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１． 18 年９月中間期の業績（平成 18 年４月 1日～平成 18 年９月 30 日） 
(1)経営成績 

 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 
17 年９月中間期 

40,889（  4.0）
39,334（  6.2）

938（△4.0）
977（ 60.9）

1,184（△9.9）
1,315（ 45.8）

18 年３月期 78,672         2,034         2,744         
 
 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 
17 年９月中間期 

569（  65.0） 
345（△13.2） 

70    30 
42    60 

―――――       
―――――       

18 年３月期 1,072          131   12 ―――――       
(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 18 年９月中間期 8,100,000 株 17 年９月中間期 8,100,000 株 18 年３月期 8,100,000 株 
    ③会計処理の方法の変更    有 
    ④売上高、営業利益、経常利益、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 
 
 (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９月中間期 
17 年９月中間期 

38,305 
38,028 

22,151
21,092

57.8 
55.5 

2,734    72
2,603    96

18 年３月期 38,024 21,819 57.4 2,692    49
(注)①期末発行済株式数  18 年９月中間期 8,100,000 株 17 年９月中間期 8,100,000 株 18 年３月期 8,100,000 株 
    ②期末自己株式数    18 年９月中間期 ―株 17 年９月中間期 ―株 18 年３月期 ―株 
 
(3)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９月中間期 
17 年９月中間期 

923 
909 

92
△1,057

△366 
△252 

8,063
9,206

18 年３月期 817 △2,208 △802 7,414
 
２．19 年３月期の業績予想（平成 18 年４月１日～平成 19 年３月 31 日） 
 売 上 高     経常利益 当期純利益 

百万円 百万円 百万円

通 期 85,566 3,071 1,349

 

(参考)１株当たり予想当期純利益(通期) 166 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 
18 年３月期 ― 28.00 28.00 

18 年９月期（実績） ― ―  

19 年３月期（予想） ― 25.00 25.00 

 
 

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

 

 

 

 

 
 

※上記の予想は本資料の発表日現在において入手可能な情報及び将来の業績に影響を与える不確実な要因に係る本資料発表日
現在における仮定を前提としております。実際の業績は、今後様々な要因によって大きく異なる結果となる可能性があります。
なお、業績予想に関する事項等につきましては、添付資料の 2～7 ペ－ジをご参照下さい。 
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添 付 資 料 

１． 企業集団の状況 

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

局の経営を主たる事業とする小売業であります。 

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

なお、当該子会社は重要性に乏しいため連結財務諸表等は作成しておりません。 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      

 

商品の供給（卸）                                 商品の販売 

 

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

する店舗であります。 

 

２．経営方針並びに経営成績及び財政状態 

(1) 経営の基本方針 

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

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

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

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

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

美しく」「より暮らしやすい」というニーズにお応えする安心して相談しやすいお店づくりに日々取

り組んでおります。 

(2) 利益配分に関する基本方針 

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

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

ております。 

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

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

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

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

段の変更を予定しておりません。 

 

                               当社グループ 
                 商品の販売 
 

 
医薬品の販売委託 

                                     
 

        事務の受託                                              商品の販売 
                                     
 

当 
 

 
 

 

社 

一 

般 

消 

費 

者 

子会社２社 

株式会社ｾｶﾞﾐｺｰﾎﾟﾚｰｼｮﾝ関西

株式会社ｾｶﾞﾐｺｰﾎﾟﾚｰｼｮﾝ九州

薬局・薬店（注）
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(3) 投資単位の引き下げに関する考え方及び方針等 

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

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

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

時期等につきましては、現時点では未定であります。 

(4) 目標とする経営指標 

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

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

(5) 中長期的な会社の経営戦略及び対処すべき課題 

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

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

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

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

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

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

ることで、ＣＳＲ（企業の社会的責任）を果たしていきたいと考えます。 

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

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

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

を目指して全社挙げて取り組んでまいります。 

(6) 親会社等に関する事項 

該当事項はありません。 

(7) 内部管理体制の整備・運用状況 

平成18年５月31日提出の「コーポーレート・ガバナンスに関する報告書」にて記載しているため、

省略しております。 

 (8) その他会社経営上の重要な事項 

平成18年９月20日付にてプレス・リリースしております「業務提携に関するお知らせ」のとおり、

平成18年９月20日付にて㈱メディカルシステムネットワーク・㈱エムエムネットとの間で、医薬品サ

プライチェーンマネジメントに参画することにつき基本協定書を締結しております。 

３．経営成績及び財政状態 

(1) 経営成績 

当中間会計期間におけるわが国の経済は、原油等原材料の高騰や金利上昇の影響が懸念されている

ものの、企業業績の好調を背景に、設備投資の増加や雇用環境の回復が見られ、景気回復が進んでま

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

既存店の売上高伸び率は鈍化しており、依然厳しい環境が続いております。 

このような状況下、ＣＲＭ（顧客管理）分析によるロイヤルカスタマーの育成強化を行うとともに、

付加価値の高い商品の販売強化・カウンセリングを軸とした販売教育の強化など、諸施策を積極的に

行ってまいりました。科学的に、しかもお客様と血の通ったワンツーワンマーケティング（顧客一人

ひとりのニーズを満たすサービスの提供）を追求することによって、他社との差異化を図ってまいり

ました。 
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調剤部門につきましては、薬局における薬剤師の「質」の強化が社会的に問われる時代背景のなか、

薬歴等のデータベースをもとに、薬剤師が均一で適切なアドバイスができるシステム構築を行いまし

た。それにより、調剤業務における情報提供等の質的向上を行い、他社との差異化を行う体制を整え

てまいりました。また、医療用医薬品の仕入業務等をアウトソースするなど、調剤業務の効率化・合

理化を図る体制づくりを行うことができました。 

今後「保険医療中心の医療」から、自分自身の健康は自らが守るという「セルフメディケーション

時代」へと、急速に移行することが予測されます。当社では、「ドラッグ＆調剤」（調剤併設型ドラッ

グストア）の展開に注力し、また更なる専門性強化を図るため、様々な医療機関・介護施設等が併設

する「医療モール」への出店を推進し、平成 18 年 9月に「ドラッグセガミ弁天町店」（大阪府大阪市）

を開設いたしました。 

店舗開発につきましては、関東 1店舗・関西 10 店舗・四国 1店舗・九州 1店舗、計 13 店舗（うち

調剤取扱 4 店舗）を新規出店しました。一方本格的な競争激化に対応するために、小規模不採算店

13 店舗を閉鎖するなどスクラップ＆ビルドを強化し、4店舗の改装・増床を行うなど改善に努め、当

中間会計期間末店舗数は、関東 59 店舗・東海 6 店舗・関西 103 店舗・中国 38 店舗・四国 19 店舗・

九州 87 店舗、計 312 店舗（うち調剤取扱 54 店舗）となりました。 

商品分類別では、調剤機能の拡充（4店舗増）や分業率増加等により調剤売上高が 4,600 百万円（前

年同期比 11.9%増）と引き続き堅調に推移し、医薬品全体の売上高は 13,269 百万円（同 4.6%増）と

なりました。化粧品については、大型店の増加・都市型店舗の出店に伴い品揃えも充実したこと、加

えてカウンセリング分野での売上高の堅調な増加により、売上高は 14,472 百万円（同 7.2%増）とな

りました。また日用生活商品については売上高 5,923 百万円（同 7.7%増）、その他（健康食品等を含

む）については、ブームとなった一部健康食品がピークアウトをむかえ、その落ち込みを新規ＰＢ商

品にて一部カバーしましたが、売上高 6,566 百万円（同 2.4%減）となりました。卸については売上

高 656 百万円（同 28.6%減）となりました。 

前述の施策などにより業績の改善を図りましたが、主に第 1四半期における天候不順や花粉の飛散

が前年より大幅に減少したことなどによる季節商材の低迷要因、処方箋調剤における薬価改定等の影

響と相俟って、当中間会計期間の業績は、売上高は 40,889 百万円（前年同期比 4.0%増）、営業利益

は 938 百万円（同 4.0%減）、経常利益は 1,184 百万円（同 9.9%減）、中間純利益は 569 百万円（同 65.0%

増）となりました。 

(2) 財政状態 

当中間会計期間における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、前事業年度末に比較し

て649百万円増加し、8,063百万円となりました。 

当中間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923百万円(前年同期909百万円)となりました。これは、税引前

当期純利益が1,048百万円（同766百万円）に対して、主な増加要因として非資金費用である減価

償却費の計上が423百万円（同409百万円）・減損損失の計上が106百万円（同477百万円）、未払

金・未払費用の増加326百万円（同104百万円）等があったものの、減少要因として棚卸資産の増

加が327百万円（同712百万円）、仕入債務の減少が210百万円（同549百万円の増加）、法人税等

の支払額が639百万円（同372百万円）あったこと等によるものであります。 
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(投資活動によるキャッシュ・フロー) 

投資活動の結果得られた資金は92百万円(前年同期1,057百万円の使用)となりました。これは主

に投資有価証券売却による収入302百万円(同実績なし)、差入保証金・敷金の減少による収入(支

出差引後)100百万円（同△170百万円）等があったものの、有形固定資産の取得による支出333百

万円（同826百万円）、無形固定資産取得による支出40百万円（同24百万円）があったこと等によ

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された資金は 366 百万円（前年同期 252 百万円）となりました。これは短

期借入金の減少が 100 百万円(同実績なし)、長期借入金の返済による支出が 40 百万円（同 50 百

万円）、配当金の支払額が 226 百万円（同 202 百万円）あったことによるものであります。 

 

なお、当社のキャッシュ・フロ－指標の推移は以下のとおりであります。 

 平成16年９月期

中間期 

平成17年９月期

中間期 

平成18年９月期

中間期 
平成17年３月期 平成18年３月期

自 己 資 本 比 率 ( ％ ) 55.3 55.5 57.8 56.3 57.4
時価ベ－スの自己資本比率（％） 49.4 49.8 38.9 49.0 57.3
債 務 償 還 年 数 （ 年 ） 1.9 0.7 0.4 1.1 1.0
インタレスト・カバレッジ・レシオ（倍） 40.7 103.5 194.5 72.3 51.6

自己資本比率              自己資本／総資産 

時価ベ－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－ 

                    (中間期については営業キャッシュ・フロ－を２倍 

して算定しております) 

インタレスト・カバレッジ・レシオ    営業キャッシュ・フロ－／利払い 

 

(注)１ 株式時価総額は、中間期末(期末)株価終値×中間期末(期末)発行済株式数により算出してお

ります。 

２ 営業キャッシュ・フロ－はキャッシュ・フロ－計算書の営業活動によるキャッシュ・フロ－

を使用しております。 

有利子負債は、貸借対照表に計上されている負債のうち利子を支払っている全ての負債を対

象としております。また、利払いについては、キャッシュ・フロ－計算書の利息の支払額を

使用しております。 

(3) 当期の見通し 

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

中心とした「同質化」が進み、一方規制緩和の進展で異業種の参入による、新競合時代となっていく

ことが予想されます。 

当社といたしましては、当中間会計期間に引き続きロイヤルカスタマーの育成強化を図る顧客重視

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

ウンセリング販売」や「ドラッグ＆調剤」を強化し、専門性重視の姿勢で他社との差異化を図ってま

いります。また、生産性向上を中心とした収益体質の強化を図るために、あらゆる角度から見直しを

行い、新競合時代を勝ち抜く目標課題に取組み、常に安心して相談しやすいお店づくりに邁進してま

いります。 

なお、通期の業績といたしましては、期初に予定しておりましたとおり、売上高 85,566 百万円、

経常利益 3,071 百万円、当期純利益 1,349 百万円を見込んでおります。 
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(4) 事業等のリスク 

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

あります。 

なお、文中における将来に関する事項は、当中間会計期間末現在における当社による判断、目標、

一定の前提又は仮定に基づく予測等であり、実際の結果と異なる場合があります。また、以下に記載

する事項のうち、軽微な事象及び小売業における一般的事象などについては、当社事業に関する全て

のリスクを網羅的に記述するものではありませんのでご留意ください。 

① 流通業としての当社における環境変化ついて 

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

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

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

には、当社の事業計画や業績に影響を及ぼす可能性があります。 

② 薬剤師の確保について 

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

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

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

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

場合には、当社の出店計画等に影響を及ぼす可能性があります。 

③ 医薬品販売の規制緩和について 

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

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

ます。 

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

場合には、当社の事業計画や業績に影響を及ぼす可能性があります。 

④ 調剤の事業環境について 

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

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

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

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

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

環境が著しく変化した場合には、当社の事業計画や業績に影響を及ぼす可能性があります。 

⑤ 調剤薬の欠陥・調剤過誤等について 

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

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

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

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

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

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

あります。 
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⑥ プライベート（PB）商品について 

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

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

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

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

生した場合、当社の事業計画や業績に影響を及ぼす可能性があります。 

⑦ 出店状況等について 

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

競争激化により一段と厳しい経営環境が続いております。 

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

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

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

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

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

す。 

⑧ 出店に関する規制について 

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

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

されております。 

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

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

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

ぼす可能性があります。 

⑨ 個人情報保護について 

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

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

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

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

「プライバシーマーク」を取得することができました。 

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

などにより、当社の事業計画や業績に影響を及ぼす可能性があります。 

⑩ 自然災害・天候不順等について 

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

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

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

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

等が発生した場合も同様に、当社の事業に支障を生じる可能性があります。 
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４. 中間財務諸表等 

(1) 中間貸借対照表 

 

  
前中間会計期間末 

(平成17年９月30日) 

当中間会計期間末 

(平成18年９月30日) 

前事業年度 
要約貸借対照表 

(平成18年３月31日) 

区分 
注記
番号

金額(千円) 
構成比
(％)

金額(千円) 
構成比
(％)

金額(千円) 
構成比
(％)

(資産の部)    

Ⅰ 流動資産    

１ 現金及び預金  9,206,558 8,063,518 7,414,504 

２ 売掛金  1,382,071 1,563,130 1,561,340 

３ たな卸資産  8,578,635 9,793,198 9,465,984 

４ 未収入金  2,064,875 2,292,217 2,382,811 

５ 繰延税金資産  393,017 421,664 416,304 

６ その他  451,558 487,670 415,834 

貸倒引当金  △5,827 △6,291 △6,744 

流動資産合計   22,070,890 58.0 22,615,109 59.0  21,650,037 56.9

Ⅱ 固定資産    

１ 有形固定資産 ※１   

(1) 建物  3,119,446 3,189,991 3,227,349 

(2) 土地  1,917,442 1,937,414 1,965,113 

(3) その他  972,770 983,832 1,044,893 

有形固定資産合計   6,009,659 15.8 6,111,238 16.0  6,237,355 16.4

２ 無形固定資産   243,513 0.6 238,428 0.6  238,222 0.6

３ 投資その他の資産    

(1) 差入保証金  3,977,690 3,695,057 3,818,277 

(2) 敷金  4,228,191 4,106,959 4,235,005 

(3) 繰延税金資産  947,773 971,775 971,074 

(4) その他  747,633 795,646 1,052,881 

貸倒引当金  △196,475 △228,439 △178,362 

投資その他の資産 
合計 

  9,704,814 25.6 9,340,998 24.4  9,898,876 26.1

固定資産合計   15,957,987 42.0 15,690,665 41.0  16,374,455 43.1

資産合計   38,028,878 100.0 38,305,774 100.0  38,024,492 100.0
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前中間会計期間末 

(平成17年９月30日) 

当中間会計期間末 

(平成18年９月30日) 

前事業年度 
要約貸借対照表 

(平成18年３月31日) 

区分 
注記
番号

金額(千円) 
構成比
(％)

金額(千円) 
構成比
(％)

金額(千円) 
構成比
(％)

(負債の部)    

Ⅰ 流動負債    

１ 支払手形  2,132,947 ― 48,998 

２ 買掛金  9,050,668 10,748,687 10,910,341 

３ 短期借入金  1,100,000 500,000 600,000 

４ 一年以内返済予定の 
  長期借入金 

 90,000 100,000 90,000 

５ 未払法人税等  611,457 524,802 681,971 

６ 賞与引当金  465,000 468,470 447,291 

７ ポイント引当金  295,594 371,229 335,658 

８ その他  1,030,278 1,403,892 985,129 

流動負債合計   14,775,947 38.8 14,117,082 36.9  14,099,390 37.1

Ⅱ 固定負債    

１ 長期借入金  160,000 60,000 110,000 

２ 退職給付引当金  1,718,461 1,685,798 1,712,005 

３ 役員退職慰労引当金  111,601 121,765 116,683 

４ 預り保証金  156,359 166,300 158,249 

５ その他  14,400 3,600 9,000 

固定負債合計   2,160,821 5.7 2,037,465 5.3  2,105,938 5.5

負債合計   16,936,769 44.5 16,154,547 42.2  16,205,329 42.6

(資本の部)    

Ⅰ 資本金   1,587,120 4.2 ― ―  1,587,120 4.2

Ⅱ 資本剰余金    

１ 資本準備金  1,975,380 ― 1,975,380 

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

Ⅲ 利益剰余金    

１ 利益準備金  29,000 ― 29,000 

２ 任意積立金  16,900,000 ― 16,900,000 

３ 中間(当期)未処分 
  利益 

 579,572 ― 1,306,577 

利益剰余金合計   17,508,572 46.0 ― ―  18,235,577 47.9

Ⅳ その他有価証券 
  評価差額金 

  21,036 0.1 ― ―  21,085 0.1

資本合計   21,092,108 55.5 ― ―  21,819,163 57.4

負債及び資本合計   38,028,878 100.0 ― ―  38,024,492 100.0
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前中間会計期間末 

(平成17年９月30日) 

当中間会計期間末 

(平成18年９月30日) 

前事業年度 
要約貸借対照表 

(平成18年３月31日) 

区分 
注記
番号

金額(千円) 
構成比
(％)

金額(千円) 
構成比
(％)

金額(千円) 
構成比
(％)

(純資産の部)    

Ⅰ 株主資本    

１ 資本金   ― ― 1,587,120 4.1  ― ―

２ 資本剰余金    

(1) 資本準備金  ― 1,975,380 ― 

資本剰余金合計   ― ― 1,975,380 5.2  ― ―

３ 利益剰余金    

(1) 利益準備金  ― 29,000 ― 

(2) その他利益剰余金    

別途積立金  ― 17,700,000 ― 

繰越利益剰余金  ― 839,177 ― 

利益剰余金合計   ―
―

18,568,177 48.5  ―
―

株主資本合計   ―
―

22,130,677 57.8  ―
―

Ⅱ 評価・換算差額等    

１ その他有価証券 
  評価差額金 

  ―
―

20,550 0.0  ―
―

評価・換算差額等 
合計 

  ―
―

20,550 0.0  ―
―

純資産合計   ―
―

22,151,227 57.8  ―
―

負債及び純資産合計   ― ― 38,305,774 100.0  ― ―
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(2) 中間損益計算書 
 

  
前中間会計期間 

(自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日) 

当中間会計期間 

(自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日) 

前事業年度 
要約損益計算書 

(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(千円) 
百分比
(％)

金額(千円) 
百分比
(％)

金額(千円) 
百分比
(％)

Ⅰ 売上高   39,334,031 100.0 40,889,399 100.0  78,672,842 100.0

Ⅱ 売上原価   28,057,045 71.3 29,134,270 71.3  55,730,934 70.8

売上総利益   11,276,985 28.7 11,755,128 28.7  22,941,908 29.2

Ⅲ 販売費及び一般管理費   10,299,900 26.2 10,817,091 26.4  20,907,676 26.6

営業利益   977,084 2.5 938,036 2.3  2,034,231 2.6

Ⅳ 営業外収益 ※１  367,518 0.9 355,162 0.9  770,862 1.0

Ⅴ 営業外費用 ※２  28,904 0.1 108,285 0.3  60,699 0.1

経常利益   1,315,698 3.3 1,184,914 2.9  2,744,394 3.5

Ⅵ 特別利益 ※３  1,132 0.0 75,042 0.2  1,179 0.0

Ⅶ 特別損失 
※４
※６

 549,969 1.4 211,326 0.5  681,496 0.9

税引前中間(当期) 
純利益 

  766,861 1.9 1,048,630 2.6  2,064,078 2.6

法人税、住民税 
及び事業税 

 568,188 484,925 1,185,021 

法人税等調整額  △146,379 421,809 1.0 △5,695 479,229 1.2 △193,000 992,020 1.2

中間(当期)純利益   345,052 0.9 569,400 1.4  1,072,057 1.4

前期繰越利益   234,519 ―  234,519

中間(当期)未処分 
利益 

  579,572 ―  1,306,577
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(3) 中間株主資本等変動計算書 

当中間会計期間(自 平成18年４月１日 至 平成18年９月30日) 

 
株主資本 

評価・換算 

差額等 

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 利益準備金

別途積立金
繰越利益
剰余金 

株主資本 

合計 

その他 
有価証券 
評価差額金 

純資産合計

平成18年３月31日残高(千円) 1,587,120 1,975,380 29,000 16,900,000 1,306,577 21,798,077 21,085 21,819,163

中間会計期間中の変動額    

 別途積立金の積立 ― ― ― 800,000 △800,000 ― ― ―

 剰余金の配当 ― ― ― ― △226,800 △226,800 ― △226,800

 利益処分による役員賞与 ― ― ― ― △10,000 △10,000 ― △10,000

 中間純利益 ― ― ― ― 569,400 569,400 ― 569,400

 株主資本以外の項目の中間 
 会計期間中の変動額(純額) 

― ― ― ― ― ― △535 △535

中間会計期間中の変動額合計 
(千円) 

― ― ― 800,000 △467,399 332,600 △535 332,064

平成18年９月30日残高(千円) 1,587,120 1,975,380 29,000 17,700,000 839,177 22,130,677 20,550 22,151,227
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(4) 中間キャッシュ･フロー計算書 
                                      

  
前中間会計期間 

(自 平成17年４月１日
至 平成17年９月30日)

当中間会計期間 

(自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日) 

前事業年度 
要約キャッシュ・ 
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(千円) 金額(千円) 金額(千円) 

Ⅰ 営業活動による 
キャッシュ・フロー 

  

税引前中間(当期)純利益  766,861 1,048,630 2,064,078

減価償却費  409,918 423,432 889,938

減損損失  477,397 106,459 519,594

退職給付引当金の増加額 
（△減少額） 

 5,480 △26,206 △975

役員退職慰労引当金の増加額 
（△減少額） 

 △46,023 5,082 △40,941

賞与引当金の増加額  31,000 21,179 13,291

貸倒引当金の増加額  11,189 75,614 14,493

ポイント引当金の増加額  23,718 35,570 63,782

受取利息及び受取配当金  △11,925 △15,537 △23,666

支払利息  8,782 4,749 15,839

器具・備品受贈益  △67,034 △44,384 △124,492

固定資産売却益  ― △22,355 ―

固定資産除却損  22,916 61,519 48,882

投資有価証券売却益  ― △3,661 ―

店舗閉鎖費用等  18,938 42,348 69,902

営業補償金  ― △42,026 ―

売上債権の減少額 
（△増加額） 

 62,536 △1,789 △128,601

たな卸資産の増加額  △712,074 △327,213 △1,599,423

仕入債務の増加額 
（△減少額） 

 549,372 △210,652 325,096

前払費用・未収入金の増加額  △229,674 △79,253 △358,622

未払消費税等の増加額 
（△減少額） 

 △150,870 104,985 △178,108

未払金・未払費用の増加額  104,579 326,622 41,501

役員賞与の支払額  △3,250 △5,000 △6,000

その他  17,508 85,011 147,104

小計  1,289,346 1,563,122 1,752,673

利息及び配当金の受取額  1,435 4,831 2,241

利息の支払額  △8,782 △4,749 △15,839

法人税等の支払額  △372,671 △639,502 △921,080

営業活動による 
キャッシュ・フロー 

 909,327 923,701 817,994
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前中間会計期間 

(自 平成17年４月１日
至 平成17年９月30日)

当中間会計期間 

(自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日) 

前事業年度 
要約キャッシュ・ 
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(千円) 金額(千円) 金額(千円) 

Ⅱ 投資活動による 
キャッシュ・フロー 

  

投資有価証券の売却に 
よる収入 

 ― 302,873 ―

有形固定資産の取得 
による支出 

 △826,072 △333,651 △1,540,146

有形固定資産の売却 
による収入 

 ― 50,054 ―

無形固定資産の取得 
による支出 

 △24,753 △40,154 △67,107

関係会社株式の取得 
による支出 

 ― ― △20,000

貸付金の回収による収入  1,635 1,455 3,090

差入保証金・敷金の増加 
による支出 

 △342,401 △217,741 △635,096

差入保証金・敷金の減少 
による収入 

 171,662 318,342 440,407

長期前払費用の増加 
による支出 

 △9,890 △22,378 △37,621

長期未収入金の回収 
による収入 

 5,295 2,461 9,958

その他  △32,966 30,854 △361,520

投資活動による 
キャッシュ・フロー 

 △1,057,491 92,113 △2,208,036

Ⅲ 財務活動による 
キャッシュ・フロー 

  

短期借入金の増減額  ― △100,000 △500,000

長期借入金の返済による支出  △50,000 △40,000 △100,000

配当金の支払額  △202,056 △226,800 △202,234

財務活動による 
キャッシュ・フロー 

 △252,056 △366,800 △802,234

Ⅳ 現金及び現金同等物の増加額 
（△減少額） 

 △400,221 649,014 △2,192,275

Ⅴ 現金及び現金同等物の 
  期首残高 

 9,606,779 7,414,504 9,606,779

Ⅵ 現金及び現金同等物の 
  中間期末(期末)残高 

※１ 9,206,558 8,063,518 7,414,504
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中間財務諸表作成の基本となる重要な事項 

 

前中間会計期間 
(自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日) 

当中間会計期間 
(自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日) 

前事業年度 
(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日) 

１ 資産の評価基準及び評価方法 

 (1) 有価証券 

―――――― 

１ 資産の評価基準及び評価方法 

 (1) 有価証券 

子会社株式 

   移動平均法による原価法 

１ 資産の評価基準及び評価方法 

 (1) 有価証券 

  子会社株式 

   移動平均法による原価法 

  その他有価証券 

  ① 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) 

  その他有価証券 

  ① 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) 

  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) 

  ② 時価のないもの 

    移動平均法による原価法 

  ② 時価のないもの 

同左 

  ② 時価のないもの 

同左 

 (2) たな卸資産 

  商品 

   売価還元法による原価法 

   ただし、調剤薬品及び物流セ

ンター内商品については総平均

法による原価法 

 (2) たな卸資産 

  商品 

同左 

 (2) たな卸資産 

  商品 

同左 

２ 固定資産の減価償却の方法 

 (1) 有形固定資産 

   定率法を採用しています。 

   ただし、平成10年４月１日以

降に取得した建物(建物附属設

備を除く)については定額法を

採用しています。 

   なお、耐用年数及び残存価額

については法人税法に規定する

方法と同一の基準によっており

ます。 

２ 固定資産の減価償却の方法 

 (1) 有形固定資産 

同左 

２ 固定資産の減価償却の方法 

 (1) 有形固定資産 

同左 

 (2) 無形固定資産 

   定額法を採用しています。 

   ただし、ソフトウェア(自社利

用分)については、社内における

利用可能期間(５年)に基づく定

額法を採用しています。 

 (2) 無形固定資産 

同左 

 (2) 無形固定資産 

同左 

 (3) 投資その他の資産(その他―

長期前払費用) 

   定額法を採用しています。 

 (3) 投資その他の資産(その他―

長期前払費用) 

同左 

 (3) 投資その他の資産(その他―

長期前払費用) 

同左 

３ 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。 

３ 引当金の計上基準 

 (1) 貸倒引当金 

同左 

３ 引当金の計上基準 

 (1) 貸倒引当金 

同左 
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前中間会計期間 

(自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日) 

当中間会計期間 
(自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日) 

前事業年度 
(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日) 

 (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 

 (2) 賞与引当金 

同左 

 (3) ポイント引当金 

ポイントカ－ドの利用による

売上値引きに備えるため、使用

実績率に基づき将来利用される

と見込まれる額を見積もり計上

しております。 

 (3) ポイント引当金 

同左 

 (3) ポイント引当金 

   ポイントカ－ドの利用による

売上値引きに備えるため、使用

実績率に基づき翌期以降に利用

されると見込まれる額を見積も

り計上しております。 

(追加情報) 

従来、ポイントカードのポイ

ント蓄積により発行された金券

は、その回収時に売上値引とし

て処理しておりましたが、前事

業年度の下期より、使用実績率

に基づき翌期以降に利用される

と見込まれる額をポイント引当

金として計上する方法に変更し

ております。 
なお、前中間会計期間は従来

の方法によっており、変更後の

方法によった場合に比べ、売上

高、営業利益及び経常利益は

45,610千円、税引前中間純利益

は220,800千円それぞれ多く計

上されております。 

―――――― ―――――― 

 (4) 退職給付引当金 

   従業員の退職給付に備えるた

め、当期末における退職給付債

務の見込額に基づき、当中間会

計期間末において発生している

と認められる額を計上していま

す。 

 (4) 退職給付引当金 

同左 

 (4) 退職給付引当金 

   従業員の退職給付に備えるた

め、当期末における退職給付債

務の見込額に基づき計上してい

ます。 

なお、数理計算上の差異につ

いては、各期の発生時における

   なお、数理計算上の差異につ

いては、各期の発生時における

従業員の平均残存勤務期間以内

の一定の年数(10年)による定率

法により按分した額をそれぞれ

発生年度から費用処理しており

ます。 

また、過去勤務債務について

は、その発生時における従業員

の平均残存勤務期間以内の一

定の年数（５年）による定額法

により処理しております。 

 従業員の平均残存勤務期間以内

の一定の年数(10年)による定率

法により発生年度から費用処理

しています。 

また、過去勤務債務について

は、その発生時における従業員

の平均残存勤務期間以内の一定

の年数（５年）による定額法に

より処理しております。 

 (5) 役員退職慰労引当金 

   役員の退職慰労金の支出に充

てるため、役員退職慰労金規定

に基づく中間期末要支給額を計

上しております。 

 (5) 役員退職慰労引当金 

同左 

 (5) 役員退職慰労引当金 

   役員の退職慰労金の支出に充

てるため、役員退職慰労金規定

に基づく期末要支給額を計上し

ています。 
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前中間会計期間 

(自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日) 

当中間会計期間 
(自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日) 

前事業年度 
(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日) 

４ 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。 

４ リース取引の処理方法 

同左 

４ リース取引の処理方法 

同左 

５ 中間キャッシュ・フロー計算書

における資金の範囲 

  中間キャッシュ・フロー計算書

における資金(現金及び現金同等

物)は手許現金、随時引き出し可能

な預金及び容易に換金可能であ

り、かつ、価値の変動について僅

少なリスクしか負わない取得日か

ら３ヶ月以内に償還期限の到来す

る短期投資からなっております。 

５ 中間キャッシュ・フロー計算書

における資金の範囲 

同左 

５ キャッシュ・フロー計算書にお

ける資金の範囲 

  キャッシュ・フロー計算書にお

ける資金(現金及び現金同等物)は

手許現金、随時引き出し可能な預

金及び容易に換金可能であり、か

つ、価値の変動について僅少なリ

スクしか負わない取得日から３ヶ

月以内に償還期限の到来する短期

投資からなります。 

６ その他中間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について 

  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。 

６ その他中間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について 

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について 

同左 
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会計方針の変更 

 

前中間会計期間 
(自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日) 

当中間会計期間 
(自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日) 

前事業年度 
(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) 

当中間会計期間から「固定資産の

減損に係る会計基準」(「固定資産の

減損に係る会計基準の設定に関する

意見書」(企業会計審議会 平成 14

年８月９日))及び「固定資産の減損

に係る会計基準の適用指針」（企業会

計基準委員会 平成15年10月 31日 

企業会計基準適用指針第６号）を適

用しております。 

これにより税引前中間純利益が

477,397千円減少しております。 

なお、減損損失累計額については、

当該各資産の金額から直接控除して

おります。 

 

―――――― 

(固定資産の減損に係る会計基準) 

当事業年度から「固定資産の減損

に係る会計基準」(「固定資産の減損

に係る会計基準の設定に関する意見

書」(企業会計審議会 平成 14 年８

月９日))及び「固定資産の減損に係

る会計基準の適用指針」（企業会計基

準委員会 平成15年10月 31日 企

業会計基準適用指針第６号）を適用

しております。 

これにより、税引前当期純利益が

519,594 千円減少しております。 

なお、減損損失累計額については、

当該各資産の金額から直接控除して

おります。 

 

―――――― 

(貸借対照表の純資産の部の表示に

関する会計基準等) 

当中間会計期間から「貸借対照表

の純資産の部の表示に関する会計基

準」（企業会計基準委員会 平成 17

年 12 月９日 企業会計基準第５号）

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」

（企業会計基準委員会 平成 17 年

12月９日 企業会計基準適用指針第

８号）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。 

なお、従来の「資本の部」の合計

に相当する金額は22,151,227千円で

あります。 

中間財務諸表等規則の改正によ

り、当中間会計期間における中間財

務諸表は、改正後の中間財務諸表等

規則により作成しております。 

 

―――――― 

 

―――――― 

(役員賞与に関する会計基準) 

当中間会計期間より「役員賞与に

関する会計基準」（企業会計基準委員

会 平成17年11月29日 企業会計基

準第４号）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。 

 

―――――― 
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前中間会計期間 

(自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日) 

当中間会計期間 
(自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日) 

前事業年度 
(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日) 

 

―――――― 

(社宅家賃収入の会計処理) 

社宅家賃等の賃借料収入について

従来、営業外収益に計上しておりま

したが、当事業年度から販売費及び

一般管理費より控除する方法に変更

しております。 

この変更は、社宅家賃収入が増加

したため、会社が負担する費用の実

態を明確にし、損益区分をより適正

にするために行ったものでありま

す。 

この変更により、営業利益は

35,794千円多く計上されております

が、経常利益及び税引前中間純利益

に与える影響はありません。 

 

―――――― 

 

表示方法の変更 
 

前中間会計期間 
(自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日) 

当中間会計期間 
(自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日) 

(中間キャッシュ・フロー計算書) 

 「役員退職慰労引当金の増加額(△減少額)」は、重要

性が増したため、区分掲記することとしました。なお、

前中間会計期間は営業活動によるキャッシュ・フロー

の「その他」に11,157千円含まれております。 

 

―――――― 

 

追加情報 

 

前中間会計期間 
(自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日) 

当中間会計期間 
(自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日) 

前事業年度 
(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日) 

 

―――――― 

（仕入債務の支払方法） 

 仕入債務の支払方法について、従

来買掛金の支払につき手形決済をし

ていた一部の取引先につき、平成17

年11月より、ファクタリングによる

決済に移行しております。これによ

り、従来と比べ支払手形が2,052,241

千円減少し、買掛金は同額増加して

おります。 

（仕入債務の支払方法） 

 仕入債務の支払方法について、従

来買掛金の支払につき手形決済をし

ていた一部の取引先につき、平成17

年11月より、ファクタリングによる

決済に移行しております。これによ

り、従来と比べ支払手形が1,639,416

千円減少し、買掛金は同額増加して

おります。 

 
注記事項 

(中間貸借対照表関係) 
 

前中間会計期間末 
(平成17年９月30日) 

当中間会計期間末 
(平成18年９月30日) 

前事業年度末 
(平成18年３月31日) 

※１ 有形固定資産の減価償却累計

額 

4,895,755千円 

※１ 有形固定資産の減価償却累計

額 

5,419,879千円

※１ 有形固定資産の減価償却累計

額 

5,235,369千円
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(中間損益計算書関係) 
 

前中間会計期間 
(自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日) 

当中間会計期間 
(自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日) 

前事業年度 
(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日) 

※１ 営業外収益の主要項目 

受取利息 10,714千円

発注処理手数料 107,149千円

データ提供料 53,610千円

受取家賃 69,647千円

器具備品受贈益 67,034千円
 

※１ 営業外収益の主要項目 

受取利息 11,393千円

発注処理手数料 109,091千円

データ提供料 55,095千円

受取家賃 51,359千円

器具備品受贈益 44,384千円
 

※１ 営業外収益の主要項目 

受取利息 22,276千円

発注処理手数料 211,593千円

データ提供料 108,315千円

受取家賃 145,796千円

器具備品受贈益 124,492千円
 

   

※２ 営業外費用の主要項目 

支払利息 8,782千円

貸倒引当金 
繰入額 

3,721千円

賃借料 14,243千円
 

※２ 営業外費用の主要項目 

支払利息 4,749千円

貸倒引当金 
繰入額 

76,047千円

賃借料 22,254千円
 

※２ 営業外費用の主要項目 

支払利息 15,839千円

貸倒引当金 
繰入額 

11,372千円

賃借料 27,456千円
 

   

※３ 特別利益の主要項目 

貸倒引当金 
戻入益 

1,132千円

 

※３ 特別利益の主要項目 

固定資産売却益

土地 22,355千円

営業補償金 42,026千円
 

※３ 特別利益の主要項目 

貸倒引当金 
戻入益 

1,179千円

 

   

※４ 特別損失の主要項目 

固定資産除却損 

 建物 15,979千円

 構築物 535千円

 器具・備品 6,401千円

合計 22,916千円

店舗賃借解約損 13,433千円

店舗閉鎖費用 5,504千円
貸倒引当金 
繰入額 

8,600千円

減損損失 477,397千円
 

※４ 特別損失の主要項目 

固定資産除却損

 建物 52,461千円

 構築物 1,089千円

 器具・備品 7,968千円

合計 61,519千円

店舗賃借解約損 24,149千円

店舗閉鎖費用 18,199千円

減損損失 106,459千円
 

※４ 特別損失の主要項目 

固定資産除却損 

 建物 35,968千円

 構築物 558千円

 器具・備品 12,355千円

合計 48,882千円

店舗賃借解約損 44,272千円

店舗閉鎖費用 25,630千円

減損損失 519,594千円
 

   

 ５ 減価償却実施額 

有形固定資産 336,558千円

無形固定資産 40,709千円
 

 ５ 減価償却実施額 

有形固定資産 351,347千円

無形固定資産 47,637千円
 

 ５ 減価償却実施額 

有形固定資産 743,673千円

無形固定資産 83,496千円
 

 

※６ 当中間会計期間において、当

社は以下の資産グループについ

て減損損失を計上しました。 

場所 用途 種類 
減損損失 

(千円) 

関東 
地区 

店舗 
建物及び 
その他 

114,020 

東海 
地区 

店舗 
建物及び 
その他 

783 

関西 
地区 

店舗 
建物及び 
土地及び 
その他 

69,048 

中国 
地区 

店舗 
建物及び 
その他 

44,816 

九州 
地区 

店舗 
建物及び 
その他 

75,103 

東京都 
杉並区 

遊休 
資産 

土地 118,976 

大阪市 
東成区 

賃貸用 
資産 

建物及び土地 54,648 

合  計 477,397 

 

 

※６ 当中間会計期間において、当

社は以下の資産グループについ

て減損損失を計上しました。 

場所 用途 種類 
減損損失

(千円)

関東
地区

店舗
建物及び 
その他 

12,461

関西
地区

店舗
建物及び 
その他 

1,122

中国
地区

店舗
建物及び 
その他 

41,949

四国
地区

店舗
建物及び 
その他 

26,561

九州
地区

店舗
建物及び 
その他 

24,362

合  計 106,459
 

 

※６ 当事業年度において、当社は

以下の資産グループについて減

損損失を計上しました。 

場所 用途 種類 
減損損失

(千円)

関東
地区

店舗 
建物及び 
その他 

126,256

東海
地区

店舗 
建物及び 
その他 

783

関西
地区

店舗 
建物及び 
土地及び 
その他 

70,446

中国
地区

店舗 
建物及び 
その他 

44,816

九州
地区

店舗 
建物及び 
その他 

103,666

東京都
杉並区

遊休 
資産 

土地 118,976

大阪市
東成区

賃貸用 
資産 

建物及び土地 54,648

合  計 519,594
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前中間会計期間 

(自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日) 

当中間会計期間 
(自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日) 

前事業年度 
(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日) 

当社は、キャッシュ・フローを

生み出す最小単位として、主とし

て店舗を基本単位としてグルー

ピングしております。 

その結果、市場価格の著しい下

落または収益性の悪化により、回

収可能価額が帳簿価額を下回っ

た上記資産グループの帳簿価額

を回収可能価額まで減額し、当該

減少額を減損損失(477,397千円)

として特別損失に計上しました。 

 

減損損失の内訳 

建物 187,800千円 

土地 220,734千円 

その他 68,861千円 

計 477,397千円 

 

なお、当該資産グループの回収

可能価額は、使用価値または正味

売却価額により算定しておりま

す。使用価値は、将来キャッシ

ュ・フローを5.0％で割り引いて

算定しております。正味売却価額

は、固定資産税評価額等を基に算

定しております。 

当社は、キャッシュ・フローを

生み出す最小単位として、主とし

て店舗を基本単位としてグルー

ピングしております。 

その結果、市場価格の著しい下

落または収益性の悪化により、回

収可能価額が帳簿価額を下回っ

た上記資産グループの帳簿価額

を回収可能価額まで減額し、当該

減少額を減損損失(106,459千円)

として特別損失に計上しました。

 

減損損失の内訳 

建物 73,150千円

構築物 1,996千円

器具・備品 31,312千円

合計 106,459千円

 

なお、当該資産グループの回収

可能価額は、使用価値または正味

売却価額により算定しておりま

す。使用価値は、将来キャッシ

ュ・フローを5.0％で割り引いて

算定しております。正味売却価額

は、固定資産税評価額等を基に算

定しております。 

当社は、キャッシュ・フローを

生み出す最小単位として、主とし

て店舗を基本単位としてグルー

ピングしております。 

その結果、市場価格の著しい下

落または収益性の悪化により、回

収可能価額が帳簿価額を下回っ

た上記資産グループの帳簿価額

を回収可能価額まで減額し、当該

減少額を減損損失(519,594千円)

として特別損失に計上しました。

 

減損損失の内訳 

建物 207,878千円

構築物 8,660千円

器具・備品 80,772千円

土地 222,282千円

合計 519,594千円

 

なお、当該資産グループの回収

可能価額は、使用価値または正味

売却価額により算定しておりま

す。使用価値は、将来キャッシ

ュ・フローを5.0％で割り引いて

算定しております。正味売却価額

は、固定資産税評価額等を基に算

定しております。 
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(中間株主資本等変動計算書関係) 
 
当中間会計期間（自 平成18年４月１日 至 平成18年９月30日） 

１ 発行済株式に関する事項 

株式の種類 前事業年度末(株) 増加(株) 減少(株) 当中間会計期間末(株)

普通株式 8,100,000 ― ― 8,100,000
 
 
２ 自己株式に関する事項 

該当事項はありません。 

 

３ 新株予約権等に関する事項 

該当事項はありません。 
 
４ 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
（千円） 

１株当たり配当額
（円） 

基準日 効力発生日 

平成18年６月29日 
定時株主総会 

普通株式 226,800 28.0 平成18年３月31日 平成18年６月30日

 
(2) 基準日が当中間会計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌中間会計期間後となるもの 

該当事項はありません。 

 
(中間キャッシュ･フロー計算書関係) 

 

前中間会計期間 
(自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日) 

当中間会計期間 
(自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日) 

前事業年度 
(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日) 

※１ 現金及び現金同等物の中間期

末残高と中間貸借対照表に掲記

されている科目の金額との関係 

(平成17年９月30日) 

現金及び 
預金勘定 

9,206,558千円

現金及び 
現金同等物 

9,206,558千円

   

※１ 現金及び現金同等物の中間期

末残高と中間貸借対照表に掲記

されている科目の金額との関係

(平成18年９月30日)

現金及び 
預金勘定 

8,063,518千円

現金及び 
現金同等物

8,063,518千円

   

※１ 現金及び現金同等物の期末残

高と貸借対照表に掲記されてい

る科目の金額との関係 

(平成18年３月31日)

現金及び 
預金勘定 

7,414,504千円

現金及び 
現金同等物 

7,414,504千円
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(リース取引関係) 
 

前中間会計期間 
(自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日) 

当中間会計期間 
(自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日) 

前事業年度 
(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日) 

 リース物件の所有権が借主に移転

すると認められるもの以外のファイ

ナンス・リース取引 

 リース物件の所有権が借主に移転

すると認められるもの以外のファイ

ナンス・リース取引 

 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、減損損失

累計額相当額及び中間期末残高相

当額 

 
取得価額 
相当額 
(千円) 

減価償却 
累計額 
相当額 
(千円) 

中間期末 
残高 
相当額 
(千円) 

有形 
固定資産 
(器具・ 
備品) 

1,371,119 713,496 657,622 

有形 
固定資産 
(車両 
運搬具) 

2,699 1,574 1,124 

合計 1,373,818 715,071 658,747 

 

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

累計額相当額及び中間期末残高相

当額 

 
取得価額
相当額
(千円)

減価償却
累計額
相当額
(千円)

中間期末
残高 
相当額
(千円)

有形 
固定資産
(器具・
備品) 

1,443,768 688,415 755,353

有形 
固定資産
(車両 
運搬具)

2,699 2,114 584

合計 1,446,468 690,530 755,938

 

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)

有形 
固定資産
(器具・
備品) 

1,410,719 714,632 696,086

有形 
固定資産
(車両 
運搬具)

2,699 1,844 854

合計 1,413,419 716,477 696,941

 
② 未経過リース料中間期末残高相

当額及びリース資産減損勘定中間

期末残高 

未経過リース料中間期末残高相

当額 

１年以内 250,661千円

１年超 422,074千円

合計 672,735千円
 

② 未経過リース料中間期末残高相

当額及びリース資産減損勘定中間

期末残高 

未経過リース料中間期末残高相

当額 

１年以内 264,807千円

１年超 506,515千円

合計 771,322千円
 

② 未経過リース料期末残高相当額

及びリース資産減損勘定期末残高

 

未経過リース料期末残高相当額

 

１年以内 259,994千円

１年超 450,936千円

合計 710,931千円
 

③ 支払リース料、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 140,379千円

減価償却費 
相当額 

132,061千円

支払利息相当額 7,927千円
 

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 151,332千円

減価償却費 
相当額 

143,800千円

支払利息相当額 8,905千円
 

③ 支払リース料、リース資産減損

勘定の取崩額、減価償却費相当額、

支払利息相当額及び減損損失 

支払リース料 288,705千円

減価償却費 
相当額 

271,728千円

支払利息相当額 16,588千円
 

④ 減価償却費相当額及び利息相当

額の算定方法 

 ・減価償却費相当額の算定方法 

  リース期間を耐用年数とし、残

存価額を零とする定額法によって

おります。 

④ 減価償却費相当額及び利息相当

額の算定方法 

 ・減価償却費相当額の算定方法 

同左 

④ 減価償却費相当額及び利息相当

額の算定方法 

 ・減価償却費相当額の算定方法 

同左 

 ・利息相当額の算定方法 

  リース料総額とリース物件の取

得価額相当額の差額を利息相当額

とし、各期への配分方法について

は、利息法によっております。 

(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。 

 ・利息相当額の算定方法 

同左 

 

 

 

(減損損失について) 

同左 

 ・利息相当額の算定方法 

同左 

 

 

 

(減損損失について) 

同左 
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(有価証券関係) 
 (前中間会計期間) 

１ 時価のある有価証券 

 

区分 前中間会計期間末(平成17年９月30日) 

その他有価証券 
取得原価 
(千円) 

中間貸借対照表計上額
(千円) 

差額 
(千円) 

株式 124,814 160,170 35,355

計 124,814 160,170 35,355

 
２ 時価評価されていない主な有価証券 

 

区分 
前中間会計期間末 
(平成17年９月30日) 

その他有価証券 
中間貸借対照表計上額 

(千円) 

非上場株式 25,000

計 25,000

(注) 減損処理にあたっては、中間会計期間末における時価が取得原価に比べ50％以上下落した場合には全て減損

処理を行い、30％～50％程度下落した場合には、当該金額の重要性、回復可能性等を考慮して必要と認めら

れた額について減損処理を行っております。 

 
(当中間会計期間) 

１ 時価のある有価証券 

 

区分 当中間会計期間末(平成18年９月30日) 

その他有価証券 
取得原価 
(千円) 

中間貸借対照表計上額
(千円) 

差額 
(千円) 

株式 129,012 163,550 34,538

計 129,012 163,550 34,538

 
２ 時価評価されていない主な有価証券 

 

当中間会計期間末 
(平成18年９月30日) 

区分 
中間貸借対照表計上額 

(千円) 

(1)子会社株式及び関連会社株式 20,000

(2)その他有価証券 
非上場株式 25,000

計 45,000

(注) 減損処理にあたっては、中間会計期間末における時価が取得原価に比べ50％以上下落した場合には全て減損

処理を行い、30％～50％程度下落した場合には、当該金額の重要性、回復可能性等を考慮して必要と認めら

れた額について減損処理を行っております。 
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(前事業年度) 

１ 時価のある有価証券 

 

区分 前事業年度末(平成18年３月31日) 

その他有価証券 
取得原価 
(千円) 

貸借対照表計上額 
(千円) 

差額 
(千円) 

株式 127,075 166,915 39,840

その他 299,778 295,376 △4,402

計 426,853 462,292 35,438

 
２ 時価評価されていない主な有価証券 

 

前事業年度末 
(平成18年３月31日) 

区分 
貸借対照表計上額 

(千円) 

(1)子会社株式及び関連会社株式 20,000

(2)その他有価証券 
非上場株式 25,000

計 45,000

 (注) 減損処理にあたっては、事業年度末における時価が取得原価に比べ50％以上下落した場合には全て減損処

理を行い、30％～50％程度下落した場合には、当該金額の重要性、回復可能性等を考慮して必要と認めら

れた額について減損処理を行っております。 

 

(デリバティブ取引関係) 
前中間会計期間末(平成17年９月30日) 

当社は、デリバティブ取引を全く利用していないため、該当事項はありません。 

 
当中間会計期間末(平成18年９月30日) 

当社は、デリバティブ取引を全く利用していないため、該当事項はありません。 

 
前事業年度末(平成18年３月31日) 

当社は、デリバティブ取引を全く利用していないため、該当事項はありません。 

 
(持分法損益等) 

 

前中間会計期間 
(自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日) 

当中間会計期間 
(自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日) 

前事業年度 
(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日) 

関連会社がないため該当事項はあ

りません。 

同左 同左 
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(１株当たり情報) 

 
前中間会計期間 

(自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日) 

当中間会計期間 
(自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日) 

前事業年度 
(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日) 

１株当たり純資産額 2,603円96銭
 

１株当たり純資産額 2,734円72銭
 

１株当たり純資産額 2,692円49銭
 

１株当たり中間純利益 42円60銭
 

１株当たり中間純利益 70円30銭
 

１株当たり当期純利益 131円12銭
 

 なお、潜在株式調整後１株当たり

中間純利益については、潜在株式が

ないため記載しておりません。 

同左  なお、潜在株式調整後１株当たり

当期純利益については、潜在株式が

ないため記載しておりません。 

１株当たり純資産の算定上の基礎 

 

 

―――――― 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１株当たり中間純利益の算定上の基

礎 

中間純利益 345,052千円

普通株主に帰属しない金額 

― 

 

 

普通株式に係る中間純利益 

345,052千円 

普通株式の期中平均株式数 

8,100,000株 

１株当たり純資産の算定上の基礎 

中間貸借対照表の純資産の部の合計

額 

22,151,227千円

普通株式に係る純資産額 

22,151,227千円

中間貸借対照表上の純資産額と普通

株式に係る純資産額との差額 

―

普通株式の発行済株式数 

8,100,000株

１株当たり純資産の算定に用いられ

た普通株式の数 

8,100,000株

 

１株当たり中間純利益の算定上の基

礎 

中間純利益 569,400千円

普通株主に帰属しない金額 

―

 

 

普通株式に係る中間純利益 

569,400千円

普通株式の期中平均株式数 

8,100,000株

１株当たり純資産の算定上の基礎 

 

 

―――――― 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１株当たり当期純利益の算定上の基

礎 

当期純利益 1,072,057千円

普通株主に帰属しない金額 

10,000千円

(利益処分による役員賞与金 

10,000千円)

普通株式に係る当期純利益 

1,062,057千円

普通株式の期中平均株式数 

8,100,000株

 
(重要な後発事象) 

 
前中間会計期間(自 平成17年４月１日 至 平成17年９月30日) 

該当事項はありません。 

 
当中間会計期間(自 平成18年４月１日 至 平成18年９月30日) 

該当事項はありません。 

 
前事業年度(自 平成17年４月１日 至 平成18年３月31日) 

該当事項はありません。 
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５. 仕入及び販売の状況 

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

(1) 商品仕入実績 

当中間会計期間における商品仕入実績を商品別に示すと、次のとおりであります。 

(単位：千円)

区  分 金  額 前年同期比
（％） 

医 薬 品              8,632,214 100.7 

化 粧 品              11,431,055 104.8 

日 用 生 活 商 品              4,743,298 105.0 

そ の 他              4,654,914 97.5 

合  計 29,461,483 102.4 

(注) 1. 
2. 

上記金額は、仕入価格で表示しており、消費税等は含まれておりません。 
その他の主な内容は、衛生材料・医療器具、ベビー用品、健康食品等であります。 

 

(2) 商品別販売実績 

当中間会計期間における販売実績を商品別に示すと、次のとおりであります。 
(単位：千円)

区  分 金  額 前年同期比
（％） 

医 薬 品              13,269,774 104.6 

化 粧 品              14,472,789 107.2 

日 用 生 活 商 品              5,923,994 107.7 

そ の 他              6,566,105 97.6 

計 40,232,664 104.7 

卸 656,735 71.4 

合  計 40,889,399 104.0 

(注) 1. 上記金額には、消費税等は含まれておりません。 

  

 


