
 
 
 
 

－  － 
 
 

1 

 

 

平成20年2月期 中間決算短信 
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上 場 会 社 名  株式会社ミドリ薬品      上場取引所 ＪＱ 
コ ー ド 番 号  2718             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 
半期報告書提出予定日  平成19年11月29日            
 

（百万円未満切捨て） 
１．19年8月中間期の連結業績（平成19年3月1日～平成19年8月31日） 
（１）連結経営成績                        （％表示は対前年中間期増減率） 
 売 上 高 営業利益 経常利益 中間（当期）純利益 
 
19年8月中間期 
18年8月中間期 

百万円   ％ 
11,726    6.6 
10,997     1.4 

百万円    ％ 
216   △42.4 
376    △22.9 

百万円    ％ 
215  △42.7 
375   △20.4 

百万円    ％ 
13  △84.8 
86   △64.7 

19年2月期 21,903    － 578    － 576    － 200    － 
 
 １株当たり中間 

（当期）純利益 
潜在株式調整後１株当
たり中間（当期）純利益 

 
19年8月中間期 
18年8月中間期 

円  銭 
679 14 

4,457 90 

円  銭 
－ － 
－ － 

19年2月期 10,280 71 － － 

(参考) 持分法投資損益 19年8月中間期 －百万円  18年8月中間期  －百万円 19年2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 
 
19年8月中間期 
18年8月中間期 

百万円 
14,333 
12,895 

百万円 
2,091 
2,021 

％ 
14.6 
15.7 

円  銭 
107,385 02 
103,623 05 

19年2月期 12,627 2,134 16.9 109,415 35 

(参考) 自己資本 19 年 8 月中間期 2,091 百万円 18 年 8月中間期 2,021 百万円 19 年 2 月期 2,134 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 

 
19年8月中間期 
18年8月中間期 

百万円 
503 
540 

百万円 
△900 
△584 

百万円 
1,071 
413 

百万円 
2,277 
2,513 

19年2月期 △48 △1,203 712 1,602 
 
２．配当の状況 
 １株当たり配当金   

(基準日) 中間期末 期 末 年 間 
 
19年2月期 

円  銭 
0 00 

円  銭 
2,500 00 

円  銭 
2,500 00 

20年2月期 0 00 － － 

20年2月期（予想） －  － 2,500 00 2,500 00 

 

 
３．20年2月期の連結業績予想（平成19年3月1日～平成20年2月29日） 

（％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 １株当たり 

当期純利益 
 百万円  ％ 百万円  ％ 百万円   ％ 百万円  ％ 円  銭 

通  期 24,193  10.5 461 △20.3 436  △24.4 129 △35.3 6,659 96 
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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）中間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（中間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                有 
（注）詳細は、21ページ「中間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 8月中間期 20,360 株 18 年 8月中間期 20,360 株 19 年 2月期 20,360 株 

② 期末自己株式数          19 年 8月中間期   884 株 18 年 8月中間期   848 株 19 年 2月期    848 株 
（注）１株当たり中間（当期）純利益（連結）の算定の基礎となる株式数については、33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 
 

１．19年8月中間期の個別業績（平成19年3月1日～平成19年8月31日） 
（１）個別経営成績                        （％表示は対前年中間期増減率） 
 売 上 高 営業利益 経常利益 中間（当期）純利益 

 
19年8月中間期 
18年8月中間期 

  百万円    ％ 
11,726    6.6 
10,997    1.4 

百万円    ％ 
168   △50.0 
336   △25.6 

百万円    ％ 
210   △43.4 
372   △20.6 

百万円    ％ 
10   △87.5 
85   △65.2 

19年2月期 21,903   － 495    － 569    － 195    － 
 
 １株当たり中間 

（当期）純利益 
 
19年8月中間期 
18年8月中間期 

円   銭 
546 64 

4,366 55 
19年2月期 10,034 42 
 
（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 

 
19年8月中間期 
18年8月中間期 

百万円 
14,301 
12,869 

百万円 
2,064 
2,000 

％ 
14.4 
15.5 

円  銭 
105,989 40 
102,517 31 

19年2月期 12,596 2,110 16.7 108,154 66 

 (参考)自己資本 19 年 8 月中間期 2,064 百万円 18 年 8 月中間期 2,000 百万円 19 年 2 月期 2,110 百万円 
 
 
２．20年2月期の個別業績予想（平成19年3月1日～平成20年2月29日） 

（％表示は、通期は対前期増減率） 
 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 

通  期 24,193   10.5 356 △28.1 425 △25.3 120 △38.4 6,188 93 
 

 
 

※ 業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
業績予想は、この資料の公表日現在において入手可能な情報から得られた判断に基づくものであり実際の

業績は、様々な重要な要因により、上記の業績予想とは大きく異なる結果となることがあります。 
通期の連結・個別業績予想に関する事項につきましては、平成19年10月9日公表の｢平成20年2月期通期（連

結・個別）業績予想の修正に関するお知らせ｣をご参照ください。 
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１.経営成績 
(１)経営成績に関する分析 
(当中間期の経営成績） 

当中間連結会計期間におけるわが国経済は、輸出関連企業部門を軸に底堅く、設備投資は堅調さ
を保持し、また、雇用状況も改善の方向に向かっております。一方、6 月から始まった住民税の負
担増、7 月の長梅雨、台風及びガソリン高騰などにより個人消費は一時伸び悩みました。 
しかし、8 月の猛暑により、清涼飲料水やエアコンなどの記録的売上増加による猛暑特需に沸い

た業界もありました。 
当ドラッグストア業界におきましては、地域を越えた競合他社による出店や価格競争はますます

激しさを増し厳しい状況が依然として続いております。 
このような状況の中、当社グループ(当社及び連結子会社)は、九州・沖縄地区における地域密着

型ドラッグストアを目指し、当中間連結会計期間において、福岡県内１店舗（博多駅南店）、佐賀県
内 1 店舗（本庄店）長崎県内1 店舗（厳原店）、鹿児島県内6 店舗（枕崎駅前店・上塩屋店・鹿屋大
手町店・平田店・加治木錦江店・西陵店）の合計９店舗の新規直営店を開店いたしました。一方、
既存店の見直しの中で、粕屋サニー店・志免南里店（福岡県）、千反店・鏡店（熊本県）を閉店、さ
らに移転リニューアルを 3 店舗行い活性化を図りました結果、当中間期末の店舗数は 148 店舗とな
りました。 
当中間連結会計期間における売上高は 11,726 百万円（前年同期比 6.6％増）、経常利益は 215 百

万円（同 42.7％減）、中間純利益は 13 百万円（同84.8％減）となりました。 
 

（品目別販売実績） 
前中間連結会計期間、当中間連結会計期間及び前連結会計年度における品目別販売実績の状況は、

次のとおりであります。 

前中間連結会計期間 
（自 平成18年３月１日 

  至 平成18年８月31日） 

当中間連結会計期間 
（自 平成19年３月１日 

  至 平成19年８月31日） 

前連結会計年度 
（自 平成18年３月１日 

  至 平成19年２月28日） 
品目別 

金額（千円） 構成比（％） 金額（千円） 構成比（％） 金額（千円） 構成比（％） 

医 薬 品 3,722,315 33.9 3,820,335 32.6 7,593,151 34.7 

ヘ ル ス ケ ア 1,327,826 12.1 1,340,536 11.4 2,652,436 12.1 

ビ ュ ー テ ィ 2,890,849 26.3 3,055,975 26.1 5,730,624 26.2 

ベ ビ ー 860,598 7.8 840,634 7.2 1,698,402 7.7 

雑 貨 2,126,193 19.3 2,609,589 22.2 4,099,024 18.7 

そ の 他 68,138 0.6 57,296 0.5 126,041 0.6 

小 計 10,995,921 100.0 11,724,369 100.0 21,899,681 100.0 

そ の 他 卸 売 上 高 1,745 0.0 2,117 0.0 3,520 0.0 

合 計 10,997,667 100.0 11,726,486 100.0 21,903,202 100.0 

（注）１．「その他卸売上高」は、小売店への卸販売額であります。 

２．上記金額には、消費税等は含まれておりません。 
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(通期の見通し) 

日本経済は一部弱さがみられますが、息の長い景気を持続しております。今後、米国の信用力の
低い個人向け住宅融資（サブプライムローン）問題による欧米経済の先行き懸念や、原油価格高騰
など海外要因の影響等については注意深く見守る必要があります。 

ドラッグストア業界では高齢化により“健康”への消費者の関心度は高く、市場は拡大しており
ますが、同業他社との出店競争、価格競争はますます激化し、厳しい事業環境が続くものと予想さ
れます。 

このような環境のもと、平成20 年２月期下期の出店計画は、直営店として 3 店舗、株式会社マツ
モトキヨシのフランチャイズ店として 2 店舗を見込んでおります。 
フランチャイズ事業に関しましては、当年 9 月に株式会社マツモトキヨシとフランチャイズ契約

を締結いたしました。 
なお、既存店舗においてはこれまで同様、店舗効率、資産効率の向上を目指して、スクラップ＆

ビルドを推進し、１店舗を閉鎖さらに１店舗を移転リニューアルする予定であります。 
営業面におきましては、収益重視政策を継続するとともに、相談販売の徹底による重点商品の販

売及び会員顧客の獲得により一層努めてまいります。また、店舗の陳列、品揃え等を随時見直し、
お客様本位の店づくりを推進してまいります。 

平成 20 年２月期通期の業績見通しにつきましては、売上高 24,193 百万円（前連結会計年度比
10.5％増）、営業利益 461 百万円（同20.3％減）、経常利益 436 百万円（同 24.4％減）、当期純利益
129 百万円（同35.3％減）を予想しております。 
 
 

（２）財政状態に関する分析 
①資産、負債及び純資産の状況 

当中間会計期間末の総資産は 14,333 百万円となり、前連結会計年度末比 1,705 百万円の増加とな
りました。主な変動としては、現金及び預金673 百万円、たな卸資産385 百万円、有形固定資産502
百万円、敷金及び保証金 179 百万円増加したこと等があげられます。 
負債の部は12,241百万円となり、前連結会計年度末比1,749百万円の増加となりました。これは、

主に新規出店に伴う設備投資資金を借入金により調達したため有利子負債が 1,126 百万円の増加及
び仕入債務が 527 百万円増加したことがあげられます。また純資産につきましては、2,091 百万円
となり前連結会計年度に比べ 43 百万円減少、自己資本比率は 2.3 ポイント減少し 14.6％となりま
した。 

 
②キャッシュ・フローの状況 

当中間連結会計期間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、2,277 
百万円となり前連結会計年度末比674 百万円の増加となりました。 
当中間連結会計期間における各キャッシュ・フローとそれらの要因は、次のとおりであります。 

 
（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

営業活動の結果得られた資金は 503 百万円となりました。これは主に、税金等調整前中間純利益
が 138 百万円計上され、資金を伴わない費用である減価償却費 151 百万円、仕入債務の増加527百
万円があったものの、たな卸資産の増加 385 百万円、法人税等の支払額 101 百万円があったこと等
によるものであります。 

 
（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

投資活動の結果使用した資金は 900 百万円となりました。これは主に、新規出店に伴う有形固定
資産の取得による支出 631 百万円、敷金及び保証金の支出 269 百万円があったこと等によるもので
あります。 

 
（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

財務活動の結果得られた資金は 1,071 百万円となりました。これは主に、配当金の支払額が 48
百万円あったものの、長短借入金の純増加が1,226 百万円あったこと等によるものであります。 
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 当社グループのキャッシュ・フロー指標のトレンドは下記のとおりであります。 

 
平成17年 

８月中間期 

平成18年 

２月期 

平成18年 

８月中間期 

平成19年 

２月期 

平成19年 

８月中間期 

自己資本比率（％） 14.4 17.2 15.7 16.9 14.6 

時価ベースの自己資本比率（％） 27.9 57.1 34.8 35.4 25.0 

キャッシュ・フロー対有利子負債比率（％） 8.7 8.9 10.8 － 14.4 

インタレスト・カバレッジ・レシオ 13.8 5.8 10.1 － 7.0 

（注）１．各指標の算定方法は以下のとおりであります。 

    自己資本比率：自己資本／総資産 

    時価ベースの自己資本比率：株式時価総額／総資産 

    キャッシュ・フロー対有利子負債比率：有利子負債／営業キャッシュ・フロー 

    インタレスト・カバレッジ・レシオ：営業キャッシュ・フロー／利払い 

２．平成19年2月期のキャッシュ・フロー対有利子負債比率及びインタレスト・ガバレッジ・レシオについて

は、営業キャッシュ・フローがマイナスであるため、記載しておりません。 

※ 各指標は、いずれも連結ベースの財務数値により算出しております。 

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

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

式時価総額を算出しております。 

期末株価終値×（期末発行済株式数（自己株式控除後）＋分割による増加株式数） 
※ 営業キャッシュ・フローは連結キャッシュ・フロー計算書の営業活動によるキャッシュ・フローを使用し

ております。有利子負債は、連結貸借対照表に計上されている負債のうち利子を支払っている全ての負債
を対象としております。また、利払いについては、連結キャッシュ・フロー計算書の利息の支払額を使用
しております。 

 

 

（３）利益配分に関する基本方針及び当期の配当 

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

株主に対しましては安定的かつ継続的な配当を実施していくことを利益配分の基本方針としております。 

内部留保資金につきましては、新規店舗及びシステム開発等の設備資金として効果的な活用を行い、経営体

質の一層の強化と業績向上に努めてまいります。 

この基本方針に基づき、当期の配当に関しましては、１株当たり2,500円の期末配当を予定しております。 
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（４）事業等のリスク 

当社グループの経営成績及び財政状態に重要な影響を及ぼす可能性のあるリスクには以下のよう
なものがあります。 
なお、文中における将来に関する事項は、本中間決算短信発表日現在において当社グループが判断

したものであります。 
 

1) 法的規制について 
①「薬事法」等による規制について 

当社グループは「薬事法」上の医薬品等を販売するにあたり、各都道府県の許可・指定・登録お
よび届出を必要としております。また、食品、米穀等の販売については、食品衛生法等それぞれ関
係法令に基づき、所轄官公庁の許可・免許・登録等を必要としております。その主な内容は以下の
とおりであります。 

許可、登録、指定、免許、届出の別 
有効 
期限 

関連する法令 許可等の交付者 

医薬品販売業許可 ６年 薬事法 各都道府県知事又は所轄保健所長 
薬局開設許可 ６年 薬事法 各都道府県知事又は所轄保健所長 
高度管理医療機器等販売業 ６年 薬事法 各都道府県知事又は所轄保健所長 
管理医療機器届出 無期限 薬事法 各都道府県知事 
動物用医薬品販売業許可 ６年 薬事法 各都道府県知事 
保険薬局指定 ６年 健康保険法 各都道府県社会保険事務局長 
毒物劇物販売業登録 ６年 毒物及び劇物取締法 各都道府県知事又は所轄保健所長 
農薬販売業届出 無期限 農薬取締法 各都道府県知事 
食品販売業登録 ６年 食品衛生法 所轄保健所長 
乳類販売業許可 ６年 食品衛生法 所轄保健所長 
酒類販売業免許 無期限 酒税法 所轄税務署長 

今後当該法令等が改正された場合、その内容によっては当社の業績に影響を及ぼす可能性があり
ます。 
②出店に関する規制等について 

「大規模小売店舗立地法」（以下「大店立地法」という）においては、売場面積が1,000 ㎡を超え
る新規出店及び既存店舗の増床について、都道府県知事（政令指定都市においては市長）に届出が
義務付けられており、騒音、交通渋滞およびごみ処理等地域への生活環境への配慮が審査事項とな
ります。 

従いまして、上記法的規制により新規出店および既存店舗の増床等ができない場合は、当社グル
ープの出店政策に影響を及ぼす可能性があります。 
 

2) 資格者確保について 
当社グループは、薬事法の規定により「薬局」及び「一般販売業」では薬剤師、「薬種商販売業」

では薬種商適格者の配置が義務づけられております。今後、店舗展開を進めていく上でこれら有資格
者の確保は、重要な課題の一つであります。このうち薬種商資格の取得については、従来より教育制
度を導入し、社内育成に努めておりますが、これら有資格者の確保が十分にできない場合には、当社
グループの今後の業績に影響を与える可能性があります。 

 
3）調剤業務について 

当社グループにおいては、調剤併設店舗があり、薬剤師の専門的知識習得のため社内研修等を積極
的に実施しております。また「薬剤師賠償保険」に加入するなどのリスク管理も行っておりますが、
調剤薬の欠陥・調合過誤等により訴訟を受けることがあった場合、社会的信用を損なうなどの理由に
より、業績に重要な影響を及ぼす可能性があります。 
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4) 敷金及び建設協力金について 

当社グループでは、賃借による店舗用物件の契約時に賃貸人に対し敷金及び建設協力金を差し入れ
ております。当該敷金は期間満了等による賃貸借契約解約時に契約に従い返還されることとなってお
ります。また、建設協力金は支払家賃と相殺する形で契約満了時までに全額回収する契約となってお
ります。 

しかしながら、敷金・建設協力金については預託先の経済的破綻等により、その一部または全額が
回収できなくなる可能性があり、また、契約に定められた期間満了前に中途解約した場合は契約条件
によって返還されない可能性があります。 

 
5) 個人情報保護について 

当社グループは、ポンイトカードシステムの運用に伴う顧客情報及び調剤業務に伴う患者情報等を
保持し、コンピュータ管理を行っております。これらの個人情報の取扱については、利用・保管等に
関わる社内ルールを設け、その管理については万全を期しておりますが、コンピュータの不具合や犯
罪行為などにより個人情報が流失した場合、当社グループは社会的信用を損なうなどの理由により、
業績に影響を及ぼす可能性があります。 
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２．企業集団の状況 
 

当社グループは、当社及び連結子会社１社から構成されており、医薬品、化粧品、日用雑貨品等を販売
する小売業を主たる業務としております。 

当社及び連結子会社の株式会社ミドリ薬品販売における医薬品販売は、当社においては一般販売業許可、
株式会社ミドリ薬品販売においては薬種商販売業許可に基づいて行っております。当社は株式会社ミドリ
薬品販売と販売委託契約を締結し、医薬品販売業務を同社に委託しており、同社店舗における売上高は当
社の売上高として計上しております。 
当社グループの事業内容及び当社と連結子会社の当該事業における位置付けは次のとおりであります。 

 

 

連結子会社
株式会社ミドリ薬品販売

　

当

　

社

　

　

一

般

消

費

者

　

　

小

売

店

　

商品の販売委託

商品の販売

商品の卸売　

商品の販売

商品の販売

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

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

育、文化教育を含めた幅広い教育実習に力を注いでおります。 

   その目的達成のための経営理念は次のとおりであります。 

   「美と健康を通して、人々に笑顔を！」 

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

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

客様に喜び（笑顔）を与えることと考えます。また、そのことが周りの人々へも広がり、喜び（笑顔）を分かち

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

す。 

 

（２）目標とする経営指標 

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

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

て掲げております。 

 

（３）中長期的な会社の経営戦略 

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

集中し、拡大・発展させる所存であります。 

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

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

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

性を強化することが、生き残るための基本的な戦略であります。 

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

のお客様が快適に、ご相談、買い物ができるように「店舗はお客様のためにある」を実践してまいります。 

 

（４）会社の対処すべき課題 

今後のドラッグストア業界は、競争がさらに激化することが予想されます。当社グループが一丸となり、組織

力を生かした経営を進めることが不可欠と認識しており以下の点に重点を置き、業績向上に全力を尽くしてまい

ります。 

①新規出店の継続と出店精度の向上 

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

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

ます。 
②スクラップ＆ビルドの推進 

既存店においては、スクラップ＆ビルドを推進し、店舗の効率経営を図ってまいります。また、商品の陳列

配置、品揃えなどを随時見直し、お客様本位の店舗づくりに努めてまいります。 
③財務安定性の向上 

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

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

 
（５）その他、会社の経営上の重要な事項 

該当事項はありません。 
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４．中間連結財務諸表 
 
(1)中間連結貸借対照表 
 

  
前中間連結会計期間末 
（平成18年８月31日） 

当中間連結会計期間末 
（平成19年８月31日） 

前連結会計年度の 
要約連結貸借対照表 
（平成19年２月28日） 

区分 
注記
番号 金額（千円） 構成比 

（％） 
金額（千円） 

構成比 
（％） 金額（千円） 

構成比 
（％） 

（資産の部）           

Ⅰ 流動資産           

1 現金及び預金 ※2  3,019,296   2,783,409   2,109,752  

2 売掛金   32,052   43,274   37,689  

3 たな卸資産   4,073,520   4,659,277   4,273,744  

4 その他   409,025   419,442   432,885  

貸倒引当金   △107   △142   △126  

流動資産合計   7,533,787 58.4  7,905,261 55.2  6,853,945 54.3 

Ⅱ 固定資産         

1 有形固定資産         

(1) 建物及び構築物 ※1.2 2,386,669   3,053,367   2,554,115  

(2) 土地 ※2 451,228   451,228   451,228  

(3) その他 ※１ 144,369 2,982,267  163,635 3,668,230  160,197 3,165,541  

2 無形固定資産   84,873   140,867  126,220  

3 投資その他の資産          

(1) 敷金及び保証金  1,852,636   2,202,351   2,022,932   

(2) その他  441,889   424,268   459,093   

貸倒引当金  △35 2,294,490  △7,613 2,619,006  △32 2,481,994  

固定資産合計   5,361,631 41.6  6,428,104 44.8 5,773,755 45.7 

資産合計   12,895,418 100.0  14,333,365 100.0 12,627,701 100.0 
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前中間連結会計期間末 
（平成18年８月31日） 

当中間連結会計期間末 
（平成19年８月31日） 

前連結会計年度の 
要約連結貸借対照表 
（平成19年２月28日） 

区分 
注記 
番号 金額（千円） 

構成比 
（％） 

金額（千円） 
構成比 
（％） 

金額（千円） 
構成比 
（％） 

（負債の部）           

Ⅰ 流動負債           

1 支払手形及び買掛金   4,051,339   4,001,571   3,474,492  

2 短期借入金 ※2  52,000   868,000   1,000,000  

3 一年以内償還予定社債   100,000   －   100,000  

4 一年以内返済予定長期借入金 ※2  1,673,209   1,666,768   1,504,077  

5 未払法人税等   184,550   86,638   118,271  

6 賞与引当金   75,100   74,900   75,000  

7 閉店損失引当金   －   49,204   －  

8 その他   469,610   492,178   429,937  

流動負債合計   6,605,809 51.2  7,239,260 50.5  6,701,778 53.1 

Ⅱ 固定負債           

1 長期借入金 ※2  3,988,920   4,704,212   3,508,384  

2 退職給付引当金   149,195   150,713   149,354  

3 役員退職慰労引当金   103,890   106,800   107,690  

4 その他   25,710   40,949   25,581  

固定負債合計   4,267,715 33.1  5,002,674 34.9  3,791,010 30.0 

負債合計   10,873,525 84.3  12,241,934 85.4  10,492,788 83.1 

           

（純資産の部）           

Ⅰ 株主資本           

1 資本金   352,218 2.7  352,218 2.5  352,218 2.8 

2 資本剰余金   341,813 2.7  341,813 2.4  341,813 2.7 

3 利益剰余金   1,408,244 10.9  1,486,317 10.4  1,521,859 12.1 

4 自己株式   △84,568 △0.6  △91,760 △0.7  △84,568 △0.7 

株主資本合計   2,017,708 15.7  2,088,589 14.6  2,131,323 16.9 

Ⅱ 評価・換算差額等           

 その他有価証券評価差額金   4,184 0.0  2,841 0.0  3,589 0.0 

評価・換算差額等合計   4,184 0.0  2,841 0.0  3,589 0.0 

純資産合計   2,021,892 15.7  2,091,430 14.6  2,134,912 16.9 

負債純資産合計  12,895,418 100.0  14,333,365 100.0  12,627,701 100.0 
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(2)中間連結損益計算書 
 

  
前中間連結会計期間 

(自 平成18年３月１日 
至 平成18年８月31日) 

当中間連結会計期間 
(自 平成19年３月１日 
至 平成19年８月31日) 

前連結会計年度の 
要約連結損益計算書 

（自 平成18年３月１日 
至 平成19年２月28日) 

区分 
注記 
番号 金額（千円） 

百分比 
（％） 

金額（千円） 
百分比 
（％） 

金額（千円） 
百分比 
（％） 

Ⅰ 売上高   10,997,667 100.0  11,726,486 100.0  21,903,202 100.0 

Ⅱ 売上原価   7,597,461 69.1  8,137,239 69.4  15,129,293 69.1 

売上総利益   3,400,205 30.9  3,589,246 30.6  6,773,909 30.9 

Ⅲ 販売費及び一般管理費 ※1  3,024,150 27.5  3,372,521 28.8  6,195,302 28.3 

営業利益   376,055 3.4  216,725 1.8  578,606 2.6 

Ⅳ 営業外収益           

1 受取利息  6,379   10,190   14,708   

2 受取配当金  1,138   1,139   1,218   

3 不動産賃貸料収入  10,158   13,058   20,756   

4 固定資産受贈益  16,759   19,797   53,956   

5 発注処理手数料  19,558   23,077   39,033   

6 その他  7,470 61,464 0.6 9,684 76,947 0.7 11,418 141,092 0.6 

Ⅴ 営業外費用           

1 支払利息  52,663   67,046   105,789   

2 不動産賃貸費用  8,873   10,528   17,747   

3 その他  620 62,157 0.6 888 78,464 0.7 19,589 143,125 0.6 

経常利益   375,362 3.4  215,209 1.8  576,572 2.6 

Ⅵ 特別利益           

1 賞与引当金戻入益  12,036   7,244   12,036   

2 保険差益  2,204 14,240 0.1 2,668 9,912 0.1 10,766 22,803 0.1 

Ⅶ 特別損失           

1 固定資産除却損 ※2 －   5,592   799   

2 減損損失  168,953   17,910   170,149   

3 店舗解約損  700   14,045   4,200   

4 閉店損失引当金繰入  － 169,653 1.5 49,204 86,753 0.7 － 175,148 0.8 

税金等調整前中間

（当期）純利益 
  219,949 2.0  138,367 1.2  424,227 1.9 

法人税、住民税及び

事業税 
 176,337   70,363   260,424   

法人税等調整額  △43,370 132,966 1.2 54,766 125,129 1.1 △36,793 223,630 1.0 

中間(当期)純利益   86,982 0.8  13,238 0.1  200,597 0.9 
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(3)中間連結株主資本等変動計算書 
 

前中間連結会計期間 （自平成 18年 3 月 1日 至平成 18年 8 月 31 日）                   
  

 株主資本 評価・換算差額等 

 
資本金 

資本 

剰余金 

利益 

剰余金 

自己 

株式 

株主資本 

合計 

その他有

価証券評

価差額金 

評価・換算

差額等 

合計 

純資産 

合計 

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

中間連結会計期間中の変動額         

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

中間純利益   86,982  86,982   86,982 

株主資本以外の項目の中間

連結会計期間中の変動額

（純額） 

     △10 △10 △10 

中間連結会計期間中の変動額

合計(千円) 
－ － 38,202 － 38,202 △10 △10 38,191 

平成18年８月31日残高(千円) 352,218 341,813 1,408,244 △84,568 2,017,708 4,184 4,184 2,021,892 

(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。 
 
 
 

当中間連結会計期間 （自平成 19年 3 月 1日 至平成 19年 8 月 31 日）                  

   
 株主資本 評価・換算差額等 
 

資本金 
資本 

剰余金 

利益 

剰余金 

自己 

株式 

株主資本 

合計 

その他有

価証券評

価差額金 

評価・換算

差額等 

合計 

純資産 

合計 

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

中間連結会計期間中の変動額         

剰余金の配当   △48,780  △48,780   △48,780 

中間純利益   13,238  13,238   13,238 

自己株式の取得    △7,192 △7,192   △7,192 

株主資本以外の項目の中間

連結会計期間中の変動額

（純額） 

     △747 △747 △747 

中間連結会計期間中の変動額

合計(千円) 
－ － △35,541 △7,192 △42,733 △747 △747 △43,481 

平成19年８月31日残高(千円) 352,218 341,813 1,486,317 △91,760 2,088,589 2,841 2,841 2,091,430 

 



 
 
 
 

－  － 
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前連結会計年度の連結株主資本等変動計算書 （自平成18年 3月 1 日 至平成19年 2 月 28 日）                
    

 株主資本 評価・換算差額等 
 

資本金 
資本 

剰余金 

利益 

剰余金 

自己 

株式 

株主資本 

合計 

その他有

価証券評

価差額金 

評価・換算

差額等 

合計 

純資産 

合計 

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

連結会計年度中の変動額         

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

当期純利益   200,597  200,597   200,597 

株主資本以外の項目の連結

会計年度中の変動額（純額） 
     △606 △606 △606 

連結会計年度中の変動額合計     

（千円） 
－ － 151,817 － 151,817 △606 △606 151,210 

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

(注)平成18 年 5月の定時株主総会における利益処分項目であります。 
 



 
 
 
 

－  － 
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㈱ミドリ薬品（2718）平成20 年2 月期中間決算短信 
 

(４)中間連結キャッシュ・フロー計算書 
 

  
前中間連結会計期間 

(自 平成18年３月１日 
至 平成18年８月31日) 

当中間連結会計期間 
(自 平成19年３月１日 
至 平成19年８月31日) 

前連結会計年度の要約連結 
キャッシュ・フロー計算書 
(自 平成18年３月１日 
至 平成19年２月28日) 

区分 注記 
番号 

金額（千円） 金額（千円） 金額（千円） 

Ⅰ 営業活動によるキャッシュ・フロー     

税金等調整前中間（当期）純利益  219,949 138,367 424,227 

減価償却費  122,582 151,301 266,123 

貸倒損失  － 6,000 － 

減損損失  168,953 17,910 170,149 

貸倒引当金の増減額（減少：△）  27 7,597 43 

賞与引当金の増減額（減少：△）  △5,600 △100 △5,700 

退職給付引当金の増減額（減少：△）  3,754 1,358 3,913 

役員退職慰労引当金の増減額（減少：△）  3,850 △890 7,650 

閉店損失引当金の増減額（減少：△）  － 49,204 － 

受取利息及び受取配当金  △7,517 △11,329 △15,926 

その他営業外収益  △53,947 － △125,165 

支払利息  52,663 67,046 105,789 

その他営業外費用  9,493 － 37,336 

有形固定資産除売却損益（益：△）  － 5,592 799 

その他特別利益  △2,204 － △10,766 

その他特別損失  700 － 4,200 

売上債権の増減額（増加：△）  △5,640 △5,584 △11,277 

たな卸資産の増減額（増加：△）  △536,592 △385,533 △736,817 

その他流動資産の増減額（増加：△）  △45,594 17,618 △37,574 

その他固定資産の増減額（増加：△）  46,492 76,163 101,280 

仕入債務の増減額（減少：△）  812,366 527,079 235,518 

その他流動負債の増減額（減少：△）  5,225 15,195 △21,377 

その他固定負債の増減額（減少：△）  － △1,558 1,111 

その他  － △1,348 － 

小計  788,963 674,091 393,538 

利息及び配当金の受取額  2,244 3,549 3,850 

利息の支払額  △53,535 △72,275 △113,838 

賃貸料の受取額  9,699 － 19,697 

災害による保険金収入  2,872 － 17,732 

その他の営業活動収入  28,228 － 44,179 

その他の営業活動支出  △10,862 － △37,287 

法人税等の支払額  △227,109 △101,978 △376,810 

営業活動によるキャッシュ・フロー  540,500 503,387 △48,938 



 
 
 
 

－  － 
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前中間連結会計期間 

(自 平成18年３月１日 
至 平成18年８月31日) 

当中間連結会計期間 
(自 平成19年３月１日 
至 平成19年８月31日) 

前連結会計年度の要約連結 
キャッシュ・フロー計算書 
(自 平成18年３月１日 
至 平成19年２月28日) 

区分 注記 
番号 金額（千円） 金額（千円） 金額（千円） 

Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー     

定期性預金の預け入れによる支出  △23,001 △21,000 △44,001 

定期性預金の払戻しによる収入  51,601 21,600 72,001 

有形固定資産の取得による支出  △387,956 △631,043 △707,187 

敷金及び保証金の支出  △191,782 △269,227 △443,925 

敷金及び保証金の返還による収入  － 18,687 1,986 

その他の投資活動支出  △36,906 － △85,101 

その他の投資活動収入  3,608 － 2,844 

その他  － △19,220 － 

投資活動によるキャッシュ・フロー  △584,436 △900,203 △1,203,383 

Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー     

短期借入れによる収入  865,000 － 1,989,000 

短期借入金の返済による支出  △863,000 － △1,039,000 

短期借入金の純増減額（減少：△）  － △132,000 － 

長期借入れによる収入  1,300,000 2,200,000 1,550,000 

長期借入金の返済による支出  △839,868 △841,481 △1,739,536 

社債の返還による支出  － △100,000 － 

自己株式の取得による支出  － △7,192 － 

配当金の支払額  △48,355 △48,252 △48,445 

財務活動によるキャッシュ・フロー  413,776 1,071,074 712,018 

Ⅳ 現金及び現金同等物の増減額（減少：△）  369,840 674,257 △540,303 

Ⅴ 現金及び現金同等物の期首残高  2,143,273 1,602,969 2,143,273 

Ⅵ 現金及び現金同等物の中間期末（期末）残高  2,513,113 2,277,227 1,602,969 

     
 



 
 
 
 

－  － 
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中間連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項 
 

項目 
前中間連結会計期間 

（自 平成18年３月１日 
至 平成18年８月31日） 

当中間連結会計期間 
（自 平成19年３月１日 
至 平成19年８月31日） 

前連結会計年度 
（自 平成18年３月１日 
至 平成19年２月28日） 

１．連結の範囲に関する事項 すべての子会社（株式会社ミドリ

薬品販売１社）を連結しております。 

 

 

同  左 

 

 

同  左 

 

２．持分法の適用に関する事項 非連結子会社及び関連会社はない

ため、該当ありません。 

 

 

同  左 

 

 

同  左 

 

３．連結子会社の中間決算日（事

業年度）等に関する事項 

連結子会社の中間決算日は、中間

連結決算日と同一であります。 

 

 

同  左 

 

連結子会社の事業年度は、連結会

計年度と同一であります。 

 

４．会計処理基準に関する事項 (1)重要な資産の評価基準及び評価方

法 

(1)重要な資産の評価基準及び評価方

法 

(1)重要な資産の評価基準及び評価方

法 

 ①有価証券 ①有価証券 ①有価証券 

   その他有価証券   その他有価証券   その他有価証券 

   時価のあるもの   時価のあるもの   時価のあるもの 

 中間決算日の市場価格等に基

づく時価法（評価差額は全部

純資産直入法により処理し、

売却原価は移動平均法により

算定しております。） 

 

 

同  左 

決算期末日の市場価格等に基

づく時価法（評価差額は全部

純資産直入法により処理し、

売却原価は移動平均法により

算定しております。） 

   時価のないもの   時価のないもの 時価のないもの 

    移動平均法による原価法 同  左 同  左 

    

 ②たな卸資産 ②たな卸資産 ②たな卸資産 

   商品   商品   商品 

    売価還元原価法 同  左 同  左 

   貯蔵品   貯蔵品   貯蔵品 

    最終仕入原価法 同  左 同  左 

    



 
 
 
 

－  － 
 
 

18 

㈱ミドリ薬品（2718）平成20 年2 月期中間決算短信 
 
 
 

項目 
前中間連結会計期間 

（自 平成18年３月１日 
至 平成18年８月31日） 

当中間連結会計期間 
（自 平成19年３月１日 
至 平成19年８月31日） 

前連結会計年度 
（自 平成18年３月１日 

至 平成19年２月28日） 

 
(2)重要な減価償却資産の減価償却の

方法 

(2)重要な減価償却資産の減価償却の

方法 

(2)重要な減価償却資産の減価償却の

方法 

 ①有形固定資産 ①有形固定資産 ①有形固定資産 

 定率法（但し、平成10年４月１日

以降に取得した建物（附属設備を除

く）については定額法）を採用して

おります。 

なお、主な耐用年数は、建物及び

構築物８年～34年であります。 

 

 

同  左 

 

 

 

 
同  左 

    

 (3)重要な引当金の計上基準 (3)重要な引当金の計上基準 (3)重要な引当金の計上基準 

 ①貸倒引当金 ①貸倒引当金 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。 

 

 

同  左 

 

 

 

 

 

同  左 

 

 

 

    

 ②賞与引当金 ②賞与引当金 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。 

 

同  左 

 

 

同  左 

 

    

 



 
 
 
 

－  － 
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項目 
前中間連結会計期間 

（自 平成18年３月１日 
至 平成18年８月31日） 

当中間連結会計期間 
（自 平成19年３月１日 
至 平成19年８月31日） 

前連結会計年度 
（自 平成18年３月１日 
至 平成19年２月28日） 

 

③   ――――――― ③閉店損失引当金 

店舗の閉鎖に伴い発生する損

失に備えるため、店舗閉店によ

り見込まれる閉店関連損失額を

計上しております。 

(追加情報) 

当中間連結会計期間において

店舗閉店に伴い損失の発生が見

込まれることとなったため、閉

店に関連して見込まれる損失を

引当計上することと致しまし

た。これにより、特別損失とし

て閉店関連損失見込額49百万円

を計上したため税金等調整前中

間純利益が同額減少しておりま

す。 

 

③   ――――――― 

 ④退職給付引当金 ④退職給付引当金 ④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、当中間連結会計

期間末において発生していると

認められる額を計上しておりま

す。 

数理計算上の差異は、各連結

会計年度の発生時における従業

員の平均残存勤務期間以内の一

定の年数（５年）による定額法

により按分した額をそれぞれ発

生の翌連結会計年度から費用処

理することとしております。 

 

 

 

 

同  左 

 

従業員の退職給付に備えるた

め、当連結会計年度末における

退職給付債務及び年金資産の見

込額に基づき計上しておりま

す。 

数理計算上の差異は、各連結

会計年度の発生時における従業

員の平均残存勤務期間以内の一

定の年数（５年）による定額法

により按分した額をそれぞれ発

生の翌連結会計年度から費用処

理することとしております。 

 

 ⑤役員退職慰労引当金 ⑤役員退職慰労引当金 ⑤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）に基づく中間期末要支

給見込額を計上しております。 

 

 

 

同  左 

 

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)重要なリース取引の処理方法 (4)重要なリース取引の処理方法 (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 

 

 

 

 

 

同  左 

 

 

    



 
 
 
 

－  － 
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項目 
前中間連結会計期間 

（自 平成18年３月１日 
至 平成18年８月31日） 

当中間連結会計期間 
（自 平成19年３月１日 
至 平成19年８月31日） 

前連結会計年度 
（自 平成18年３月１日 
至 平成19年２月28日） 

 (5)重要なヘッジ会計の方法 (5)   ――――――― (5)重要なヘッジ会計の方法 

 ①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。 

  

同  左 

 

 ②ヘッジ手段とヘッジ対象  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 

  

同  左 

 ・ヘッジ対象…借入金   

 ③ヘッジ方針  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。 

  

同  左 

 

 

 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。 

 ④ヘッジ有効性評価の方法 

 

同  左 

 

    

 (6)その他中間連結財務諸表作成の

ための基本となる重要な事項 

(6)その他中間連結財務諸表作成の

ための基本となる重要な事項 

(6)その他連結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 消費税等の会計処理 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 

 

同  左 

 

５．中間連結キャッシュ・フ

ロー計算書（連結キャッ

シュ・フロー計算書）に

おける資金の範囲 

資金（現金及び現金同等物）は、

手許現金、随時引き出し可能な預

金及び容易に換金可能であり、か

つ、価値の変動について僅少なリ

スクしか負わない取得日から３か

月以内に償還期限の到来する短期

投資からなっております。 

 

 

 

同  左 

 

 

 

 

 

 

同  左 

 

 

 

    

 



 
 
 
 

－  － 
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中間連結財務諸表作成の基本となる重要な事項の変更 
 

前中間連結会計期間 
（自 平成18年３月１日 
至 平成18年８月31日） 

当中間連結会計期間 
（自 平成19年３月１日 
至 平成19年８月31日） 

前連結会計年度 
（自 平成18年３月１日 
至 平成19年２月28日） 

(固定資産の減損に係る会計基準) 

当中間連結会計期間より「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

19,647千円増加し、税金等調整前中間純利

益は149,306千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

後の中間連結財務諸表規則に基づき当該

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) 

当中間連結会計期間より「貸借対照表の

純資産の部の表示に関する会計基準」（企

業会計基準第５号 平成17年12月9日）及

び「貸借対照表の純資産の部の表示に関す

る会計基準等の適用指針」（企業会計基準

適用指針第８号 平成17年12月9日）を適

用しております。 

従来の資本の部の合計に相当する金額

は2,021,892千円であります。 

なお、中間連結財務諸表規則の改正によ

り、当中間連結会計期間における中間連結

貸借対照表の純資産の部については、改正

後の中間連結財務諸表規則により作成し

ております。 
 
 

――――――― 

――――――― 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

――――――― 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(固定資産の減価償却方法の変更) 

平成19年度の法人税法の改正（｢所得税

法等の一部を改正する法律｣（平成19年3

月30日 法律第6号）及び｢法人税法施行令

の一部を改正する政令｣(平成19年3月30日 

政令第83号))に伴い、平成19年4月1日以降

に取得したものについては、改正後の法人

税法に基づく方法に変更しております。 

これに伴う損益への影響は軽微でありま

す。 
 

(固定資産の減損に係る会計基準) 

当連結会計年度より「固定資産の減損に

係る会計基準」（「固定資産の減損に係る

会計基準の設定に関する意見書」（企業会

計審議会 平成14年8月9日））及び「固定

資産の減損に係る会計基準の適用指針」

（企業会計基準適用指針第６号 平成15

年10月31日）を適用しております。 

これにより営業利益及び経常利益は

38,703千円増加し、税金等調整前当期純利

益は131,445千円減少しております。 

なお、減損損失累計額については、改正

後の連結財務諸表規則に基づき当該各資

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) 

当連結会計年度より「貸借対照表の純資

産の部の表示に関する会計基準」（企業会

計基準第５号 平成17年12月9日）及び「貸

借対照表の純資産の部の表示に関する会

計基準等の適用指針」（企業会計基準適用

指針第８号 平成17年12月9日）を適用し

ております。 

従来の資本の部の合計に相当する金額

は2,134,912千円であります。 

なお、連結財務諸表規則の改正により、

当連結会計年度における連結貸借対照表

の純資産の部については、改正後の連結財

務諸表規則により作成しております。 
 
 
 

――――――― 
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表示方法の変更 
 

前中間連結会計期間 
（自 平成18年３月１日 
至 平成18年８月31日） 

当中間連結会計期間 
（自 平成19年３月１日 
至 平成19年８月31日） 

――――――― （中間連結キャッシュ・フロー計算書） 

｢その他営業外収益｣(当中間連結会計期間△65,617千円)、

｢その他営業外費用｣(同11,417千円)、｢その他特別利益｣(同△

9,912千円)、｢その他特別損失｣(同14,045千円)、｢賃貸料の受

取額｣(同30,431千円)、｢災害による保険金収入](同2,668千

円)、｢その他の営業活動収入｣(同41,082千円)、｢その他の営業

活動支出｣(同△25,463千円)は、従来区分掲記しておりました

が、金額の重要性が乏しいことから、当中間連結会計期間から

営業活動によるキャッシュ･フローの｢その他｣に含めて表示し

ております。また、｢その他の投資活動支出](同△20,483千円)、

｢その他の投資活動収入｣(同1,263千円)についても同様の理由

により、当中間連結会計期間から投資活動によるキャッシュ･

フローの｢その他｣に含めて表示しております。 

財務活動によるキャッシュ・フローの｢短期借入金の純増減

額｣は、前中間連結会計期間は｢短期借入れによる収入」及び「短

期借入金の返済による支出」として表示しておりましたが、借

入から返済までの期間が短く、かつ借入と返済が頻繁に行われ

ていることから、回転が速い項目として、当中間連結会計期間

より｢短期借入金の純増減額｣として表示しております。 

なお、当中間連結会計期間における｢短期借入れによる収入｣

は130,000千円、｢短期借入金の返済による支出｣は△262,000

千円であります。 
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注記事項 
 
（中間連結貸借対照表関係） 
 

前中間連結会計期間末 
（平成18年８月31日） 

当中間連結会計期間末 
（平成19年８月31日） 

前連結会計年度 
（平成19年２月28日） 

※１ 有形固定資産の減価償却累計額 ※１ 有形固定資産の減価償却累計額 ※１ 有形固定資産の減価償却累計額 

1,300,367千円 1,631,591千円 1,513,435千円 

   

※２ 担保資産及び担保付債務 ※２ 担保資産及び担保付債務 ※２ 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。 

担保に供している資産は次のとおりで

あります。 
 

預     金 120,000千円

建物及び構築物 211,970 

土     地 235,179 

計 567,149千円
  

 
預     金 120,000千円

建物及び構築物 199,889 

土     地 235,179 

計 555,068千円
  

 
預     金 120,000千円

建物及び構築物 205,089 

土     地 235,179 

計 560,268千円
  

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。 担保付債務は次のとおりであります。 
 

短期借入金 52,000千円

長期借入金 1,165,906 

計 1,217,906千円
  

 
短期借入金 612,000千円

長期借入金 1,129,854 

計 1,741,854千円
  

 
短期借入金 412,000千円

長期借入金 681,518 

計 1,093,518千円
  

（注）長期借入金には、一年以内返済予定長

期借入金が含まれております。 

（注）長期借入金には、一年以内返済予定長

期借入金が含まれております。 

（注）長期借入金には、一年以内返済予定長

期借入金が含まれております。 
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（中間連結損益計算書関係） 
 

前中間連結会計期間 
（自 平成18年３月１日 
至 平成18年８月31日） 

当中間連結会計期間 
（自 平成19年３月１日 
至 平成19年８月31日） 

前連結会計年度 
（自 平成18年３月１日 
至 平成19年２月28日） 

※１ 販売費及び一般管理費のうち主要な費

目及び金額は、次のとおりであります。 

※１ 販売費及び一般管理費のうち主要な費

目及び金額は、次のとおりであります。 

※１ 販売費及び一般管理費のうち主要な費

目及び金額は、次のとおりであります。 
 

広告宣伝費 287,725千円

役員報酬 80,070 

給与手当 823,501 

雑給 250,288 

賞与引当金繰入額 75,100 

退職給付費用 23,959 

役員退職慰労引当金

繰入額 
3,850 

法定福利費 112,551 

水道光熱費 172,587 

消耗品費 53,500 

減価償却費 122,582 

地代家賃 546,804 

リース料 188,590 
  

 
広告宣伝費 307,218千円

貸倒引当金繰入額 

貸倒損失 

7,597 

6,000 

役員報酬 67,680 

給与手当 889,440 

雑給 309,394 

賞与引当金繰入額 74,900 

退職給付費用 25,071 

役員退職慰労引当金

繰入額 
3,610 

法定福利費 124,897 

水道光熱費 202,294 

消耗品費 63,995 

減価償却費 151,301 

地代家賃 612,881 

リース料 194,912 
  

 
広告宣伝費 580,815千円

役員報酬 160,350 

給与手当 1,668,400 

雑給 520,877 

賞与 74,050 

賞与引当金繰入額 75,000 

退職給付費用 47,919 

役員退職慰労引当金

繰入額 
7,650 

法定福利費 238,879 

水道光熱費 372,159 

消耗品費 105,042 

減価償却費 266,123 

地代家賃 1,121,296 

リース料 376,606 
  

※２     ―――――――     ※２ 固定資産除却損の内訳は、建物及び構

築物の除却損5,263千円ほかであります。 

※２ 固定資産除却損の内訳は、建物及び構

築物の除却損799千円であります。 
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前中間連結会計期間 
（自 平成18年３月１日 
至 平成18年８月31日） 

当中間連結会計期間 
（自 平成19年３月１日 
至 平成19年８月31日） 

前連結会計年度 
（自 平成18年３月１日 
至 平成19年２月28日） 

※３ 減損損失 

当中間連結会計期間において、当社グルー

プは以下の資産グループについて減損損失を

計上いたしました。 

場所 用途 種類 

鹿児島県 

4件 

店舗及び

遊休資産 

土地及び建物、

その他 

福岡県 

6件 
店舗 建物及びその他 

その他 

4件 
店舗 建物及びその他 

 

当社グループはキャッシュ・フローを生み

出す最小単位として事業用資産である店舗

を基本単位として資産のグルーピングを行

っております。また、遊休資産については、

個々の物件単位ごとに資産のグルーピング

を行っております。 

営業活動から生じる損益が継続してマイ

ナスとなっている店舗や遊休資産で時価が

下落しているものを対象とし帳簿価額を回

収可能価額まで減額し、当該減少額168,953

千円を減損損失として特別損失に計上して

おります。 

固定資産の種類 金額 

建物及び構築物 100,798千円 

土地 21,871千円 

その他 4,197千円 

リース資産 42,086千円 

合計 168,953千円 

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。 

※３ 減損損失 

当中間連結会計期間において、当社グルー

プは以下の資産グループについて減損損失を

計上いたしました。 

場所 用途 種類 

福岡県 

1件 
店舗 建物及びその他 

熊本県 

2件 
店舗 建物及びその他 

 

当社グループはキャッシュ・フローを生み

出す最小単位として事業用資産である店舗

を基本単位として資産のグルーピングを行

っております。また、遊休資産については、

個々の物件単位ごとに資産のグルーピング

を行っております。 

収益性等の観点から撤退の意思決定を行っ

た店舗で保有する資産のうち、将来の使用見

込みがなく、廃棄することが決定された資産

について、回収可能価額をゼロとしてその帳

簿価額の全額を減損損失として特別損失に計

上しております。 

固定資産の種類 金額 

建物及び構築物 17,910千円 

合計 17,910千円 

 

 

※３ 減損損失 

当連結会計年度において、当社グループは

以下の資産グループについて減損損失を計上

いたしました。 

場所 用途 種類 

鹿児島県 

4件 

店舗及び

遊休資産 

土地及び建物、

その他 

福岡県 

6件 
店舗 建物及びその他 

その他 

4件 
店舗 建物及びその他 

 

当社グループはキャッシュ・フローを生み

出す最小単位として事業用資産である店舗

を基本単位として資産のグルーピングを行

っております。また、遊休資産については、

個々の物件単位ごとに資産のグルーピング

を行っております。 

営業活動から生じる損益が継続してマイ

ナスとなっている店舗や遊休資産で時価が

下落しているものを対象とし帳簿価額を回

収可能価額まで減額し、当該減少額170,149

千円を減損損失として特別損失に計上して

おります。 

固定資産の種類 金額 

建物及び構築物 101,347千円 

土地 21,871千円 

その他 4,844千円 

リース資産 42,086千円 

合計 170,149千円 

なお、回収可能価額は正味売却価額により

測定しており、固定資産税評価額に基づき合

理的な調整を行って算定しております。 
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（中間連結株主資本等変動計算書関係） 
 
前中間連結会計期間（自 平成 18年 3 月 1日 至 平成18 年 8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（株） 

当中間連結会計期間 
増加株式数（株） 

当中間連結会計期間 
減少株式数（株） 

当中間連結会計期間末 
株式数（株） 

発行済株式     

普通株式（注） 10,180 10,180 － 20,360 

合計 10,180 10,180 － 20,360 

自己株式     

普通株式（注） 424 424 － 848 

合計 424 424 － 848 

（注）普通株式の発行済株式数及び自己株式の増加は、平成18年3月1日付で普通株式1株につき2株の株式分割を行っ
たことによる増加であります。 

 

２ 新株予約権及び自己新株予約権に関する事項 
該当事項はありません。 

 

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 １株当たり配当額 基準日 効力発生日 

平成18年5月30日 
（定時株主総会） 普通株式 48,780千円 5,000円 平成18年2月28日 平成18年5月30日 

 

(２)基準日が当中間連結会計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当中間連結会計期間末後となるもの 

該当事項はありません。 
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当中間連結会計期間（自 平成 19年 3 月 1日 至 平成19 年 8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（株） 

当中間連結会計期間 
増加株式数（株） 

当中間連結会計期間 
減少株式数（株） 

当中間連結会計期間末 
株式数（株） 

発行済株式     

普通株式（注） 20,360 － － 20,360 

合計 20,360 － － 20,360 

自己株式     

普通株式（注） 848 36 － 884 

合計 848 36 － 884 

（注）普通株式の自己株式の増加は、取締役会の決議に基づく取得による増加であります。 
 

２ 新株予約権及び自己新株予約権に関する事項 
該当事項はありません。 

 

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 １株当たり配当額 基準日 効力発生日 

平成19年5月24日 
（定時株主総会） 普通株式 48,780千円 2,500円 平成19年2月28日 平成19年5月25日 

 

(２)基準日が当中間連結会計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当中間連結会計期間末後となるもの 

該当事項はありません。 
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前連結会計年度（自 平成18 年 3月 1 日 至 平成 19年 2 月 28 日） 
 
１ 発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項 
 

 前連結会計年度末 
株式数（株） 

当連結会計年度 
増加株式数（株） 

当連結会計年度減少 
株式数（株） 

当連結会計年度末 
株式数（株） 

発行済株式     

普通株式（注） 10,180 10,180 － 20,360 

合計 10,180 10,180 － 20,360 

自己株式     

普通株式（注） 424 424 － 848 

合計 424 424 － 848 

（注）普通株式の発行済株式数及び自己株式の増加は、平成18年3月1日付で普通株式1株につき2株の株式分割を行っ
たことによる増加であります。 

 

２ 新株予約権及び自己新株予約権に関する事項 
該当事項はありません。 

 
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 １株当たり配当額 基準日 効力発生日 

平成18年5月30日 
（定時株主総会） 普通株式 48,780千円 5,000円 平成18年2月28日 平成18年5月30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 １株当たり配当額 基準日 効力発生日 

平成19年5月24日 
（定時株主総会） 普通株式 48,780千円 2,500円 平成19年2月28日 平成19年5月25日 
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（中間連結キャッシュ・フロー計算書関係） 
 

前中間連結会計期間 
（自 平成18年３月１日 
至 平成18年８月31日） 

当中間連結会計期間 
（自 平成19年３月１日 
至 平成19年８月31日） 

前連結会計年度 
（自 平成18年３月１日 
至 平成19年２月28日） 

現金及び現金同等物の中間期末残高と中間

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中間期末残高と中間

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 

 
現金及び預金勘定 3,019,296千円

預入期間が３か月 

を超える定期性預金 
△506,182 

現金及び現金同等物 2,513,113千円

  
  

 
現金及び預金勘定 2,783,409千円

預入期間が３か月 

を超える定期性預金 
△506,182 

現金及び現金同等物 2,277,227千円

  
  

 
現金及び預金勘定 2,109,752千円

預入期間が３か月 

を超える定期性預金 
△506,782 

現金及び現金同等物 1,602,969千円
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（リース取引関係） 
 

前中間連結会計期間 
（自 平成18年３月１日 

至 平成18年８月31日） 

当中間連結会計期間 
（自 平成19年３月１日 
至 平成19年８月31日） 

前連結会計年度 
（自 平成18年３月１日 
至 平成19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 

リース物件の所有権が借主に移転すると認

められるもの以外のファイナンス・リース取

引 

(1) リース物件の取得価額相当額、減価償

却累計額相当額、減損損失累計額相当

額及び中間期末残高相当額 

(1) リース物件の取得価額相当額、減価償

却累計額相当額、減損損失累計額相当

額及び中間期末残高相当額 

(1) リース物件の取得価額相当額、減価償

却累計額相当額、減損損失累計額相当

額及び期末残高相当額 
 

 
取得価額
相当額 
(千円) 

減価償却
累計額相
当額 
(千円) 

減損損失
累計額相
当額 

(千円) 

中間期
末残高
相当額 
(千円) 

（有形固
定資産） 
その他 

1,352,896 857,120 42,086 453,689

無形固
定資産 

375,913 160,335 － 215,578

合計 1,728,809 1,017,455 42,086 669,267

  

 

 
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) 

中間期末
残高相当

額 
(千円) 

（有形固
定資産） 
その他 

1,537,941 690,212 24,480 823,248

無形固
定資産 

397,653 201,339 － 196,313

合計 1,935,595 891,552 24,480 1,019,562

  

 

 
取得価額
相当額 
(千円) 

減価償却
累計額相
当額 
(千円) 

減損損失
累計額相
当額 

(千円) 

期末残
高相当

額 
(千円) 

（有形固
定資産） 
その他 

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

無形固
定資産 

379,768 176,597 － 203,170

合計 1,814,337 1,044,860 42,086 727,390

  
   

(2) 未経過リース料中間期末残高相当額等

未経過リース料中間期末残高相当額 

(2) 未経過リース料中間期末残高相当額等

未経過リース料中間期末残高相当額 

(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 
 

１年内 304,838千円

１年超 406,321  

合計 711,159千円

リース資産減損

勘定の残高 
27,787千円

  

 
１年内 311,256千円

１年超 681,882  

合計 993,138千円

リース資産減損

勘定の残高 
3,828千円

  

 
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

  
   

(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、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、リース資産減損勘定の

取崩額、減価償却費相当額、支払利息

相当額及び減損損失 
 

支払リース料 187,197千円

リース資産減損勘定

の取崩額 
14,298 

減価償却費相当額 164,256  

支払利息相当額 7,929  

減損損失 42,086  
  

 
支払リース料 202,757千円

リース資産減損勘定

の取崩額 
10,613 

減価償却費相当額 192,900  

支払利息相当額 10,283  

減損損失 － 
  

 
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  
  

   

(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 (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 

 

 

同  左 

 

(5) 利息相当額の算定方法 (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 

 

 

 

 

同  左 
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（有価証券関係） 
 

Ⅰ 前中間連結会計期間末（平成 18 年８月 31 日） 
１．その他有価証券で時価のあるもの 

 取得原価（千円） 
中間連結貸借対照表計
上額（千円） 差額（千円） 

(1) 株式 10,567 17,714 7,147 

(2) その他 2,826 2,700 △126 

合計 13,393 20,414 7,020 

 
２．時価評価されていない有価証券の内容 

 中間連結貸借対照表計上額（千円） 

その他有価証券  

非上場株式 50,500 

 
 

Ⅱ 当中間連結会計期間末（平成 19 年８月 31 日） 
１．その他有価証券で時価のあるもの 

 取得原価（千円） 
中間連結貸借対照表計
上額（千円） 差額（千円） 

(1) 株式 10,567 15,521 4,954 

(2) その他 2,826 2,639 △186 

合計 13,393 18,160 4,767 

 
２．時価評価されていない有価証券の内容 

 中間連結貸借対照表計上額（千円） 

その他有価証券  

非上場株式 50,500 
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Ⅲ 前連結会計年度末（平成19 年２月28 日） 
１．その他有価証券で時価のあるもの 

 取得原価（千円） 
連結貸借対照表計上額
（千円） 差額（千円） 

(1) 株式 10,567 16,700 6,132 

(2) その他 2,826 2,715 △110 

合計 13,393 19,415 6,021 

 
２．時価評価されていない有価証券の内容 

 連結貸借対照表計上額（千円） 

その他有価証券  

非上場株式 50,500 

 
 

（デリバティブ取引関係） 
前中間連結会計期間（自平成18 年３月１日 至平成 18 年８月31 日） 
当社グループの利用しているデリバティブ取引は、ヘッジ会計の要件をみたす取引のみであるため、 開

示の対象外としております。 
 
当中間連結会計期間（自平成19 年３月１日 至平成 19 年８月31 日） 
該当事項はありません。 

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

期末残高がないため、該当事項はありません。 
 
 

（ストックオプション等関係) 
前中間連結会計期間（自平成18 年３月１日 至平成 18 年８月31 日） 
該当事項はありません。 

 
当中間連結会計期間（自平成19 年３月１日 至平成 19 年８月31 日） 
該当事項はありません。 

 
前連結会計年度（自平成 18 年３月１日 至平成19 年２月 28 日） 
該当事項はありません。 

 
 

（セグメント情報） 
１．事業の種類別セグメント情報 
 前中間連結会計期間、当中間連結会計期間及び前連結会計年度において、当社グループは医薬品、化粧
品、日用雑貨品等の小売業という単一事業として営んでいるため、該当事項はありません。 

 
２．所在地別セグメント情報 

 前中間連結会計期間、当中間連結会計期間及び前連結会計年度において、本邦以外の国又は地域に所在
する連結子会社及び在外支店はないため、該当事項はありません。 

 
３．海外売上高 
 前中間連結会計期間、当中間連結会計期間及び前連結会計年度において、海外売上高はないため、該当
事項はありません。 
 
 

（企業結合等関係） 
該当事項はありません。 
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（1 株当たり情報） 
 

前中間連結会計期間 
（自 平成18年３月１日 
至 平成18年８月31日） 

当中間連結会計期間 
（自 平成19年３月１日 
至 平成19年８月31日） 

前連結会計年度 
（自 平成18年３月１日 
至 平成19年２月28日） 

 

1 株当たり純資産額 103,623円 05銭 

1 株当たり中間純利益 4,457 円90 銭 

なお、潜在株式調整後 1 株当たり中間純

利益については、潜在株式が存在しないた

め記載しておりません。 

 

1 株当たり純資産額 107,385円 02銭 

1 株当たり中間純利益 679 円 14 銭 

なお、潜在株式調整後 1 株当たり中間純

利益については、潜在株式が存在しないた

め記載しておりません。 

 

1 株当たり純資産額 109,415円35銭 

1 株当たり当期純利益 10,280円 71 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 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 1 株当たりの情報につい

ては、それぞれ以下のとおりになります。 
前中間連結   

会計期間 

前連結会計年度 

1 株当たり純資産

額 

1 株当たり純資産

額 

90,185円 42 銭 101,665円 71銭 

1 株当たり中間純

利益 

1 株当たり当期純

利益 

12,652円 62 銭 24,079円 16 銭 

なお、潜在株式調

整後 1 株当たり中

間純利益について

は、潜在株式が存在

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 3 月 1 日付で株式１株

につき２株の株式分割を行っております。 

なお、当該株式分割が前期首に行われたと

仮定した場合の前連結会計年度における１

株当たり情報については、以下のとおりにな

ります。 

１株当たり純資産額 

 101,665円 71銭 

1 株当たり当期純利益 

24,079円 16 銭 

なお、潜在株式調整後 1 株当たり当期純

利益については、潜在株式が存在しない

ため記載しておりません。 

 
 

（注）1 株当たり中間（当期）純利益の算定上の基礎は、以下のとおりであります。 

項目 

前中間連結会計期間 

(自 平成18年３月１日 

至 平成18年８月31日) 

当中間連結会計期間 

(自 平成19年３月１日 

至 平成19年８月31日) 

前連結会計年度 

(自 平成18年３月１日 

至 平成19年２月28日) 

中間(当期)純利益(千円) 86,982 13,238 200,597 

普通株主に帰属しない金額(千円) － － － 

普通株式に係る中間(当期)純利益(千円) 86,982 13,238 200,597 

期中平均株式数(株) 19,512 19,492 19,512 

 
 
 
（重要な後発事象） 

該当事項はありません。 



 
 
 
 

－  － 
 
 

34 

㈱ミドリ薬品（2718）平成20 年2 月期中間決算短信 

５．中間個別財務諸表 

 

(1)中間貸借対照表 
 

  
前中間会計期間末 

（平成18年８月31日） 
当中間会計期間末 

（平成19年８月31日） 

前事業年度の 
要約貸借対照表 

（平成19年２月28日） 

区分 注記 
番号 金額（千円） 構成比 

（％） 金額（千円） 構成比 
（％） 金額（千円） 構成比 

（％） 

（資産の部）           

Ⅰ 流動資産           

1 現金及び預金 ※2 2,983,478   2,741,510   2,068,969   

2 売掛金  32,052   43,274   37,689   

3 たな卸資産  4,073,520   4,659,277   4,273,744   

4 その他 ※３ 408,963   419,347   432,866   

貸倒引当金  △107   △142   △126   

流動資産合計   7,497,906 58.3  7,863,266 55.0  6,813,143 54.1 

Ⅱ 固定資産           

1 有形固定資産          

(1) 建物 ※1.2 2,062,398   2,670,598   2,223,727   

(2) 土地 ※2 451,228   451,228   451,228   

(3) その他 ※1 468,640   546,404   490,585   

計  2,982,267   3,668,230   3,165,541   

2 無形固定資産  84,873   140,867   126,220   

3 投資その他の資産           

(1) 敷金及び保証金  1,852,636   2,202,351   2,022,932   

(2) その他  451,889   434,268   469,093   

貸倒引当金  △35   △7,613   △32   

計  2,304,490   2,629,006   2,491,994   

固定資産合計   5,371,631 41.7  6,438,104 45.0 5,783,755 45.9 

資産合計   12,869,537 100.0  14,301,371 100.0 12,596,899 100.0 
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前中間会計期間末 

（平成18年８月31日） 
当中間会計期間末 

（平成19年８月31日） 

前事業年度の 
要約貸借対照表 

（平成19年２月28日） 

区分 注記 
番号 金額（千円） 構成比 

（％） 金額（千円） 構成比 
（％） 金額（千円） 構成比 

（％） 

（負債の部）           

Ⅰ 流動負債           

1 支払手形  4,144   5,767   1,818   

2 買掛金  4,047,194   3,995,803   3,472,673   

3 短期借入金 ※2 52,000   868,000   1,000,000   

4 一年以内償還予定社債  100,000   －   100,000   

5 一年以内返済予定長期
借入金 

※2 1,673,209   1,666,768   1,504,077   

6 未払法人税等  183,289   84,851   116,858   

7 賞与引当金  75,100   74,900   75,000   

8 閉店損失引当金  －   49,204   －   

9 その他 ※3 466,567   489,152   425,147   

流動負債合計   6,601,504 51.3  7,234,447 50.6  6,695,574 53.2 

Ⅱ 固定負債           

1 長期借入金 ※2 3,988,920   4,704,212   3,508,384   

2 退職給付引当金  149,195   150,713   149,354   

3 役員退職慰労引当金  103,890   106,800   107,690   

4 その他  25,710   40,949   25,581   

固定負債合計   4,267,715 33.2  5,002,674 35.0  3,791,010 30.1 

負債合計   10,869,220 84.5  12,237,121 85.6  10,486,585 83.3 

           

（純資産の部）           

Ⅰ 株主資本           

1 資本金   352,218 2.7  352,218 2.5  352,218 2.8 

2 資本剰余金           

(1)資本準備金  341,813   341,813   341,813   

資本剰余金合計   341,813 2.7  341,813 2.4  341,813 2.7 

3 利益剰余金           

(1)利益準備金  8,218   8,218   8,218   

(2)その他利益剰余金           

繰越利益剰余金  1,378,451   1,450,918   1,489,043   

利益剰余金合計   1,386,669 10.8  1,459,136 10.2  1,497,261 11.9 

4 自己株式   △84,568 △0.7  △91,760 △0.7  △84,568 △0.7 

株主資本合計   1,996,133 15.5  2,061,408 14.4  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 

  4,184 0.0  2,841 0.0  3,589 0.0 

評価・換算差額等合計   4,184 0.0  2,841 0.0  3,589 0.0 

純資産合計   2,000,317 15.5  2,064,249 14.4  2,110,313 16.7 

負債純資産合計   12,869,537 100.0  14,301,371 100.0  12,596,899 100.0 
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(2)中間損益計算書 
 

  
前中間会計期間 

(平成18年３月１日 
平成18年８月31日) 

当中間会計期間 
(平成19年３月１日 
平成19年８月31日) 

前事業年度の 
要約損益計算書 

(平成18年３月１日 
平成19年２月28日) 

区分 
注記 
番号 金額（千円） 

百分比 
（％） 

金額（千円） 
百分比 
（％） 

金額（千円） 
百分比 
（％） 

Ⅰ 売上高   10,997,667 100.0  11,726,486 100.0  21,903,202 1 00.0 

Ⅱ 売上原価   7,597,461 69.1  8,137,239 69.4  15,129,293 69.1 

売上総利益   3,400,205 30.9  3,589,246 30.6  6,773,909 30.9 

Ⅲ 販売費及び一般管理費   3,063,858 27.8  3,421,084 29.2  6,278,175 28.7 

営業利益   336,347 3.1  168,162 1.4  495,734 2.2 

Ⅳ 営業外収益 ※1  487,697 4.4  575,947 4.9  1,023,760 4.7 

Ⅴ 営業外費用 ※2  451,692 4.1  533,201 4.5  950,415 4.3 

経常利益   372,352 3.4  210,907 1.8  569,079 2.6 

Ⅵ 特別利益 ※3  14,240 0.1  9,912 0.1  22,803 0.1 

Ⅶ 特別損失 ※4.6  169,653 1.5  86,753 0.8  175,148 0.8 

税引前中間（当期）純利益   216,939 2.0  134,066 1.1  416,733 1.9 

法人税、住民税及び事業税  175,075   68,569   257,744   

法人税等調整額  △43,336 131,739 1.2 54,842 123,411 1.0 △36,802 220,942 1.0 

中間（当期）純利益   85,200 0.8  10,655 0.1  195,791 0.9 
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(3)中間株主資本等変動計算書 
 
前中間会計期間（自平成 18 年 3月 1 日 至平成18 年 8月 31 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 

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 8,218 1,342,031 1,350,249 △84,568 1,959,713 

中間会計期間中の変動額        

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

中間純利益    85,200 85,200  85,200 

株主資本以外の項目の中間会計

期間中の変動額(純額) 
       

中間会計期間中の変動額合計(千円) － － － 36,420 36,420 － 36,420 

平成18年8月31日残高(千円) 352,218 341,813 8,218 1,378,451 1,386,669 △84,568 1,996,133 

 

評価・換算差額等  

その他有価証券 

評価差額金 

純資産合計 

平成18年２月28日残高(千円）   4,195 1,963,908 

中間会計期間中の変動額   

剰余金の配当(注)  △48,780 

中間純利益  85,200 

株主資本以外の項目の中間会計

期間中の変動額(純額) 
△10 △10 

中間会計期間中の変動額合計(千円) △10 36,409 

平成18年8月31日残高(千円)   4,184 2,000,317 

(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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当中間会計期間（自平成 19 年 3月 1 日 至平成19 年 8月 31 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 

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

中間会計期間中の変動額        

剰余金の配当    △48,780 △48,780  △48,780 

中間純利益    10,655 10,655  10,655 

自己株式の取得      △7,192 △7,192 

株主資本以外の項目の中間会計

期間中の変動額（純額） 
       

中間会計期間中の変動額合(千円) － － － △38,124 △38,124 △7,192 △45,316 

平成19年8月31日残高(千円) 352,218 341,813 8,218 1,450,918 1,459,136 △91,760 2,061,408 

 

評価・換算差額等  

その他有価証券 

評価差額金 

純資産合計 

平成19年2月28日残高(千円)   3,589 2,110,313 

中間会計期間中の変動額   

剰余金の配当  △48,780 

中間純利益  10,655 

自己株式の取得  △7,192 

株主資本以外の項目の中間会計

期間中の変動額（純額） 
△747 △747 

中間会計期間中の変動額合計（千円） △747 △46,064 

平成19年8月31日残高(千円)  2,841 2,064,249 
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前事業年度の株主資本等変動計算書（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 

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 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 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 

純資産合計 

平成18年２月28日残高(千円)   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 

事業年度中の変動額合計(千円)     △606 146,405 

平成19年２月28日残高(千円)   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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③中間財務諸表作成のための基本となる重要な事項 
 

項目 
前中間会計期間 

（自 平成18年３月１日 
至 平成18年８月31日） 

当中間会計期間 
（自 平成19年３月１日 
至 平成19年８月31日） 

前事業年度 
（自 平成18年３月１日 
至 平成19年２月28日） 

(1)有価証券 (1)有価証券 (1)有価証券 

子会社株式 

 移動平均法による原価法 

 

子会社株式 

同  左 

 

子会社株式 

同  左 

 

その他有価証券 その他有価証券 その他有価証券 

時価のあるもの 時価のあるもの 時価のあるもの 

中間決算日の市場価格等

に基づく時価法（評価差額は

全部純資産直入法により処

理し、売却原価は移動平均法

により算定しております。） 

 

同  左 

  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 時価のないもの 時価のないもの 

１．資産の評価基準及び評価

方法 

 移動平均法による原価法 

 

同  左 

 

同  左 

 

(2)たな卸資産 (2)たな卸資産 (2)たな卸資産 

商品 商品 商品 

  売価還元原価法 同  左 同  左 

貯蔵品 貯蔵品 貯蔵品 

 

  最終仕入原価法 

 

同  左 

 

同  左 

 

(1)有形固定資産 (1)有形固定資産 (1)有形固定資産 ２．固定資産の減価償却の方

法 定率法（但し、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。 

 

 

 

同  左 

 

 

 

同  左 

(2)無形固定資産 (2)無形固定資産 (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。 
 

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、のれんについては、５年

で均等償却しております。 

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。 
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項目 
前中間会計期間 

（自 平成18年３月１日 
至 平成18年８月31日） 

当中間会計期間 
（自 平成19年３月１日 

至 平成19年８月31日） 

前事業年度 
（自 平成18年３月１日 
至 平成19年２月28日） 

 (3)長期前払費用 (3)長期前払費用 (3)長期前払費用 

 
均等償却しております。 

 

同  左 

 

同  左 

 

３．引当金の計上基準 (1)貸倒引当金 (1)貸倒引当金 (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。 

 

 

 

 

同  左 

 

 

 

 

 

 

同  左 

 

 

 

 (2)賞与引当金 (2)賞与引当金 (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。 
 

 

同  左 

 

 

 

同  左 

 

 

 (3)    ────── (3)閉店損失引当金 

店舗の閉鎖に伴い発生する損

失に備えるため、店舗閉店により

見込まれる閉店関連損失額を計

上しております。 

(追加情報) 

当中間会計期間において店舗

閉店に伴い損失の発生が見込ま

れることとなったため、閉店に関

連して見込まれる損失を引当計

上することと致しました。これに

より、特別損失として閉店関連損

失見込額49百万円を計上したた

め税引前中間純利益が同額減少

しております。 

 

(3)    ────── 

 (4)退職給付引当金 (4)退職給付引当金 (4)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、当中間会計期間末におい

て発生していると認められる額

を計上しております。 

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。 
 

 

 

 

同  左 

 

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。 

 

 

 

(5)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）に基づく中間期末要支給

見込額を計上しております。 

 

(5)役員退職慰労引当金 

 

同  左 

 

 

(5)役員退職慰労引当金 

役員の退職慰労金の支給に備

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。 
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項目 
前中間会計期間 

（自 平成18年３月１日 
至 平成18年８月31日） 

当中間会計期間 
（自 平成19年３月１日 
至 平成19年８月31日） 

前事業年度 
（自 平成18年３月１日 
至 平成19年２月28日） 

４．リース取引の処理方法 リース物件の所有権が借主に

移転すると認められるもの以外

のファイナンス・リース取引につ

いては、通常の賃貸借取引に係る

方法に準じた会計処理によって

おります。 

 

 

 

 

同  左 

 

 

 

 

 

 

同  左 

 

 

 

①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。 

 

 

 

同  左 

 

②ヘッジ手段とヘッジ対象  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 

  

同  左 

 

③ヘッジ方針  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。 

  

同  左 

 

 

④ヘッジ有効性評価の方法  ④ヘッジ有効性評価の方法 

５．ヘッジ会計の方法 

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。 

 

  

同  左 

 

 

消費税等の会計処理 消費税等の会計処理 消費税等の会計処理 ６．その他中間財務諸表（財

務諸表）作成のための基

本となる重要な事項 

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 

 

 

同  左 
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中間財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更 

 

前中間会計期間 
(自 平成18年３月１日 
至 平成18年８月31日) 

当中間会計期間 
(自 平成19年３月１日 
至 平成19年８月31日) 

前事業年度 
(自 平成18年３月１日 
至 平成19年２月28日) 

（固定資産の減損に係る会計基準） 

当中間会計期間より「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

19,647千円増加し、税引前中間純利益が

149,306千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

後の中間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） 

当中間会計期間より「貸借対照表の純資

産の部の表示に関する会計基準」（企業会

計基準第５号 平成17年12月9日）及び「貸

借対照表の純資産の部の表示に関する会

計基準等の適用指針」（企業会計基準適用

指針第８号 平成17年12月9日）を適用して

おります。 

従来の資本の部の合計に相当する金額

は2,000,317千円であります。 

なお、中間財務諸表等規則の改正によ

り、当中間会計期間における中間貸借対照

表の純資産の部については、改正後の中間

財務諸表等規則により作成しております。 
 

────── 
 

────── 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

────── 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(固定資産の減価償却方法の変更) 

平成19年度の法人税法の改正（｢所得税

法等の一部を改正する法律｣（平成19年3月

30日 法律第6号）及び｢法人税法施行令の

一部を改正する政令｣(平成19年3月30日 

政令第83号))に伴い、平成19年4月1日以降

に取得したものについては、改正後の法人

税法に基づく方法に変更しております。 

これに伴う損益への影響は軽微であり

ます。 
 

（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） 

当事業年度より「貸借対照表の純資産の

部の表示に関する会計基準」（企業会計基

準第５号 平成17年12月9日）及び「貸借

対照表の純資産の部の表示に関する会計

基準等の適用指針」（企業会計基準適用指

針第８号 平成17年12月9日）を適用してお

ります。 

従来の資本の部の合計に相当する金額

は2,110,313千円であります。 

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。 
 

────── 
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注記事項 

（中間貸借対照表関係） 

 

前中間会計期間末 
（平成18年８月31日） 

当中間会計期間末 
（平成19年８月31日） 

前事業年度末 
（平成19年２月28日） 

※１ 有形固定資産の減価償却累計額 ※１ 有形固定資産の減価償却累計額 ※１ 有形固定資産の減価償却累計額 

1,300,367千円 1,631,591千円 1,513,435千円 

   

※２ 担保資産及び担保付債務 ※２ 担保資産及び担保付債務 ※２ 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。 

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 211,970 

土     地 235,179 

計 567,149千円
  

 
預     金 120,000千円

建     物 199,889 

土     地 235,179 

計 555,068千円
  

 
預     金 120,000千円

建     物 205,089 

土     地 235,179 

計 560,268千円
  

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。 担保付債務は次のとおりであります。 
 

短期借入金 52,000千円

長期借入金 1,165,906 

計 1,217,906千円
  

 
短期借入金 612,000千円

長期借入金 1,129,854 

計 1,741,854千円
  

 
短期借入金 412,000千円

長期借入金 681,518 

計 1,093,518千円
  

（注）長期借入金には、一年以内返済予定長

期借入金が含まれております。 

 

（注）長期借入金には、一年以内返済予定長

期借入金が含まれております。 

 

（注）長期借入金には、一年以内返済予定長

期借入金が含まれております。 

 

※３ 消費税等の取扱い 

仮払消費税等及び仮受消費税等は

相殺し、その差額は流動資産「その他」

に含めて表示しております。 

※３ 消費税等の取扱い 

同  左 

※３    ────── 
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（中間損益計算書関係） 

 

前中間会計期間 
(自 平成18年３月１日 
至 平成18年８月31日) 

当中間会計期間 
(自 平成19年３月１日 
至 平成19年８月31日) 

前事業年度 
(自 平成18年３月１日 
至 平成19年２月28日) 

※１ 営業外収益のうち主要なもの 

受取利息 6,376千円

受取配当金 2,138 

不動産賃貸料収入 434,493 

発注処理手数料 19,558 
 

※１ 営業外収益のうち主要なもの 

受取利息 10,152千円

受取配当金 2,139 

不動産賃貸料収入 510,195 

発注処理手数料 23,077 
 

※１ 営業外収益のうち主要なもの 

受取利息 14,687千円

受取配当金 2,218 

不動産賃貸料収入 900,645 

発注処理手数料 39,033 
 

   

※２ 営業外費用のうち主要なもの 

支払利息 52,359千円

不動産賃貸費用 398,408 
 

※２ 営業外費用のうち主要なもの 

支払利息 66,996千円

不動産賃貸費用 465,265 
 

※２ 営業外費用のうち主要なもの 

支払利息 105,189千円

不動産賃貸費用 825,036 
 

   

※３ 特別利益のうち主要なもの 

賞与引当金戻入益 12,036千円

保険差益 2,204  
 

※３ 特別利益のうち主要なもの 

賞与引当金戻入益 7,244千円

保険差益 2,668  
 

※３ 特別利益のうち主要なもの 

賞与引当金戻入益 12,036千円  

保険差益 10,766    
 

   

※４ 特別損失のうち主要なもの 

店舗解約損 700千円

減損損失 168,953  
 

※４ 特別損失のうち主要なもの 

固定資産除却損 5,592千円 

減損損失 17,910 

店舗解約損 14,045 

閉店損失引当金繰入 49,204 
 

※４ 特別損失のうち主要なもの 

固定資産除却損 799千円

減損損失 170,149 

店舗解約損 4,200 
 

５ 減価償却実施額 

有形固定資産 118,374千円

無形固定資産 2,616 
 

５ 減価償却実施額 

有形固定資産 146,312千円

無形固定資産 2,697 
 

５ 減価償却実施額 

有形固定資産 257,356千円

無形固定資産 5,283 
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前中間会計期間 
（自 平成18年３月１日 

至 平成18年８月31日） 

当中間会計期間 
（自 平成19年３月１日 
至 平成19年８月31日） 

前事業年度 
（自 平成18年３月１日 
至 平成19年２月28日） 

※６ 減損損失 

当中間会計期間において、当社は以下の資

産グループについて減損損失を計上いたしま

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168,953

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 75,178千円 

土地 21,871千円 

その他 29,818千円 

リース資産 42,086千円 

合計 168,953千円 

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。 

※６ 減損損失 

当中間会計期間において、当社は以下の資

産グループについて減損損失を計上いたしま

した。 

場所 用途 種類 

福岡県 

1件 
店舗 建物及びその他 

熊本県 

2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。 

収益性等の観点から撤退の意思決定を行

った店舗で保有する資産のうち、将来の使用

見込みがなく、廃棄することが決定された資

産について、回収可能価額をゼロとしてその

帳簿価額の全額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 15,855千円 

その他 2,054千円 

合計 17,910千円 

 

 

※６ 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 

土地 21,871千円 

その他 30,464千円 

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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（中間株主資本等変動計算書関係） 

前中間会計期間（自 平成18 年 3月 1 日 至 平成 18年 8 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
（株） 

当中間会計期間増加 
株式数（株） 

当中間会計期間減少 
株式数（株） 

当中間会計期間末 
株式数（株） 

普通株式（注） 424 424 － 848 

合計 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。 

 

 

当中間会計期間（自 平成19 年 3月 1 日 至 平成 19年 8 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
（株） 

当中間会計期間増加 
株式数（株） 

当中間会計期間減少 
株式数（株） 

当中間会計期間末 
株式数（株） 

普通株式（注） 848 36 － 884 

合計 848 36 － 884 

(注)普通株式の自己株式の増加36株は、取締役会決議に基づく取得による増加であります。 

 
 

前事業年度（自 平成 18年 3 月 1日 至 平成19 年 2月 28 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
（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） 

普通株式（注） 424 424 － 848 

合計 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） 

 

前中間会計期間 
（自 平成18年３月１日 

至 平成18年８月31日） 

当中間会計期間 
（自 平成19年３月１日 
至 平成19年８月31日） 

前事業年度 
（自 平成18年３月１日 
至 平成19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 

リース物件の所有権が借主に移転すると認め

られるもの以外のファイナンス・リース取引 

(1) リース物件の取得価額相当額、減価償却

累計額相当額、減損損失累計額相当額及

び中間期末残高相当額 

(1) リース物件の取得価額相当額、減価償却

累計額相当額、減損損失累計額相当額及

び中間期末残高相当額 

(1) リース物件の取得価額相当額、減価償却

累計額相当額、減損損失累計額相当額及

び期末残高相当額 
  

 
取得価額
相当額 
(千円) 

減価償却
累計額 
相当額 
(千円) 

減損損失
累計額 
相当額 
（千円） 

中間期末
残高 
相当額 
(千円) 

(有形固
定資産) 
その他 

1,352,896 857,120 42,086 453,689 

無形固
定資産 

375,913 160,335 － 215,578 

合計 1,728,809 1,017,455 42,086 669,267 

  

  

 
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） 

中間期末
残高 

相当額 
(千円) 

(有形固
定資産) 
その他 

1,537,941 690,212 24,480 823,248 

無形固
定資産 

397,653 201,339 － 196,313 

合計 1,935,595 891,552 24,480 1,019,562 

  

  

 
取得価額
相当額 
(千円) 

減価償却
累計額 
相当額 
(千円) 

減損損失
累計額 
相当額 
（千円） 

期末残高 
相当額 
(千円) 

(有形固
定資産) 
その他 

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

無形固
定資産 

379,768 176,597 － 203,170 

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

  
   
(2) 未経過リース料中間期末残高相当額等 

未経過リース料中間期末残高相当額 

(2) 未経過リース料中間期末残高相当額等 

未経過リース料中間期末残高相当額 

(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 
 

１年内 304,838千円

１年超 406,321   

合計 711,159千円

リース資産減損

勘定の残高 
27,787千円

  

 
１年内 311,256千円

１年超 681,882   

合計 993,138千円

リース資産減損

勘定の残高 
3,828千円

  

 
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

  
   
(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、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、リース資産減損勘定の取

崩額、減価償却費相当額、支払利息相当

額及び減損損失 
 

支払リース料 187,197千円

リース資産減損勘定

の取崩額 
14,298 

減価償却費相当額 164,256  

支払利息相当額 7,929  

減損損失 42,086  
  

 
支払リース料 202,757千円

リース資産減損勘定

の取崩額 
10,613 

減価償却費相当額 192,900 

支払利息相当額 10,283 

減損損失  － 
  

 
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  
  

   
(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 

 

(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 

 

 

(5) 利息相当額の算定方法 

 

 

同  左 
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（有価証券関係） 

前中間会計期間、当中間会計期間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。 

 

（1 株当たり情報） 

前中間会計期間 
（自 平成18年３月１日 
至 平成18年８月31日) 

当中間会計期間 
（自 平成19年３月１日 
至 平成19年８月31日) 

前事業年度 
(自 平成18年３月１日 
至 平成19年２月28日) 

 

1 株当たり純資産額 102,517円 31銭 

1 株当たり中間純利益 4,366 円55 銭 

なお、潜在株式調整後 1 株当たり中間純

利益については、潜在株式が存在しないた

め記載しておりません。 

 

1 株当たり純資産額 105,989円 40銭 

1 株当たり中間純利益 546 円 64 銭 

なお、潜在株式調整後 1 株当たり中間純

利益については、潜在株式が存在しないた

め記載しておりません。 

 

1 株当たり純資産額 108,154 円66銭 

1 株当たり当期純利益 10,034円 42 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 1 株当たりの情報につい

ては、それぞれ以下のとおりになります。 
前中間会計期間 前事業年度 

1 株当たり純資産

額 

1 株当たり純資産

額 

89,298円 64 銭 100,651円 31銭 

1 株当たり中間純

利益 

1 株当たり当期純

利益 

12,585円 85 銭 23,884円 66 銭 

なお、潜在株式調

整後 1 株当たり中

間純利益について

は、潜在株式が存在

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 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。 

 
 

（注）1 株当たり中間（当期）純利益の算定上の基礎は、以下のとおりであります。 

項目 
前中間会計期間 

(自 平成18年３月１日 
至 平成18年８月31日) 

当中間会計期間 
(自 平成19年３月１日 
至 平成19年８月31日) 

前事業年度 
(自 平成18年３月１日 
至 平成19年２月28日) 

中間（当期）純利益（千円） 85,200 10,655 195,791 

普通株主に帰属しない金額（千円） － － － 

普通株式に係る中間（当期）純利益

（千円） 
85,200 10,655 195,791 

期中平均株式数（株） 19,512 19,492 19,512 

 

 

（重要な後発事象） 

該当事項はありません。 


