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１．平成19年３月期の連結業績（平成18年４月１日～平成19年３月31日）

(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 197,768 11.4 12,750 3.3 12,964 3.2 7,492 2.4

18年３月期 177,507 15.3 12,347 11.6 12,560 11.1 7,319 10.5

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 118 62 － － 16.4 17.4 6.4

18年３月期 229 18 － － 18.4 18.9 7.0

（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

（注）平成18年４月１日付けで普通株式１株につき２株の割合で株式分割を行っております。

(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 79,251 48,857 61.6 773 55

18年３月期 69,531 42,745 61.5 1,350 94

（参考）自己資本 19年３月期 48,857百万円 18年３月期 42,745百万円

（注）平成18年４月１日付けで普通株式１株につき２株の割合で株式分割を行っております。

(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 9,313 △5,791 △1,369 11,644

18年３月期 5,971 △5,115 △1,492 9,491

２．配当の状況

配当金総額
(年間)

配当性向
（連結）

純資産配当率
（連結）（基準日） 中間期末 期末 年間

円 銭 円 銭 円 銭 百万円 ％ ％

18年３月期 20 00 20 00 40 00 1,263 17.5 3.2

19年３月期 10 00 12 00 22 00 1,389 18.5 2.1

20年３月期（予想） 12 00 12 00 24 00 － 18.3 －

（注）平成18年４月１日付けで普通株式１株につき２株の割合で株式分割を行っております。

３．平成20年３月期の連結業績予想（平成19年４月１日～平成20年３月31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 107,020 10.7 6,510 8.6 6,635 8.5 3,760 7.8 59 53

通期 220,000 11.2 14,160 11.1 14,420 11.2 8,290 10.6 131 25
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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）　無

(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　　有

②　①以外の変更　　　　　　　　　無

（注）詳細は、19ページ「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項」及び21ページ「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」をご覧ください。

(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 67,165,592株 18年３月期 33,582,796株

②　期末自己株式数 19年３月期 4,005,136株 18年３月期 2,002,495株

（注）１株当たり当期純利益（連結）の算定の基礎となる株式数については、29ページ「１株当たり情報」をご覧

ください。

（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４月１日～平成19年３月31日）

(1）個別経営成績 （％表示は対前期増減率）

営業収益 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 196,296 11.4 12,689 3.4 12,909 3.3 7,460 2.5

18年３月期 176,152 15.2 12,269 11.8 12,495 11.2 7,282 10.7

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 118 12 － －

18年３月期 228 00 － －

(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 79,185 49,096 62.0 777 34

18年３月期 69,518 43,015 61.9 1,359 50

（参考）自己資本 19年３月期 49,096百万円 18年３月期 43,015百万円

（注）平成18年４月１日付けで普通株式１株につき２株の割合で株式分割を行っております。

２．平成20年３月期の個別業績予想（平成19年４月１日～平成20年３月31日）

（％表示は、通期は対前期、中間期は対前年中間期増減率）

営業収益 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 106,220 10.7 6,470 7.7 6,600 7.7 3,740 6.7 59 21

通期 218,300 11.2 14,060 10.8 14,330 11.0 8,240 10.4 130 46

※　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いて作成しております。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、

本資料の４ページを参照してください。
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１．経営成績
(1）経営成績に関する分析

（当期の経営成績）

　当連結会計年度におけるわが国経済は、原油、原材料の価格高騰や金利動向など、景気に対する懸念材料は残るも

のの、企業収益の改善を背景に設備投資の増加や雇用環境の改善など、景気は回復基調で推移いたしました。

　一方個人消費におきましては、雇用者所得の改善など回復の兆しはあるものの、税金や社会保険料の負担増など先

行きの不安要素から、依然として力強さに欠ける状況で推移いたしました。

　ドラッグストア業界におきましては、競合他社による積極的な出店や価格競争が更に激しさを増し、依然として厳

しい状況が続くなか、健康食品等のブーム品の需要低迷に加え天候不順の影響などもあり、大変厳しい経営環境とな

りました。

　このような状況のもと、当社グループは、「安心・信頼・便利」の提供をキーワードに、お客様のニーズに応える

適切な立地の選定や適正規模の確保による店舗開発や、お客様に支持される売場づくり、ローコストオペレーション

を実現するさまざまな仕組みづくり、高いサービスレベルを支える人材教育などに取り組み、着実に事業の拡大を図っ

てまいりました。

　更に全国展開のためのインフラ整備として、平成18年４月に東北地区をカバーする物流センターを宮城県仙台市に

開設し、全国に10拠点の物流体制といたしました。これにより沖縄県を除き全国を網羅する物流網が整いました。ま

た専門性の強化を目的として、直営店舗に調剤の併設を図っており、当連結会計年度は、新たに20店舗の調剤併設店

を開設し、当期末調剤併設店舗数は39店舗となりました。

 

　新規出店につきましては、地区別に関東地区で18店舗、東北地区で６店舗、東海地区で４店舗、近畿地区で７店舗、

中国地区で１店舗、九州地区で５店舗の合計41店舗を新規開設し、子会社で、調剤専門薬局を２店舗新規開設いたし

ました。またフランチャイズ店では、５店舗の契約締結と３店舗の解約をいたしました。

　既存店につきましては、５店舗のスクラップ＆ビルドを行い２店舗を閉店したほか、16店舗の改装を行い活性化を

図りました。

　以上の結果直営店舗は、39店舗増加し期末店舗数は341店舗、子会社の調剤専門薬局は、２店舗増加し期末店舗数は

14店舗、フランチャイズ店は、２店舗増加し期末店舗数は119店舗となりました。

　以上の結果当連結会計年度の期末店舗数はフランチャイズ店を含めグループ全体で474店舗となりました。

 

　売上高は、競合他社の出店や価格競争の激化に加え、天候不順などの影響を受けつつも既存店は0.9％の増加となり、

前年同期比11.4％増の1,977億68百万円となりました。

　売上総利益は、既存店の販売がプラスで推移したことに加え、販売促進の強化などにより前年同期比14.5％増の455

億41百万円となりました。

　販売管理費は、薬科大学の６年制への移行に備え薬剤師の採用を積極的に行ったことに加え、ポイントカードの導

入による販売費の増加要因などがあり、前年同期比19.6％増の327億91百万円となりました。

　営業利益は、販売管理費の増加はあったものの売上総利益率の改善などにより、前年同期比3.3％増の127億50百万

円となりました。

　経常利益は、営業外収益及び営業外費用とも前期比に大きな変化もなく前年同期比3.2％増の129億64百万円となり

ました。

　当期純利益は、積極的な既存店の改装及びスクラップ＆ビルドを行ったことによる固定資産の除却等、特別損失と

して1億89百万円計上いたしましたが、前年同期比2.4％増の74億92百万円となり、１株当りの当期純利益は118円62銭

となりました。 

　以上の結果、戦略的費用の増加はあったものの、当連結会計年度も引き続き増収増益を達成し、過去最高益を更新

いたしました。
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（次期の見通し）

　平成20年３月期の見通しにつきましては、引き続き企業収益の改善に支えられ設備投資の増加や雇用環境の改善な

ど景気は回復基調で推移するものと思われますが、個人消費におきましては、先行きに対する不安要素も懸念材料と

して残り、引き続き力強さに欠ける状況で推移するものと思われます。

　ドラッグストア業界におきましては、大手企業を中心に積極的な出店政策を進めており、価格競争なども継続され、

依然として厳しい経営環境が続くものと予想されます。

　このような状況のもと、当社グループは、お客様の視点に立った店舗の開発を積極的に進め、高いサービスレベル

を維持するための教育体制の強化、またローコストを維持するための様々な仕組み作りなど、引き続き積極的に取り

組んでまいります。

 

　第45期（平成20年３月期）は、新規出店として全国に直営店45店舗、子会社の調剤専門薬局２店舗、フランチャイ

ズ店10店舗のグループ合計57店舗の計画をいたしております。また既存店につきましては、引き続きスクラップ＆ビ

ルドをはじめ積極的な改装などを行い活性化を図り、また、更なる専門性の強化を図るべく、直営店舗への調剤併設

を推進してまいります。

　以上により、通期の連結業績は売上高2,200億00百万円（前年同期比11.2％増）、営業利益141億60百万円（同

11.1％増）、経常利益144億20百万円（同11.2％増）、当期純利益82億90百万円（同10.6％増）を予想しております。
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(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資産につきましては、前期より97億19百万円増加し、792億51百万円となりました。これは主に

41店舗の新規出店及び宮城県仙台物流センターの新設などにより、たな卸資産及び有形固定資産の増加によるもので

あります。

　負債は、前期より36億7百万円増加し、303億93百万円となりました。これは主に仕入高増加に伴う買掛金の増加な

どであります。

　純資産は、前期より61億12百万円増加し、488億57百万円となりました。これは主に利益剰余金の増加によるもので

あります。

　 ②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、前連結会計年度末に比べ

21億52百万円増加し、116億44百万円となりました。

　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93億13百万円（前年同期比56.0％増）となりました。これは主に税金等調整前当期

純利益を127億77百万円（同2.9％増）を獲得したものの、たな卸資産が23億47百万円増加したこと及び法人税等の支

払額54億9百万円等により一部相殺され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57億91百万円（同13.2％増）となりました。これは主に出店等に伴う有形固定資産

の取得による支出32億79百万円及び貸付けによる支出13億19百万円等によるものであります。

　（財務活動によるキャッシュ・フロー）

　財務活動の結果使用した資金は13億69百万円（同8.2％減）となりました。これは主に配当金の支払額12億63百万円

を反映したことによるものです。

平成16年３月期 平成17年３月期 平成18年３月期 平成19年３月期

自己資本比率（％） 60.5 58.5 61.5 61.6

時価ベースの自己資本比率

（％）
156.1 185.1 282.5 192.5

債務償還年数（年） 0.0 0.0 0.0 －

インタレスト・カバレッジ・

レシオ（倍）
1,124.9 2,699.5 4,401.1 19,085.6

（注）自己資本比率：自己資本／総資産

　　　　時価ベースの自己資本比率：株式時価総額／総資産

　　　　債務償還年数：有利子負債／営業キャッシュ・フロー

　　　　インタレスト・カバレッジ・レシオ：営業キャッシュ・フロー／利払い

　　　　※各指標は、いずれも連結ベースの財務数値により算出しております。

　　　　※株式時価総額は、期末株価終値×期末発行済株式数（自己株式控除後）により算出しております。

　　　　※営業キャッシュ・フローは連結キャッシュ・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。

 

(3）利益配分に関する基本方針及び当期・次期の配当

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

安定的・継続的な配当による利益還元を基本方針としております。

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

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

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

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

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

ます。

①薬局の経営並びに医薬品、化粧品、日用雑貨等の販売事業に関するリスク

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

調剤薬局形態及び複合形態である調剤併設ドラッグストア形態の３種類です。

グループ全店舗中53店舗で展開する調剤業務は、医薬分業が進展するに従い処方箋の応需枚数が増加することが予

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

んでおり、調剤過誤を防止すべく万全の管理体制のもと、細心の注意を払い調剤業務を行い、またリスク管理のた

め、全店で「薬局賠償責任保険」に加入しております。しかしながら、調剤薬の瑕疵・調剤ミス等により将来訴訟

や行政処分を受ける可能性があり、その場合、当社グループの社会的信用が低下し、業績に影響を及ぼす可能性が

あります。

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

への影響を及ぼす可能性があります。

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

 

②財政状態及び経営成績に関するリスク

出店政策について

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

売上単価の低下などにより当社グループの業績に影響を及ぼす可能性があります。

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

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

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

 

③法的規制に関するリスク

a．「薬事法」等による規制について

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

登録または届出を必要としております。

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

医薬品の販売規制が緩和された場合、その内容によって他業種等の参入が容易となり、競争が激化し業績に影響を

及ぼす可能性があります。

b．薬剤師の確保について

当社グループ業務では、医薬品販売業務や調剤業務は「薬事法」や「薬剤師法」が適用され、薬剤師を従事させる

ことが義務付けられており、在籍薬剤師の人数は新規出店の重要な制約条件となります。

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

ることが予想され、薬剤師確保にかかる採用費等の高騰も予想されます。また平成18年度より薬科大学が４年制か

ら６年制に移行し、平成22年度から一時的に薬剤師の新卒者が減少することにより、出店に必要な薬剤師が確保で

きない場合は当社グループの出店計画に影響を与え成長が阻害される可能性があり、薬剤師が確保された場合にお

いても人件費の高騰が続いた場合、当社グループの業績に影響を及ぼす可能性があります。

c．個人情報保護について

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

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

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

す可能性があります。

 

④訴訟等に関するリスク

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

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

によっては、業績に影響を及ぼす可能性があります。
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⑤事業体制に関するリスク

a．特定人物への依存について

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

行できない事態となった場合、業績に影響を及ぼす可能性があります。

b．組織の成長について

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

業規模に見合う十分な人員確保ができなかった場合は、業績に影響を及ぼす可能性があります。
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２．企業集団の状況
 当社グループは、株式会社サンドラッグ（当社）及び子会社の株式会社サンドラッグファーマシーズ、株式会社サンド

ラッグファーマシーズの子会社である株式会社コミネ、平成19年３月30日付で、全株式を取得し完全子会社化した株式

会社アクト、役員が議決権の過半数を所有している会社の株式会社イリュウ商事の５社により構成されております。

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

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

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

行っております。

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

株式会社サンドラッグファーマシーズが医薬品、医薬部外品の販売をしており、株式会社

コミネは医薬品、化粧品、日用雑貨等の販売業務を当社より受託し販売を行っております。

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

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

おります。

 〔事業統計図〕

以上述べた事項を事業統計図によって示すと次のとおりであります。

(注)１．株式会社アクトは、神奈川県横浜市に５店舗のホームセンターを展開しておりましたが、順次ド

ラッグストア事業に業態変換を行っております。

２．株式会社アクトは平成19年３月30日付で当社が株式を全株取得いたしました。当社が平成19年７

月１日付で株式会社アクトを吸収合併する旨取締役会決議済みであります。

３．当連結会計年度は、会社計算規則第95条２項に基づき、株式会社アクトを非連結としております。
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３．経営方針
(1）会社の経営の基本方針

　当社グループは、「医薬品・化粧品・日用雑貨の販売及び処方箋調剤」の業務をとおして、毎日が明るく楽しい生

活の創造をめざし、「安心・信頼・便利」の提供をキーワードにトータル的な視点で多くのお客様に支持される信頼

度の高い店づくりを進めることを経営の基本方針としております。

　その実現のため適切な立地の選定や適正規模の確保による店舗開発や、お客様に支持される売場づくり、ローコス

トオペレーションを実現するさまざまな仕組みづくり、高いサービスレベルを支える人材教育などを推進するととも

に、経営資源の効率的な活用と収益性の確保に努めております。

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

値の向上に努めてまいります。

 

(2）目標とする経営指標

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

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

ります。

 

(3）中長期的な会社の経営戦略及び対処すべき課題

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

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

の中で再編が進行すると思われます。

こうした状況を踏まえ当社グループは、より多くのお客様が来店しやすく品揃えが豊富で、安心して買い物ができる

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

ります。

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

 ②既存店舗のスクラップ＆ビルド及び改装により活性化を図ります。

 ③全国展開に向けた人材の確保と育成、情報システムの強化を図ります。

 ④高齢化社会を見据えた健康に関連する専門的なノウハウの向上を図ります。

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

 

 （4）会社の経営上重要な事項

　平成19年３月30日付で神奈川県横浜市に５店舗のホームセンターを展開する株式会社アクトの株式を全株取得し完

全子会社化いたしました。 また、平成19年５月15日開催の取締役会において、当社が存続会社となり、株式会社アク

トを平成19年７月１日付で吸収合併することを決議し、合併契約を締結いたしました。
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４．連結財務諸表
(1）連結貸借対照表

前連結会計年度
（平成18年３月31日）

当連結会計年度
（平成19年３月31日）

区分
注記
番号

金額（百万円）
構成比
（％）

金額（百万円）
構成比
（％）

（資産の部）

Ⅰ　流動資産

１．現金及び預金 9,491 11,644

２．売掛金 5,280 6,377

３．たな卸資産 17,564 19,912

４．繰延税金資産 619 663

５．未収入金 4,745 5,488

６．その他 721 1,033

貸倒引当金 △6 △8

流動資産合計 38,416 55.3 45,111 56.9

Ⅱ　固定資産

１．有形固定資産

(1）建物及び構築物 ※2 12,690 14,222

減価償却累計額 5,018 7,671 5,724 8,497

(2）土地 ※2.6 2,520 2,724

(3）その他 5,964 7,041

減価償却累計額 3,162 2,801 4,001 3,039

有形固定資産合計 12,993 18.7 14,262 18.0

２．無形固定資産 3,592 5.1 3,839 4.9

３．投資その他の資産

(1）投資有価証券 ※1 319 411

(2）長期貸付金 3,246 4,084

(3）繰延税金資産 151 168

(4）保証金 9,216 9,946

(5）その他 1,661 1,429

貸倒引当金 △66 △2

投資その他の資産合計 14,529 20.9 16,037 20.2

固定資産合計 31,115 44.7 34,139 43.1

資産合計 69,531 100.0 79,251 100.0
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前連結会計年度
（平成18年３月31日）

当連結会計年度
（平成19年３月31日）

区分
注記
番号

金額（百万円）
構成比
（％）

金額（百万円）
構成比
（％）

（負債の部）

Ⅰ　流動負債

１．買掛金 18,777 21,798

２．短期借入金 ※２ 100 －

３．未払法人税等 2,947 2,813

４．役員賞与引当金 － 75

５．その他 ※３ 3,583 3,960

流動負債合計 25,408 36.5 28,647 36.2

Ⅱ　固定負債

１．退職給付引当金 162 194

２．役員退職慰労引当金 145 155

３．再評価に係る繰延税金
　　負債　　　　　　　　　
　　　　　　　　

 ※６ 25 25

４．その他 1,044 1,370

固定負債合計 1,377 2.0 1,745 2.2

負債合計 26,786 38.5 30,393 38.4

（資本の部）

Ⅰ　資本金 ※４ 3,931 5.6 － －

Ⅱ　資本剰余金 7,409 10.7 － －

Ⅲ　利益剰余金 37,876 54.5 － －

Ⅳ　土地再評価差額金 ※６ △3,356 △4.8 － －

Ⅴ　その他有価証券評価差額金 151 0.2 － －

Ⅵ　自己株式 ※５ △3,267 △4.7 － －

資本合計 42,745 61.5 － －

負債・資本合計 69,531 100.0 － －
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前連結会計年度
（平成18年３月31日）

当連結会計年度
（平成19年３月31日）

区分
注記
番号

金額（百万円）
構成比
（％）

金額（百万円）
構成比
（％）

（純資産の部）        

Ⅰ　株主資本        

１．資本金   － －  3,931 5.0

２．資本剰余金   － －  7,409 9.3

３．利益剰余金   － －  43,933 55.4

４．自己株式   － －  △3,267 △4.1

　　株主資本合計   － －  52,006 65.6

Ⅱ　評価・換算差額等        

１．その他有価証券評価差額
金

  － －  117 0.1

２．土地再評価差額金 ※６  － －  △3,266 △4.1

　　評価・換算差額等合計   － －  △3,148 △4.0

純資産合計   － －  48,857 61.6

負債・純資産合計   － －  79,251 100.0
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(2）連結損益計算書

前連結会計年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

当連結会計年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

区分
注記
番号

金額（百万円）
百分比
（％）

金額（百万円）
百分比
（％）

Ⅰ　売上高 177,507 100.0 197,768 100.0

Ⅱ　売上原価 137,746 77.6 152,227 77.0

売上総利益 39,760 22.4 45,541 23.0

Ⅲ　販売費及び一般管理費

１．貸倒引当金繰入額 0 1

２．給与手当 9,515 11,439

３．退職給付費用 130 127

４．役員退職慰労引当金繰入
額

9 9

５．役員賞与引当金繰入額 － 75

６．賃借料 7,330 8,823

７．その他 10,426 27,412 15.4 12,313 32,791 16.6

営業利益 12,347 7.0 12,750 6.4

Ⅳ　営業外収益

１．受取利息 42 58

２．受取配当金 1 2

３．新店コーナー協力金 212 167

４．その他 48 305 0.2 58 288 0.1

Ⅴ　営業外費用

１．支払利息 1 0

２．商品廃棄損 90 66

３．その他 0 92 0.1 6 73 0.0

経常利益 12,560 7.1 12,964 6.5

Ⅵ　特別利益

１．違約金収入 2 0

２．貸倒引当金戻入額 0 1

３．その他 0 3 0.0 － 2 0.0

Ⅶ　特別損失

１．固定資産除却損 ※１ 143 134

２．賃貸借契約解約損 6 27

３．その他 － 150 0.1 27 189 0.1

　　税金等調整前当期純利益 12,414 7.0 12,777 6.4

　　法人税、住民税及び事業税 5,193 5,323

　　法人税等調整額 △98 5,094 2.9 △38 5,285 2.6

　　当期純利益 7,319 4.1 7,492 3.8
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(3）連結剰余金計算書及び連結株主資本等変動計算書

連結剰余金計算書

前連結会計年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

区分
注記
番号

金額（百万円）

（資本剰余金の部）

Ⅰ　資本剰余金期首残高 7,409

Ⅱ　資本剰余金期末残高 7,409

（利益剰余金の部）

Ⅰ　利益剰余金期首残高 32,086

Ⅱ　利益剰余金増加高

１．当期純利益 7,319 7,319

Ⅲ　利益剰余金減少高

１．配当金 1,421

２．取締役賞与 108 1,529

Ⅳ　利益剰余金期末残高 37,876
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連結株主資本等変動計算書

当連結会計年度（自　平成18年４月１日　至　平成19年３月31日）

株主資本

資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計

平成18年３月31日　残高
（百万円）

3,931 7,409 37,876 △3,267 45,949

連結会計年度中の変動額

剰余金の配当（注）   △631  △631

剰余金の配当   △631  △631

利益処分による役員賞与（注）   △82  △82

当期純利益   7,492  7,492

自己株式の取得    △0 △0

土地再評価差額金の取崩し   △89  △89

株主資本以外の項目の連結会計
年度中の変動額（純額）

    －

連結会計年度中の変動額合計
（百万円）

－ － 6,057 △0 6,057

平成19年３月31日　残高
（百万円）

3,931 7,409 43,933 △3,267 52,006

評価・換算差額等

純資産合計
その他有価証券評価
差額金

土地再評価差額金
評価・換算差額等合
計

平成18年３月31日　残高
（百万円）

151 △3,356 △3,204 42,745

連結会計年度中の変動額

剰余金の配当（注）    △631

剰余金の配当    △631

利益処分による役員賞与（注）    △82

当期純利益    7,492

自己株式の取得    △0

土地再評価差額金の取崩し    △89

株主資本以外の項目の連結会計
年度中の変動額（純額）

△33 89 55 55

連結会計年度中の変動額合計
（百万円）

△33 89 55 6,112

平成19年３月31日　残高
（百万円）

117 △3,266 △3,148 48,857

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

前連結会計年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

当連結会計年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

区分
注記
番号

金額（百万円） 金額（百万円）

Ⅰ　営業活動によるキャッ
シュ・フロー

税金等調整前当期純利益 12,414 12,777

減価償却費 1,724 1,979

退職給付引当金増加額 44 31

役員退職慰労引当金増加
額

9 9

貸倒引当金増加額
（△減少額）

△0 0

役員賞与引当金増加額 － 75

受取利息及び配当金 △44 △61

支払利息 1 0

固定資産除却損 143 121

固定資産売却益 △0 －

役員賞与の支払額 △108 △82

売上債権の増加額 △115 △1,097

たな卸資産の増加額 △3,342 △2,347

未収入金の増加額 △298 △743

仕入債務の増加額 285 3,021

未払費用の増加額 210 186

長期預り金の増加額 197 326

未払消費税等の増加額 97 7

その他営業活動による増
減額

25 518

小計 11,243 14,724

利息及び配当金の受取額 6 △0

利息の支払額 △1 △0

法人税等の支払額 △5,277 △5,409

営業活動によるキャッ
シュ・フロー

5,971 9,313
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前連結会計年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

当連結会計年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

区分
注記
番号

金額（百万円） 金額（百万円）

Ⅱ　投資活動によるキャッ
シュ・フロー

有形固定資産の取得によ
る支出

△3,149 △3,279

有形固定資産の売却によ
る収入 

23 65

無形固定資産の取得によ
る支出

△84 △341

非連結子会社株式の取得
による支出

－ △120

貸付けによる支出 △821 △1,319

貸付金の回収による収入 88 14

保証金の預入れによる支
出

△869 △592

保証金の返還による収入 257 105

その他投資活動による増
減額

△558 △324

投資活動によるキャッ
シュ・フロー

△5,115 △5,791

Ⅲ　財務活動によるキャッ
シュ・フロー

長期借入金の借入れによ
る収入

100 －

長期借入金の返済による
支出

△170 △100

配当金の支払額 △1,420 △1,263

自己株式の取得による支
出

△1 △0

株式分割に伴う新株発行
費用の支出

－ △6

財務活動によるキャッ
シュ・フロー

△1,492 △1,369

Ⅳ　現金及び現金同等物増加額
（△減少額）

△636 2,152

Ⅴ　現金及び現金同等物期首残
高

10,128 9,491

Ⅵ　現金及び現金同等物期末残
高

9,491 11,644
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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

前連結会計年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

当連結会計年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

１．連結の範囲に関する事

項

（1）連結子会社数　　２社

連結子会社は、㈱サンドラッグファー

マシーズ、㈱コミネであります。

 (2）　　　　　―――――

（1）連結子会社数　　２社

 同左

 

 (2）非連結子会社の名称等

 非連結子会社

 　　株式会社アクト

 （連結の範囲から除いた理由）

非連結子会社は、小規模であり、総資産、

売上高、当期純損益（持分に見合う額）及

び利益剰余金（持分に見合う額）等は、い

ずれも連結財務諸表に重要な影響を及ぼし

ていないためであります。

２．持分法の適用に関する

事項

該当事項はありません。 （1）持分法適用の非連結子会社及び関連会

社数　　－社

（2）持分法を適用していない非連結子会社

（㈱アクト）は、当期純損益（持分法

に見合う額）及び利益剰余金（持分法

に見合う額）等からみて、持分法の対

象から除いても連結財務諸表に及ぼす

影響が軽微であり、かつ、全体として

も重要性がないため持分法の適用範囲

から除外しております。

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、連結決

算日と一致しております。

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

イ．有価証券

子会社株式

―――――

 

その他有価証券

時価のあるもの

決算日の市場価格等に基づく時価

法（評価差額は全部資本直入法に

より処理し、売却原価は移動平均

法により算定）を採用しておりま

す。

イ．有価証券

子会社株式 

移動平均法による原価法を採用し

ております。

その他有価証券

時価のあるもの

決算日の市場価格等に基づく時価

法（評価差額は全部純資産直入法

により処理し、売却原価は移動平

均法により算定）を採用しており

ます。

時価のないもの

移動平均法による原価法を採用し

ております。

時価のないもの

同左

ロ．たな卸資産

(イ）商品

売価還元平均原価法を採用してお

ります。

ロ．たな卸資産

(イ）商品

同左

(ロ）貯蔵品

最終仕入原価法を採用しておりま

す。

(ロ）貯蔵品

同左
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前連結会計年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

当連結会計年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

(2）重要な減価償却資産の

減価償却の方法

イ．有形固定資産

定率法を採用しております。

なお、平成10年４月１日以降に取得

した建物（建物附属設備を除く）に

ついては、定額法を採用しておりま

す。

また、主な耐用年数は次のとおりで

あります。

建物及び構築物　　15～50年

イ．有形固定資産

同左

ロ．無形固定資産

定額法を採用しております。

なお、ソフトウェア（自社利用分）

については、社内における見込利用

可能期間（５年）に基づく定額法に

よっております。

ロ．無形固定資産

同左

ハ．長期前払費用

均等償却をしております。

ハ．長期前払費用

同左

(3）重要な引当金の計上基

準

イ．貸倒引当金

期末債権の貸倒れによる損失に備え

るため、一般債権については貸倒実

績率により、貸倒懸念債権等特定の

債権については個別に回収可能性を

検討して回収不能見込額を計上して

おります。

イ．貸倒引当金

同左

 ロ．　　　　―――――

 

ロ．役員賞与引当金

役員賞与の支出に備えて、当連結会計

年度における支給見込額に基づき計上

しております。

（会計方針の変更）

　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。

　これにより営業利益、経常利益及び

税金等調整前当期純利益は、それぞれ

75百万円減少しております。  

ハ．退職給付引当金

従業員の退職給付に備えるため、当連

結会計年度末における退職給付債務及

び年金資産の見込額に基づき計上して

おります。また、数理計算上の差異は、

各連結会計年度の発生時の従業員の平

均残存勤務期間以内の一定の年数（10

年）による定額法により按分した額を、

それぞれ発生の翌連結会計年度から費

用処理しております。

ハ．退職給付引当金

同左

株式会社サンドラッグ（9989）平成 19 年３月期決算短信

－ 19 －



前連結会計年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

当連結会計年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

ニ．役員退職慰労引当金

親会社は、役員に対する退職慰労金

の支払に備えるため、内規に基づく

期末要支給額を計上しております。

ニ．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

(5）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

消費税等の会計処理は税抜方式によって

おり、控除対象外消費税等は、当連結会

計年度の費用として処理しております。

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、連結会社の利益処

分について連結会計年度中に確定した利

益処分に基づいて作成しております。

―――――

７．連結キャッシュ・フロー

計算書における資金の

範囲

手許現金、随時引き出し可能な預金及び

容易に換金可能であり、かつ価値の変動

について僅少なリスクしか負わない取得

日から３ヶ月以内に償還期限の到来する

短期投資からなっております。

同左
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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の変更

前連結会計年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

当連結会計年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31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

による損益に与える影響はありません。

 

―――――

 

 

 ――――― （貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準） 

　当連結会計年度より、「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。

　これまでの資本の部の合計に相当する金額は48,857百万

円であります。

　なお、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、連結財務諸表規則の改正に伴い、改正後

の連結財務諸表規則により作成しております。

 

表示方法の変更

前連結会計年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

当連結会計年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

 （連結貸借対照表）

前連結会計年度末まで区分掲記していた「借地権」は、当

連結会計年度末において資産の総額の100分の5以下となっ

たため、無形固定資産の「その他」に含めて記載しており

ます。

なお、当連結会計年度末において「その他」に含まれてい

る「借地権」は3,269百万円であります。

 ―――――
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注記事項

（連結貸借対照表関係）

前連結会計年度
（平成18年３月31日）

当連結会計年度
（平成19年３月31日）

※１．　　　　　　　――――― ※１．非連結子会社に対するものは次のとおりであります。

投資有価証券（株式）　　　  　　　 148百万円

※２．担保に供している資産 ※２．　　　　　　　―――――

建物及び構築物   14百万円

土地    17百万円

計    31百万円

同上に対する債務の額

短期借入金    100百万円

計    100百万円

※３．消費税等の会計処理

未払消費税等は、流動負債の「その他」に含めて表

示しております。

※３．消費税等の会計処理

同左

※４．当社の発行済株式総数

普通株式　　　　33,582,796株

※４．　　　　　　　―――――

 

※５．当社が保有する自己株式の数

普通株式　　　　 2,002,495株

※５．　　　　　　　―――――

 

※６．土地再評価

親会社においては、土地の再評価に関する法律（平

成10年３月31日公布法律第34号）に基づき、事業用

の土地の再評価を行い、土地再評価差額金を資本の

部に計上しております。

※６．土地再評価

親会社においては、土地の再評価に関する法律（平

成10年３月31日公布法律第34号）に基づき、事業用

の土地の再評価を行い、土地再評価差額金を純資産

の部に計上しております。

・再評価の方法・・・土地の再評価に関する法律施

行令（平成10年３月31日公布政令第119号）第２

条第４号に定める地価税法（平成３年法律第69

号）第16条に規定する地価税の課税価格の計算の

基礎となる土地の価格を算定するために国税庁長

官が定めて公表した方法により算出した価額に基

づいて、奥行価格補正等合理的な調整を行って算

出しております。

・再評価の方法・・・土地の再評価に関する法律施

行令（平成10年３月31日公布政令第119号）第２

条第４号に定める地価税法（平成３年法律第69

号）第16条に規定する地価税の課税価格の計算の

基礎となる土地の価格を算定するために国税庁長

官が定めて公表した方法により算出した価額に基

づいて、奥行価格補正等合理的な調整を行って算

出しております。

・再評価を行った年月日・・・平成14年３月31日 ・再評価を行った年月日・・・平成14年３月31日

・再評価を行った土地の期

末における時価と再評価

後の帳簿価額との差額・・・△438百万円

当連結会計年度において、土地の再評価に係る繰

延税金について個別の土地ごとに見直しを行った

結果、「再評価に係る繰延税金負債」を25百万円

計上し、同額「土地再評価差額金」（借方）を増

加させております。 

・再評価を行った土地の期

末における時価と再評価

後の帳簿価額との差額・・・△431百万円

 

　７．親会社においては、運転資金の効率的な調達を行う

ため取引銀行２行と当座貸越契約を締結しておりま

す。

これらの契約に基づく当連結会計年度末の借入未実

行残高は次のとおりであります。

　７．親会社においては、運転資金の効率的な調達を行う

ため取引銀行２行と当座貸越契約を締結しておりま

す。

これらの契約に基づく当連結会計年度末の借入未実

行残高は次のとおりであります。

当座貸越極度額    600百万円

借入実行残高 －百万円

差引額    600百万円

当座貸越極度額       600百万円

借入実行残高 　－百万円

差引額       600百万円
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（連結損益計算書関係）

前連結会計年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

当連結会計年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

※１．固定資産除却損の内訳 ※１．固定資産除却損の内訳

建物及び構築物  107百万円

有形固定資産「その他」 32百万円

投資その他の資産「その他」  1百万円

撤去費用 2百万円

計    143百万円

建物及び構築物     84百万円

有形固定資産「その他」   36百万円

撤去費用  12百万円

計       134百万円

（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４月１日　至平成19年３月31日）

１．発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項

前連結会計年度末株
式数（千株）

当連結会計年度増加
株式数（千株）

当連結会計年度減少
株式数（千株）

当連結会計年度末株
式数（千株）

発行済株式

普通株式（注）１ 33,582 33,582 － 67,165

合計 33,582 33,582 － 67,165

自己株式

普通株式（注）２ 2,002 2,002 － 4,005

合計 2,002 2,002 － 4,005

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

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

　　　　　 す。　　　

２．配当に関する事項

(1）配当金支払額

（決議）
株式の種類

配当金の総額
（百万円）

１株当たり配当
額（円）

基準日 効力発生日

平成18年6月24日

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

平成18年11月15日

取締役会
普通株式 631 10 平成18年９月30日 平成18年12月15日

(2）基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度となるもの

（決議）
株式の種類

配当金の総額
（百万円）

配当の原資
１株当たり配
当額（円）

基準日 効力発生日

平成19年６月23日

定時株主総会
普通株式 757 利益剰余金 12 平成19年３月31日 平成19年６月25日

（連結キャッシュ・フロー計算書関係）

前連結会計年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

当連結会計年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

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

現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表に掲

記されている科目の金額との関係

(平成18年３月31日現在) (平成19年３月31日現在)

現金及び預金勘定       9,491百万円

現金及び現金同等物       9,491百万円

現金及び預金勘定       11,644百万円

現金及び現金同等物     11,644百万円
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（リース取引関係）

前連結会計年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

当連結会計年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

１．リース物件の所有権が借主に移転すると認められるも

の以外のファイナンス・リース取引

１．リース物件の所有権が借主に移転すると認められるも

の以外のファイナンス・リース取引

(1）リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当

額及び期末残高相当額

(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）

有形固定資産
「その他」

629 344 285

無形固定資産
「その他」

72 62 10

合計 702 406 296

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）

有形固定資産
「その他」

609 319 290

無形固定資産 53 4 49

合計 663 323 339

(2）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    104百万円

１年超    204百万円

合計    308百万円

１年内       128百万円

１年超       226百万円

合計       355百万円

(3)支払リース料、減価償却費相当額及び支払利息相当

額

(3)支払リース料、減価償却費相当額及び支払利息相当

額

支払リース料    132百万円

減価償却費相当額    127百万円

支払利息相当額  5百万円

支払リース料       118百万円

減価償却費相当額       116百万円

支払利息相当額   5百万円

(4）減価償却費相当額の算定方法

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定

額法によっております。

(4）減価償却費相当額の算定方法

同左

(5）利息相当額の算定方法

リース料総額とリース物件の取得価額相当額との差

額を利息相当額とし、各期への配分方法については

利息法によっております。

(5）利息相当額の算定方法

同左

２．オペレーティング・リース取引 ２．オペレーティング・リース取引

(1）借主側 (1）借主側

未経過リース料 未経過リース料

１年内    330百万円

１年超      1,958百万円

合計      2,288百万円

１年内       605百万円

１年超      3,820百万円

合計      4,426百万円

(2）貸主側 (2）貸主側

未経過リース料 未経過リース料

１年内   33百万円

１年超   73百万円

合計    106百万円

１年内     25百万円

１年超     47百万円

合計       73百万円

（注）上記は、すべて転貸リース取引に係る貸主側

の未経過リース料であります。なお、当該転

貸リース取引は、おおむね同一の条件で第三

者にリースしておりますので、ほぼ同額の残

高が上記の借主側の未経過リース料に含まれ

ております。

（注）上記は、すべて転貸リース取引に係る貸主側

の未経過リース料であります。なお、当該転

貸リース取引は、おおむね同一の条件で第三

者にリースしておりますので、ほぼ同額の残

高が上記の借主側の未経過リース料に含まれ

ております。

株式会社サンドラッグ（9989）平成 19 年３月期決算短信

－ 24 －



（有価証券関係）

１．その他有価証券で時価のあるもの

種類

前連結会計年度（平成18年３月31日） 当連結会計年度（平成19年３月31日）

取得原価
（百万円）

連結貸借対照
表計上額
（百万円）

差額（百万円）
取得原価
（百万円）

連結貸借対照
表計上額
（百万円）

差額（百万円）

連結貸借対照

表計上額が取

得原価を超え

るもの

(1）株式 62 318 255 62 261 198

(2）債券

①　国債・地方債

等
－ － － － － －

②　社債 － － － － － －

③　その他 － － － － － －

(3）その他 － － － － － －

小計 62 318 255 62 261 198

連結貸借対照

表計上額が取

得原価を超え

ないもの

(1）株式 － － － － － －

(2）債券

①　国債・地方債

等
－ － － － － －

②　社債 － － － － － －

③　その他 － － － － － －

(3）その他 － － － － － －

小計 － － － － － －

合計 62 318 255 62 261 198

２．時価評価されていない主な有価証券（時価のある有価証券のうち満期保有目的の債券を除く）

種類
前連結会計年度（平成18年３月31日） 当連結会計年度（平成19年３月31日）

連結貸借対照表計上額（百万円） 連結貸借対照表計上額（百万円）

（1）その他有価証券

非上場株式 1 1

（デリバティブ取引関係）

前連結会計年度（自　平成17年４月１日　至　平成18年３月31日）

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

当連結会計年度（自　平成18年４月１日　至　平成19年３月31日）

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

　当社グループは、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。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

前連結会計年度
（平成18年３月31日）

当連結会計年度
（平成19年３月31日）

(1)退職給付債務（百万円） △922 △1,013

(2)年金資産 (百万円) 829 930

(3)未積立退職給付債務(1)+(2) (百万円) △92 △83

(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) △70 △110

(6)未認識過去勤務債務（債務の減額）

(百万円)
－ －

(7)連結貸借対照表計上額純額 (百万円)

 (3)+(4)+(5)+(6)
△162 △194

(8)前払年金費用 (百万円) － －

(9)退職給付引当金(7)-(8) (百万円) △162 △194

３．退職給付費用の内訳

前連結会計年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

当連結会計年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

退職給付費用 (百万円) 130 127

(1)勤務費用 (百万円) 126 138

(2)利息費用 (百万円) 16 18

(3)期待運用収益（減算）(百万円) 23 29

(4)数理計算上の差異の費用処理額(百万円) 10 △0

(5)割増退職金 (百万円) － 0

４．退職給付債務等の計算の基礎に関する事項

前連結会計年度
（平成18年３月31日）

当連結会計年度
（平成19年３月31日）

(1)割引率（％） 2.0 2.0

(2)期待運用収益率（％） 3.5 3.5

(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)数理計算上の差異の処理年数（年） 10 10

 （ストック・オプション等関係）

該当事項はありません。
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（税効果会計関係）

１．繰延税金資産の発生の主な原因別の内訳

 （単位：百万円）

前連結会計年度
（平成18年３月31日）

当連結会計年度
（平成19年３月31日）

繰延税金資産（流動）

未払事業税 230 220

賞与引当金超過額 336 378

その他 52 65

合計 619 663

繰延税金資産（固定）

投資有価証券評価損 88 88

役員退職慰労引当金 59 62

退職給付引当金超過額 66 78

会員権評価損 12 10

貸倒引当金 26 1

その他 2 6

合計 255 248

繰延税金負債（固定）

その他有価証券評価差額金 △103 △80

合計 △103 △80

繰延税金資産(固定)の純額 151 168

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

前連結会計年度（平成18年３月31日）及び当連結会計年度（平成19年３月31日）において、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100分の５以下であるため注記を省略しております。
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（セグメント情報）

ａ．事業の種類別セグメント情報

前連結会計年度（自平成17年４月１日　至平成18年３月31日）及び当連結会計年度（自平成18年４月１日　

至平成19年３月31日）

　医薬品・化粧品・日用雑貨等の販売事業の売上高、営業利益及び資産の金額は、全セグメントの売上高の合

計、営業利益及び全セグメント資産の金額の合計額に占める割合がいずれも90％超であるため、記載を省略し

ております。

ｂ．所在地別セグメント情報

　　前連結会計年度（自平成17年４月１日　至平成18年３月31日）及び当連結会計年度（自平成18年４月１日　

至平成19年３月31日）においては、本邦以外の国または地域に所在する連結子会社がないため、該当事項はあ

りません。

ｃ．海外売上高

　　前連結会計年度（自平成17年４月１日　至平成18年３月31日）及び当連結会計年度（自平成18年４月１日

至平成19年３月31日）においては、海外売上高がないため、該当事項はありません。

（関連当事者との取引）

前連結会計年度（自平成17年４月１日　至平成18年３月31日）

(1）役員及び個人主要株主等

属性
会社等の
名称

住所
資本金又
は出資金
(百万円)

事業の内容
又は職業

議決権等の
所有（被所
有）割合

（％）

関係内容

取引の内容
取引金
額
(百万円)

科目
期末残高
（百万円）

役員の
兼任等
（人）

事業上
の関係

役員が議

決権の過

半数を所

有してい

る会社

株式会社

イリュウ

商事

東京都

世田谷区
263

不動産賃貸

業

（被所有）

直接42.3

兼任

１

不動産取

引

店舗賃貸借契約

　※1
100

前払費用 8

保証金 148

役員の近

親者
多田文子

東京都

世田谷区
－ －

（被所有）

直接0.6
－

不動産取

引

店舗賃貸借契約

　※2
36

前払費用 3

保証金 30

　（注）１．「取引金額」及び「期末残高」は消費税抜きの金額であります。

２．取引条件及び取引条件の決定方法

 　　　　　　 不動産賃貸料については、市場価格を参考にして決定しております。

※１．実際の取引は同社の子会社である（株）やまきエス・シー開発と行っております。

※２．実際の取引は同氏が所有する（有）幸輝と行っております。

 

当連結会計年度（自平成18年４月１日　至平成19年３月31日）

(1）役員及び個人主要株主等

属性
会社等の
名称

住所
資本金又
は出資金
(百万円)

事業の内容
又は職業

議決権等の
所有（被所
有）割合

（％）

関係内容

取引の内容
取引金
額
(百万円)

科目
期末残高
（百万円）

役員の
兼任等
（人）

事業上
の関係

役員が議

決権の過

半数を所

有してい

る会社

株式会社

イリュウ

商事

東京都

世田谷区
263

不動産賃貸

業

（被所有）

直接42.3

兼任

１

不動産取

引

店舗賃貸借契約

　※1
115

前払費用 12

保証金 182

役員の近

親者
多田文子

東京都

世田谷区
－ －

（被所有）

直接0.6
－

不動産取

引

店舗賃貸借契約

　※2
36

前払費用 3

保証金 30

　（注）１．「取引金額」及び「期末残高」は消費税抜きの金額であります。

２．取引条件及び取引条件の決定方法

 　　　　　　 不動産賃貸料については、市場価格を参考にして決定しております。

※１．実際の取引は同社の子会社である（株）やまきエス・シー開発と行っている取引も含まれております。

※２．実際の取引は同氏が所有する（有）幸輝と行っております。
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（１株当たり情報）

前連結会計年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

当連結会計年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

１株当たり純資産額     1,350円94銭

１株当たり当期純利益金額 229円18銭

１株当たり純資産額     773円55銭

１株当たり当期純利益金額    118円62銭

なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額について

は、潜在株式が存在しないため記載しておりません。

なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額について

は、潜在株式が存在しないため記載しておりません。

　当社は、平成18年４月１日付けで普通株式１株につき２

株の割合で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

下のとおりとなります。

１株当たり純資産額　　　　　　　　　　　675円47銭

１株当たり当期純利益金額　　　　　　　　114円59銭

潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額　　　　－

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

前連結会計年度
(自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日)

当連結会計年度
(自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日)

当期純利益（百万円） 7,319 7,492

普通株主に帰属しない金額（百万円） 82 －

（うち利益処分による役員賞与金）（百万円） (82) －

普通株式に係る当期純利益（百万円） 7,237 7,492

期中平均株式数（株） 31,580,474 63,160,511
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（重要な後発事象）

前連結会計年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

当連結会計年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

平成18年２月10日開催の当社取締役会の決議に基づき、次

のように株式分割による新株式を発行しております。

１．平成18年４月１日をもって普通株式１株につき２株

 　 に分割しております。

(1）分割により増加する株式数

　　　普通株式　33,582,796株

(2）分割方法

　　　平成18年３月31日最終の株主名簿及び実質株主名

　　　簿に記載された株主の所有株式数を、１株につき

　　　２株の割合をもって分割しております。

２. 配当起算日

　　　平成18年４月１日

当該株式分割が前期首に行われたと仮定した場合の前連結

会計年度における１株当たり情報及び当期首に行われたと

仮定した場合の当連結会計年度における１株当たり情報は、

それぞれ以下のとおりとなります。

前連結会計年度 当連結会計年度

１株当たり純資産額 １株当たり純資産額

 582円57銭 675円47銭

１株当たり当期純利益金額 １株当たり当期純利益金額

 103円18銭 114円59銭

潜在株式調整後１株当たり

当期純利益金額

潜在株式調整後１株当たり

当期純利益金額

 －  －

 ―――――
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前連結会計年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

当連結会計年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

――――― 合併の予定（吸収合併）

　当社は、中長期経営計画達成のため、平成19年３月30日

付けで株式会社アクト（以下「同社」という。）の全株式

を148百万円で取得し、完全子会社といたしました。

なお、平成19年５月15日開催の取締役会において、当社が

存続会社となって、同社を吸収合併することを決議いたし

ました。

同社は、神奈川県横浜市内において、ホームセンター事業

をおこなっておりましたが、ドラッグストア事業への業態

変換をおこなう予定であります。

 (1)株式会社アクトの概要

①事業の内容

ホームセンター事業ほか

②直近の財務状況

貸借対照表の要旨（平成19年３月31日現在）

 （単位：百万円）

科目 金額

 資産 670

 負債 499

 純資産 170

 (2)合併の概要

当社を存続会社とする吸収合併で、株式会社アクトは

解散します。

①増加資本の額及び新株式の発行割合

当社は、株式会社アクトの全株式を所有しているため、

合併による新株の発行及び資本金の増加は行わないも

のとします。

②合併期日（予定）

合併期日は平成19年７月１日を予定しております。

ただし、手続き進行上の必要性その他の事由があると

きは、両社協議のうえで日程を変更することがありま

す。
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５．個別財務諸表
(1）貸借対照表

第43期
（平成18年３月31日）

第44期
（平成19年３月31日）

区分
注記
番号

金額（百万円）
構成比
（％）

金額（百万円）
構成比
（％）

（資産の部）

Ⅰ　流動資産

１．現金及び預金 9,346 11,538

２．売掛金 5,077 6,138

３．商品 17,440 19,750

４．貯蔵品 41 52

５．前払費用 655 755

６．繰延税金資産 606 651

７．未収入金 4,761 5,505

８．その他 63 274

貸倒引当金 △6 △7

流動資産合計 37,986 54.6 44,658 56.4

Ⅱ　固定資産

１．有形固定資産

(1) 建物 ※１ 11,087 12,334

減価償却累計額 4,184 6,902 4,739 7,595

(2) 構築物 1,387 1,644

減価償却累計額 725 661 869 775

(3) 車輌運搬具 21 23

減価償却累計額 20 1 21 2

(4) 器具備品 5,876 6,891

減価償却累計額 3,104 2,772 3,932 2,958

(5) 土地 ※1.4 2,438 2,642

(6) 建設仮勘定  － 43

有形固定資産合計 12,776 18.4 14,016 17.7

２．無形固定資産

(1) 借地権 3,269 3,269

(2) ソフトウェア 240 354

(3) その他 81 214

無形固定資産合計 3,591 5.2 3,838 4.9

株式会社サンドラッグ（9989）平成 19 年３月期決算短信

－ 32 －



第43期
（平成18年３月31日）

第44期
（平成19年３月31日）

区分
注記
番号

金額（百万円）
構成比
（％）

金額（百万円）
構成比
（％）

３．投資その他の資産

(1) 投資有価証券  317 260

(2) 関係会社株式 120 268

(3) 出資金 1 1

(4) 長期貸付金 3,110 3,958

(5) 従業員長期貸付金 119 111

(6) 関係会社長期貸付金 600 600

(7) 長期前払費用 888 1,021

(8) 繰延税金資産 148 164

(9) 保証金 9,175 9,900

(10)その他 749 387

貸倒引当金 △67 △3

投資その他の資産合計 15,164 21.8 16,671 21.0

固定資産合計 31,532 45.4 34,526 43.6

資産合計 69,518 100.0 79,185 100.0

（負債の部）

Ⅰ　流動負債

１．買掛金 18,523 21,529

２．一年以内返済予定長期借
入金

※１ 100 －

３．未払金 1,801 1,482

４．未払費用 1,132 1,319

５．未払法人税等 2,935 2,805

６．預り金 510 647

７．役員賞与引当金 － 75

８．その他 113 478

流動負債合計 25,116 36.1 28,336 35.8
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第43期
（平成18年３月31日）

第44期
（平成19年３月31日）

区分
注記
番号

金額（百万円）
構成比
（％）

金額（百万円）
構成比
（％）

Ⅱ　固定負債

１．預り保証金 1,057 1,383

２．退職給付引当金 158 187

３．役員退職慰労引当金 145 155

４．再評価に係る繰延税金負
債

 ※４ 25 25

固定負債合計 1,386 2.0 1,752 2.2

負債合計 26,503 38.1 30,088 38.0

（資本の部）

Ⅰ　資本金 ※２ 3,931 5.6 － －

Ⅱ　資本剰余金

１．資本準備金 7,409 －

資本剰余金合計 7,409 10.7 － －

Ⅲ　利益剰余金

１．利益準備金 256 －

２．任意積立金

(1）別途積立金 29,250 －

３．当期未処分利益 8,641 －

利益剰余金合計 38,147 54.9 － －

Ⅳ　土地再評価差額金 ※４ △3,356 △4.8 － －

Ⅴ　その他有価証券評価差額金 150 0.2 － －

Ⅵ　自己株式 ※３ △3,267 △4.7 － －

資本合計 43,015 61.9 － －

負債・資本合計 69,518 100.0 － －
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第43期
（平成18年３月31日）

第44期
（平成19年３月31日）

区分
注記
番号

金額（百万円）
構成比
（％）

金額（百万円）
構成比
（％）

（純資産の部）        

Ⅰ　株主資本        

１．資本金   － －  3,931 5.0

２．資本剰余金        

(1）資本準備金  －   7,409   

資本剰余金合計   － －  7,409 9.3

３．利益剰余金        

(1）利益準備金  －   256   

(2）その他利益剰余金        

別途積立金  －   35,250   

繰越利益剰余金  －   8,667   

利益剰余金合計   － －  44,173 55.8

４．自己株式   － －  △3,267 △4.1

株主資本合計   － －  52,246 66.0

Ⅱ　評価・換算差額等        

１．その他有価証券評価差額
金

  － －  116 0.1

２．土地再評価差額金 ※４  － －  △3,266 △4.1

評価・換算差額等合計   － －  △3,149 △4.0

純資産合計   － －  49,096 62.0

負債・純資産合計   － －  79,185 100.0
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(2）損益計算書

第43期
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

第44期
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

区分
注記
番号

金額（百万円）
百分比
（％）

金額（百万円）
百分比
（％）

Ⅰ　売上高 173,697 100.0 193,470 100.0

Ⅱ　売上原価

１．商品期首たな卸高 14,110 17,440

２．当期商品仕入高 140,222 153,579

合計 154,332 171,019

３．商品期末たな卸高 17,440 136,892 78.8 19,750 151,269 78.2

売上総利益 36,804 21.2 42,201 21.8

Ⅲ　その他営業収入 2,455 2,455 1.4 2,825 2,825 1.5

営業総利益 39,260 22.6 45,027 23.3

Ⅳ　販売費及び一般管理費

１．広告宣伝費 1,989 2,271

２．販売促進費 － 1,762

３．給与手当 9,237 11,127

４．退職給付費用 127 124

５．役員退職慰労引当金繰入
額

9 9

６．役員賞与引当金繰入額 － 75

７．賃借料 7,260 8,754

８．減価償却費 1,700 1,957

９．貸倒引当金繰入額 0 1

10．その他 6,664 26,990 15.5 6,254 32,338 16.7

営業利益 12,269 7.1 12,689 6.6

Ⅴ　営業外収益

１．受取利息 54 70

２．受取配当金 1 2

３．新店コーナー協力金 212 167

４．その他 48 316 0.2 50 291 0.1
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第43期
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

第44期
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

区分
注記
番号

金額（百万円）
百分比
（％）

金額（百万円）
百分比
（％）

Ⅵ　営業外費用

１．支払利息 1 0

２．商品廃棄損 89 64

３．その他 0 90 0.1 6 71 0.0

経常利益 12,495 7.2 12,909 6.7

Ⅶ　特別利益

１．違約金収入 2 0

２．貸倒引当金戻入額 0 1

　３．その他 0 3 0.0 － 2 0.0

Ⅷ　特別損失

１．固定資産除却損 ※１ 143 134

２．賃貸借契約解約損  6 27

３．その他 － 150 0.1 27 189 0.1

税引前当期純利益 12,349 7.1 12,722 6.6

法人税、住民税及び事業
税

5,164 5,299

法人税等調整額 △97 5,066 2.9 △37 5,261 2.7

当期純利益 7,282 4.2 7,460 3.9

前期繰越利益 1,990 －

中間配当額 631 －

当期未処分利益 8,641 －
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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

第43期
（株主総会承認日
平成18年６月24日）

区分
注記
番号

金額（百万円）

Ⅰ　当期未処分利益 8,641

Ⅱ　利益処分額

１．配当金 631

２．役員賞与金 82

（うち監査役賞与金） (－)

３．任意積立金

(1）別途積立金 6,000 6,713

Ⅲ　次期繰越利益 1,928
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株主資本等変動計算書

第44期（自　平成18年４月１日　至　平成19年３月31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 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
繰越利益剰
余金

平成18年３月31日　残高
（百万円）

3,931 7,409 256 29,250 8,641 38,147 △3,267 46,220

事業年度中の変動額

 　別途積立金の積立て（注）    6,000 △6,000 －  －

剰余金の配当（注）     △631 △631  △631

剰余金の配当     △631 △631  △631

利益処分による役員賞与
（注）

    △82 △82  △82

当期純利益     7,460 7,460  7,460

自己株式の取得       △0 △0

土地再評価差額金の取崩し     △89 △89  △89

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）

－ － － 6,000 26 6,026 △0 6,025

平成19年３月31日　残高
（百万円）

3,931 7,409 256 35,250 8,667 44,173 △3,267 52,246

評価・換算差額等

純資産合計
その他有価証券評価差
額金

土地再評価差額金 評価・換算差額等合計

平成18年３月31日　残高
（百万円）

150 △3,356 △3,205 43,015

事業年度中の変動額

別途積立金の積立て（注）    －

剰余金の配当（注）    △631

剰余金の配当    △631

利益処分による役員賞与
（注）

   △82

当期純利益    7,460

自己株式の取得    △0

土地再評価差額金の取崩し    △89

株主資本以外の項目の事業年
度中の変動額（純額）

△33 89 55 55

事業年度中の変動額合計
（百万円）

△33 89 55 6,081

平成19年３月31日　残高
（百万円）

116 △3,266 △3,149 49,096

 （注）平成18年６月開催の定時株主総会における利益処分項目であります。
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重要な会計方針

項目
第43期

（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

第44期
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31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を採用してお

ります。

(1）子会社株式

同左

(2）その他有価証券

時価のあるもの

決算日の市場価格等に基づく時価法

（評価差額は全部資本直入法により

処理し、売却原価は移動平均法によ

り算定）を採用しております。

(2）その他有価証券

時価のあるもの

決算日の市場価格等に基づく時価法

（評価差額は全部純資産直入法によ

り処理し、売却原価は移動平均法に

より算定）を採用しております。

時価のないもの

移動平均法による原価法を採用して

おります。

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

売価還元平均原価法を採用しておりま

す。

(1）商品

同左

(2）貯蔵品

最終仕入原価法を採用しております。

(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

定率法を採用しております。なお、平

成10年４月１日以降に取得した建物

（建物附属設備を除く）については、

定額法を採用しております。

また、主な耐用年数は次のとおりであ

ります。

建物　　　　　　　15～50年

器具備品　　　　　５～８年

(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、ソ

フトウェア（自社利用分）については、

社内における見込利用可能期間（５

年）に基づく定額法によっております。

(2）無形固定資産

同左

(3）長期前払費用

均等償却をしております。

(3）長期前払費用

同左

４．引当金の計上基準 (1）貸倒引当金

期末債権の貸倒れによる損失に備える

ため、一般債権については貸倒実績率

により、貸倒懸念債権等特定の債権に

ついては個別に回収可能性を検討して

回収不能見込額を計上しております。

(1）貸倒引当金

同左
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項目
第43期

（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

第44期
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

 (2）　　　　　―――――

 

(2）役員賞与引当金

役員賞与の支出に備えて、当事業年度

における支給見込額に基づき計上して

おります。

 （会計方針の変更）

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、経常利益及び

税引前当期純利益は、それぞれ75百万

円減少しております。

 (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。また、数理計算上の差異は、各

事業年度の発生時の従業員の平均残存

勤務期間以内の一定の年数（10年）に

よる定額法により按分した額を、それ

ぞれ発生の翌事業年度から費用処理し

ております。

 

(3）退職給付引当金

同左

(4）役員退職慰労引当金

役員に対する退職慰労金の支払に備え

るため、内規に基づく期末要支給額を

計上しております。

(4）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．その他財務諸表作成のた

めの基本となる重要な事

項

(1）消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税抜方式を採

用しております。

(1）消費税等の会計処理

同左
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会計処理方法の変更

第43期
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

第44期
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31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

る損益に与える影響はありません。

 

 

 

―――――

 

 

 

 

 

 

 

（貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準）

　当事業年度より、「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。

　これまで資本の部の合計に相当する金額は49,096百万円

であります。

　なお、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、財務諸表等規則の改正に伴い、改正後の財務諸表

等規則により作成しております。

 

表示方法の変更

第43期
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

第44期
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

―――――  （損益計算書関係）

「販売促進費」は前事業年度まで販売費及び一般管理費の

「その他」に含めて表示しておりましたが、販売費及び一

般管理費の総額の100分の5を超えたため区分掲記しており

ます。

なお、前事業年度において「その他」に含まれている「販

売促進費」は1,049百万円であります。
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注記事項

（貸借対照表関係）

第43期
（平成18年３月31日）

第44期
（平成19年３月31日）

※１．担保に供している資産 ※１．　　　　　　　―――――

建物   14百万円

土地    17百万円

計    31百万円

同上に対する債務の額

一年以内返済予定長期借入金    100百万円

計    100百万円

※２．授権株式数　　　普通株式     134,000,000株

発行済株式総数　普通株式       33,582,796株

※２．　　　　　　　―――――   

      

※３．自己株式数　　　普通株式        2,002,495株 ※３．　　　　　　　―――――  

※４．土地再評価

当社は、土地の再評価に関する法律（平成10年３月

31日公布法律第34号）に基づき、事業用の土地の再

評価を行い、土地再評価差額金を資本の部に計上し

ております。

※４．土地再評価

当社は、土地の再評価に関する法律（平成10年３月

31日公布法律第34号）に基づき、事業用の土地の再

評価を行い、土地再評価差額金を純資産の部に計上

しております。

・再評価の方法・・・土地の再評価に関する法律施

行令（平成10年３月31日公布政令第119号）第２

条４号に定める地価税法（平成３年法律第69号）

第16条に規定する地価税の課税価格の計算の基礎

となる土地の価格を算定するために国税庁長官が

定めて公表した方法より算出した価額に基づいて、

奥行価格補正等合理的な調整を行って算出してお

ります。

・再評価の方法・・・土地の再評価に関する法律施

行令（平成10年３月31日公布政令第119号）第２

条４号に定める地価税法（平成３年法律第69号）

第16条に規定する地価税の課税価格の計算の基礎

となる土地の価格を算定するために国税庁長官が

定めて公表した方法より算出した価額に基づいて、

奥行価格補正等合理的な調整を行って算出してお

ります。

・再評価を行った年月日・・・平成14年３月31日 ・再評価を行った年月日・・・平成14年３月31日

・再評価を行った土地の期

末における時価と再評価

後の帳簿価額との差額・・・△438百万円

当事業年度において、土地の再評価に係る繰延税

金について個別の土地ごとに見直しを行った結果、

「再評価に係る繰延税金負債」を25百万円計上し、

同額「土地再評価差額金」（借方）を増加させて

おります。 

・再評価を行った土地の期

末における時価と再評価

後の帳簿価額との差額・・・△431百万円

 

５．配当制限

商法施行規則第124条第３号に規定する資産に時価

を付したことにより増加した純資産額は150百万円

であります。

５．　　　　　　　―――――

 

　６．当社は、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀

行２行と当座貸越契約を締結しております。これら

の契約に基づく当事業年度末の借入未実行残高は次

のとおりであります。

　６．当社は、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀

行２行と当座貸越契約を締結しております。これら

の契約に基づく当事業年度末の借入未実行残高は次

のとおりであります。

当座貸越極度額    600百万円

借入実行残高 －百万円

差引額    600百万円

当座貸越極度額       600百万円

借入実行残高 　－百万円

差引額       600百万円
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（損益計算書関係）

第43期
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

第44期
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

※１．固定資産除却損の内訳 ※１．固定資産除却損の内訳

建物   99百万円

構築物  7百万円

器具備品   32百万円

長期前払費用  1百万円

撤去費用 2百万円

計   143百万円

建物     79百万円

構築物   5百万円

器具備品     36百万円

撤去費用  12百万円

計      134百万円

（株主資本等変動計算書関係）

第44期（自平成18年４月１日　至平成19年３月31日）

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（千株）

当事業年度増加株
式数（千株）

当事業年度減少株
式数（千株）

当事業年度末株式
数（千株）

普通株式（注） 2,002 2,002 － 4,005

合計 2,002 2,002 － 4,005

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

第43期
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

第44期
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

１．リース物件の所有権が借主に移転すると認められるも

の以外のファイナンス・リース取引

１．リース物件の所有権が借主に移転すると認められるも

の以外のファイナンス・リース取引

(1）リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当

額及び期末残高相当額

(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 629 344 285

ソフトウェア 72 62 10

合計 702 406 296

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 609 319 290

ソフトウェア 47 3 43

合計 657 323 334

(2）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    104百万円

１年超    204百万円

合計    308百万円

１年内       127百万円

１年超       222百万円

合計       349百万円

(3）支払リース料、減価償却費相当額及び支払利息相当

額

(3）支払リース料、減価償却費相当額及び支払利息相当

額

支払リース料    132百万円

減価償却費相当額    127百万円

支払利息相当額  5百万円

支払リース料       118百万円

減価償却費相当額       115百万円

支払利息相当額   5百万円

(4）減価償却費相当額の算定方法

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定

額法によっております。

(4）減価償却費相当額の算定方法

同左

(5）利息相当額の算定方法

リース料総額とリース物件の取得価額相当額との差

額を利息相当額とし、各期への配分方法については、

利息法によっております。

(5）利息相当額の算定方法

同左

２．オペレーティング・リース取引 ２．オペレーティング・リース取引

(1）借主側 (1）借主側

未経過リース料 未経過リース料

１年内    324百万円

１年超     1,912百万円

合計      2,236百万円

１年内       599百万円

１年超      3,780百万円

合計      4,380百万円

(2）貸主側 (2）貸主側

未経過リース料 未経過リース料

１年内   33百万円

１年超   73百万円

合計    106百万円

１年内     25百万円

１年超     47百万円

合計       73百万円

（注）上記は、すべて転貸リース取引に係る貸主側の未経

過リース料であります。なお、当該転貸リース取引

は、おおむね同一の条件で第三者にリースしており

ますので、ほぼ同額の残高が上記の借主側の未経過

リース料に含まれております。

（注）上記は、すべて転貸リース取引に係る貸主側の未経

過リース料であります。なお、当該転貸リース取引

は、おおむね同一の条件で第三者にリースしており

ますので、ほぼ同額の残高が上記の借主側の未経過

リース料に含まれております。

株式会社サンドラッグ（9989）平成 19 年３月期決算短信

－ 45 －



（有価証券関係）

　第43期（自　平成17年４月１日　至　平成18年３月31日）及び第44期（自　平成18年４月１日　至　平成19年３

月31日）における子会社株式及び関連会社株式で時価のあるものはありません。

（税効果会計関係）

１．繰延税金資産の発生の主な原因別の内訳

 （単位：百万円）

第43期
（平成18年３月31日）

第44期
（平成19年３月31日）

繰延税金資産（流動）

未払事業税 229 219

賞与引当金超過額 325 367

その他 50 63

合計 606 651

繰延税金資産（固定）

投資有価証券評価損 88 88

役員退職慰労引当金 59 62

退職給付引当金超過額 64 76

会員権評価損 12 14

貸倒引当金 27 1

合計 251 244

繰延税金負債（固定）

その他有価証券評価差額金 △102 △79

合計 △102 △79

繰延税金資産（固定）の純額 148 164

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

前事業年度（平成18年３月31日）及び当事業年度（平成19年３月31日）において、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100分の５以下であるため注記を省略しておりま

す。
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（１株当たり情報）

第43期
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

第44期
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

１株当たり純資産額  1,359円50銭

１株当たり当期純利益金額    228円00銭

１株当たり純資産額   777円34銭

１株当たり当期純利益金額    118円12銭

なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額について

は、潜在株式が存在しないため記載しておりません。

なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額について

は、潜在株式が存在しないため記載しておりません。

　当社は、平成18年４月１日付けで普通株式１株につき２

株の割合で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

とおりとなります。

１株当たり純資産額　　　　　　　　　　　679円75銭

１株当たり当期純利益金額　　　　　　　　114円00銭

潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額　　　　－

（注）１株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

第43期
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

第44期
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

当期純利益（百万円） 7,282 7,460

普通株主に帰属しない金額（百万円） 82 －

（うち利益処分による役員賞与金）（百万円） (82) －

普通株式に係る当期純利益（百万円） 7,200 7,460

期中平均株式数（株） 31,580,474 63,160,511
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（重要な後発事象）

第43期
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

第44期
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

平成18年２月10日開催の当社取締役会の決議に基づき、次

のように株式分割による新株式を発行しております。

１．平成18年４月１日をもって普通株式１株につき２株

 　 に分割しております。

(1）分割により増加する株式数

　　　普通株式　33,582,796株

(2）分割方法

　　　平成18年３月31日最終の株主名簿及び実質株主名

　　　簿に記載された株主の所有株式数を、１株につき

　　　２株の割合をもって分割しております。

２. 配当起算日

　　　平成18年４月１日

当該株式分割が前期首に行われたと仮定した場合の前事業

年度における１株当たり情報及び当期首に行われたと仮定

した場合の当事業年度における１株当たり情報は、それぞ

れ以下のとおりとなります。

前事業年度 当事業年度

１株当たり純資産額 １株当たり純資産額

 587円43銭 679円75銭

１株当たり当期純利益金額 １株当たり当期純利益金額

 102円47銭 114円00銭

潜在株式調整後１株当たり

当期純利益金額

潜在株式調整後１株当たり

当期純利益金額

 －  －

 ―――――
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第43期
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

第44期
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

 ――――― 合併の予定（吸収合併）

　当社は、中長期経営計画達成のため、平成19年３月30

日付けで株式会社アクト（以下「同社」という。）の全

株式を148百万円で取得し、完全子会社といたしまし

た。

なお、平成19年５月15日開催の取締役会において、当社

が存続会社となって、同社を吸収合併することを決議い

たしました。

同社は、神奈川県横浜市内において、ホームセンター事

業をおこなっておりましたが、ドラッグストア事業への

業態変換をおこなう予定であります。 

 (1)株式会社アクトの概要

 ①事業の内容

ホームセンター事業ほか

 ②直近の財務状況

貸借対照表の要旨（平成19年３月31日現在）

 （単位：百万円）

科目 金額

 資産 670

 負債 499

 純資産 170

(2)合併の概要 

当社を存続会社とする吸収合併で、株式会社アクトは

解散します。

①増加資本の額及び新株式の発行割合

当社は、株式会社アクトの全株式を所有しているため、

合併による新株の発行及び資本金の増加は行わないも

のとします。

②合併期日（予定）

合併期日は平成19年７月１日を予定しております。

ただし、手続き進行上の必要性その他の事由があると

きは、両社協議のうえで日程を変更することがありま

す。
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６．その他
(1）役員の異動

　該当事項はありません。

 

(2）その他

仕入及び販売の状況

①仕入の状況　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：百万円）

 

 

商品別

前連結会計年度

（自　平成17年４月１日

 　至　平成18年３月31日）

当連結会計年度

（自　平成18年４月１日

 　至　平成19年３月31日）

 

前年同期比

金額 構成比 金額  構成比  

医薬品

等の販

売

  ％  ％ ％ 

医薬品 36,464 25.8 38,673 25.0 106.1

消耗雑貨 21,824 15.5 24,789 16.0 113.6

化粧品 54,192 38.4 57,039 36.9 105.3

ベビー用品 5,041 3.6 5,536 3.6 109.8

その他 23,557 16.7 28,523 18.5 121.1

小計 141,080 100.0 154,562 100.0 109.6

　不動産賃貸その他 0 0.0 0 0.0 93.7

 合計 141,081 100.0 154,563 100.0 109.6

（注）記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。

②販売の状況　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：百万円）

 

 

商品別

前連結会計年度

（自　平成17年４月１日

 　至　平成18年３月31日）

当連結会計年度

（自　平成18年４月１日

 　至　平成19年３月31日）

 

 

前年同期比

金額 構成比 金額  構成比  

医薬品

等の販

売

  ％  ％ ％ 

医薬品 51,409 29.0 56,012 28.3 109.0

消耗雑貨 25,885 14.6 29,468 14.9 113.8

化粧品 63,879 36.0 69,376 35.1 108.6

ベビー用品 5,569 3.1 6,179 3.1 111.0

その他 28,345 15.9 33,948 17.2 119.8

小計 175,088 98.6 194,986 98.6 111.4

　不動産賃貸その他 2,418 1.4 2,782 1.4 115.0

 合計 177,507 100.0 197,768 100.0 111.4

（注）記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。
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