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１．平成19年３月期の連結業績（平成18年３月16日～平成19年３月15日）

（注）当社は、平成19年３月期より連結財務諸表を作成しているため、平成18年３月期の数値及び対前期増減率について

は記載しておりません。

(1）連結経営成績 （％表示は対前期増減率）

売上高 営業利益 経常利益 当期純利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

19年３月期 － － － － － － － －

18年３月期 － － － － － － － －

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
営業利益率

円 銭 円 銭 ％ ％ ％

19年３月期 － － － － － － －

18年３月期 － － － － － － －

 （注）当連結会計年度は、期末日が連結子会社のみなし取得日となるため、連結損益計算書は作成しておりません。した

がって、連結経営成績は記載しておりません。

（参考）持分法投資損益 19年３月期 －百万円 18年３月期 －百万円

(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３月期 159,542 75,941 47.6 3,088 31

18年３月期 － － － － －

（参考）自己資本 19年３月期 75,918百万円 18年３月期 －百万円

(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３月期 － － － －

18年３月期 － － － －

 　（注）当連結会計年度は、期末日が連結子会社のみなし取得日となるため、連結キャッシュ・フロー計算書は作成して

おりません。当社のキャッシュフローの状況については、５.個別財務諸表等(4)キャッシュフロー計算書を作成

しておりますので、ご覧ください。

２．配当の状況
１株当たり配当金 配当金総額

(年間)
配当性向
（連結）

純資産配当
率（連結）（基準日） 第１四半期末 中間期末 第３四半期末 期末 年間

円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 百万円 ％ ％

18年３月期 － － 0 00 － － 25 00 25 00 614 － －

19年３月期 － － 0 00 － － 30 00 30 00 737 － 1.0

20年３月期（予想） － － 0 00 － － 30 00 30 00 － 12.6 －

３．平成20年３月期の連結業績予想（平成19年３月16日～平成20年３月15日）

（％表示は、通期は対前期、中間期は対前年中間期増減率）

売上高 営業利益 経常利益 当期純利益
１株当たり
当期純利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 円 銭

中間期 112,976 － 5,394 － 5,468 － 3,030 － 123 26

通期 227,321 － 10,510 － 10,538 － 5,854 － 238 14
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４．その他

(1）期中における重要な子会社の異動（連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動）　有

新規 １社 （株式会社倉持薬局）    

（注）詳細は、５ページ「企業集団の状況」をご覧ください。

(2）連結財務諸表作成に係る会計処理の原則・手続、表示方法等の変更（連結財務諸表作成のための基本となる重要な

事項の変更に記載されるもの）

①　会計基準等の改正に伴う変更　無

②　①以外の変更　　　　　　　　無

(3）発行済株式数（普通株式）

①　期末発行済株式数（自己株式を含む） 19年３月期 24,583,420株 18年３月期 24,569,820株

②　期末自己株式数 19年３月期 851株 18年３月期 851株

（参考）個別業績の概要

１．平成19年３月期の個別業績（平成18年３月16日～平成19年３月15日）

(1）個別経営成績 （％表示は対前期増減率）

売上高 営業利益 経常利益 当期純利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

19年３月期 207,337 3.6 9,590 △13.6 9,713 △13.3 5,483 32.0

18年３月期 200,161 3.3 11,103 △11.9 11,198 △11.4 4,153 △42.2

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

円 銭 円 銭

19年３月期 223 11 223 09

18年３月期 167 13 166 70

(2）個別財政状態

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３月期 157,922 75,941 48.1 3,088 31

18年３月期 146,601 71,085 48.5 2,891 09

（参考）自己資本 19年３月期 75,918百万円 18年３月期 71,085百万円

２．平成20年３月期の個別業績予想（平成19年３月16日～平成20年３月15日）

（％表示は、通期は対前期、中間期は対前年中間期増減率）

売上高 営業利益 経常利益 当期純利益
１株当たり
当期純利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 円 銭

中間期 109,363 5.3 5,320 12.5 5,382 12.3 3,004 13.3 122 20

通期 220,000 6.1 10,300 7.4 10,314 6.2 5,751 4.9 233 95

※　業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項

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、多分に不確定な要素を含ん

でおります。実際の業績等は、業況の変化等により、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３ページを参照して下さい。
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１．経営成績
 当社の連結子会社は、期末日をみなし取得日としているため、当連結会計年度は貸借対照表のみ連結しております。

これに伴い、(1)経営成績に関する分析及び(2)②キャッシュ・フローの状況については、当社のみの状況を記載してお

ります。

(1）経営成績に関する分析

（当事業年度の概況）

　当事業年度におけるわが国経済は、好調な企業収益を背景とした設備投資等の拡大や雇用改善の動きが見られ、景

気は戦後最長の持続的な回復基調にありました。しかしながらドラッグストア業界におきましては、温暖な気候状況

による季節商品への影響やヒット商品の反動による影響に加え、新規出店も加速しており、依然として厳しい環境が

続いております。

　このような中、当社では独自のメガ・ドラッグストアの店舗展開を進め、医薬品、化粧品の専門性強化策を行う一

方、品揃えや販売価格の見直しを行うとともにカウンセリング力を強化し、積極的な集客に努めてまいりました。

　出店につきましては、ドミナント化を進めるために既存地区への新規出店として、茨城県、宮城県、栃木県、埼玉

県に各２店舗、千葉県に１店舗、新規地区への出店として静岡県に１店舗、計10店舗を出店いたしました。その他茨

城県に２店舗、埼玉県において1店舗の増床をいたしました。なお、茨城県の１店舗をリロケーションの一環として退

店しております。

 以上の結果、当社の売上高は2,073億37百万円となりました。利益につきましては、経常利益97億13百万円、当期純

利益につきましては、54億83百万円となりました。

 次期の見通しといたしましては、堅調な企業収益を背景とした設備投資の増加が続き、引き続き国内民間需要を中

心とした回復基調が続くものと思われます。一方、個人消費においては一部の高額消費では期待できるものの、一般

消費に関しては将来の個人負担増への懸念から、引き続き厳しい状況が続くものと思われます。

当社グループといたしましては、小売業全体の競争激化の対策として、引き続き差別化をねらった医薬品・化粧品

の専門性強化を進めてまいります。また、品揃えや販売価格の見直しを行う一方、健康志向の高まりによって予防医

学へのニーズが年々高まっていること等を勘案し、更なる利便性の提供を行うため、一部既存店の改装も実施してま

いります。

また、出店につきましては、新規地区への進出とドミナント化を図るべく、16店舗の出店を計画しております。ま

た、既存店舗に調剤薬局の併設を３店舗計画しております。

なお、調剤薬局１店舗をリロケーションにより退店する計画をしております。

次期の業績見通しといたしましては、売上高2,273億21百万円、経常利益105億38百万円、当期純利益58億54百万円

を見込んでおります。

（販売の状況）

　部門別の当社の売上高は以下のとおりであります。

区分

前事業年度
（自　平成17年３月16日
至　平成18年３月15日）

当事業年度
（自　平成18年３月16日
至　平成19年３月15日）

金額（百万円） 構成比（％） 金額（百万円） 構成比（％）

医薬品 32,976 16.5 34,159 16.5

化粧品 14,039 7.0 15,573 7.5

雑貨 62,400 31.2 64,357 31.0

一般食品 90,746 45.3 93,247 45.0

合計 200,161 100.0 207,337 100.0

　（注）当社の取扱商品は、多品種にわたり、売上数量についての記載は困難なため、その記載を省略しております。

(2）財政状態に関する分析

 ①　資産、負債及び純資産の状況

 当連結会計年度末の総資産は、1,595億42百万円でしたが、そのうち流動資産は405億９百万円、固定資産は1,190

億32百万円となりました。また、当連結会計年度末の負債合計は、836億１百万円でしたが、そのうち流動負債は

556億99百万円、固定負債は279億１百万円となりました。

　　　当連結会計年度末の株主資本は、758億60百万円、株主資本比率は47.6％となりました。その結果、１株当たり株

主資本は3,088円31銭となりました。

　　　なお、当社の資産、負債及び純資産の状況は、以下のとおりです。
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　　　当事業年度末の総資産は、1,579億22百万円（前期1,466億１百万円）で前期比113億21百万円増加しましたが、そ

のうち流動資産は、387億61百万円（同309億21百万円）で前期比78億40百万円の増加、固定資産は1,191億60百万円

（同1,156億80百万円）で前期比34億80百万円の増加となりました。これに対する当事業年度末の負債合計は、819

億81百万円（同755億16百万円）で前期比64億65百万円増加しましたが、そのうち流動負債は、543億80百万円（同

508億10百万円）で前期比35億69百万円の増加、固定負債は276億円（同247億５百万円）で前期比28億95百万円の増

加となりました。

 当事業年度末の純資産は、759億41百万円、純資産比率は48.1％となりました。その結果、１株あたり純資産額は

3,088円31銭となりました。

②　キャッシュ・フローの状況

当事業年度における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、棚卸資産の増加及び株式会社倉持薬局の

子会社化に伴う投資有価証券の取得等があったものの仕入債務が増加したこと、長期借入金による収入等により前

事業年度に比して42億49百万円増加し、191億２百万円となりました。

（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、105億99百万円となりました。これは主に棚卸資産の増加額が28億54百万円あっ

たものの、仕入債務の増加額が34億88百万円、税引前当期純利益が94億83百万円あったこと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、86億75百万円となりました。これは主に新規出店10店舗に係る有形固定資産の

取得等に64億51百万円、連結子会社の株式取得に係る投資有価証券の取得等に13億10百万円、差入敷金保証金の差

入等に４億74百万円を支出したこと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、23億25百万円となりました。これは主に、長期借入金の返済に160億２百万円、

配当金の支払に６億14百万円支出したものの、長期借入金による収入が186億円あったことによるものであります。

(3）利益配分に関する基本方針及び当期・次期の配当

　当社は株主への利益還元を最重要経営課題として位置づけるとともに、将来の事業展開を勘案し、経営基盤の充実・

強化による安定した成長を確保するために必要な内部留保を図りながら、継続的、安定的な配当を行うことを基本方

針としております。

　当連結会計年度におきましては、株主の皆様による日頃からのひとかたならぬご支援に感謝し、平成19年６月11日

開催予定の第40回定時株主総会において、１株につき普通配当５円を増配し30円とすることを付議する予定でありま

す。

　なお、内部留保資金につきましては、店舗の新設、増床および改装に伴う設備投資資金として充当する方針であり

ます。
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２．企業集団の状況
　当社グループは、医薬品、化粧品、日用雑貨、食料品及び酒類等を販売するドラッグストア並びに調剤を主体とした

薬局を営む小売業であります。

　事業の系統図は、次のとおりであります。

 

当

社 

一

般

消

費

者 

連結子会社 
株式会社倉持薬局 

商品の販売 

商品の販売 

当社グループ 
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３．経営方針
(1）会社の経営の基本方針

　当社グループの経営理念は、『ドラッグストア世界一へ向けて、日々革新し、向上しつづける経営をめざす。』及

び『お客様が健康で豊かな暮らしを実現するため、卓越したノウハウを生かした「普段の生活の拠点」を提供し、もっ

て社会に貢献する。』であります。

　それを実現すべく、当社ではメガ・ドラッグストアを展開しております。通常ドラッグストアは、売場面積90坪以

上と定義されておりますが、当社ではそれより大きな規模のドラッグストア（400坪以上）をメガ・ドラッグストアと

定義しております。

　その特長は、主要生活道路沿いに位置し、健康に欠かせない、そして日常生活に欠かせない商品を豊富に取り揃え、

低価格で提供し、且つ短時間でショッピングができるという利便性の高い生活密着型ストアであります。

　その基本コンセプトといたしましては、「ファーマシー・モア」つまり「医薬品にとどまらない、多様な商品を提

供することによりお客様の健康で快適な生活を実現する」ことであります。その実現に向け、今後も顧客第一主義の

もと、お客様の利便性を追求したメガ・ドラッグストアを基本とした店舗展開を図ってまいります。

　また、法令順守等の社会的責任を果たしつつ、株主、取引先、社員等の各ステークホルダーから支持される会社に

なるべく努力をしてまいります。

(2）目標とする経営指標

　当社グループは総資本の運用の効率化と適正な営業利益の確保を重視し、中長期的にＲＯＥ（自己資本当期純利益

率）10%以上を目標としております。

(3）中長期的な会社の経営戦略

　中長期的にドラッグストア業界は、薬事法改正に伴い、各社の出店競争の激化、他業態との境界の希薄化及び価格

競争による利益率の低下等、厳しい状況になるものと予想されます。更に、生き残りをかけた提携、合併等の動きが

活発になるものと思われます。

　当社グループといたしましては、一店舗一店舗が強力な店として確立していくことが他社との明確な差別化になる

と考えております。そのために、引き続きメガ・ドラッグストアの出店を通じて一店舗一店舗が競争に打ち勝つよう

強力な店づくりをめざし、これら強い店の店舗展開を進めていく方針であります。

　　　また、当社グループといたしましても、更なる市場占有率の向上を目的に、地域補完性等を考慮して戦略的に提携、

合併等を検討してまいります。

　　　更に、本格的な医薬分業時代を迎え、将来、調剤薬局の併設も積極的に進めるために社員教育に注力し、「最も身

近なヘルスケアセンター」を実現していく方針であります。

(4）会社の対処すべき課題

　当社グループにおいて、店舗出店が急速に進む中、店長となるべき人材の育成が重要であると考えており、次代を

担う人材の育成を図るべき教育カリキュラムの改善・実践に努めてまいる所存です。

　また、業務の効率化を図るために、独自の物流システムを構築する必要があると考えております。今後、作業シス

テムと物流システムとの融合に取組んでまいります。

　地球環境への配慮の観点から、省エネルギー対策を実施するべく、使用電力の削減に取り組むとともに、エコバッ

クの導入を進めてまいります。

(5）その他、会社の経営上重要な事項

 該当事項はありません。
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４．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３月15日）

区分
注記
番号

金額（百万円）
構成比
（％）

（資産の部）     

Ⅰ　流動資産     

１．現金及び預金   19,828  

２．売掛金   775  

３．商品   16,793  

４．貯蔵品   9  

５．前払費用   277  

６．未収入金   2,150  

７.　繰延税金資産   569  

８．その他   105  

流動資産合計   40,509 25.4

Ⅱ　固定資産     

１．有形固定資産     

(1）建物  ※１ 57,457   

減価償却累計額  21,204 36,253  

(2）構築物  17,457   

減価償却累計額  10,638 6,818  

(3）車両運搬具  74   

減価償却累計額  52 21  

（4）器具備品  9,583   

 減価償却累計額  6,864 2,719  

(4）土地  ※１  54,588  

(5）建設仮勘定   1,507  

有形固定資産合計   101,907 63.9

２．無形固定資産     

(1）借地権 ※１  3,861  

（2）のれん   928  

（3）ソフトウェア   321  

（4）電話加入権   39  

(5）その他   38  

無形固定資産合計   5,188 3.2
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当連結会計年度

（平成19年３月15日）

区分
注記
番号

金額（百万円）
構成比
（％）

３．投資その他の資産     

(1）投資有価証券   308  

(2）出資金   22  

（3）長期前払費用   1,121  

（4）差入敷金保証金   7,415  

 （5）繰延税金資産   3,080  

(6）その他   11  

貸倒引当金   △23  

投資その他の資産合計   11,935 7.5

固定資産合計   119,032 74.6

資産合計   159,542 100.0

     

（負債の部）     

Ⅰ　流動負債     

１．買掛金   35,091  

２．短期借入金  ※１  1,747  

３．１年以内長期借入金  ※１  12,025  

４．未払金   2,058  

５．未払費用   2,155  

６．未払法人税等   2,120  

７．未払消費税等   275  

８．預り金   173  

９．前受収益   52  

10．その他   0  

流動負債合計   55,699 34.9
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当連結会計年度

（平成19年３月15日）

区分
注記
番号

金額（百万円）
構成比
（％）

Ⅱ　固定負債     

１．長期借入金  ※１  24,075  

２．退職給付引当金   3,114  

３．役員退職慰労引当金   374  

４．長期預り保証金   336  

固定負債合計   27,901 17.5

負債合計   83,601 52.4

     

（純資産の部）     

Ⅰ　株主資本     

１．資本金   13,001 8.2

２．資本剰余金   14,882 9.3

３．利益剰余金   47,980 30.1

４．自己株式   △3 △0.0

株主資本合計   75,860 47.6

Ⅱ　評価・換算差額等     

１．その他有価証券評価差額
金

  57  

２．繰延ヘッジ損益   0  

評価・換算差額等合計   57 0.0

Ⅲ　新株予約権   22 0.0

純資産合計   75,941 47.6

負債純資産合計   159,542 100.0
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(2）連結損益計算書

当連結会計年度において、期末日が連結子会社のみなし取得日となり、連結貸借対照表のみが連結対象となるた

め、連結損益計算書は作成しておりません。

(3）連結株主資本等変動計算書

当連結会計年度は、期末日が連結子会社のみなし取得日となるため、連結株主資本等変動計算書は作成しており

ません。 

(4）連結キャッシュ・フロー計算書

当連結会計年度は、期末日が連結子会社のみなし取得日となるため、連結キャッシュ・フロー計算書は作成して

おりません。
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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16日
至　平成19年３月15日）

１．連結の範囲に関する事項 (1) 連結子会社の数　１社

　子会社の名称　　株式会社倉持薬局

 　当連結会計年度より連結子会社となりま

した。なお、期末日をみなし取得日として

いるため、当連結会計年度は貸借対照表の

みを連結しております。

  (2) 非連結子会社の名称等

 　該当事項はありません。

２．持分法の適用に関する事

項

 該当事項はありません。

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の末日は、12月31

日であり、連結財務諸表作成に当たっては、

同日現在の財務諸表を使用しております。

ただし、連結会計年度の末日までに発生し

た重要な取引は連結上必要な調整をするこ

ととしております。
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 項目

 当連結会計年度

 （自　平成18年３月16日

 　至　平成19年３月15日）

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 

 （イ）その他有価証券

時価のあるもの 

 　　　決算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）

 時価のないもの

移動平均法による原価法

  ロ　棚卸資産

(イ）商品

　売価還元法による原価法。ただし、調

剤薬品については総平均法による原価法

 (ロ）貯蔵品

最終仕入原価法

(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

　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、定額法によっております。

　主な耐用年数は以下のとおりであり

ます。

 建物　　　８～34年

構築物　　10～20年

器具備品　３～８年

 　なお、取得価額10万円以上20万円未

満の少額減価償却資産については、３

年間で均等償却する方法を採用してお

ります。

 ロ　無形固定資産

定額法

　なお、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

づく定額法によっております。

 ハ　長期前払費用

定額法

(3)　重要な引当金の計上基準 イ　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に基

づき、当連結会計年度末において発生し

ていると認められる額を計上しておりま

す。

　なお、数理計算上の差異については、

全額費用処理しております。
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 項目

 当連結会計年度

 （自　平成18年３月16日

 　至　平成19年３月15日）

 ロ　役員退職慰労引当金

　役員の退職慰労金の支出に備えるため、

会社の内規に定める当連結会計年度末要

支給相当額を計上しております。

  ハ　貸倒引当金

　売掛債権、貸付金等の貸倒損失に備え

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。

(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。

(5)　重要なヘッジ会計の方法 イ　ヘッジ会計の方法

　繰延ヘッジ処理を採用しております。

なお金利スワップの特例処理の要件を満

たす金利スワップについては、特例処理

を採用しております。

 ロ　ヘッジ手段とヘッジ対象

　ヘッジ手段はデリバティブ取引（金利

スワップ及び金利オプション）であり、

ヘッジ対象は固定金利又は変動金利の借

入金の金利変動リスクであります。

 ハ　ヘッジ方針

　金利変動リスクに晒されている負債に

係るリスクを回避する目的と市場の実勢

金利に合わせるという目的を達成する範

囲で行う方針であり、投機目的の取引及

びレバレッジ効果の高いデリバティブ取

引は行わない方針であります。

 二　ヘッジの有効性評価の方法

　ヘッジ手段及びヘッジ対象について、

毎決算期末（中間期末を含む）に個別取

引毎のヘッジ効果を検証しておりますが、

ヘッジ対象の負債とデリバティブ取引に

ついて、元本・利率・期間等の条件が同

一の場合は、ヘッジ効果が極めて高いこ

とから本検証を省略しております。

 ホ　その他リスク管理方法のうちヘッジ会

計に係るもの

　取締役会において、定期的に取引の運

用状況を報告しており、取引の実行及び

管理は管理部長が中心となって、管理部

で行っております。なお、取引に関する

管理規定は特に設けておりません。
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 項目

 当連結会計年度

 （自　平成18年３月16日

 　至　平成19年３月15日）

（6）　キャッシュ・フロー計

算書における資金の範囲

　手許現金、要求払預金及び取得日から

３ヶ月以内に満期日の到来する流動性の高

い預金を計上しております。

（7）　その他財務諸表作成の

ための重要な事項

イ　賞与の支給見込額

　従業員の賞与の支給に備えるため、支

給見込額の期間対応額を未払費用として

計上しております。

 ロ　消費税等の会計処理

　消費税等の会計処理は、税抜方式に

よっております。

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。
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追加情報

当連結会計年度
（自　平成18年３月16日
至　平成19年３月15日）

（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75,918百万円で

あります。

　なお、財務諸表等規則の改正により、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

財務諸表等規則により作成しております。

（ストックオプション等に関する会計基準）

　当連結会計年度より、「ストック・オプション等に関す

る会計基準」（企業会計基準委員会　平成17年12月27日　

企業会計基準第８号）及び「ストック・オプション等に関

する会計基準の適用指針」（企業会計基準委員会　平成18

年５月31日　企業会計基準適用指針第11号）を適用してお

ります。

（役員賞与に関する会計基準）

　当連結会計年度より「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。
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注記事項

（連結貸借対照表関係）

当事業年度
（平成19年３月15日）

※１　担保に供している資産

建物  13,026百万円

土地  35,800百万円

借地権  51百万円

計  48,878百万円

（同上に対する債務）

短期借入金  1,747百万円

１年内返済予定

長期借入金

 
11,194百万円

長期借入金  22,743百万円

計  35,684百万円

（連結損益計算書関係）

　当連結会計年度は、期末日が連結子会社のみなし取得日となるため、連結損益計算書は作成しておりません。

（連結株主資本等変動計算書関係）

当連結会計年度は、期末日が連結子会社のみなし取得日となるため、連結株主資本等変動計算書は作成しており

ません。

（連結キャッシュ・フロー計算書関係）

当連結会計年度は、期末日が連結子会社のみなし取得日となるため、連結キャッシュ・フロー計算書は作成して

おりません。
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①　リース取引

        　決算発表時における開示の必要性が大きくないと判断されるため、開示を省略しております。

②　有価証券

決算発表時における開示の必要性が大きくないと判断されるため、開示を省略しております。

③　デリバティブ取引

決算発表時における開示の必要性が大きくないと判断されるため、開示を省略しております。

④　退職給付

決算発表時における開示の必要性が大きくないと判断されるため、開示を省略しております。

⑤　ストック・オプション等

決算発表時における開示の必要性が大きくないと判断されるため、開示を省略しております。

⑥　税効果会計

決算発表時における開示の必要性が大きくないと判断されるため、開示を省略しております。

⑦　セグメント情報

ａ．事業の種類別セグメント情報

当連結会計年度（自　平成18年３月16日　至　平成19年３月15日） 

当社グループは、全て同一セグメントに属するため、該当事項はありません。 

ｂ．所在地別セグメント情報

当連結会計年度（自　平成18年３月16日　至　平成19年３月15日）

本邦以外の国又は地域に所在する連結子会社及び重要な存外支店がないため、該当事項はありません。

ｃ．海外売上高

当連結会計年度（自　平成18年３月16日　至　平成19年３月15日） 

海外売上高がないため該当事項はありません。 

⑧　関連当事者との取引

該当事項はありません。

⑨１株当たり情報

項目
当連結会計年度

（自　平成18年３月16日
至　平成19年３月15日）

１株当たり純資産額 3,088円31銭

　（注）　当連結会計年度については、連結損益計算書を作成しないため、１株当たり当期純利益及び潜在株式調整後１

株当たり当期純利益は、記載を省略しております。

⑩重要な後発事象

該当事項はありません。
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５．個別財務諸表等
(1）貸借対照表

  
前事業年度

（平成18年３月15日）
当事業年度

（平成19年３月15日）
対前年比

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)

（資産の部）         

Ⅰ　流動資産         

１　現金及び預金   14,852   19,102  4,249

２　売掛金   428   751  322

３　商品   13,080   15,935  2,854

４　貯蔵品   5   5  △0

５　前払費用   266   254  △12

６　未収入金   1,742   2,046  303

７　繰延税金資産   542   560  18

８　その他   1   105  104

流動資産合計   30,921 21.1  38,761 24.5 7,840

Ⅱ　固定資産         

１　有形固定資産         

(1）建物 ※１ 53,527   56,752    

減価償却累計額  18,748 34,778  20,860 35,892  1,113

(2）構築物  16,724   17,370    

減価償却累計額  9,428 7,296  10,589 6,780  △515

(3）車両運搬具  47   47    

減価償却累計額  24 22  34 13  △9

(4）器具備品  8,937   9,366    

減価償却累計額  6,115 2,822  6,704 2,661  △160

(5）土地 ※１  53,455   54,514  1,059

(6）建設仮勘定   1,688   1,507  △181

有形固定資産合計   100,063 68.2  101,369 64.2 1,305

２　無形固定資産         

(1）借地権 ※１  3,691   3,848  157

(2）ソフトウェア   334   318  △15

(3）電話加入権   35   35  －

(4）その他   34   38  3

無形固定資産合計   4,096 2.8  4,241 2.7 145
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前事業年度

（平成18年３月15日）
当事業年度

（平成19年３月15日）
対前年比

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)

３　投資その他の資産         

(1）投資有価証券   344   302  △41

（2）関係会社株式   －   1,310  1,310

(3）出資金   22   22  －

(4）長期前払費用   1,349   1,110  △238

（5） 関係会社長期貸付金   －   560  560

(6）差入敷金保証金   6,972   7,215  243

(7）繰延税金資産   2,819   3,041  222

(8）その他   12   9  △3

 　貸倒引当金   －   △23  △23

投資その他の資産合計   11,520 7.9  13,549 8.6 2,029

固定資産合計   115,680 78.9  119,160 75.5 3,480

資産合計   146,601 100.0  157,922 100.0 11,321

         

（負債の部）         

Ⅰ　流動負債         

１　買掛金   30,545   34,034  3,488

２　短期借入金 ※１  1,447   1,747  300

３　１年内返済予定長期借
入金

※１  11,784   11,937  152

４　未払金   2,388   2,058  △329

５　未払費用   1,898   2,027  129

６　未払法人税等   2,110   2,096  △14

７　未払消費税等   205   264  58

８　預り金   394   163  △231

９　前受収益   36   52  15

10　その他   0   0  0

流動負債合計   50,810 34.7  54,380 34.4 3,569
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前事業年度

（平成18年３月15日）
当事業年度

（平成19年３月15日）
対前年比

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)

Ⅱ　固定負債         

１　長期借入金 ※１  21,376   23,820  2,444

２　退職給付引当金   2,721   3,069  347

３　役員退職慰労引当金   326   374  48

４　長期預り保証金   276   336  59

５　その他   4   －  △4

固定負債合計   24,705 16.8  27,600 17.5 2,895

負債合計   75,516 51.5  81,981 51.9 6,465

         

（資本の部）         

Ⅰ　資本金 ※２  12,980 8.9  － － △12,980

Ⅱ　資本剰余金         

１　資本準備金   14,860   －  △14,860

資本剰余金合計   14,860 10.1  － － △14,860

Ⅲ　利益剰余金         

１　利益準備金   1,158   －  △1,158

２　任意積立金         

(1）固定資産圧縮積立金  17   －    

(2）特別償却準備金  5   －    

(3）別途積立金  36,600 36,622  － －  △36,622

３　当期未処分利益   5,382   －  △5,382

利益剰余金合計   43,164 29.4  － － △43,164

Ⅳ　その他有価証券評価差額
金

※４  82 0.1  － － △82

Ⅴ　自己株式 ※３  △3 △0.0  － － 3

資本合計   71,085 48.5  － － △71,085

負債資本合計   146,601 100.0  － － △146,601
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前事業年度

（平成18年３月15日）
当事業年度

（平成19年３月15日）
対前年比

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)

（純資産の部）         

Ⅰ　株主資本         

１　資本金   － －  13,001 8.2 13,001

２　資本剰余金         

(1）資本準備金  －   14,882    

(2）その他資本剰余金  －   －    

資本剰余金合計   － －  14,882 9.4 14,882

３　利益剰余金         

(1）利益準備金  －   1,158    

(2）その他利益剰余金         

別途積立金  －   40,000    

圧縮積立金  －   17    

特別償却準備金  －   1    

繰越利益剰余金  －   6,802    

利益剰余金合計   － －  47,980 30.4 47,980

４　自己株式   － －  △3 △0.0 △3

株主資本合計   － －  75,860 48.0 75,860

Ⅱ　評価・換算差額等         

１　その他有価証券評価差
額金

  －   57  57

２　繰延ヘッジ損益   －   0  0

評価・換算差額等合計   － －  57 0.0 57

Ⅲ　新株予約権   － －  22 0.0 22

純資産合計   － －  75,941 48.1 75,941

負債純資産合計   － －  157,922 100.0 157,922
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(2）損益計算書

  
前事業年度

（自　平成17年３月16日
至　平成18年３月15日）

当事業年度
（自　平成18年３月16日
至　平成19年３月15日）

対前年比

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)

Ⅰ　売上高   200,161 100.0  207,337 100.0 7,175

Ⅱ　売上原価         

１　商品期首棚卸高  11,915   13,080    

２　当期商品仕入高  157,918   165,497    

合計  169,834   178,578    

３　商品期末棚卸高  13,080 156,753 78.3 15,935 162,643 78.4 5,889

売上総利益   43,408 21.7  44,694 21.6 1,286

Ⅲ　販売費及び一般管理費         

１　広告宣伝費  2,288   2,579    

２　給料手当  13,875   15,154    

３　退職給付費用  357   411    

４　役員退職慰労引当金繰
入額

 84   48    

５　法定福利費  1,551   1,683    

６　水道光熱費  1,730   1,877    

７　消耗品費  1,070   1,059    

８　租税公課  892   896    

９　減価償却費  4,693   4,794    

10　賃借料  3,462   4,110    

11　その他  2,297 32,304 16.2 2,487 35,103 17.0 2,798

営業利益   11,103 5.5  9,590 4.6 △1,512

Ⅳ　営業外収益         

１　受取利息  24   30    

２　受取配当金  10   2    

３　受取協賛金  249   173    

４　受取手数料  173   220    

５　受取賃貸料  243   280    

６　補助金収入  12   34    

７　その他  46 759 0.4 45 787 0.4 27
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前事業年度

（自　平成17年３月16日
至　平成18年３月15日）

当事業年度
（自　平成18年３月16日
至　平成19年３月15日）

対前年比

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)

Ⅴ　営業外費用         

１　支払利息  424   398    

２　社債利息  0   －    

３　支払手数料  107   83    

４　賃貸原価  69   76    

５　その他  63 665 0.3 105 665 0.3 0

経常利益   11,198 5.6  9,713 4.7 △1,485

Ⅵ　特別利益         

１　固定資産売却益 ※１ 3 3 0.0 10 10 0.0 6

Ⅶ　特別損失         

１　固定資産除却損 ※２ 13   203    

２　固定資産売却損  －   －    

３　減損損失 ※３ 4,109   －    

４　その他  11 4,134 2.1 36 240 0.1 △3,894

税引前当期純利益   7,066 3.5  9,483 4.6 2,416

法人税、住民税及び事
業税

 4,573   4,224    

法人税等調整額  △1,660 2,913 1.4 △225 3,999 2.0 1,086

当期純利益   4,153 2.1  5,483 2.6 1,330

前期繰越利益   1,229   －  －

当期未処分利益   5,382   －  －
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　(3）利益処分計算書及び株主資本等変動計算書

 　利益処分計算書  

前事業年度
（平成18年３月期）

区分
注記
番号

金額（百万円）

Ⅰ　当期未処分利益   5,382

Ⅱ　任意積立金取崩高    

特別償却準備金取崩額  1 1

合計   5,384

Ⅲ　利益処分額    

１．配当金  614  

２．役員賞与金  54  

(うち監査役賞与金）  (6)  

３．任意積立金    

 　　別途積立金  3,400 4,068

Ⅳ　次期繰越利益   1,316
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株式資本等変動計算書

 　　　　　当事業年度（自　平成18年３月16日　至　平成19年３月15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
本合計資本準

備金

資本剰
余金合
計

利益準
備金

その他利益剰余金
 

利益剰余
金合計

別途積立
金

圧縮積立
金

 特別償却
準備金

繰越利益
剰余金

平成18年３月15日　残高
（百万円）

12,980 14,860 14,860 1,158 36,600 17 5 5,382 43,164 △3 71,002

事業年度中の変動額            

新株の発行 21 21 21        42

剰余金の配当（注）        △614 △614  △614

利益処分による役員賞
与 （注）

       △54 △54  △54

別途積立金の積立て
（注） 

    3,400   △3,400 －  －

特別償却準備金の取崩       △3 3 －  －

当期純利益        5,483 5,483  5,483

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
（百万円）

21 21 21  3,400  △3 1,419 4,815  4,857

平成19年３月15日　残高
（百万円）

13,001 14,882 14,882 1,158 40,000 17 1 6,802 47,980 △3 75,860

 

評価・換算差額等

新株予約権 純資産合計
その他有価証券
評価差額金

繰延ヘッジ損益
評価・換算差額
等合計

平成18年３月15日　残高
（百万円）

82 － 82 － 71,085

事業年度中の変動額      

新株の発行     42

剰余金の配当（注）     △614

利益処分による役員賞与（注）     △54

別途積立金の積立て（注）     －

特別償却準備金の取崩     －

当期純利益     5,483

株主資本以外の項目の事業年度中
の変動額（純額）

△24 0 △24 22 △1

事業年度中の変動額合計
（百万円）

△24 0 △24 22 4,856

平成19年３月15日　残高
（百万円）

57 0 57 22 75,941

 　（注）平成18年６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）キャッシュ・フロー計算書

  
前事業年度

（自　平成17年３月16日
至　平成18年３月15日）

当事業年度 
（自　平成18年３月16日 
至　平成19年３月15日） 

 
対前年比 

 

区分
注記
番号

金額（百万円） 金額（百万円） 増減（百万円） 

Ⅰ　営業活動によるキャッ
シュ・フロー

    

１　税引前当期純利益  7,066 9,483  

２　減価償却費  4,725 4,825  

３　減損損失  4,109 －  

４　固定資産除却損  10 197  

５　貸倒引当金の増加額  － 23  

６　退職給付引当金の増加
額

 281 347  

７　役員退職慰労引当金の
増加額（△減少額）

 △160 48  

８　受取利息及び配当金  △34 △32  

９　支払利息  424 398  

10　固定資産売却益  △3 △10  

11　その他の損益  △130 △90  

12　売上債権の増加額  △94 △322  

13　棚卸資産の増加額  △1,166 △2,854  

14　前払費用の減少額（△
増加額）

 △40 23  

15　未収入金の増加額  △254 △303  

16　その他流動資産の増加
額（△減少額）

 1 △104  

17　仕入債務の増加額  870 3,488  

18　未払金の増加額  95 168  

19　未払消費税等の増加額
（△減少額）

 △246 58  

20　未払費用の増加額  124 133  

21　預り金の増加額（△減
少額）

 91 △241  

22　前受収益の減少額  5 15  

23　その他流動負債の増加
額（△減少額）

 △1 0  

24　その他固定負債の増加
額

 30 70  

25　役員賞与の支払額  △75 △54  

26　その他  △27 △21  

小計  15,601 15,248 △353
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前事業年度

（自　平成17年３月16日
至　平成18年３月15日）

当事業年度 
（自　平成18年３月16日 
至　平成19年３月15日） 

 
対前年比 

 

区分
注記
番号

金額（百万円） 金額（百万円） 増減（百万円） 

27　利息及び配当金の受取
額

 10 3  

28　利息の支払額  △419 △413  

29　法人税等の支払額  △5,888 △4,238  

営業活動によるキャッ
シュ・フロー

 9,304 10,599 1,295

Ⅱ　投資活動によるキャッ
シュ・フロー

    

１　有形固定資産の取得に
よる支出

 △9,121 △6,451  

２　有形固定資産の売却に
よる収入

 8 84  

３　無形固定資産の取得に
よる支出

 △440 △148  

４　投資有価証券の取得等
による支出 

 － △1,310  

５　貸付による支出  － △562  

６　貸付金の回収による収
入 

 － 1  

７　長期前払費用の増加に
よる支出

 △329 △53  

８　差入敷金保証金の差入
による支出

 △956 △474  

９　差入敷金保証金の返還
による収入

 257 239  

10　その他投資等の増加に
よる支出

 △5 －  

11　その他投資等の減少に
よる収入

 0 －  

投資活動によるキャッ
シュ・フロー

 △10,585 △8,675 1,910
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前事業年度

（自　平成17年３月16日
至　平成18年３月15日）

当事業年度 
（自　平成18年３月16日 
至　平成19年３月15日） 

 
対前年比 

 

区分
注記
番号

金額（百万円） 金額（百万円） 増減（百万円） 

Ⅲ　財務活動によるキャッ
シュ・フロー

    

 １　短期借入による純増加
額

 － 300  

２　長期借入による収入  11,100 18,600  

３　長期借入金の返済によ
る支出

 △12,191 △16,002  

４　社債の償還による支出  △133 －  

５　株式の発行による収入  245 42  

６　自己株式の取得による
支出

 △1 －  

７　配当金の支払額  △612 △614  

財務活動によるキャッ
シュ・フロー

 △1,592 2,325 3,917

Ⅳ　現金及び現金同等物の増
加額（△減少額）

 △2,873 4,249 7,123

Ⅴ　現金及び現金同等物の期
首残高

 17,726 14,852 △2,873

Ⅵ　現金及び現金同等物の期
末残高

 14,852 19,102 4,249
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継続企業の前提に重要な疑義を抱かせる事象又は状況

前事業年度（自　平成17年３月16日　至　平成18年３月15日）

　該当事項はありません。

当事業年度（自　平成18年３月16日　至　平成19年３月15日）

　該当事項はありません。
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重要な会計方針

項目
前事業年度

（自　平成17年３月16日
至　平成18年３月15日）

当事業年度
（自　平成18年３月16日
至　平成19年３月15日）

１　有価証券の評価基準及び

評価方法

(1）その他有価証券

時価のあるもの

　決算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）

(1）その他有価証券

時価のあるもの

決算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）

 時価のないもの

移動平均法による原価法

時価のないもの

同左

２　棚卸資産の評価基準及び

評価方法

(1）商品

　売価還元法による原価法。ただし、調

剤薬品については総平均法による原価法

(1）商品

同左

 (2）貯蔵品

最終仕入原価法

(2）貯蔵品

同左

３　固定資産の減価償却の方

法

(1）有形固定資産

定率法

　ただし、平成10年４月１日以降に取

得した建物（建物附属設備を除く）に

ついては、定額法によっております。

　主な耐用年数は以下のとおりであり

ます。

(1）有形固定資産

同左

 

 建物　　　８～34年

構築物　　10～20年

器具備品　３～８年

 

 　なお、取得価額10万円以上20万円未

満の少額減価償却資産については、３

年間で均等償却する方法を採用してお

ります。

 

 (2）無形固定資産

定額法

　なお、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

づく定額法によっております。

(2）無形固定資産

同左

　

 (3）長期前払費用

定額法

(3）長期前払費用

　　同左

４　引当金の計上基準 (1）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に基づき、当期

末において発生していると認められる額

を計上しております。

　なお、数理計算上の差異については、

全額費用処理しております。

(1）退職給付引当金

同左
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項目
前事業年度

（自　平成17年３月16日
至　平成18年３月15日）

当事業年度
（自　平成18年３月16日
至　平成19年３月15日）

 (2）役員退職慰労引当金

　役員の退職慰労金の支出に備えるため、

会社の内規に定める期末要支給相当額を

計上しております。

(2）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

６　ヘッジ会計の方法 (1）ヘッジ会計の方法

　繰延ヘッジ処理を採用しております。

なお金利スワップの特例処理の要件を満

たす金利スワップについては、特例処理

を採用しております。

(1）ヘッジ会計の方法

同左

 (2）ヘッジ手段とヘッジ対象

　ヘッジ手段はデリバティブ取引（金利

スワップ及び金利オプション）であり、

ヘッジ対象は固定金利又は変動金利の借

入金の金利変動リスクであります。

(2）ヘッジ手段とヘッジ対象

同左

 (3）ヘッジ方針

　金利変動リスクに晒されている負債に

係るリスクを回避する目的と市場の実勢

金利に合わせるという目的を達成する範

囲で行う方針であり、投機目的の取引及

びレバレッジ効果の高いデリバティブ取

引は行わない方針であります。

(3）ヘッジ方針

同左

 (4）ヘッジの有効性評価の方法

　ヘッジ手段及びヘッジ対象について、

毎決算期末（中間期末を含む）に個別取

引毎のヘッジ効果を検証しておりますが、

ヘッジ対象の負債とデリバティブ取引に

ついて、元本・利率・期間等の条件が同

一の場合は、ヘッジ効果が極めて高いこ

とから本検証を省略しております。

(4）ヘッジの有効性評価の方法

同左

 (5）その他リスク管理方法のうちヘッジ会

計に係るもの

　取締役会において、定期的に取引の運

用状況を報告しており、取引の実行及び

管理は管理部長が中心となって、管理部

で行っております。なお、取引に関する

管理規定は特に設けておりません。

(5）その他リスク管理方法のうちヘッジ会

計に係るもの

同左
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項目
前事業年度

（自　平成17年３月16日
至　平成18年３月15日）

当事業年度
（自　平成18年３月16日
至　平成19年３月15日）

７　キャッシュ・フロー計算

書における資金の範囲

　手許現金、要求払預金及び取得日から

３ヶ月以内に満期日の到来する流動性の高

い預金を計上しております。

──────

８　その他財務諸表作成のた

めの重要な事項

(1）賞与の支給見込額

　従業員の賞与の支給に備えるため、支

給見込額の期間対応額を未払費用として

計上しております。

(1）賞与の支給見込額

同左

 (2）消費税等の会計処理

　消費税等の会計処理は、税抜方式に

よっております。

(2）消費税等の会計処理

同左
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会計処理方法の変更

前事業年度
（自　平成17年３月16日
至　平成18年３月15日）

当事業年度
（自　平成18年３月16日
至　平成19年３月15日）

（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」（「固定資産の減損

に係る会計基準の設定に関する意見書」（企業会計審議会

　平成14年８月９日））及び「固定資産の減損に係る会計

基準の適用指針」（企業会計基準委員会　平成15年10月31

日　企業会計基準適用指針第６号）が平成16年３月31日に

終了する事業年度に係る財務諸表から適用できることに

なったことに伴い、当事業年度から同会計基準及び同適用

指針を適用しております。

　これにより税引前当期純利益が4,109百万円減少してお

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75,918百万円で

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。

────── （ストックオプション等に関する会計基準）

　当事業年度より、「ストック・オプション等に関する会

計基準」（企業会計基準委員会　平成17年12月27日　企業

会計基準第８号）及び「ストック・オプション等に関する

会計基準の適用指針」（企業会計基準委員会　平成18年５

月31日　企業会計基準適用指針第11号）を適用しておりま

す。

　これにより、営業利益、経常利益及び税引前当期純利益

は、それぞれ22百万円減少しております。

──────  （役員賞与に関する会計基準）

　当事業年度より「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、税引前当期純利益は、

それぞれ54百万円減少しております。
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表示方法の変更

前事業年度
（自　平成17年３月16日
至　平成18年３月15日）

当事業年度
（自　平成18年３月16日
至　平成19年３月15日）

　営業外費用の賃貸原価は営業外費用の100分の10を超え

たため、区分掲記することとしました。なお、前事業年度

は営業外費用のその他に50百万円含まれております。

 ──────

追加情報

前事業年度
（自　平成17年３月16日

至　平成18年３月15日）

当事業年度
（自　平成18年３月16日
至　平成19年３月15日）

　「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日に公布され、平成16年４月１日

以後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書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190百万円増加し、

営業利益、経常利益及び税引前当期純利益が、190百万円

減少しております。

 ──────
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注記事項

（貸借対照表関係）

前事業年度
（平成18年３月15日）

当事業年度
（平成19年３月15日）

※１　担保に供している資産 ※１　担保に供している資産

建物  13,940百万円

土地  38,418百万円

借地権  51百万円

計  52,411百万円

建物  12,757百万円

土地  35,726百万円

借地権  51百万円

計  48,535百万円

（同上に対する債務） （同上に対する債務）

短期借入金  1,447百万円

１年内返済予定

長期借入金

 
10,988百万円

長期借入金  19,588百万円

計  32,023百万円

短期借入金  1,747百万円

１年内返済予定

長期借入金

 
11,116百万円

長期借入金  22,428百万円

計  35,291百万円

※２　授権株数 普通株式 52,000,000株

発行済株式総数 普通株式 24,569,820株

※２　　　　　　　 ──────

※３　自己株式数 普通株式 851株 ※３　　　　　　　 ──────

※４　配当制限

　有価証券の時価評価により、純資産額が82百万円増

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。

※４　　　　　　　 ──────
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（損益計算書関係）

前事業年度
（自　平成17年３月16日
至　平成18年３月15日）

当事業年度
（自　平成18年３月16日
至　平成19年３月15日）

※１　固定資産売却益の内訳は次のとおりであります。 ※１　固定資産売却益の内訳は次のとおりであります。

土地 3百万円 土地 9百万円

器具備品 　0百万円

※２　固定資産除却損の内訳は次のとおりであります。 ※２　固定資産除却損の内訳は次のとおりであります。

建物 1百万円

構築物 6百万円

器具備品 5百万円

建物 21百万円

構築物 4百万円

器具備品 9百万円

ソフトウェア 168百万円

※３　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。

※３　 　　　　　　──────

用途 場所 種類 金額

営業店舗 埼玉県他 建物 288百万円

  土地 2,106百万円

  借地権 13百万円

  計 2,408百万円

賃貸店舗等 茨城県他 建物 101百万円

  土地 1,576百万円

  借地権 22百万円

  計 1,701百万円

　当社は、各店舗単位を資産グループとして減損会計

を適用しております。減損は主に土地の市場価額の著

しい下落等を要因としており、各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（4,109百万円）として特別損失に計上いたしまし

た。

　その内訳は建物390百万円、土地3,682百万円、借地

権36百万円であります。

　資産グループの回収可能価額は使用価値により測定

しており、将来キャッシュ・フローを4.9％で割り引

いて算定しております。

　なお、一部の資産グループの回収可能価額について

は、正味売却可能価額により算定しております。
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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16日　至　平成19年３月15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

 
前事業年度末株式
数（株）

当事業年度増加株
式数（株）

当事業年度減少株
式数（株）

当事業年度末株式
数（株）

発行済株式     

普通株式 24,569,820 13,600 － 24,583,420

合計 24,569,820 13,600 － 24,583,420

自己株式     

普通株式 851 － － 851

合計 851 － － 851

 ２．新株予約権及び自己新株予約権に関する事項

区分 新株予約権の内訳

新株予約権
の目的とな
る株式の種
類

新株予約権の目的となる株式の数（株）
当連結会計
年度末残高
（百万円）

前連結会計
年度末

当連結会計
年度増加

当連結会計
年度減少

当連結会計
年度末

提出会社 ストック・オプションと

しての新株予約権
－ － － － － 22

合計 － － － － － 22

 ３．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8日

定時株主総会
普通株式 614 25 平成18年3月15日 平成18年6月9日

 (2）基準日が当期に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌期となるもの

 　　　　　　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
（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19年6月11日

定時株主総会
普通株式 737  利益剰余金 30 平成19年3月15日 平成19年6月12日
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（キャッシュ・フロー計算書関係）

前事業年度
（自　平成17年３月16日
至　平成18年３月15日）

当事業年度
（自　平成18年３月16日 
至　平成19年３月15日） 

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

 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

現金及び預金 14,852百万円

預金期間が３ヶ月を超える定期預金 －百万円

現金及び現金同等物の期末残高 14,852百万円

現金及び預金 19,102百万円

預金期間が３ヶ月を超える定期預金 －百万円

現金及び現金同等物の期末残高 19,102百万円
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（リース取引関係）

前事業年度
（自　平成17年３月16日
至　平成18年３月15日）

当事業年度
（自　平成18年３月16日
至　平成19年３月15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

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

　　リース物件の所有権が借主に移転すると認められるも

の以外のファイナンス・リース取引

１　リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当

額及び期末残高相当額

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 22 18 3

 ソフトウェア 13 12 0

計 36 31 4

（注）取得価額相当額は、未経過リース料期末残高が有形

固定資産の期末残高等に占める割合が低いため、支

払利子込み法により算定しております。

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 14 6 8

 ソフトウェア － － －

合計 14 6 8

（注）取得価額相当額は、未経過リース料期末残高が有形

固定資産の期末残高等に占める割合が低いため、支

払利子込み法により算定しております。

２　未経過リース料 ２　未経過リース料

 １年内 3百万円

 １年超 1百万円

合計 4百万円

（注）未経過リース料期末残高相当額は、未経過リース料

期末残高が有形固定資産の期末残高等に占める割合

が低いため、支払利子込み法により算定しておりま

す。

 １年内 2百万円

 １年超 5百万円 

合計 8百万円

（注）未経過リース料期末残高相当額は、未経過リース料

期末残高が有形固定資産の期末残高等に占める割合

が低いため、支払利子込み法により算定しておりま

す。

３　支払リース料及び減価償却費相当額 ３　支払リース料及び減価償却費相当額

 支払リース料 11百万円

 減価償却費相当額 11百万円

 支払リース料 3百万円

 減価償却費相当額 3百万円

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

 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。 
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（有価証券関係）

 　１　その他有価証券で時価のあるもの  

 区分

前事業年度
（平成18年３月15日現在）

 当事業年度
 （平成19年３月15日）

貸借対照表計上額
（百万円）

時価（百万円） 差額（百万円）
貸借対照表計上額

 （百万円）
時価（百万円） 差額（百万円）

 株式 204 342 137 204 301 96

 合計 204 342 137 204 301 96

 　２　その他有価証券で時価評価されていないもの  

 区分

前事業年度
（平成18年３月15日現在）

当事業年度 
（平成19年３月15日現在） 

貸借対照表計上額
（百万円）

 貸借対照表計上額
（百万円） 

非上場株式 1 1

 合計 1 1

 　３　前事業年度（自平成17年３月16日　至平成18年３月15日）及び当事業年度（自平成18年３月16日　至平成19年３月

15日）における子会社株式で時価のあるものはありません。
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（デリバティブ取引関係）

前事業年度

（平成18年３月15日現在）

当事業年度

（平成19年３月15日現在）

該当事項はありません。

 　なお、金地スワップ取引及び金利オプション取引を行っ

ておりますが、いずれもヘッジ会計を適用しておりますの

で、注記の対象から除いております。

　　同左

 

（退職給付関係）

 　１.採用している退職給付の概要

 　　　当社は、給付確定型の制度として退職一時金制度を設けております。また、従業員の退職等に際して、退職給付会

計に準拠した数理計算による退職給付債務の対象とされない割増退職金を支払う場合があります。

 　２．退職給付債務及びその内訳  

 
前事業年度

 （平成18年３月15日現在）

当事業年度 

（平成19年３月15日現在） 

 (1)退職給付債務（百万円） △2,721 △3,069

 (2)年金資産（百万円） ― ―

 (3)未積立退職給付債務(1)＋(2)（百万円） △2,721 △3,069

 (4)会計基準変更時差異の未処理額（百万円） ― ―

 (5)未認識数理計算上の差異（百万円） ― ―

 (6)未認識過去勤務債務（百万円） ― ―

 (7)貸借対照表計上額純額(3)＋(4)＋(5)＋(6)（百万円） △2,721 △3,069

 (8)前払年金費用（百万円） ― ―

 (9)退職給付引当金(7)－(8)（百万円） △2,721 △3,069

 　３．退職給付費用の内訳  

 
前事業年度

 （平成18年３月15日現在）

当事業年度 

（平成19年３月15日現在） 

 (1)勤務費用（百万円） 295 327

 (2)利息費用（百万円） 48 54

 (3)期待運用収益（百万円） ― ―

 (4)数理計算上の差異の費用処理額（百万円） 13 24

 　４．退職給付債務等の計算の基礎に関する事項  

 
前事業年度

 （平成18年３月15日現在）

 

 

当事業年度 

（平成19年３月15日現在） 

 

 

 (1)割引率 2.0 ％ 2.0  ％

 (2)期待運用収益率 ―  ―  

 (3)退職給付見込額の期間配分方法  期間定額基準   期間定額基準  

 (4)過去勤務費用の処理年数 ―  ―  

 (5)数理計算上の差異の処理年数 １年  １年  
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（税効果会計関係）

前事業年度
（自　平成17年３月16日
至　平成18年３月15日）

当事業年度
（自　平成18年３月16日
至　平成19年３月15日）

 １　繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の

内訳

 　(1)流動資産

 　　繰延税金資産

 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

 　(1)流動資産

　　 繰延税金資産

 未払賞与 273百万円

 商品券に係る預り金 148百万円

 商品券見積原価 △119百万円

 法定福利費 58百万円

 未払事業税 163百万円

 未払事業所税 18百万円

 繰延税金資産合計 542百万円

 繰延税金資産の純額 542百万円

 未払賞与 289百万円

 商品券に係る預り金 59百万円

 商品券見積原価 △47百万円

 法定福利費 62百万円

 未払事業税 180百万円

 未払事業所税 20百万円

 その他 △4百万円

 繰延税金資産合計 560百万円

 繰延税金資産の純額 560百万円

 　(2)固定資産

　　　繰延税金資産

 退職給付引当金 1,076百万円

 役員退職慰労引当金 131百万円

 什器備品償却超過額 31百万円

 減損損失 1,649百万円

 繰延税金資産合計 2,889百万円

 

 　　繰延税金負債

 土地圧縮積立金 △12百万円

 特別償却準備金 △2百万円

 投資有価証券 △55百万円

 繰延税金負債合計 △70百万円

 繰延税金資産の純額 2,819百万円

　(2)固定資産

　　　繰延税金資産

 退職給付引当金 1,239百万円

 役員退職慰労引当金 151百万円

 固定資産償却超過額 66百万円

 減損損失 1,636百万円

 その他 0百万円

 繰延税金資産合計 3,094百万円

 　　繰延税金負債

 土地圧縮積立金 △12百万円

 特別償却準備金 △0百万円

 投資有価証券 △39百万円

 繰延税金負債合計 △52百万円

 繰延税金資産の純額 3,041百万円

 ２　法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率

との差異の原因となった項目別の内訳

法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率

との間の差異が法定実効税率の百分の五以下であるため

注記を省略しております。

 ２　法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担

率との差異の原因となった項目別の内訳 

 同左
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（１株当たり情報）

項目
前事業年度

（自　平成17年３月16日
至　平成18年３月15日）

当事業年度
（自　平成18年３月16日
至　平成19年３月15日）

１株当たり純資産額 2,891円08銭 3,088円31銭

１株当たり当期純利益 167円12銭 223円11銭

潜在株式調整後１株当たり当期純利益 166円70銭 223円09銭

　（注）１.１株当たり当期純利益及び潜在株式調整後１株当たり当期純利益の算定上の基礎

項目
前事業年度

（自　平成17年３月16日
至　平成18年３月15日）

当事業年度
（自　平成18年３月16日
至　平成19年３月15日）

損益計算書上の当期純利益（百万円） 4,153 5,483

普通株式に係る当期純利益（百万円） 4,099 5,483

普通株主に帰属しない金額（百万円）   

利益処分による役員賞与金 54 －

普通株式の期中平均株式数（株） 24,529,083 24,578,863

潜在株式調整後１株当たり当期純利益の算定

に用いられた普通株式増加数の主要な内訳
  

新株引受権（株） 11,053 1,842

新株予約権（株） 51,893 －

普通株式増加数（株） 62,946 1,842

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後

１株当たり当期純利益の算定に含まれなかっ

た潜在株式の概要

  

新株予約権 595個 3,954個

 　　２.１株当たり純資産額の算定上の基礎  

項目
前事業年度

（自　平成17年３月16日
至　平成18年３月15日）

当事業年度
（自　平成18年３月16日
至　平成19年３月15日）

純資産の合計額（百万円） ― 75,941

純資産の合計額から控除する金額（百万円） ― 22

　（うち新株予約権） （―） (22)

普通株式に係る期末の純資産額（百万円） ― 75,918

１株当たり純資産額の算定に用いられた期末

の普通株式の数（㈱）
― 24,582,569
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（重要な後発事象）

前事業年度（自　平成17年３月16日　至　平成18年３月15日）

　該当事項はありません。

当事業年度（自　平成18年３月16日　至　平成19年３月15日）

　該当事項はありません。
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