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平成19年２月期  個別財務諸表の概要 
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 ＪＱ 
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       配当支払開始予定日    平成19年５月25日 
定時株主総会開催日    平成19年５月24日       単元株制度採用の有無   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月期の業績（平成18年３月１日～平成19年２月28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    ％ 

19年２月期 21,903  （  2.8）  495  （△41.8）  569  （△35.6）  
18年２月期 21,305  （  3.3）  851  （ 99.2）  883  （ 92.8）  

 

 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 195   (△57.9) 10,034 42  － －  9.6  4.7  2.6  
18年２月期 465   ( 98.6) 47,769 32  － －  26.6  8.0  4.1  

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

(2) 財政状態 
 総資産 純資産 自己資本比率 １株当たり純資産 
 百万円 百万円 ％ 円 銭 

19年２月期 12,596 2,110 16.7  108,154 66  
18年２月期 11,535 1,963 17.0  201,302 62  

(注)①期末発行済株式数   19年２月期      19,512株  18年２月期       9,756株 
②期末自己株式数    19年２月期        848株  18年２月期        424株 

 
２．平成20年２月期の業績予想（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 11,841 293 98 
通   期 24,052 868 408 

（参考）１株当たり予想当期純利益（通期） 20,955円43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。 
 
３．配当状況 

１株当たり配当金(円) 
・現金配当 

中間期末 期  末 年  間 
配当金総額 
(百万円) 

配 当 性 向 
(％) 

純資産 
配当率(％) 

18年２月期 ――― 5,000.00 5,000.00 48 10.5 2.5 
19年２月期 ――― 2,500.00 2,500.00 48 24.9 2.4 
20年２月期（予想） ――― 2,500.00 2,500.00 
 
※ 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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６．財務諸表等 
①貸借対照表 

  
当事業年度 

（平成19年２月28日） 
前事業年度 

（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  2,068,969   2,644,391  △575,421 
２ 売掛金   37,689   26,411  11,277 
３ 商品   4,265,643   3,530,696  734,947 
４ 貯蔵品   8,100   6,230  1,869 
５ 前渡金   143   257  △113 
６ 前払費用   114,623   97,686  16,937 
７ 繰延税金資産   60,806   59,909  896 
８ 未収入金   223,984   176,906  47,077 
９ 未収消費税等   21,620   －  21,620 
10 その他   11,688   4,956  6,732 

貸倒引当金   △126   △79  △47 

流動資産合計   6,813,143 54.1  6,547,367 56.8 265,776 
Ⅱ 固定資産         

１ 有形固定資産         
(1) 建物 ※1 3,211,049   2,780,645    

減価償却累計額  △987,322 2,223,727  △860,786 1,919,859  303,867 
(2) 構築物  587,353   562,948    

減価償却累計額  △256,965 330,388  △234,761 328,186  2,201 

(3) 車両運搬具  19,212   19,212    
減価償却累計額  △13,294 5,917  △10,290 8,921  △3,003 

(4) 器具備品  299,253   253,004    
減価償却累計額  △180,237 119,015  △157,736 95,267  23,747 

(5) 土地 ※1  451,228   408,663  42,564 
(6) 建設仮勘定   35,263   45,927  △10,663 
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) 借地権   106,506   31,056  75,449 
(3) 商標権   975   1,190  △215 
(4) ソフトウェア   6,877   9,333  △2,456 
(5) その他   10,600   10,003  597 
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) 関係会社株式   10,000   10,000  － 
(3) 出資金   2,112   2,112  － 
(4) 長期貸付金   12,215   14,401  △2,186 
(5) 長期前払費用   125,391   95,037  30,354 
(6) 繰延税金資産   136,652   100,335  36,317 
(7) 敷金及び保証金   2,022,932   1,722,213  300,719 
(8) その他   112,805   112,038  767 

貸倒引当金   △32   △35  3 
投資その他の資産合計   2,491,994 19.8  2,127,035 18.4 364,958 
固定資産合計   5,783,755 45.9  4,987,968 43.2 795,787 
資産合計   12,596,899 100.0  11,535,335 100.0 1,061,563 
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当事業年度 

（平成19年２月28日） 
前事業年度 

（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   1,818   4,799  △2,981 
２ 買掛金   3,472,673   3,234,173  238,500 
３ 短期借入金 ※1  1,000,000   50,000  950,000 
４ 一年以内償還予定社債   100,000   －  100,000 
５ 一年内返済予定長期借入金 ※1  1,504,077   1,642,536  △138,459 
６ 未払金   390,550   352,752  37,797 
７ 未払費用   12,516   14,099  △1,582 
８ 未払法人税等   116,858   234,397  △117,539 
９ 未払消費税等   －   27,041  △27,041 
10 前受金   1,860   1,106  753 
11 預り金   6,678   4,157  2,521 
12 賞与引当金   75,000   80,700  △5,700 
13 その他   13,540   －  13,540 

流動負債合計   6,695,574 53.2  5,645,765 48.9 1,049,809 
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 30.1  3,925,662 34.1 △134,651 
負債合計   10,486,585 83.3  9,571,427 83.0 915,158 
         

（純資産の部）         
Ⅰ 株主資本         

１ 資本金   352,218 2.8  － － － 
２ 資本剰余金         

（1）資本準備金  341,813   －   － 
資本剰余金合計   341,813 2.7  － － － 

３ 利益剰余金         
（1）利益準備金  8,218   －   － 
（2）その他利益剰余金         

繰越利益剰余金  1,489,043   －   － 

利益剰余金合計   1,497,261 11.9  － － － 
４ 自己株式     △84,568 △0.7  － － － 
株主資本合計   2,106,724 16.7  － － － 

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   2,110,313 16.7  － － － 
負債・純資産合計   12,596,899 100.0  － － － 
         

（資本の部）         
Ⅰ 資本金 ※2  － －  352,218 3.1 － 
Ⅱ 資本剰余金         

１ 資本準備金  －   341,813   － 
資本剰余金合計   － －  341,813 3.0 － 

Ⅲ 利益剰余金         
１ 利益準備金  －   8,218   － 
２ 当期未処分利益  －   1,342,031   － 
利益剰余金合計   － －  1,350,249 11.6 － 

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   － －  1,963,908 17.0 － 
負債・資本合計   － －  11,535,335 100.0 － 
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②損益計算書 

  
当事業年度 

（自 平成18年３月１日 
至 平成19年２月28日） 

前事業年度 
（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 ※1  21,903,202 100.0  21,305,223 100.0 597,979 
Ⅱ 売上原価         

１ 商品期首たな卸高  3,530,696   3,165,172    
２ 当期商品仕入高  15,864,240   15,005,412    

合    計  19,394,936   18,170,585    
３ 商品期末たな卸高  4,265,643 15,129,293 69.1 3,530,696 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 広告宣伝費  580,815   506,507    
２ 販売手数料  1,263,363   1,120,469    
３ 役員報酬  160,350   156,240    
４ 給与手当  1,363,074   1,228,879    
５ 雑給  455,238   427,866    
６ 賞与  74,050   72,475    
７ 賞与引当金繰入額  75,000   80,700    
８ 退職金  208   263    
９ 役員退職慰労金  －   2,140    
10 退職給付費用  47,919   46,538    
11 役員退職慰労引当金繰入額  7,650   7,900    
12 法定福利費  238,879   217,402    
13 水道光熱費  372,159   347,548    
14 消耗品費  105,042   93,964    
15 減価償却費  266,123   250,706    
16 地代家賃  314,007   316,846    
17 リース料  376,606   398,013    
18 その他  577,686 6,278,175 28.7 539,056 5,813,519 27.3 464,655 

営業利益   495,734 2.2  851,814 4.0 △356,080 
Ⅳ 営業外収益         

１ 受取利息  14,687   12,512    
２ 受取配当金  2,218   2,200    
３ 不動産賃貸料収入 ※2 900,645   810,662    
４ その他  106,208 1,023,760 4.7 59,584 884,960 4.1 138,799 

Ⅴ 営業外費用         
１ 支払利息  105,189   105,615    

２ 社債利息  600   600    
３ 不動産賃貸費用  825,036   744,111    
４ その他  19,589 950,415 4.3 2,494 852,821 4.0 97,594 
  経常利益   569,079 2.6  883,953 4.1 △314,874 

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 0.1 6,783 

Ⅶ 特別損失         
１ 固定資産除却損 ※3 799   11,058    
２ 減損損失 ※4 170,149   －    
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 

税引前当期純利益   416,733 1.9  868,526 4.1 △451,792 
法人税、住民税及び事業税  257,744   414,876    
法人税等調整額  △36,802 220,942 1.0 △11,626 403,250 1.9 △182,307 
当期純利益   195,791 0.9  465,276 2.2 △269,485 
前期繰越利益   －   882,236  － 
自己株式処分差損   －   △5,482  － 
当期未処分利益   －   1,342,031  － 
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③利益処分計算書 

  
前事業年度 

（株主総会承認日 
   平成18年５月30日） 

区分 
注記 
番号 

金額（千円） 

Ⅰ 当期未処分利益   1,342,031 

Ⅱ 利益処分額    

１ 配当金  48,780 48,780 

Ⅲ 次期繰越利益   1,293,251 
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④株主資本等変動計算書 

当事業年度（自平成18年3月1日 至平成19年2月28日）                   

株  主  資  本 

資本剰余金 利益剰余金 

その他利

益剰余金 

 

資本金 資本 

準備金 

資本剰余

金合計 

利益 

準備金 繰越利益 

剰余金 

利益剰余

金合計 

自己株式 
株主資本 

合計 

平成18年２月28日 残高(千円) 352,218 341,813 341,813 8,218 1,342,031 1,350,249 △84,568 1,959,713 

事業年度中の変動額         

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

当期純利益     195,791 195,791  195,791 

株主資本以外の項目の事業年度中
の変動額(純額) 

        

事業年度中の変動額合計(千円) － － － － 147,011 147,011 － 147,011 

平成19年２月28日 残高(千円) 352,218 341,813 341,813 8,218 1,489,043 1,497,261 △84,568 2,106,724 

 

評価・換算差額等  

その他有価証券 

評価差額金 

評価・換算 

差額等合計 

純資産合計 

平成18年２月28日 残高(千円) 4,195 4,195 1,963,908 

事業年度中の変動額    

剰余金の配当(注)   △48,780 

当期純利益   195,791 

株主資本以外の項目の事業年度中
の変動額（純額） 

△606 △606 △606 

事業年度中の変動額合計(千円) △606 △606 146,405 

平成19年２月28日 残高(千円) 3,589 3,589 2,110,313 

（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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④重要な会計方針 

項目 
当事業年度 

（自 平成18年３月１日 
至 平成19年２月28日） 

前事業年度 
（自 平成17年３月１日 
至 平成18年２月28日） 

１．有価証券の評価基準及び

評価方法 

(1) 子会社株式 

移動平均法による原価法 

 

(2) その他有価証券 

  時価のあるもの 

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 

 

(1) 子会社株式 

同  左 

 

(2) その他有価証券 

  時価のあるもの 

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．たな卸資産の評価基準及

び評価方法 

(1) 商品 

  売価還元原価法 

 

(2) 貯蔵品 

  最終仕入原価法 

 

(1) 商品 

同  左 

 

(2) 貯蔵品 

同  左 

 

３．固定資産の減価償却の方

法 

(1) 有形固定資産 

定率法（ただし、平成10年４月１日

以降に取得した建物（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８年～34

年、構築物10年～22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。 

 

 

(3) 長期前払費用 

  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。 

 

(3) 長期前払費用 

同  左 
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項目 
当事業年度 

（自 平成18年３月１日 
至 平成19年２月28日） 

前事業年度 
（自 平成17年３月１日 
至 平成18年２月28日） 

４．引当金の計上基準 (1) 貸倒引当金 

債権の貸倒れによる損失に備えるた

め、一般債権については貸倒実績率に

より、貸倒懸念債権等特定の債権につ

いては個別に回収可能性を検討し、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

事業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、各事業年度の

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

生の翌事業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

事業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、各事業年度の

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

生の翌事業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 

 

 

５．リース取引の処理方法 リース物件の所有権が借主に移転す

ると認められるもの以外のファイナン

ス・リース取引については、通常の賃

貸借取引に係る方法に準じた会計処理

によっております。 

 

 

 

同  左 
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項目 
当事業年度 

（自 平成18年３月１日 
至 平成19年２月28日） 

前事業年度 
（自 平成17年３月１日 
至 平成18年２月28日） 

６．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 

 

 

７．その他財務諸表作成のた

めの基本となる重要な事

項 

消費税等の会計処理 

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。 

 

 

同  左 
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財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更 

当事業年度 
(自 平成18年３月１日 
 至 平成19年２月28日) 

前事業年度 
(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） 

当事業年度より「固定資産の減損に係る会計基準」

（「固定資産の減損に係る会計基準の設定に関する意

見書」（企業会計審議会 平成14年8月9日））及び

「固定資産の減損に係る会計基準の適用指針」（企業

会計基準適用指針第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、税引前当期純利益が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、改正後の財務諸

表等規則に基づき当該各資産の金額から直接控除して

おります。 

 

（貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準） 

当事業年度から「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2,110,313

千円であります。 

なお、財務諸表等規則の改正により、当事業年度に

おける貸借対照表の純資産の部については、改正後の

財務諸表等規則により作成しております。 

 

―――――――― 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

―――――――― 

 

 

追加情報 

当事業年度 
（自 平成18年３月１日 
至 平成19年２月28日） 

前事業年度 
（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、当事業年度から「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

及び税引前当期純利益が14,938千円減少しておりま

す。 
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注記事項 

（貸借対照表関係） 

当事業年度 
（平成19年２月28日） 

前事業年度 
（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 205,089  

土地 235,179  

計 560,268千円
  

 
預金 120,000千円

建物 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 会社が発行する株式の総数 

普通株式 40,720株 

発行済株式総数  

普通株式 10,180株 
 

―――――――― ※３ 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。 

 

―――――――― ４ 有価証券の時価評価により、純資産額が4,195千

円増加しております。 

   なお、当該金額は商法施行規則第124条第３号の

規定により、配当に充当することが制限されており

ます。 
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（損益計算書関係） 

当事業年度 
（自 平成18年３月１日 
至 平成19年２月28日） 

前事業年度 
（自 平成17年３月１日 
至 平成18年２月28日） 

※１ 売上高には商品供給高3,520千円が含まれており

ます。 

 

※１ 売上高には商品供給高4,057千円が含まれており

ます。 

 

※２ 関係会社との取引は、不動産賃貸料収入879,889

千円であります。 

 

※２ 関係会社との取引は、不動産賃貸料収入797,238

千円であります。 

 

※３ 固定資産除却損の内訳は、建物の除却損799千円

であります。 

※３ 固定資産除却損の内訳は、主として建物の除却損

9,748千円ほかであります。 

※４ 減損損失 

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 75,726千円 

構築物 25,620千円 

器具備品 4,503千円 

土地 21,871千円 

その他 341千円 

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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（株主資本等変動計算書関係） 

当事業年度（自平成18年３月１日 至平成19年２月28日） 

１ 自己株式の種類及び株式数に関する事項                         （単位：株） 

株式の種類 前事業年度末株式数 当事業年度増加株式数 当事業年度減少株式数 当事業年度末株式数 

普通株式（注） 424 424 － 848 

（注）普通株式の自己株式の増加424株は、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。 
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（リース取引関係） 

当事業年度 
（自 平成18年３月１日 
至 平成19年２月28日） 

前事業年度 
（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） 

車両運搬具 18,121 11,987 － 6,134 

器具備品 1,416,447 856,275 42,086 518,085 

ソフトウェア 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） 

車両運搬具 15,040 7,242 7,797 

器具備品 1,449,745 874,327 575,417 

ソフトウェア 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 

 

 

 

 

 

（有価証券関係） 

    当事業年度及び前事業年度のいずれにおいても子会社株式で時価のあるものはありません。 
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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 

  当事業年度   前事業年度  

  （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  8,123   15,288  

未払事業所税否認  5,112   4,906  

 その他  10,600   11,117  

繰延税金資産小計  208,866   163,089  

評価性引当額  △8,973   －  

繰延税金資産合計  199,892   163,089  

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  197,459   160,245  

       

 

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 

  当事業年度   前事業年度  

  （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  5.8   4.3  

 住民税均等割  3.4   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  2.2   －  

 その他  0.3   △0.1  

税効果会計適用後の法人税等の負担率  53.0   46.4  
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（１株当たり情報） 

項目 
当事業年度 

（自 平成18年３月１日 
至 平成19年２月28日） 

前事業年度 
（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 108,154縁66銭 201,302円62銭 

１株当たり当期純利益 10,034円42銭 47,769円32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
事業年度における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 

100,651円31銭 
１株当たり当期純利益 

23,884円66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
事業年度における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 

158,617円93銭 
１株当たり当期純利益 

24,181円07銭 
潜在株式調整後 
１株当たり当期純利益 

24,101円31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。 

 
当事業年度 

(自 平成18年３月１日 
至 平成19年２月28日) 

前事業年度 
(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） 195,791 465,276 

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） 195,791 465,276 

期中平均株式数（株） 19,512 9,740 
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（重要な後発事象） 

当事業年度 

(自 平成18年３月１日 

  至 平成19年２月28日) 

前事業年度 

（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日付をもって、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日最終の株主名簿及び実質株主名

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

前事業年度における１株当たり情報 

１株当たり純資産額 79,308円97銭 

１株当たり当期純利益 12,090円54銭 

潜在株式調整後１株当たり

当期純利益 
12,050円66銭 

 

  当該株式分割が当期首に行われたと仮定した場合の

当事業年度における１株当たり情報 

１株当たり純資産額 100,651円31銭 

１株当たり当期純利益 23,884円66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。 
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（役員の異動） 

(1)退任予定監査役 

現役職名 氏名 異動年月日 

監査役（常勤） 田 代  卯 一 平成19年５月24日（予定） 

 

(2)役職の異動 

新役職名 氏名 旧役職名 

取締役店舗運営本部長 内 田  弘 敏 取締役社内監査室長 

取締役教育販促本部長 小 薄  輝 美 取締役南九州運営部長 

 

 

 


