日）に

おいて、海外売上高がないため、該当事項はありません。

（１株当たり情報）
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前中間連結会計期間
（自　平成17年４月１日
至　平成17年９月30日）

当中間連結会計期間
（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

前連結会計年度
（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 1,261円43銭

１株当たり中間純利益金

額
119円97銭

１株当たり純資産額   720円52銭

１株当たり中間純利益金

額
  55円23銭

１株当たり純資産額 1,350円94銭

１株当たり当期純利益金

額
229円18銭

なお、潜在株式調整後１株当たり中間

純利益金額については、潜在株式が存

在しないため記載しておりません。

当社は、平成16年11月19日をもって普

通株式１株につき２株に分割しており

ます。

なお、当該株式分割が前期首に行われ

たと仮定した場合の前中間連結会計期

間における１株当たり情報については、

以下のとおりとなります。

なお、潜在株式調整後１株当たり中間

純利益金額については、潜在株式が存

在しないため記載しておりません。

当社は、平成18年４月１日付けで普通

株式１株につき２株の割合をもって株

式分割を行っております。

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１株当たり情報に

ついては、それぞれ以下のとおりとな

ります。

なお、潜在株式調整後１株当たり当期

純利益金額については、潜在株式が存

在しないため記載しておりません。

１株当たり純資産額　　1,065円93銭

１株当たり中間純利益金額 97円67銭

潜在株式調整後１株当たり

中間純利益金額　　　　　　　　－

前中間連結会計期

間
前連結会計年度

１株当たり純資産

額

　　　630円71銭

１株当たり中間純

利益金額

　　 　59円98銭

潜在株式調整後１

株当たり中間純利

益金額

　　　　―

１株当たり純資産

額

　　　675円47銭

１株当たり当期純

利益金額

　 　 114円59銭

 

潜在株式調整後１

株当たり当期純利

益金額

　　　　―

 

　　　　　　　

(注)１株当たり中間（当期）純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

 
前中間連結会計期間
(自平成17年４月１日
至平成17年９月30日)

当中間連結会計期間
(自平成18年４月１日
至平成18年９月30日)

前連結会計年度
(自平成17年４月１日
至平成18年３月31日)

中間（当期）純利益（百万円） 3,788 3,488 7,319

普通株主に帰属しない金額（百万円） － － 82

（うち利益処分による役員賞与金）(百万円) (－) (－) (82) 

普通株式に係る中間（当期）純利益

（百万円）
3,788 3,488 7,237

期中平均株式数（株） 31,580,521 63,160,524 31,580,474
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（重要な後発事象）

前中間連結会計期間
（自　平成17年４月１日
至　平成17年９月30日）

当中間連結会計期間
（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

前連結会計年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

 ──────  ────── 　平成18年２月10日開催の当社取締役

会の決議に基づき、次のように株式分

割による新株式を発行しております。

１．平成18年４月１日をもって普通株

式１株につき２株に分割しており

ます。

 (１)分割により増加する株式数

 普通株式　33,582,796株

 (２)分割方法

平成18年３月31日最終の株主名

簿及び実質株主名簿に記載され

た株主の所有株式数を、１株に

つき２株の割合をもって分割し

ております。

２．配当起算日

 平成18年４月１日

　当該株式分割が前期首に行われたと

仮定した場合の前連結会計年度におけ

る１株当たり情報及び当期首に行われ

たと仮定した場合の当連結会計年度に

おける１株当たり情報は、それぞれ以

下のとおりとなります。

前連結会計年度 当連結会計年度

１株当たり純資
産額

 582円57銭

１株当たり当期

純利益金額

 103円18銭

潜在株式調整後

１株当たり当期

純利益金額

 －

１株当たり純資産
額

 675円47銭

１株当たり当期純

利益金額

 114円59銭

潜在株式調整後１

株当たり当期純利

益金額

 －
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５．仕入、販売の状況
(1）仕入の状況 （単位：百万円）

商品別

前中間連結会計期間
（自　平成17年４月１日
至　平成17年９月30日）

当中間連結会計期間
（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

前連結会計年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

金額 構成比 金額 構成比 金額 構成比

医薬品

等の販

売

％ ％ ％

医薬品 18,320 26.1 19,066 25.0 36,464 25.8

消耗雑貨 11,137 15.9 12,500 16.4 21,824 15.5

化粧品 26,769 38.2 28,122 36.9 54,192 38.4

ベビー用品 2,474 3.5 2,645 3.5 5,041 3.6

その他 11,453 16.3 13,888 18.2 23,557 16.7

小計 70,156 100.0 76,222 100.0 141,080 100.0

不動産賃貸その他 0 0.0 0 0.0 0 0.0

合計 70,156 100.0 76,222 100.0 141,081 100.0

　（注）１．記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。

２．上記金額には消費税等は含まれておりません。

(2）販売の状況 （単位：百万円）

商品別

前中間連結会計期間
（自　平成17年４月１日
至　平成17年９月30日）

当中間連結会計期間
（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

前連結会計年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

金額 構成比 金額 構成比 金額 構成比

医薬品

等の販

売

％ ％ ％

医薬品 25,094 28.6 26,915 27.8 51,409 29.0

消耗雑貨 13,296 15.2 14,891 15.4 25,885 14.6

化粧品 31,514 35.9 34,054 35.2 63,879 36.0

ベビー用品 2,747 3.1 2,940 3.0 5,569 3.1

その他 13,847 15.8 16,544 17.1 28,345 15.9

小計 86,500 98.6 95,346 98.6 175,088 98.6

不動産賃貸その他 1,189 1.4 1,311 1.4 2,418 1.4

合計 87,690 100.0 96,657 100.0 177,507 100.0

　（注）１．記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。

２．上記金額には消費税等は含まれておりません。
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