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平成19年２月期  決算短信（連結） 
平成19年４月13日 

会 社 名  株式会社ミドリ薬品          上場取引所 ＪＡＳＤＡＱ 
コ ー ド 番 号  ２７１８               本社所在都道府県 鹿児島県 
（ＵＲＬ http：//www.midoriyakuhin.co.jp） 
代 表 者  役職名 代表取締役社長 氏名 百﨑 栄一 
問合せ先責任者  役職名 経 理 部 長 氏名 染河 旭            ＴＥＬ（０９９）２６９－５１８８ 
決算取締役会開催日    平成19年４月13日 
米国会計基準採用の有無  無 
 

記載金額は表示単位未満を切り捨てて表示しております。 
１．平成19年２月期の連結業績（平成18年３月１日～平成19年２月28日） 
(1) 連結経営成績 
 売上高 営業利益 経常利益 
 百万円    ％ 百万円    ％ 百万円    ％ 

19年２月期 21,903  （ 2.8）  578 （△37.4）  576  （△35.2）  
18年２月期 21,305  （ 3.3）  923  （ 88.9）  889  （  91.8）  

 

 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 ％ ％ ％ 
19年２月期 200  (△57.2) 10,280 71  － －  9.7  4.8  2.6  
18年２月期 469  ( 97.3) 48,158 31  － －  26.5  8.1  4.2  

(注)①持分法投資損益    19年２月期      －百万円  18年２月期      －百万円 
  ②期中平均株式数（連結）19年２月期       19,512株  18年２月期       9,740株 
  ③会計処理の方法の変更 無 
  ④売上高、営業利益、経常利益、当期純利益におけるパーセント表示は、対前期増減率 
 

(2) 連結財政状態 
 総資産 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 

19年２月期 12,627 2,134          16.9  109,415 35  
18年２月期 11,559 1,983          17.2  203,331 41  

(注)期末発行済株式数（連結）19年２月期      19,512株  18年２月期      9,756株 
 

(3) 連結キャッシュ・フローの状況 

 
営 業 活 動 に よ る 
キャッシュ・フロー 

投 資 活 動 に よ る 
キャッシュ・フロー 

財 務 活 動 に よ る 
キャッシュ・フロー 

現金及び現金同等物 
期 末 残 高 

 百万円 百万円 百万円 百万円 
19年２月期   △48    △1,203   712   1,602 
18年２月期   600    △627   448  2,143 

 

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

(5) 連結範囲及び持分法の適用の異動状況 
  連結（新規） －社  （除外） －社    持分法（新規） －社  （除外） －社 
 
２．平成20年２月期の連結業績予想（平成19年３月１日～平成20年２月29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 11,841 295   99   
通   期 24,052 873   411   

（参考）１株当たり予想当期純利益（通期） 21,098円86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に基づき作成したものであり、実際の業績は、今後様々な要因によって

予想数値と異なる場合があります。上記業績予想に関する事項は、添付資料７ページをご参照下さい。 
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（添付資料） 
 

１．企業集団の状況 

 
当社グループは、当社及び連結子会社１社から構成されており、医薬品、化粧品、日用雑貨品等を販売する小売業を

主たる業務としております。 

当社及び連結子会社の株式会社ミドリ薬品販売における医薬品販売は、当社においては一般販売業許可、株式会社ミ

ドリ薬品販売においては薬種商販売業許可に基づいて行っております。当社は株式会社ミドリ薬品販売と販売委託契約

を締結し、医薬品販売業務を同社に委託しており、同社店舗における売上高は当社の売上高として計上しております。 

当社グループの事業内容及び当社と連結子会社の当該事業における位置付けは次のとおりであります。 

 

 

 

 

連結子会社
株式会社ミドリ薬品販売

　

当

　

社

　

　

一

般

消

費

者

　

　

小

売

店

　

商品の販売委託

商品の販売

商品の卸売　

商品の販売

商品の販売

連結グループ
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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、化粧品及び日常生活品等の販売を通じて健康で快適な暮らしを地域の人々へ心を込めてお

くることを目指しており、日々人材育成に励み、健康サポーターにふさわしい専門教育のみならず社会人教育、文化

教育を含めた幅広い教育実習に力を注いでおります。 

   その目的達成のための経営理念は次のとおりであります。 

   「美と健康を通して、人々に笑顔を！」 

   いつまでも美しくありたい。健康で長生きしたい。この人々の永遠の願いを実現するために私達の会社は美と健康と

いう事業を通じて、私達が最も大切な人（親戚や友人）を迎えるようにおもてなしすることが、大切なお客様に喜び

（笑顔）を与えることと考えます。また、そのことが周りの人々へも広がり、喜び（笑顔）を分かち合うことができる

と考えます。このことを「共生」と呼ぶことにし、経営の根本として日々実践に努めております。 

 

 

（２）会社の利益配分に関する基本方針 

   当社は、健全経営の観点から経営基盤及び財務体質の強化を図り、適正な内部留保の充実に努めるとともに、株主に

対しましては安定的かつ継続的な配当を実施していくことを利益配分の基本方針としております。内部留保資金につき

ましては、新規店舗及びシステム開発等の設備資金に対し効果的な資金活用を行い、今後、経営体質の一層の強化と業

績向上に努めてまいります。 

 

 

（３）投資単位の引下げに関する考え方及び方針等 

当社は、１株当たりの投資金額を引き下げることによる株式の流動性の向上及び投資家層の拡大を図ることが、重

要な課題であると認識しており、平成18年２月28日を分割基準日、平成18年３月１日を分割効力発生日とした１：２

の株式分割を実施いたしました。今後も株価動向に注視しつつ、資本政策の一環として投資単位の妥当性に留意して

まいります。 

 

 

（４）目標とする経営指標 

当社グループは、経営基盤及び財務体質の強化を図り、企業価値の最大化に努めてまいります。これを実現

するために、安定的な利益達成及び投資効率のバランスを重要な指標と捉え、売上高経常利益率の向上を目標

として掲げております。 

 

 

（５）中長期的な会社の経営戦略 

当社グループは医薬品、化粧品等を専門に販売するドラッグストアであり、今後もこの単一事業に経営資源を集中

し、拡大・発展させる所存であります。 

   当社グループではお客様とのふれあいを大切にし、対面販売方式によりお客様のご相談にのれる販売形態を採用して

おります。ドラッグストアを含め小売業界を取り巻く環境は、今後も厳しさが予想されますが、お客様ごとの症状、

ニーズに合った商品をご提供できる地域の「相談薬局」で在り続けること、また専門店としての専門性を強化すること

が、生き残るための基本的な戦略であります。 

   当社グループでは、今後も新規出店を重ねるとともに、既存店舗の改装及び陳列方法の見直し等を行い、地域のお客

様が快適に、ご相談、買い物ができるように「店舗はお客様のためにある」を実践してまいります。 
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（６）会社の対処すべき課題 

ドラッグストア業界は、さらに競争が激化することが予想されます。当社グループといたしましては、組織力を生

かした経営を進めることが不可欠と認識しており以下の点に重点を置き、業績向上に尽くしてまいります。 

①新規出店の継続と出店精度の向上 

当社グループは九州・沖縄地域を基盤とし、今後も地域内での出店を継続的に行ってまいります。立地選定に際

しては、業界情報と地域の特徴を研究し、出店精度の向上、優良物件の発掘を組織的に進めてまいります。 

②スクラップ＆ビルドの推進 

既存店においては、スクラップ＆ビルドを推進し、効率運営を図ってまいります。また、商品の陳列配置、品揃

えなどを随時見直し、お客様本位の店舗づくりに努めてまいります。 

③財務安定性の向上 

既存店舗の活性化により、収益基盤の強化を図り、安定的な業績向上を目指してまいります。また、投資効率の

向上、棚卸資産の回転率向上・適正化を図ることで、財務基盤の安定的向上を目指してまいります。 
 

 

（７）親会社等に関する事項 

該当事項はありません。 

 

 

（８）内部管理体制の整備・運用状況 

別途開示しております「コーポレート・ガバナンス報告書」に記載のとおりであります。 

 

 

（９）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 
（１）経営成績 

当連結会計年度におけるわが国経済は、2002年２月から低成長ながらも景気拡大を続け戦後最長記録を更新中であ

り、これは主に中国・アジア向けの輸出拡大を背景に景気が徐々に生産や設備投資に波及したものであります。 

   流通業界におきましては、年度後半は暖冬により暖房関連品や冬物衣料などの個人消費低迷による内需押下げ要因が

見うけられ、当ドラッグストア業界におきましても、オーバーストア状態にもかかわらず地盤を越えた出店競争や業界

再編などが加速しております。 

このような経済環境の中、当連結会計年度において当社グループ(当社及び連結子会社)は、九州・沖縄におけるド

ミナント化及び地域密着型接客経営の事業展開を目指しております。また、店舗政策の一環として、福岡県内２店舗

（上の原マックスバリュ店・フレスタ千早駅店）、長崎県内３店舗（中園店・大波止店・大浦バリュー店）、熊本県

内４店舗（千反店・鏡店・上熊本駅通店・黒髪店）、宮崎県内１店舗（清武駅前店）、鹿児島県内４店舗（中種子

店・武岡ハイランド店・あいらＡコープ前店・志布志店）、沖縄県内１店舗（石川店）の合計15店舗の新規直営店を

開店いたしました。一方、既存店の見直しの中で太宰府店（福岡県）の１店舗を閉店するとともに紫原新店（鹿児島

県）の移転リニューアルを図りました。この結果、店舗数は九州全県と沖縄県に143店舗となりました。 

以上の結果、当連結会計年度における業績は売上高21,903百万円（前連結会計年度比2.8％増）、経常利益576百万

円（同35.2％減）、当期純利益200百万円（同57.2％減）となりました。 

 

（品目別販売実績） 

当連結会計年度及び前連結会計年度における品目別販売実績の状況は、次のとおりであります。 

当連結会計年度 
（自 平成18年３月１日 

  至 平成19年２月28日） 

前連結会計年度 
（自 平成17年３月１日 

  至 平成18年２月28日） 品    目    別 

金額（千円） 構成比（％） 金額（千円） 構成比（％） 

医 薬 品 7,593,151 34.7 7,561,631 35.5 

ヘ ル ス ケ ア 2,652,436 12.1 2,591,724 12.2 

ビ ュ ー テ ィ 5,730,624 26.2 5,587,089 26.2 

ベ ビ ー 1,698,402 7.7 1,747,704 8.2 

雑 貨 4,099,024 18.7 3,674,913 17.3 

そ の 他 126,041 0.6 138,103 0.6 

小 計 21,899,681 100.0 21,301,165 100.0 

そ の 他 卸 売 上 高 3,520 0.0 4,057 0.0 

合 計 21,903,202 100.0 21,305,223 100.0 

（注）１．「その他卸売上高」は、小売店への卸販売額であります。 

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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（２）財政状態 

当連結会計年度末における総資産は12,627百万円となり、前連結会計年度末比1,068百万円の増加となりました。主

な変動としては、現金及び預金が568百万円減少、たな卸資産736百万円、有形固定資産358百万円、敷金及び保証金

300百万円が増加したこと等があげられます。 

負債の部は、10,492百万円となり前連結会計年度末比917百万円の増加となりました。これは主に新規出店に伴う設

備投資資金を借入金により調達したため有利子負債が760百万円の増加及び仕入債務が235百万円増加したこと等があ

げられます。また、純資産につきましては2,134百万円となり前連結会計年度末に比べ151百万円増加、自己資本比率

は0.3ポイント減少し16.9％となりました。 

 

ａ キャッシュ・フローの状況 

当連結会計年度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、前連結会計年度末と比べ

て540百万円減少し、1,602百万円となりました。 

当連結会計年度における各キャッシュ・フローとそれらの要因は、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） 

営業活動の結果使用した資金は48百万円となりました。これは主に、税金等調整前当期純利益が424百万円計上され、

資金を伴わない費用である減価償却費266百万円、仕入債務の増加235百万円があったものの、たな卸資産の増加736百

万円、法人税等の支払額376百万円があっ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1,203百万円となりました。これは主に、新規出店に伴う有形固定資産の取得による

支出707百万円、敷金及び保証金の支出443百万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） 

財務活動の結果得られた資金は712百万円となりました。これは主に、長短借入金の純増加が760百万円あったこと

によるものであります。 

 

ｂ キャッシュ・フロー指標のトレンド 

 平成15年２月期 平成16年２月期 平成17年２月期 平成18年２月期 平成19年２月期 

自己資本比率（％） 14.2 13.4 14.8 17.2 16.9 

時価ベースの自己資本比率（％） 15.6 15.6 34.3 57.1 35.4 

債務償還年数（年） 13.0 13.6  5.1  8.9 － 

インタレスト・カバレッジ・レシオ  4.4  4.4  9.9  5.8 － 

（注）１．各指標の算定方法は以下のとおりであります。 

     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 

２. 平成19年2月期の債務償還年数及びインタレスト・カバレッジ・レシオについては営業キャッシュ・フローがマ

イナスであるため、記載しておりません。 

※ 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。 

なお、平成17年2月期及び平成18年2月期は期末において株式分割による権利落ちの影響があるため、次の計算

方法により株式時価総額を算出しております。 

期末株価終値×（期末発行済株式数（自己株式控除後）＋分割による増加株式数） 

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

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

しております。また、利払いについては、連結キャッシュ・フロー計算書の利息の支払額を使用しております。 
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（３）次期の見通し 

日本経済の景気は、好調な企業収益の増加と堅調な個人消費の下支えにより穏やかながらも息の長い成長ペースを

持続しておりますが、業種、地域、企業規模に景況感格差が見受けられます。 

ドラッグストア業界でも個人消費の堅調な支えはありますが、大量仕入や物流効率化などで寡占化が進み業界再編

が変化することにより、出店競争、価格競争ともにますます厳しい状況が続くものと認識しております。 

このような環境のもと、当社グループの平成20年２月期の出店計画は、13店舗を見込んでおり、既存店においては

移転リニューアル８店舗、閉店４店舗を行い、これまで同様、店舗効率、資産効率の向上を目指して、スクラップ＆

ビルドを推進してゆく予定であります。 

営業面におきましては、利益重視政策を継続するとともに、相談販売の徹底による重点商品の販売及び会員顧客の

獲得増加に、より一層努めてまいります。また、店舗の陳列、品揃え拡大等を行い、お客様本位の店づくりを推進し

てまいります。 

業務面におきましては、情報データの共有化を図ると共にさらなる業務の迅速化・効率化を推進してまいります。 

平成20年２月期通期の業績見通しは、売上高24,052百万円（前連結会計年度比9.8％増）、経常利益873百万円（同

51.4％増）、当期純利益411百万円（同105.2％増）を見込んでおります。 

 

 

（４）事業等のリスク 

当社グループの経営成績及び財政状態に重要な影響を及ぼす可能性のあるリスク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、本決算短信発表日現在において当社グループが判断したものであります。 

1) 法的規制について 

①「薬事法」等による規制について 

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

を必要としております。また、食品、米穀等の販売については、食品衛生法等それぞれ関係法令に基づき、

所轄官公庁の許可・免許・登録等を必要としております。その主な内容は以下のとおりであります。 

許可、登録、指定、免許、届出の別 有効期限 関連する法令 許可等の交付者 

医薬品販売業許可 ６年 薬事法 各都道府県知事又は所轄保健所長 

薬局開設許可 ６年 薬事法 各都道府県知事又は所轄保健所長 

高度管理医療機器等販売業 ６年 薬事法 各都道府県知事又は所轄保健所長 

管理医療機器届出 無期限 薬事法 各都道府県知事又は所轄保健所長 

動物用医薬品販売業許可 ６年 薬事法 各都道府県知事 

保険薬局指定 ６年 健康保険法 各都道府県社会保険事務局長 

毒物劇物販売業登録 ６年 毒物及び劇物取締法 各都道府県知事又は所轄保健所長 

農薬販売業届出 無期限 農薬取締法 各都道府県知事 

食品販売業登録 ６年 食品衛生法 所轄保健所長 

乳類販売業許可 ６年 食品衛生法 所轄保健所長 

酒類販売業許可 無期限 酒税法 所轄税務署長 

今後当該法令が改正された場合、他業種等の参入が容易となり、その内容によっては当社の業績に影響を

及ぼす可能性があります。 

②出店に関する規制等について 

「大規模小売店舗立地法」（以下「大店立地法」という）においては、売場面積が1,000㎡を超える新規出

店及び既存店舗の増床について、都道府県知事（政令指定都市においては市長）に届出が義務付けられてお

り、騒音、交通渋滞およびごみ処理等地域への生活環境への配慮が審査事項となります。 

従いまして、上記法的規制により新規出店および既存店舗の増床等ができない場合は、当社グループの出

店政策に影響を及ぼす可能性があります。 
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2) 資格者確保について 

当社グループは、薬事法の規定により「薬局」及び「一般販売業」では薬剤師、「薬種商販売業」では薬種

商適格者の配置が義務づけられております。今後、店舗展開を進めていく上でこれら有資格者の確保は、重要

な課題の一つであります。このうち薬種商資格の取得については、社内研修制度を実施し、育成に努めており

ますが、これら有資格者の確保が十分にできない場合には、当社グループの今後の出店政策に影響を及ぼす可

能性があります。 

 

3）調剤業務について 

当社グループにおいては、調剤併設店舗があり、薬剤師の専門的知識習得のため社内研修等を積極的に実施

しております。また「賠償責任保険」に加入するなどのリスク管理も行っておりますが、調剤薬の欠陥・調合

過誤等により訴訟を受けることがあった場合、社会的信用を損なうなどの理由により、業績に重要な影響を及

ぼす可能性があります。 

 

4) 敷金及び建設協力金について 

当社グループでは、賃借による店舗用物件の契約時に賃貸人に対し敷金及び建設協力金を差し入れておりま

す。当該敷金は期間満了等による賃貸借契約解約時に契約に従い返還されることとなっております。また、建

設協力金は支払家賃と相殺する形で契約満了時までに全額回収する契約となっております。 

しかしながら、敷金・建設協力金については預託先の経済的破綻等により、その一部または全額が回収でき

なくなる可能性があり、また、契約に定められた期間満了前に中途解約した場合は契約条件によって返還され

ない可能性があります。 

 

5) 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及び調剤業務に伴う患者情報等を保持し、

コンピュータ管理を行っております。これらの個人情報の取扱については、利用・保管等に関わる社内ルール

を設け、その管理については万全を期しておりますが、コンピュータの不具合や犯罪行為などにより個人情報

が流失した場合、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。 
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４．時価発行公募増資等に係る資金使途計画及び資金充当実績 

 

   平成13年10月24日に実施した時価発行公募増資（調達金額167,132千円）の資金使途計画及び資金充当実績は、概略

以下のとおりであります。 

（１）資金使途計画 

    新店舗の設備資金： 67,132千円 

    借入金の返済  ：100,000千円 

 

 

（２）資金充当実績 

    平成13年10月24日に実施した時価発行公募増資の資金使途計画については、概ね計画どおり進行いたしました。 

 

 

 



－  － 
 

 

10

５．連結財務諸表等 
①連結貸借対照表 

  
当連結会計年度 

（平成19年２月28日） 
前連結会計年度 

（平成18年２月28日） 
増減 

区分 
注記 
番号 

金額（千円） 
構成比 
（％） 

金額（千円） 
構成比 
（％） 

金額（千円） 

（資産の部）         

Ⅰ 流動資産         

１ 現金及び預金 ※1  2,109,752   2,678,055  △568,303 

２ 売掛金   37,689   26,411  11,277 

３ たな卸資産   4,273,744   3,536,927  736,817 

４ 繰延税金資産   60,825   59,937  887 

５ その他   372,060   279,806  92,254 

貸倒引当金   △126   △79  △47 

流動資産合計   6,853,945 54.3  6,581,059 56.9 272,885 

Ⅱ 固定資産         

１ 有形固定資産         

(1)建物及び構築物 ※1 3,798,403   3,343,594    

減価償却累計額  △1,244,287 2,554,115  △1,095,547 2,248,046  306,069 

(2)土地 ※1  451,228   408,663  42,564 

(3)建設仮勘定   35,263   45,927  △10,663 

(4)その他  318,465   272,216    

減価償却累計額  △193,532 124,933  △168,027 104,189  20,744 

有形固定資産合計   3,165,541 25.1  2,806,827 24.3 358,713 

２ 無形固定資産         

(1)営業権   1,260   2,520  △1,260 

(2)その他   124,960   51,585  73,375 

無形固定資産合計   126,220 1.0  54,105 0.5 72,114 

３ 投資その他の資産         

(1)投資有価証券   69,915   70,932  △1,017 

(2)長期貸付金   12,215   14,401  △2,186 

(3)繰延税金資産   136,652   100,335  36,317 

(4)敷金及び保証金   2,022,932   1,722,213  300,719 

(5)その他   240,309   209,187  31,122 

貸倒引当金   △32   △35  3 

投資その他の資産合計   2,481,994 19.6  2,117,035 18.3 364,958 

固定資産合計   5,773,755 45.7  4,977,968 43.1 795,787 

資産合計   12,627,701 100.0  11,559,028 100.0 1,068,672 
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当連結会計年度 

（平成19年２月28日） 
前連結会計年度 

（平成18年２月28日） 
増減 

区分 
注記 
番号 

金額（千円） 
構成比 
（％） 

金額（千円） 
構成比 
（％） 

金額（千円） 

（負債の部）         

Ⅰ 流動負債         

１ 支払手形及び買掛金   3,474,492   3,238,973  235,518 

２ 短期借入金 ※1  1,000,000   50,000  950,000 

３ 一年以内償還予定社債   100,000   －  100,000 

４ 一年内返済予定長期借入金 ※1  1,504,077   1,642,536  △138,459 

５ 未払法人税等   118,271   235,548  △117,276 

６ 賞与引当金   75,000   80,700  △5,700 

７ その他   429,937   401,907  28,030 

流動負債合計   6,701,778 53.1  5,649,664 48.9 1,052,113 

Ⅱ 固定負債         

１ 社債   －   100,000  △100,000 

２ 長期借入金 ※1  3,508,384   3,559,461  △51,077 

３ 退職給付引当金   149,354   145,441  3,913 

４ 役員退職慰労引当金   107,690   100,040  7,650 

５ その他   25,581   20,720  4,861 

固定負債合計   3,791,010 30.0  3,925,662 33.9 △134,651 

負債合計   10,492,788 83.1  9,575,327 82.8 917,461 

         

（純資産の部）         

Ⅰ 株主資本         

１ 資本金   352,218 2.8  －  － 

２ 資本剰余金   341,813 2.7  －  － 

３ 利益剰余金   1,521,859 12.1  －  － 

４ 自己株式   △84,568 △0.7  －  － 

株主資本合計   2,131,323 16.9  －  － 

Ⅱ 評価・換算差額等         

その他有価証券評価差額金   3,589 0.0  －  － 

評価・換算差額等合計   3,589 0.0  －  － 

純資産合計   2,134,912 16.9  －  － 

負債純資産合計   12,627,701 100.0  －  － 

         

（少数株主持分）         

少数株主持分   －   －   

         

（資本の部）         

Ⅰ 資本金 ※2  － －  352,218 3.0 － 

Ⅱ 資本剰余金   － －  341,813 3.0 － 

Ⅲ 利益剰余金   － －  1,370,042 11.9 － 

Ⅳ その他有価証券評価差額金   － －  4,195 0.0 － 

Ⅴ 自己株式 ※3  － －  △84,568 △0.7 － 

資本合計   － －  1,983,701 17.2 － 

負債、少数株主持分及び資本合計   － －  11,559,028 100.0 － 
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②連結損益計算書 

  
当連結会計年度 

（自 平成18年３月１日 
至 平成19年２月28日） 

前連結会計年度 
（自 平成17年３月１日 
至 平成18年２月28日） 

増減 

区分 
注記 
番号 

金額（千円） 
百分比 
（％） 

金額（千円） 
百分比 
（％） 

金額（千円） 

Ⅰ 売上高   21,903,202 100.0  21,305,223 100.0 597,979 

Ⅱ 売上原価   15,129,293 69.1  14,639,888 68.7 489,404 

売上総利益   6,773,909 30.9  6,665,334 31.3 108,575 

Ⅲ 販売費及び一般管理費 ※1  6,195,302 28.3  5,741,613 27.0 453,689 

営業利益   578,606 2.6  923,720 4.3 △345,114 

Ⅳ 営業外収益         

１ 受取利息  14,708   12,513    

２ 受取配当金  1,218   1,200    

３ 不動産賃貸料収入  20,756   13,424    

４ 固定資産受贈益  53,956   7,733    

５ 発注処理手数料  39,033   37,649    

６ その他  11,418 141,092 0.6 12,401 84,922 0.4 56,169 

Ⅴ 営業外費用         

１ 支払利息  105,789   106,215    

２ 不動産賃貸費用  17,747   9,973    

３ その他  19,589 143,125 0.6 2,494 118,683 0.5 24,442 

  経常利益   576,572 2.6  889,960 4.2 △313,387 

Ⅵ 特別利益         

１ 賞与引当金戻入益  12,036   －    

２ 保険差益  10,766 22,803 0.1 16,019 16,019 0.0 6,783 

Ⅶ 特別損失         

１ 固定資産除却損 ※2 799   11,058    

２ 減損損失 ※3 170,149   －    

３ 店舗解約損  4,200   2,505    

４ 退職給付会計基準変更時差異処理額  － 175,148 0.8 17,882 31,446 0.1 143,702 

税金等調整前当期純利益   424,227 1.9  874,533 4.1  

法人税、住民税及び事業税  260,424   417,075    

法人税等調整額  △36,793 223,630 1.0 △11,607 405,468 1.9 △181,838 

当期純利益   200,597 0.9  469,065 2.2 △268,468 
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③連結剰余金計算書 

  
前連結会計年度 

（自 平成17年３月１日 
  至 平成18年２月28日） 

区分 
注記 
番号 

金額（千円） 

（資本剰余金の部）    

Ⅰ 資本剰余金期首残高   341,813 

Ⅱ 資本剰余金期末残高   341,813 

    

（利益剰余金の部）    

Ⅰ 利益剰余金期首残高   954,893 

Ⅱ 利益剰余金増加高    

当期純利益  469,065 469,065 

Ⅲ 利益剰余金減少高    

１ 配当金  48,435  

２ 自己株式処分差損  5,482 53,917 

Ⅳ 利益剰余金期末残高   1,370,042 
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④連結株主資本等変動計算書 

当連結会計年度 （自平成18年3月1日 至平成19年2月28日）                    

 株主資本 評価・換算差額等 

 

資本金 
資本 

剰余金 

利益 

剰余金 

自己 

株式 

株主資本 

合計 

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18年２月28日 残高(千円) 352,218 341,813 1,370,042 △84,568 1,979,505 4,195 4,195 1,983,701 

連結会計年度中の変動額         

剰余金の配当(注)   △48,780  △48,780   △48,780 

当期純利益   200,597  200,597   200,597 

株主資本以外の項目の連結会計
年度中の変動額（純額） 

     △606 △606 △606 

連結会計年度中の変動額合計(千円)   － － 151,817 － 151,817 △606 △606 151,210 

平成19年２月28日 残高(千円) 352,218 341,813 1,521,859 △84,568 2,131,323 3,589 3,589 2,134,912 

（注）平成18年５月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連結キャッシュ・フロー計算書 

  

当連結会計年度 
(自 平成18年３月１日 
至 平成19年２月28日) 

前連結会計年度 
(自 平成17年３月１日 
至 平成18年２月28日) 

増減 

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     

税金等調整前当期純利益  424,227 874,533 △450,306 

減価償却費  266,123 250,706 15,417 

減損損失  170,149 － 170,149 

貸倒引当金の増減額（減少：△）  43 △29 73 

賞与引当金の増減額（減少：△）  △5,700 24,400 △30,100 

退職給付引当金の増減額（減少：△）  3,913 24,620 △20,706 

役員退職慰労引当金の増減額（減少：△）  7,650 △29,220 36,870 

受取利息及び受取配当金  △15,926 △13,714 △2,212 

その他営業外収益  △125,165 △71,179 △53,986 

支払利息  105,789 106,215 △426 

その他営業外費用  37,336 12,467 24,869 

有形固定資産除売却損益（益：△）  799 11,058 △10,258 

その他特別利益  △10,766 △16,019 5,253 

その他特別損失  4,200 2,505 1,694 

売上債権の増減額（増加：△）  △11,277 4,774 △16,052 

たな卸資産の増減額（増加：△）  △736,817 △364,964 △371,852 

その他流動資産の増減額（増加：△）  △37,574 12,407 △49,981 

その他固定資産の増減額（増加：△）  101,280 73,493 27,786 

仕入債務の増減額（減少：△）  235,518 117,553 117,965 

その他流動負債の増減額（減少：△）  △21,377 △22,862 1,484 

その他固定負債の増減額（減少：△）  1,111 － 1,111 

小        計  393,538 996,747 △603,208 

利息及び配当金の受取額  3,850 3,288 562 

利息の支払額  △113,838 △104,087 △9,751 

賃貸料の受取額  19,697 13,291 6,406 

災害による保険金収入  17,732 21,809 △4,077 

その他の営業活動収入  44,179 49,214 △5,035 

その他の営業活動支出  △37,287 △20,762 △16,525 

法人税等の支払額  △376,810 △358,643 △18,166 

営業活動によるキャッシュ・フロー  △48,938 600,857 △649,795 
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当連結会計年度 

(自 平成18年３月１日 
至 平成19年２月28日) 

前連結会計年度 
(自 平成17年３月１日 
至 平成18年２月28日) 

増減 

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     

定期性預金の預入れによる支出  △44,001 △152,506 108,504 

定期性預金の払戻しによる収入  72,001 145,019 △73,018 

有形固定資産の取得による支出  △707,187 △530,884 △176,302 

貸付けによる支出  △1,400 △7,750 6,350 

貸付金の回収による収入  2,844 4,564 △1,720 

敷金及び保証金の支出  △443,925 △94,396 △349,529 

敷金及び保証金の返還による収入  1,986 15,189 △13,203 

その他の投資活動支出  △83,701 △6,605 △77,096 

投資活動によるキャッシュ・フロー  △1,203,383 △627,368 △576,015 

Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー     

短期借入れによる収入  1,989,000 2,135,000 △146,000 

短期借入金の返済による支出  △1,039,000 △2,135,000 1,096,000 

長期借入れによる収入  1,550,000 2,100,000 △550,000 

長期借入金の返済による支出  △1,739,536 △1,611,594 △127,942 

自己株式の売却による収入  － 8,280 △8,280 

配当金の支払額  △48,445 △48,424 △21 

財務活動によるキャッシュ・フロー  712,018 448,262 263,756 

Ⅳ 現金及び現金同等物の増減額（減少：△）  △540,303 421,751 △962,055 

Ⅴ 現金及び現金同等物の期首残高  2,143,273 1,721,521 421,751 

Ⅵ 現金及び現金同等物の期末残高  1,602,969 2,143,273 △540,303 
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連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項 

項目 
当連結会計年度 

（自 平成18年３月１日 
至 平成19年２月28日） 

前連結会計年度 
（自 平成17年３月１日 
至 平成18年２月28日） 

１．連結の範囲に関する事項 すべての子会社（株式会社ミドリ薬

品販売１社）を連結しております。 

 

 

同  左 

 

２．持分法の適用に関する事

項 

非連結子会社及び関連会社はないた

め、該当ありません。 

 

 

同  左 

 

３．連結子会社の事業年度等

に関する事項 

 連結子会社の事業年度は、連結会計

年度と同一であります。 

 

 

同  左 

 

４．会計処理基準に関する事

項 

 

 

 

 

(1)重要な資産の評価基準

及び評価方法 

①有価証券 

 その他有価証券 

時価のあるもの 

決算期末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しておりま

す。） 

時価のないもの 

 移動平均法による原価法 

②たな卸資産 

  商品 

   売価還元原価法 

  貯蔵品 

   最終仕入原価法 

 

①有価証券 

その他有価証券 

時価のあるもの 

決算期末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

法により算定しております。） 

  

時価のないもの 

同  左 

②たな卸資産 

  商品 

同  左 

  貯蔵品 

同  左 

 

(2)重要な減価償却資産の

減価償却の方法 

①有形固定資産 

定率法（ただし、平成10年４月１

日以降に取得した建物（附属設備を

除く）については定額法）を採用し

ております。 

なお、主な耐用年数は、建物及び

構築物８年～34年であります。 

②無形固定資産 

 定額法を採用しております。 

なお、自社利用のソフトウェアに

ついては、社内における利用可能期

間（５年）に基づく定額法を採用し

ております。 

また、営業権については、５年で

均等償却しております。 

 

①有形固定資産 

 

 

同  左 

 

 

 

②無形固定資産 

定額法を採用しております。 

なお、自社利用のソフトウェアに

ついては、社内における利用可能期

間（５年）に基づく定額法を採用し

ております。 

また、営業権については、商法施

行規則の規定する最長期間（５年）

に基づく定額法を採用しておりま

す。 
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項目 
当連結会計年度 

（自 平成18年３月１日 
至 平成19年２月28日） 

前連結会計年度 
（自 平成17年３月１日 
至 平成18年２月28日） 

(3)重要な引当金の計上基

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検

討し、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、支給見込額に基づき計上してお

ります。 

 

②賞与引当金 

 

同  左 

 

 

 ③退職給付引当金 

従業員の退職給付に備えるため、

当連結会計年度末における退職給付

債務及び年金資産の見込額に基づき

計上しております。 

数理計算上の差異は、各連結会計

年度の発生時における従業員の平均

残存勤務期間以内の一定の年数（５

年）による定額法により按分した額

をそれぞれ発生の翌連結会計年度か

ら費用処理することとしておりま

す。 

 

③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。 

会計基準変更時差異（89,414千円）

は、５年による均等額を費用処理して

おります。 

数理計算上の差異は、各連結会計

年度の発生時における従業員の平均

残存勤務期間以内の一定の年数（５

年）による定額法により按分した額

をそれぞれ発生の翌連結会計年度か

ら費用処理することとしておりま

す。 

  

 ④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、役員退職慰労金規程（内規）

に基づく期末要支給見込額を計上し

ております。 

 

④役員退職慰労引当金 

 

 

同  左 

 

 

(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 
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項目 
当連結会計年度 

（自 平成18年３月１日 
至 平成19年２月28日） 

前連結会計年度 
（自 平成17年３月１日 
至 平成18年２月28日） 

(5)重要なヘッジ会計の方

法 

①ヘッジ会計の方法 

特例処理の要件を満たしている金

利スワップ取引について、特例処理

を採用しております。 

②ヘッジ手段とヘッジ対象 

・ヘッジ手段…金利スワップ取引 

・ヘッジ対象…借入金 

③ヘッジ方針 

将来の金利変動によるリスク回避

を目的に行っており、投機的な取引

は行わない方針であります。 

④ヘッジ有効性評価の方法 

 金利スワップは特例処理によって

いるため、ヘッジ有効性の判定は省

略しております。 

 

①ヘッジ会計の方法 

 

同  左 

 

②ヘッジ手段とヘッジ対象 

同  左 

 

③ヘッジ方針 

 

同  左 

 

④ヘッジ有効性評価の方法 

 

同  左 

 

 

(6)その他連結財務諸表作

成のための重要な事項 

消費税等の会計処理 

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 

 

５．連結子会社の資産及び負

債の評価に関する事項 

連結子会社の資産及び負債の評価

については、全面時価評価法を採用

しております。 

 

同  左 

６．利益処分項目等の取扱い

に関する事項 

―――――――― 

 

連結剰余金計算書は、連結会計年

度において確定した利益処分を基礎

として連結決算を行う方法により作

成しております。 

 

７．連結キャッシュ・フロー

計算書における資金の範

囲 

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か月以内に

償還期限の到来する短期投資から

なっております。 

 

 

 

 

同  左 
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連結財務諸表作成の基本となる重要な事項の変更 

当連結会計年度 

（自 平成18年３月１日 

 至 平成19年２月28日） 

前連結会計期間 

（自 平成17年３月１日 

  至 平成18年２月28日） 

（固定資産の減損に係る会計基準） 

当連結会計年度より「固定資産の減損に係る会計

基準」（「固定資産の減損に係る会計基準の設定に

関する意見書」（企業会計審議会 平成14年8月9

日））及び「固定資産の減損に係る会計基準の適用

指針」（企業会計基準適用指針第６号 平成15年10

月31日）を適用しております。 

これにより営業利益及び経常利益は38,703千円増加

し、税金等調整前当期純利益は131,445千円減少し

ております。 

なお、減損損失累計額については、改正後の連結

財務諸表規則に基づき各資産の金額から直接控除し

ております。 

 

（貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基

準） 

当連結会計年度より「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。 

従 来 の 資 本 の 部 の 合 計 に 相 当 す る 金 額 は

2,134,912千円であります。 

なお、連結財務諸表規則の改正により、当連結会

計年度における連結貸借対照表の純資産の部につい

ては、改正後の連結財務諸表規則により作成してお

ります。 
 

―――――――― 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

―――――――― 
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追加情報 

当連結会計年度 
（自 平成18年３月１日 
至 平成19年２月28日） 

前連結会計年度 
（自 平成17年３月１日 
至 平成18年２月28日） 

―――――――― （外形標準課税） 

「地方税法等の一部を改正する法律」（平成15年

法律第９号）が平成15年３月31日に交付され、平成

16年４月１日以降に開始する事業年度より外形標準

課税制度が導入されたことに伴い、当連結会計年度

から「法人事業税における外形標準課税部分の損益

計算上の表示についての実務上の取扱い」（平成16

年２月13日企業会計基準委員会 実務対応報告第12

号）に従い法人事業税の付加価値割及び資本割につ

いては、販売費及び一般管理費に計上しておりま

す。この結果、販売費及び一般管理費が14,938千円

増加し、営業利益、経常利益及び税金等調整前当期

純利益が14,938千円減少しております。 
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注記事項 

（連結貸借対照表関係） 

当連結会計年度 
（平成19年２月28日） 

前連結会計年度 
（平成18年２月28日） 

※１ 担保資産及び担保付債務 ※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とおりであります。 担保に供している資産は次のとおりであります。 
 

預金 120,000千円

建物及び構築物 205,089  

土地 235,179  

計 560,268千円
  

 
預金 120,000千円

建物及び構築物 217,372  

土地 257,050  

計 594,423千円
  

  

担保付債務は次のとおりであります 担保付債務は次のとおりであります 
 

短期借入金 412,000千円

長期借入金 681,518  

計 1,093,518千円
  

 
短期借入金 50,000千円

長期借入金 894,899  

計 944,899千円
  

（注）長期借入金には、一年内返済予定長期借入金が含

まれております。 

 

（注）長期借入金には、一年内返済予定長期借入金が含

まれております。 

 

―――――――― ※２ 当社の発行済株式総数は、普通株式10,180株であ

ります。 

 

―――――――― ※３ 連結会社が保有する自己株式の数は、普通株式

424株であります。 
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（連結損益計算書関係） 

当連結会計年度 
（自 平成18年３月１日 
至 平成19年２月28日） 

前連結会計年度 
（自 平成17年３月１日 
至 平成18年２月28日） 

※１ 販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額

は次のとおりであります。 

 

※１ 販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額

は次のとおりであります。 

 
広告宣伝費 580,815千円 

役員報酬 160,350 

給与手当 1,668,400 

雑給 520,877 

賞与 74,050 

賞与引当金繰入額 75,000 

退職給付費用 47,919 

役員退職慰労引当金繰入額 7,650 

法定福利費 238,879 

水道光熱費 372,159 

消耗品費 105,042 

減価償却費 266,123 

地代家賃 1,121,296 

リース料 376,606 

  
  

 
広告宣伝費 506,507千円 

役員報酬 156,240 

給与手当 1,476,602 

雑給 492,380 

賞与 72,475 

賞与引当金繰入額 80,700 

退職給付費用 46,538 

役員退職慰労引当金繰入額 7,900 

法定福利費 217,402 

水道光熱費 347,548 

消耗品費 93,964 

減価償却費 250,706 

地代家賃 1,050,984 

リース料 398,013 
 

※２ 固定資産除却損の内訳は、建物及び構築物の除却

損799千円であります。 

※２ 固定資産除却損の内訳は、建物及び構築物の除却

損11,058千円であります。 
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当連結会計年度 
（自 平成18年３月１日 
 至 平成19年２月28日） 

前連結会計年度 
（自 平成17年３月１日 
 至 平成18年２月28日） 

※３ 減損損失 

当連結会計年度において、当社グループは以下の資産

グループについて減損損失を計上いたしました。 

 

場所 用途 種類 

鹿児島県 

4件 

店舗及び

遊休資産 

土地及び建物、

その他 

福岡県 

6件 
店舗 建物及びその他 

その他 

4件 
店舗 建物及びその他 

 

当社グループはキャッシュ・フローを生み出す最小単

位として事業用資産である店舗を基本単位として資産の

グルーピングを行っております。また、遊休資産につい

ては、個々の物件単位ごとに資産のグルーピングを行っ

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

いる店舗や遊休資産で時価が下落しているものを対象と

し帳簿価額を回収可能価額まで減額し、当該減少額

170,149千円を減損損失として特別損失に計上しており

ます。 

 

固定資産の種類 金額 

建物及び構築物 101,347千円 

土地 21,871千円 

その他 4,844千円 

リース資産 42,086千円 

合計 170,149千円 

 

なお、回収可能価額は正味売却価額により測定してお

り、固定資産税評価額に基づき合理的な調整を行って算

定しております。 

 

―――――――― 
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（連結株主資本等変動計算書関係） 

当連結会計年度（自平成18年3月1日 至平成19年2月28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         （単位：株） 

 
前連結会計年度末 

株式数 

当連結会計年度 

増加株式数 

当連結会計年度 

減少株式数 

当連結会計年度末 

株式数 

発行済株式数     

普通株式(注) 10,180 10,180 － 20,360 

合計 10,180 10,180 － 20,360 

自己株式     

普通株式(注) 424 424 － 848 

合計 424 424 － 848 

（注）普通株式の発行済株式数及び自己株式の増加は、平成18年3月1日付で普通株式1株につき2株の株式分割を

行ったこと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 １株当たり配当額 基準日 効力発生日 

平成18年５月30日 

定時株主総会 
普通株式 48,780千円 5,000円 平成18年２月28日 平成18年５月31日 

 

（2）基準日が当期に属する配当のうち、配当の効力が翌期となるもの 

次のとおり、決議を予定しております。 

決議 株式の種類 配当金の総額 配当の原資 
１株当たり 

配当額 
基準日 効力発生日 

平成19年５月24日 

定時株主総会 
普通株式 48,780千円 利益剰余金 2,500円 平成19年２月28日 平成19年５月25日 
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（連結キャッシュ・フロー計算書関係） 

当連結会計年度 
（自 平成18年３月１日 
至 平成19年２月28日） 

前連結会計年度 
（自 平成17年３月１日 
至 平成18年２月28日） 

１．現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表

に掲記されている科目の金額との関係 

１．現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表

に掲記されている科目の金額との関係 
 

 （千円） 

現金及び預金勘定 2,109,752 

預入期間が３か月を超える定期性預金 △506,782 

現金及び現金同等物 1,602,969 
  

 
 （千円）  

現金及び預金勘定 2,678,055  

預入期間が３か月を超える定期性預金 △534,782 

現金及び現金同等物 2,143,273 

   
  

 



－  － 
 

 

27

（リース取引関係） 

当連結会計年度 
（自 平成18年３月１日 
至 平成19年２月28日） 

前連結会計年度 
（自 平成17年３月１日 
至 平成18年２月28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、減損損失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） 

減損損失
累計額相
当額 

（千円） 

期末残高
相当額 

（千円） 

（有形固
定資産）
その他 

1,434,568 868,262 42,086 524,220 

無形固定
資産 379,768 176,597 － 203,170 

合計 1,814,337 1,044,860 42,086 727,390 

  

 

 
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）その他 

1,464,785 881,569 583,215 

無形固定資産 379,146 132,993 246,152 

合計 1,843,931 1,014,563 829,368 

  
  

(2) 未経過リース料期末残高相当額等 

未経過リース料期末残高相当額 

(2) 未経過リース料期末残高相当額 

 
１年内 301,530千円

１年超 454,149  

合計 755,679千円

リース資産減損勘定の残高 14,442千円
  

 
１年内 350,086千円 

１年超 495,515   

合計 845,602千円 
  

  

(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 

(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 394,109千円

リース資産減損勘定の取崩額 27,643  

減価償却費相当額 347,258  

支払利息相当額 16,789  

減損損失 42,086  
  

 
支払リース料 390,713千円 

減価償却費相当額 369,884   

支払利息相当額 17,464   
  

  

(4) 減価償却費相当額の算定方法 (4) 減価償却費相当額の算定方法 

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とす

る定額法によっております。 

 

 

同  左 

 

(5) 利息相当額の算定方法 (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。 

 

 

同  左 

 

 

 



－  － 
 

 

28

（有価証券関係） 

１．その他有価証券で時価のあるもの 

当連結会計年度（平成19年２月28日） 前連結会計年度（平成18年２月28日） 

 種類 
取得原価 
（千円） 

連結貸借対照
表計上額 
（千円） 

差額（千円） 
取得原価 
（千円） 

連結貸借対照
表計上額 
（千円） 

差額（千円） 

株式 7,813 14,280 6,466 7,813 15,080 7,266 連結貸借対照表計
上額が取得原価を
超えるもの 小計 7,813 14,280 6,466 7,813 15,080 7,266 

(1) 株式 2,753 2,420 △333 2,753 2,717 △ 36 

(2) その他 2,826 2,715 △110 2,826 2,635 △ 190 
連結貸借対照表計
上額が取得原価を
超えないもの 

小計 5,580 5,135 △444 5,580 5,352 △ 227 

合計 13,393 19,415 6,021 13,393 20,432 7,039 

 

２．時価評価されていない有価証券の内容 

当連結会計年度（平成19年２月28日） 前連結会計年度（平成18年２月28日） 
種類 

連結貸借対照表計上額（千円） 連結貸借対照表計上額（千円） 

  その他有価証券   

非上場株式 50,500 50,500 

 

 

 

（デリバティブ取引関係） 

デリバティブ取引の契約額等、時価及び評価損益の状況 

当連結会計年度（自平成18年３月１日 至平成19年２月28日） 

期末残高がないため、該当事項はありません。 

前連結会計年度（自平成17年３月１日 至平成18年２月28日） 

当社グループの利用しているデリバティブ取引は、ヘッジ会計の要件をみたす取引のみであるため、開示

の対象外としております。 
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（退職給付関係） 

１．採用している退職給付制度の概要 

当社及び連結子会社は、確定給付型の制度として適格退職年金制度を採用しております。 

 

２．退職給付債務に関する事項 

 
 
 

 
 

当連結会計年度 
（平成19年２月28日） 

 
 
 
 
 
 
 
 

前連結会計年度 
（平成18年２月28日） 

 
 
 
 

(1) 退職給付債務（千円）   △ 370,260     △ 316,796   

(2) 年金資産（千円）   245,663     197,504   

(3) 未積立退職給付債務(1)＋(2)（千円）   △ 124,596     △ 119,291   

(4) 未認識数理計算上の差異（千円）   △ 24,758     △ 26,149   

(5) 退職給付引当金(3)＋(4)（千円）   △ 149,354     △ 145,441   

 

３．退職給付費用に関する事項 

 
 
 
 
 

当連結会計年度 
（自 平成18年３月１日 

  至 平成19年２月28日） 

 
 
 
 
 
 
 
 

前連結会計年度 
（自 平成17年３月１日 

  至 平成18年２月28日） 

 
 
 
 

退職給付費用（千円）   47,919     64,421   

(1) 勤務費用（千円）   47,377     42,386   

(2) 利息費用（千円）   4,751     5,411   

(3) 期待運用収益（減算）（千円）   △3,950     △ 2,933   

(4) 会計基準変更時差異の 
費用処理額（千円） 

  －     17,882   

(5) 数理計算上の差異の費用処理額（千円）   △258     1,674   

 

４．退職給付債務等の計算の基礎に関する事項 

 
 
 
 
 

当連結会計年度 
（自 平成18年３月１日 

  至 平成19年２月28日） 

 
 
 
 
 
 
 
 

前連結会計年度 
（自 平成17年３月１日 

  至 平成18年２月28日） 

 
 
 
 

(1) 退職給付見込額の期間配分方法   期間定額基準     同  左   

(2) 割引率（％）   1.5     1.5   

(3) 期待運用収益率（％）   2.0     2.0   

(4) 数理計算上の差異の処理年数（年）   5 

（各連結会計年度の発生時 

における従業員の平均残存 

勤務期間以内の一定の年数 

による定額法により按分し 

た額をそれぞれ発生の翌連 

結会計年度から費用処理す 

ることとしております。） 

    5 

 

 

 

同  左 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

(5) 会計基準変更時差異の処理年数（年）   －     5   
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（税効果会計関係） 

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 

  当連結会計年度   前連結会計年度  

  （平成19年２月28日）   （平成18年２月28日）  

  （千円）   （千円）  

繰延税金資産       

 役員退職慰労引当金否認  43,506   40,416  

退職給付引当金否認  60,339   58,758  

 賞与引当金否認  30,300   32,602  

減損損失否認  50,883   －  

 未払事業税否認  8,148   15,322  

未払事業所税否認  5,112   4,906  

 その他  10,593   11,110  

繰延税金資産小計  208,885   163,117  

評価性引当額  △8,973   －  

繰延税金資産合計  199,911   163,117  

繰延税金負債       

その他有価証券評価差額金  △2,432   △2,843  

繰延税金負債合計  △2,432   △2,843  

繰延税金資産の純額  197,478   160,273  

       

（注）当連結会計年度及び前連結会計年度における繰延税金資産の純額は、連結貸借対照表の以下の項目に含ま

れております。 

  当連結会計年度   前連結会計年度  

  （平成19年２月28日）   （平成18年２月28日）  

  （千円）   （千円）  

流動資産－繰延税金資産  60,825   59,937  

固定資産－繰延税金資産  136,652   100,335  

       

       

２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの当該差異の原因と

なった主要な項目別の内訳 

  当連結会計年度   前連結会計年度  

  （平成19年２月28日）   （平成18年２月28日）  

  （％）   （％）  

法定実効税率  40.4   40.4  

（調整）       

 留保金額に課される税額  5.7   4.3  

 住民税均等割  3.3   1.6  

 交際費等永久に損金に算入されない項目 0.9   0.2  

繰延税金資産の評価性引当額 2.1   －  

 その他  0.3   △0.1  

税効果会計適用後の法人税等の負担率  52.7   46.4  
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（セグメント情報） 

１．事業の種類別セグメント情報 

当連結会計年度及び前連結会計年度において、当社グループは医薬品、化粧品、日用雑貨品等の小売業

という単一事業として営んでいるため、該当事項はありません。 

 

２．所在地別セグメント情報 

当連結会計年度及び前連結会計年度において、本邦以外の国又は地域に所在する連結子会社及び在外支

店はないため、該当事項はありません。 

 

３．海外売上高 

当連結会計年度及び前連結会計年度において、海外売上高はないため、該当事項はありません。 
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（関連当事者との取引） 
当連結会計年度（自 平成18年３月１日 至 平成19年２月28日） 

役員及び個人主要株主等 

関係内容 

属性 
会社等の
名称 
又は氏名 

住所 
資本金又
は出資金 
(千円) 

事業の内
容又は職
業 

議決権等
の所有
（被所
有）割合 
（％） 

役員の
兼任等 

事業上
の関係 

取引の内容 
取引金額 
(千円) 科目 

期末残高 
（千円） 

役  員 百﨑文弘 － － 

当   社 

代表取締役 

会   長 

(被所有) 

直接26.1％ 
－ － 

店舗賃借に伴う

被保証 

(被保証額) 

140,481 
－ － 

商品販売 3,520 
役員の近親

者が議決権

の過半数を

所有する会

社 

有限会社 

クスリの 

あおば 

鹿児島県 

鹿児島市 
3,000 

医薬品等 

の小売 
－ － 

商品の販

売及び事

務代行手

数料の収

受 
事務代行手数料 1,565 

売掛金 429 

 （注）１．取引条件及び取引条件の決定方針等 

           有限会社クスリのあおばとの取引 

       ａ．商品販売の取引条件は、当社仕入金額に３％を乗じた額で販売しております。 

ｂ．事務代行手数料については、相互協議のうえ決定しております。 

２．有限会社クスリのあおばは、当社取締役副社長の親族が議決権の過半数を所有する会社であります。 

３．店舗賃借に伴う被保証（百﨑文弘氏）については、保証料の支払を行っておりません。 

４．上記取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。 

 

前連結会計年度（自 平成17年３月１日 至 平成18年２月28日） 
役員及び個人主要株主等 

関係内容 

属性 
会社等の
名称 
又は氏名 

住所 
資本金又
は出資金 
(千円) 

事業の内
容又は職
業 

議決権等
の所有
（被所
有）割合 
（％） 

役員の
兼任等 

事業上
の関係 

取引の内容 
取引金額 
(千円) 

科目 
期末残高 
（千円） 

百﨑文弘 － － 

当   社 

代表取締役 

会   長 

(被所有) 

直接26.1％ 
－ － 

店舗賃借に伴う

被保証 

(被保証額) 

145,290 
－ － 

役  員 

内田弘敏 － － 
当   社 

取 締 役 
－ － － 資金の貸付 1,800 － － 

商品販売 4,057 
役員の近親

者が議決権

の過半数を

所有する会

社 

有限会社 

クスリの 

あおば 

鹿児島県 

鹿児島市 
3,000 

医薬品等 

の小売 
－ － 

商品の販

売及び事

務代行手

数料の収

受 
事務代行手数料 1,565 

売掛金 441 

 （注）１．取引条件及び取引条件の決定方針等 

① 有限会社クスリのあおばとの取引 

       ａ．商品販売の取引条件は、当社仕入金額に３％を乗じた額で販売しております。 

ｂ．事務代行手数料については、相互協議のうえ決定しております。 

②貸付取引 

貸付金利については、市場金利を勘案して合理的に決定しております。 

２．有限会社クスリのあおばは、当社取締役副社長の親族が議決権の過半数を所有する会社であります。 

３．店舗賃借に伴う被保証（百﨑文弘氏）については、保証料の支払を行っておりません。 

４．上記取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。   
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（１株当たり情報） 

項目 
当連結会計年度 

（自 平成18年３月１日 
至 平成19年２月28日） 

前連結会計年度 
（自 平成17年３月１日 
至 平成18年２月28日） 

１株当たり純資産額 109,415円35銭 203,331円41銭 

１株当たり当期純利益 10,280円71銭 48,158円31銭 

潜在株式調整後１株当たり当期純利益 潜在株式が存在しないため記
載しておりません。 

潜在株式が存在しないため記
載しておりません。 

 

当社は、平成18年３月１日付
で株式１株につき２株の株式分
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前
連結会計年度における１株当た
り情報については、以下のとお
りになります。 
１株当たり純資産額 

101,665円71銭 
１株当たり当期純利益 

24,079円16銭 
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
在株式が存在しないため記載し
ておりません。 

当社は、平成17年４月20日付
で株式１株につき２株の株式分
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前
連結会計年度における１株当た
り情報については、以下のとお
りになります。 
１株当たり純資産額 

160,270円05銭 
１株当たり当期純利益 

24,543円49銭 
潜在株式調整後 
１株当たり当期純利益 

24,462円54銭 

  

（注）１株当たり当期純利益の算定上の基礎は、以下のとおりであります。 

 
当連結会計年度 

(自 平成18年３月１日 
至 平成19年２月28日) 

前連結会計年度 
(自 平成17年３月１日 
至 平成18年２月28日) 

１株当たり当期純利益   

当期純利益（千円） 200,597 469,065 

普通株主に帰属しない金額（千円） － － 

普通株式に係る当期純利益（千円） 200,597 469,065 

期中平均株式数（株） 19,512 9,740 
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（重要な後発事象） 

当連結会計年度 

(自 平成18年3月 1日 

  至 平成19年2月28日) 

前連結会計年度 

（自 平成17年3月 1日 

    至 平成18年2月28日） 

―――――――― (株式の分割) 

 当社は、平成18年２月２日開催の取締役会の決議に

基づき下記の通り株式分割を実施いたしました。 

(1)株式分割の目的 

  １株あたりの投資金額を引き下げ、株式の流動性

を高めることを目的とする。 

(2)株式分割の概要 

  平成18年３月１日付を持って、次のとおり普通株

式１株を２株に分割する。 

①分割の方法 

平成18年２月28日最終の株主名簿および実質株主

名簿に記載または記録された株主並びに端株原簿に

記載または記録された端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する。 

②分割により増加する株式数 

普通株式     10,180株 

(3)日程 

 株式分割基準日    平成18年２月28日 

 効力発生日      平成18年３月１日 

(4)配当起算日      平成18年３月１日 

(5)１株当たり情報に及ぼす影響 

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  

１株当たり純資産額 80,135円02銭 

１株当たり当期純利益 12,271円74銭 

潜在株式調整後１株当たり

当期純利益 
12,231円27銭 

 

当該株式分割が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 

１株当たり純資産額 101,665円71銭 

１株当たり当期純利益 24,079円16銭 

潜在株式調整後１株当たり当期純利益については、

潜在株式が存在しないため記載しておりません。 

 

 

 

 


