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平成20年３月期 中間決算短信 

平成19年11月15日 

上 場会社 名  セガミメディクス株式会社           上場取引所    ＪＡＳＤＡＱ 

コ ード番 号  ２７９７                   ＵＲＬ http://www.segami.co.jp/   
代  表  者（役職名）代表取締役社長   （氏名）瀬 上  修 
問合せ先責任者（役職名）常務取締役管理部長 （氏名）上 田  清   ＴＥＬ（06） 6267－0021 
半期報告書提出予定日  平成19年12月14日     

（百万円未満切捨て） 

１．19年９月中間期の連結業績（平成19年４月１日～平成19年９月30日） 
 (注) 当社は、平成19年９月中間期から連結財務諸表を作成しているため、平成18年９月中間期の数値及び平成18年９月    

中間期、平成19年９月中間期の対前年中間期増減率は記載しておりません。 
（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９月中間期 
18年９月中間期 

百万円   ％ 
45,102      ―   

―      ―   

百万円   ％
1,099      ―  

―     ―  

百万円   ％ 
1,436     ―   

―     ―   

百万円   ％
694     ―  
―     ―  

19年３月期 ―      ―   ―      ―  ―      ―   ―      ―  
 
 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９月中間期 
18年９月中間期 

円 銭 
85  78   

―  

円 銭
― 
― 

19年３月期 ―  ― 

(参考) 持分法投資損益 19年９月中間期 ―百万円 18年９月中間期 ―百万円 19年３月期 ―百万円       
 
（２）連結財政状態 
 総 資 産 純 資 産 自己資本比率 １株当たり純資産 
 
19年９月中間期 
18年９月中間期 

百万円 
40,318  

―  

百万円
23,337 

― 

％ 
57.9  
―  

円 銭
2,811  20  

― 
19年３月期 ―  ― ―  ― 
(参考) 自己資本 19年９月中間期  23,337百万円 18年９月中間期 ―百万円  19年３月期 ―百万円 
 
（３）連結キャッシュ･フローの状況 
 営 業 活 動 に よ る 

キャッシュ・フロー 
投 資 活 動 に よ る
キャッシュ・フロー

財 務 活 動 に よ る 
キャッシュ・フロー 

現金及び現金同等物
期 末 残 高 

 
19年９月中間期 
18年９月中間期 

百万円 
1,472  

―  

百万円
△477 

― 

百万円 
△2,024  

―  

百万円
7,332 

― 
19年３月期 ―  ― ―  ― 
 
２．配当の状況 
 １株当たり配当金 
(基準日) 期 末 年 間 
 
19年３月期 

円 銭 
32  00  

円 銭
32  00 

20年３月期(予想) 50  00   50  00  

 

 

 
３．20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 90,331  ―   2,844  ―  3,503  ―  1,592  ―   196  57  
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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         無 
② ①以外の変更                無 
〔（注）詳細は、16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」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 19年９月中間期 8,100,000株 18年９月中間期 ―株 19年３月期 ―株 
（自己株式を含む） 

② 期末自己株式数  19年９月中間期 ―株 18年９月中間期 ―株 19年３月期 ―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、24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９月中間期の個別業績（平成19年４月１日～平成19年９月30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９月中間期 
18年９月中間期 

  百万円  ％ 
43,919 7.4  
40,889  4.0   

百万円   ％
1,186  26.5 
938   △4.0  

百万円   ％ 
1,519  28.2  
1,184  △9.9   

百万円   ％
760    33.5 
569    65.0  

19年３月期 82,266   ―   2,249      ―  2,812      ―   1,336      ―  
 
 １株当たり中間 

（当期）純利益 
 
19年９月中間期 
18年９月中間期 

円  銭 
93    87   
70    30   

19年３月期 164    96   

 
（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９月中間期 
18年９月中間期 

百万円 
39,844   
38,305   

百万円
23,403  
22,151  

％ 
58.7   
57.8   

円 銭
2,889  31  
2,734  72  

19年３月期 38,833   22,909 59.0   2,828  37  

 (参考)  自己資本 19年９月中間期 23,403百万円 18年９月中間期 22,151百万円 19年３月期22,909百万円 
 
 
２．20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 87,621   6.5   2,864  27.3  3,526  25.4  1,589  19.0   196  24  

 

 
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及び将来の業績に影響を与える不確実な要因に係る
本資料発表日現在における仮定前提としております。実際の業績は、今後様々な要因によって大きく異なる結
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、３ページ｢１.経営成績 (1)経営
成績に関する分析｣をご参照下さい。 
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１. 経営成績 

(1) 経営成績に関する分析 

① 当中間連結会計期間の概況 

当中間連結会計期間におけるわが国の経済は、製造業を中心に企業収益と設備投資の増加に支え

られ、堅調に推移しておりますが、米国のサブプライム問題に端を発し、世界経済全体に不透明感

が増しつつあります。小売業界におきましては、雇用の拡大から個人消費は緩やかな回復基調が続

いております。しかしながらドラッグストア業界は、他業種も含めた新規出店の加速化によるオー

バーストア（商圏下、需要より供給が過剰になるほど店舗数が増加する現象）、店舗同質化の影響

により価格競争が激しさを増す等、依然として厳しい状況が続いております。 

このような状況下、当社につきましては既存店の活性化を積極的に行い、地域密着した店舗運営

を推進することによって、他社との差異化やオーバーストア時代に対応できる既存店舗基盤の強化

を図りました。４店舗の大規模な改装・増床を含め、地域特性に応じた小規模改装やレイアウト変

更、品揃えの見直し等を87店舗行いました。その結果、当中間連結会計期間の既存店売上高増収率

は2.4％増（前年同期は0.1％減）となりました。また店舗業務における人員の適正再配置、効率的

時間配分の再構築、店舗オペレーション体制の見直しなど、既存店における継続的なコスト削減も

推進しました。 

店舗開発につきましては、関東2店舗・関西5店舗・九州4店舗、計11店舗（うち調剤取扱2店舗）

を新規出店しました。一方本格的な競争激化に対応するために、小規模不採算店4店舗を閉鎖する

などスクラップ＆ビルドを強化することにより、当中間連結会計期間末店舗数は、関東63店舗・東

海6店舗・関西111店舗・中国38店舗・四国19店舗・九州89店舗、計326店舗（うち調剤取扱55店

舗）となりました。 

調剤部門につきましては、前期構築した新調剤システム等により、患者様にとって必要な情報を

積極的に提供するなど、服薬指導の質的向上を図りました。分業率増加や、地域に密着する「かか

りつけ薬局」機能の更なる強化の結果、調剤売上高が5,053百万円（前年同期比9.8%増）と好調な

推移をしました。 

子会社につきましては、地域密着型ドラッグストアとして山口県におけるエリアドミナント強化

のため、平成19年5月1日、國廣薬品株式会社の全株式を取得し、子会社化いたしました。更なる店

舗競争力を強化するため、全15店舗（うち調剤取扱５店舗）の見直しを行い、改装等を進めており

ます。 

当社グループにおける商品分類別実績につきましては、調剤部門の好調やカウンセリング等によ

る付加価値商品の増強により、医薬品の売上高は14,546百万円となりました。化粧品につきまして

は、大型店の増加・都市型店舗の出店に伴い品揃えも充実したこと、加えてカウンセリング分野で

の売上高の堅調な増加により、売上高は15,919百万円となり、日用生活商品につきましても同様に、

大型店の出店に伴う品揃え充実等により、売上高6,796百万円となりました。その他（健康食品等

を含む）につきましては、品揃え充実等による売上増と一部健康食品の需要減少による売上減要因

とが相俟って、売上高7,183百万円となり、卸については売上高655百万円となりました。 

諸施策により業績の更なる向上を図りました結果、当中間連結会計期間の業績は、売上高は

45,102百万円、営業利益は1,099百万円、経常利益は1,436百万円、中間純利益は694百万円と増収

増益となりました。今後「保険医療中心の医療」から、自分自身の健康は自らが守るという「セル

フメディケーション時代」へと、急速に移行することが予測されます。この時代に社会貢献しうる
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企業として、従来のドラッグストアでの商品販売にとどまらず、健康と美容に関する専門的、総合

的なアドバイスのできる、新しいビジネスモデルの確立を進めていきたいと思います。この目的を

果たす一環として、株式会社セイジョーと経営統合に向けた協議を進めてまいりました。積極的な

アライアンス・事業領域拡大を図り、今まで以上に信頼されご要望にお答えできる、お客様にとっ

ての日本一のベストパートナー企業を目指しております。 

② 通期の見通し 

ドラッグストア業界については、出店競争が激化し更なる売価下落となり、「安さ」のサービス

を中心とした「同質化」が進み、一方規制緩和の進展で異業種の参入による、新競合時代となって

いくことが予想されます。 

当社グループといたしましては、引き続きロイヤルカスタマーの育成強化を図る顧客重視政策、

付加価値の高いプライベ－トブランド（PB）商品の開発・販売を行っていくとともに、「カウンセ

リング販売」や「ドラッグ＆調剤」を強化し、専門性重視の姿勢で他社との差異化を図ってまいり

ます。また、生産性向上を中心とした収益体質の強化を図るために、あらゆる角度から見直しを行

い、新競合時代を勝ち抜く目標課題に取組み、常に安心して相談しやすいお店づくりに邁進してま

いります。 

なお、通期の連結業績予想といたしましては、平成19年9月10日付にてプレス・リリースしてお

ります「平成20年3月期（単独）業績予想の修正及び（連結）業績予想のお知らせ」のとおり、売

上高90,331百万円、営業利益2,844百万円、経常利益3,503百万円、当期純利益1,592百万円を見込

んでおります。 

また通期の個別業績予想といたしましては、売上高87,621百万円(前年同期比6.5％増)、営業利

益2,864百万円(前年同期比27.3％増)、経常利益3,526万円(前年同期比25.4％増)、当期純利益

1,589百万円(前年同期比19.0％増)を見込んでおります。 

 

(2) 財政状態に関する分析 

① 資産、負債及び純資産の状況 

当中間連結会計期間末の総資産は、40,318百万円でしたが、そのうち流動資産は、23,118百万円、

固定資産は17,200百万円となりました。これに対する当中間連結会計期間末の負債合計は、16,980

百万円でしたが、そのうち流動負債は14,993百万円、固定負債は1,987百万円となりました。 

当中間連結会計期間末の純資産は、23,337百万円で、自己資本比率は57.9％となりました。また、

１株当たり純資産は2,811円20銭となりました。 

なお、当社グループは、当中間連結会計期間より中間連結財務諸表を作成しているため、前連結        

会計期間末との対比の記載はしておりません。 

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現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は7,332百万円とな

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1,472百万円となりました。これは、税金等調整前中間純利益が

1,398百万円に対して、主な増加要因として非資金費用である減価償却費の計上が430百万円、減

損損失の計上が33百万円、仕入債務の増加が442百万円、未払金・未払費用の増加121百万円等が
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あったものの、減少要因として棚卸資産の増加が307百万円、前払費用・未収入金の増加が106百

万円、法人税等の支払額が570百万円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された資金は477百万円となりました。これは主に新規出店等による有形固

定資産の取得による支出330百万円、差入保証金・敷金の増加による支出(収入差引後)105百万円

等によるものと、無形固定資産取得による支出74百万円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された資金は2,024百万円となりました。これは短期借入金の減少が514百

万円、長期借入金の返済による支出が1,176百万円、配当金の支払額が259百万円あったこと等に

よるものであります。 

(参考)キャッシュ・フロー関連指標の推移 

 平成19年９月期中間期 

自己資本比率(％) 57.9 
時価ベ－スの自己資本比率（％） 43.5 
キャッシュ・フロー対有利子負債比率(年) 0.2 
インタレスト・カバレッジ・レシオ(倍) 81.3 
※自己資本比率：自己資本／総資産 

時価ベ－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／キャッシュ・フロ－ 

(中間連結会計期間についてはキャッシュ・フロ－を年額に換算するため２倍にしております。) 

インタレスト・カバレッジ・レシオ：キャッシュ・フロ－／利払い 

(注１) 指標は連結ベースの財務数値により算出しております。 

(注２) 株式時価総額は、中間期末株価終値×中間期末発行済株式数により算出しております。 

(注３) キャッシュ・フロ－は、中間連結キャッシュ・フロ－計算書の営業活動によるキャッ

ュ・フロ－を使用しております。 

(注４) 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すべて

の負債を対象としております。また、利払いにつきましては、中間連結キャッシュ・フ

ロ－計算書の利息の支払額を使用しております。 

(注５) 当中間連結会計期間は、中間連結財務諸表の作成初年度でありますので前連結会計年度

以前との比較はしておりません。 

 

(3) 利益配分に関する基本方針及び当期の配当 

当社の利益配分につきましては、株主の皆様への利益還元策として安定した配当の継続を最重点

におき、あわせて将来の事業展開と経営体質強化のため、内部留保の確保に努めることを基本方針

としております。当社の剰余金の配当につきましては、期末配当の年１回を基本方針としておりま

す。配当の決定機関は、中間配当は取締役会、期末配当は株主総会であります。 

上記方針に基づき、今後の事業展開及び財務状況並びに株主への利益配分を総合的に勘案し、今

後とも更なるご支援を賜るべく、当期末において１株につき50円の普通配当を予定しております。 

内部留保金につきましては、主として新規出店や既存店舗の増床・改装に伴う設備投資資金・Ｉ

Ｔ投資およびＭ＆Ａなどに充当する予定であります。なお今後予想される経営環境の変化に対応す

べく、今まで以上にコスト競争力を高め収益性の高い多店舗展開を図り、ひいては株主の皆様への

利益確保のために有効に活用してまいる所存であります。また配当に関する回数制限の撤廃等につ

いては、特段の変更を予定しておりません。 

当期の配当につきましては、最終的な事業成績ならびに将来の事業展開を勘案して決定してまい

ります。 
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(4) 事業等のリスク 

当社の経営成績、株価および財務状況等に影響を及ぼす可能性のある事項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、当中間連結会計期間末現在における当社による判断、

目標、一定の前提又は仮定に基づく予測等であり、実際の結果と異なる場合があります。また、以

下に記載する事項のうち、軽微な事象及び小売業における一般的事象などについては、当社事業に

関する全てのリスクを網羅的に記述するものではありませんのでご留意ください。 

① 流通業としての当社における環境変化ついて 

当社は、日本国内において事業を営んでいるため、その収益は日本の流通市場に大きく依存して

おります。今後の動向については十分配慮し運営を行ってまいりますが、消費動向の変動、価格の

変動、競合状況の変化、仕入条件の変動など、流通業としての当社における環境変化が著しい場合

等には、当社の事業計画や業績に影響を及ぼす可能性があります。 

② 薬剤師の確保について 

当社が運営する薬局・一般販売業では、「薬事法」により薬剤師の配置が義務付けられており、

あわせて、「薬剤師法」により調剤業務は薬剤師が行わなければらないと定められております。 

薬剤師の確保が業界全体の課題となっており、当社につきましても薬剤師が十分に確保できない

場合、また薬剤師確保のため賃金の変動が生じた場合等には、当社の出店計画等に影響を及ぼす可

能性があります。 

③ 医薬品販売の規制緩和について 

医薬品の販売については、従来、薬局等許可を受けた店舗のみで販売できた一般用医薬品の一部

が医薬部外品に移行し、一般小売店での販売が可能となるなど、政府による規制緩和が進んでおり

ます。 

今後医薬品販売において、一般小売店の販売自由化がさらに進展し、異業種との競争が激化した

場合等には、当社の事業計画や業績に影響を及ぼす可能性があります。 

④ 調剤の事業環境について 

厚生労働省の医薬分業政策により、医薬分業が進展するとともに処方箋の応需枚数が増加してお

ります。当社においては、薬剤師の技術向上、医薬品の知識充実に積極的に取り組んでおります。

調剤業務における売上高は、健康保険法に定められた、薬価基準に基づく薬剤収入と調剤報酬点数

に基づく調剤技術に係る収入との合計額で算出されます。今後薬価基準や調剤報酬の改定によって

薬価基準や調剤報酬点数の引き下げがあった場合、また医薬分業率の伸び率が低下するなど外的環

境が著しく変化した場合等には、当社の事業計画や業績に影響を及ぼす可能性があります。 

⑤ 調剤薬の欠陥・調剤過誤等について 

当社は調剤過誤を防止すべく交差監査体制（一人が処方箋に基づき調剤作業を実施し、別人が調

剤監査を実施する体制）を導入し、服薬指導時における薬品名・用量確認など細心の注意を払って

調剤業務を行っております。また、万一に備え、当社の全店舗において「薬剤師賠償責任保険」に

加入しております。さらに、調剤研修センタ－を関東及び関西地区に設置するなど、万全を期す体

制を整えてまいります。しかしながら、調剤薬の欠陥・調剤過誤などにより訴訟を受けること等が

あった場合、当社の社会的信用を損なうなどの理由により、事業計画や業績に影響を及ぼす可能性

があります。 
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⑥ 商品の安全性について 

近年、消費者の「商品の安全性」に対する要求が一段と高まっております。お客様からの信頼を

高めるため、品質管理・商品管理体制を引き続き強化してまいりますが、今後品質問題等により商

品の生産・流通に支障が生じた場合、また当社が販売する商品に問題が生じ社会的信用を低下させ

た場合等には、当社の事業計画や業績に影響を及ぼす可能性があります。 

⑦ プライベート（PB）商品について 

当社では、PB商品の開発を行っております。開発にあたっては、「品質管理プロジェクト」を発

足し、品質の管理チェック、商品の外装、パッケージ、販促物等の表示・表現の適正さについて、

各種関係法規・安全性・社会的貢献性・責任問題等多角的な視点から、表示・表現の適正化を行っ

ております。しかし当社のPB商品に起因する事件・事故等が発生した場合、当社の事業計画や業績

に影響を及ぼす可能性があります。 

⑧ 出店状況等について 

医薬品小売業界においては、同業他社との出店競争、店舗の大型化、価格競争並びに他業態との

競争激化により一段と厳しい経営環境が続いております。 

現在、当社はドラッグストアや調剤専門店を中心とする出店を行う一方、不採算店等を退店する

ことで業容の拡大を図っております。出店条件に合致する物件が確保できないこと等により計画通

りに出店できない場合、競合状況等により出店後の販売状況が芳しくない場合、不動産価格上昇等

により店舗等における賃借料が変動した場合、賃借先の経営状況により店舗営業の継続及び差入保

証金・敷金の返還に支障が生じる場合、店舗の収益率低下等による固定資産の減損処理が必要とな

る場合等には、当社の事業計画や業績に影響を及ぼす可能性があります。 

⑨ 出店に関する規制について 

大型小売店が建設される周辺地域の生活環境などを保持する等の目的で、大型集客施設の出店等

を規制する「大規模小売店舗立地法」が制定されております。 

現在、同法適用で当社出店等が規制されることによる、著しい影響はありません。今後、当該規

制を受け当社の出店施策が制限された場合、ならびに同法改正等による賃借料高騰・地理的消費行

動の変化など、当社既存店舗の環境に変化がある場合等には、当社の事業計画や業績に影響を及ぼ

す可能性があります。 

⑩ 個人情報保護について 

平成17年4月に個人情報保護法が施行され、個人情報に関する法整備がなされました。当社にお

いては、平成16年6月より社内プロジェクトを立ち上げ、個人情報保護体制構築を図り平成18年１

月、財団法人日本情報処理開発協会（JIPDEC）が、個人情報について適切な保護措置を講ずる体制

を整備している事業者に対し付与する「プライバシーマーク」を取得することができました。 

今後とも万全の管理体制の下、細心の注意を払ってまいりますが、個人情報流出・法制度の強化

等により、当社の事業計画や業績が影響を受ける可能性があります。 

⑪ 自然災害・天候不順等について 

当社の小売店舗及び調剤専門店等において、大地震や台風等の自然災害、著しい天候不順、予期

せぬ事故等が発生した場合、客数低下による売上減のみならず、店舗等に物理的な損害が生じ、当

社の販売活動・流通・仕入活動が妨げられる可能性があります。また、国内外を問わず、災害、事

故、暴動、テロ活動、また当社との取引先や仕入・流通ネットワークに影響を及ぼす何らかの事故

等が発生した場合も同様に、当社の事業に支障をきた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、当社と連結子会社１社、非連結子会社２社で構成され、医薬品、化粧品、日用生

活商品等の店頭販売及び薬局の経営を主たる事業とする小売業であります。 

当中間連結会計期間においては、平成19年４月３日開催の取締役会にて國廣薬品株式会社の100％株

式取得による子会社化について決議し、同日株式譲渡契約を締結し、平成19年５月１日同社株式を取

得しました。 

当社グループの事業内容および当社と子会社の当該事業における位置づけは、次のとおりでありま

す。 

 

 

 

 

 

 

 

         

 

 

 

 

 

              商品の供給（卸）                                   商品の販売 

 

(注) 当社の卸売先である薬局・薬店は、主として当社の独立支援制度に基づき元従業員が経営

する店舗であります。 

 

３．経営方針 

(1) 会社の経営の基本方針 

当社グループは「医療分野での調剤、セルフメディケーション分野での医薬品、健康関連商品を

基軸とし、ビューティ商品・日用生活商品を併せ持った健康産業の確立をめざし、地域社会に貢献

すること」を企業理念として事業展開をいたしております。この企業理念に則し、地域社会におけ

る健康と美容に関するソリューション（商品・接客を含めた諸提案）を提供することを基本的な経

営方針といたしております。具体的な店舗運営といたしましては、地域密着を基本に、お客様の

「より健康に」「より美しく」「より暮らしやすい」というニーズにお応えする安心して相談しや

すいお店づくりに日々取り組んでおります。 

 

(2) 目標とする経営指標 

当社グループの目標として売上高1,000億円、売上高経常利益率5％とし、キャッシュ・フローの

重視、株主資本の効率化を追求して、Ｍ＆Ａも含めたあらゆる成長機会を捉え、企業価値の最大化

を図ってまいります。 

                                    当社グループ 

                       商品の販売 

 

商品の販売 

 

 

 

 

医薬品の販売委託 

                                     商品の販売 

         事務の受託 

当 
 
 
 
 

社 

一 

般 

消 

費 

者 

非連結子会社２社 

株式会社ｾｶﾞﾐｺｰﾎﾟﾚｰｼｮﾝ関西 

株式会社ｾｶﾞﾐｺｰﾎﾟﾚｰｼｮﾝ九州 

薬 局 ・ 薬 店

 
國廣薬品株式会社 
(連結子会社) 
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(3) 中長期的な会社の経営戦略及び対処すべき課題 

ドラッグストア業界は、ディスカウントだけでは競争に勝ち残れない時代となりました。質的に

もグレードアップしていくことが、他社との明確な差異化になると確信しております。 

当社グループは、専門性重視のために「お客様に信頼される人材の育成」を行うとともに、規制

緩和を踏まえ「異業種との競合に勝てる収益力の強化」、「合従連衡などの勝ち組戦略の推進」、

また「リーダーシップ企業に相応しい企業体質構築」を行っていくなど、引き続き経営改革を推進

してまいります。お客様に一層安心してご利用いただける「かかりつけ薬局」を目指すことにより、

地域社会に貢献することで、ＣＳＲ（企業の社会的責任）を果たしていきたいと考えます。 

また、本格的な競争時代に備えて①教育制度のレベルアップ・新人事制度の定着化等による人材

育成の強化、②新規出店開発力の強化・既存店顧客ニーズを深耕することによる営業力の増強、③

人員の適正再配置・賃借料の見直し等によるローコストオペレーションの実現を図り、「勝ち組企

業」の地位を確保するために、全社挙げて取り組んでまいります。 

 

(4) その他会社経営上の重要な事項 

平成19年2月28日付にてプレス・リリースしております「経営統合に向けた協議開始のお知らせ」

のとおり、当社と株式会社セイジョーは、経営統合に向けた協議を開始することに合意し、覚書を

締結しております。 

また、平成19年4月3日付にてプレス・リリースしております「國廣薬品株式会社の株式の取得

（子会社化）に関するお知らせ」のとおり、地域密着型ドラッグストアとして山口県におけるエリ

アドミナント強化のため、平成19年5月1日、國廣薬品株式会社の全株式を取得し、子会社化いたし

ました。 
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４ 中間連結財務諸表等 

(1) 中間連結貸借対照表 

 

  当中間連結会計期間末 

(平成19年９月30日) 

区分 注記 
番号 金額(千円) 構成比

(％)

(資産の部)  

Ⅰ 流動資産  

１ 現金及び預金  6,440,806

２ 売掛金  1,756,543

３ 有価証券  900,000

４ たな卸資産  10,671,137

５ 未収入金  2,340,244

６ 繰延税金資産  482,014

７ その他  530,957

貸倒引当金  △3,660

流動資産合計  23,118,042 57.3

Ⅱ 固定資産  

１ 有形固定資産 ※１ 

(1) 建物及び構築物  3,566,905

(2) 土地  2,401,367

(3) その他  848,337

有形固定資産合計  6,816,611 16.9

２ 無形固定資産  

(1) のれん  355,935

(2) その他  502,959

無形固定資産合計  858,895 2.1

３ 投資その他の資産  

(1) 差入保証金  3,633,872

(2) 敷金  4,339,992

(3) 繰延税金資産  983,793

(4) その他  771,153

貸倒引当金  △203,750

投資その他の資産 
合計  9,525,060 23.7

固定資産合計  17,200,567 42.7

資産合計  40,318,609 100.0
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  当中間連結会計期間末 

(平成19年９月30日) 

区分 注記 
番号 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  11,178,267

２ 短期借入金  500,000

３ 一年以内返済予定の 
  長期借入金  60,000

４ 未払法人税等  704,565

５ 賞与引当金  505,562

６ 役員賞与引当金  15,500

７ ポイント引当金  451,199

８ その他  1,578,195

流動負債合計  14,993,289 37.2

Ⅱ 固定負債  

１ 退職給付引当金  1,689,913

２ 役員退職慰労引当金  132,250

３ 預り保証金  165,415

固定負債合計  1,987,580 4.9

負債合計  16,980,870 42.1

(純資産の部)  

Ⅰ 株主資本  

１ 資本金  1,587,120 3.9

２ 資本剰余金  1,975,380 4.9

３ 利益剰余金  19,770,502 49.1

株主資本合計  23,333,002 57.9

Ⅱ 評価・換算差額等  

１ その他有価証券 
  評価差額金  4,736 0.0

評価・換算差額等 
合計  4,736 0.0

純資産合計  23,337,739 57.9

負債及び純資産合計  40,318,609 100.0
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(2)中間連結損益計算書 

 

  
当中間連結会計期間 

(自 平成19年４月１日 
至 平成19年９月30日) 

区分 注記 
番号 金額(千円) 百分比

(％)

Ⅰ 売上高  45,102,982 100.0

Ⅱ 売上原価  32,366,644 71.8

売上総利益  12,736,337 28.2

Ⅲ 販売費及び一般管理費 ※１ 11,637,257 25.8

営業利益  1,099,079 2.4

Ⅳ 営業外収益  

１ 受取利息  19,842

２ 受取配当金  5,425

３ 発注処理手数料  116,459

４ データ提供料  57,325

５ 受取家賃  58,882

６ 器具・備品受贈益  56,439

７ 雑収入  71,017 385,392 0.9

Ⅴ 営業外費用  

１ 支払利息  18,108

２ 賃借料  20,112

３ 雑損失  9,703 47,924 0.1

経常利益  1,436,547 3.2

Ⅵ 特別利益  

１ 貸倒引当金戻入益  2,643

２ 債務免除益  44,831

３ その他  1,059 48,533 0.1

Ⅶ 特別損失  

１ 固定資産除却損 ※２ 12,760

２ 店舗閉鎖費用  7,564

３ 店舗賃借解約損  33,325

４ 減損損失 ※３ 33,423 87,073 0.2

税金等調整前中間 
純利益  1,398,007 3.1

法人税、住民税 
及び事業税  661,065

法人税等調整額  42,162 703,228 1.6

中間純利益  694,779 1.5
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(3) 中間連結株主資本等変動計算書 

当中間連結会計期間(自 平成19年４月１日 至 平成19年９月30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
株主資本 

合計 

その他 
有価証券 
評価差額金 

純資産合計

平成19年３月31日残高(千円) 1,587,120 1,975,380 19,334,923 22,897,423 12,358 22,909,781

中間連結会計期間中の変動額   

 剰余金の配当 ― ― △259,200 △259,200 ― △259,200

 中間純利益 ― ― 694,779 694,779 ― 694,779

 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) 

― ― ― ― △7,621 △7,621

中間連結会計期間中の変動額合計(千円) ― ― 435,579 435,579 △7,621 427,957

平成19年９月30日残高(千円) 1,587,120 1,975,380 19,770,502 23,333,002 4,736 23,337,739
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(4) 中間連結キャッシュ・フロー計算書 

 

  
当中間連結会計期間 

(自 平成19年４月１日 
至 平成19年９月30日) 

区分 
注記 
番号 

金額(千円) 

Ⅰ 営業活動による 
キャッシュ・フロー 

 

税金等調整前中間純利益  1,398,007

減価償却費  430,343

減損損失  33,423

のれんの償却額  14,823

退職給付引当金の減少額  △6,965

役員退職慰労引当金の増加額  5,403

賞与引当金の増加額  22,439

役員賞与引当金の増加額  500

貸倒引当金の減少額  △2,643

ポイント引当金の増加額  41,890

受取利息及び受取配当金  △25,267

支払利息  18,108

債務免除益  △44,831

器具・備品受贈益  △56,439

固定資産除却損  12,760

投資有価証券売却益  △309

店舗閉鎖費用等  40,889

売上債権の減少額  56,701

たな卸資産の増加額  △307,752

仕入債務の増加額  442,982

前払費用・未収入金の増加額  △106,300

未払消費税等の減少額  △74,568

未払金・未払費用の増加額  121,910

その他  34,914

小計  2,050,021

利息及び配当金の受取額  10,980

利息の支払額  △18,108

法人税等の支払額  △570,240

営業活動による 
キャッシュ・フロー 

 1,472,652
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当中間連結会計期間 

(自 平成19年４月１日 
至 平成19年９月30日) 

区分 
注記 
番号 

金額(千円) 

Ⅱ 投資活動による 
キャッシュ・フロー 

 

新規連結子会社取得 
による収入 

 64,080

有形固定資産の取得 
による支出 

 △330,692

無形固定資産の取得 
による支出 

 △74,346

貸付金の回収による収入  1,455

差入保証金・敷金の増加 
による支出 

 △228,737

差入保証金・敷金の減少 
による収入 

 123,098

長期前払費用の増加 
による支出 

 △29,896

長期未収入金の回収 
による収入 

 12,649

店舗閉鎖等による支出  △12,130

その他  △2,813

投資活動による 
キャッシュ・フロー 

 △477,334

Ⅲ 財務活動による 
キャッシュ・フロー 

 

短期借入金の増減額  △514,000

長期借入金の返済による支出  △1,176,137

社債償還による支出  △75,000

配当金の支払額  △259,200

財務活動による 
キャッシュ・フロー 

 △2,024,337

Ⅳ 現金及び現金同等物の減少額  △1,029,019

Ⅴ 現金及び現金同等物の 
  期首残高 

 8,361,322

Ⅵ 現金及び現金同等物の 
  中間期末残高 

※１ 7,332,303
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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 

 

当中間連結会計期間 
(自 平成19年４月１日 
至 平成19年９月30日) 

１ 連結の範囲に関する事項 

 (1) 連結子会社の数 １社 

   連結子会社の名称 

    國廣薬品㈱ 

國廣薬品㈱は当中間連結会計期間において株式を取得したことに

伴い、新たに連結の範囲に含めております。 

(2) 非連結子会社の名称等 

非連結子会社 

㈱セガミコーポレーション関西 

㈱セガミコーポレーション九州 

(連結の範囲から除いた理由) 

        非連結子会社は、いずれも小規模であり、合計の総資産、売上高、

中間純損益(持分に見合う額)及び利益剰余金(持分に見合う額)等は、

いずれも中間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 

    持分法を適用した非連結子会社及び関連会社はないため、該当事項は

ありません。 

３ 連結子会社の中間決算日等に関する事項 

     連結子会社の中間期の末日は、中間連結決算日と一致しております。 

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有価証券 

    満期保有目的の債券 

償却原価法(定額法) 

    その他有価証券 

    ａ時価のあるもの 

中間連結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) 

    ｂ時価のないもの 

      移動平均法による原価法 

  ②たな卸資産 

    商品 

      売価還元法による原価法 

      ただし、調剤薬品・物流センター内商品及び連結子会社について

は総平均法による原価法 

(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 

     定率法を採用しています。 

     ただし、平成10年４月１日以降に取得した建物(建物附属設備を除

く)については定額法を採用しています。 

     なお、耐用年数及び残存価額については法人税法に規定する方法と

同一の基準によっております。 
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当中間連結会計期間 
(自 平成19年４月１日 
至 平成19年９月30日) 

   ②無形固定資産 

     定額法を採用しています。 

     ただし、ソフトウェア(自社利用分)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います。 

   ③投資その他の資産(その他―長期前払費用) 

     定額法を採用しています。 

 (3) 重要な引当金の計上基準 

  ①貸倒引当金 

     債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実

績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性

を勘案し、回収不能見込額を計上しております。 

  ②賞与引当金 

    従業員に対して支給する賞与の支出に充てるため、支給見込額に基

づき計上しております。 

  ③役員賞与引当金 

当社は、役員に対して支給する賞与の支出に充てるため、支給見込

額のうち当中間連結会計期間負担額を計上しております。 

  ④ポイント引当金 

当社は、ポイントカ－ドの利用による売上値引きに備えるため、使

用実績率に基づき将来利用されると見込まれる額を見積もり計上して

おります。 

  ⑤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います。 

    なお、数理計算上の差異については、各期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(10年)による定率法により按分

した額をそれぞれ発生年度から費用処理しております。 

また、過去勤務債務については、そ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処理してお

ります。 

  ⑥役員退職慰労引当金 

    当社は、役員の退職慰労金の支出に充てるため、役員退職慰労金規

定に基づく中間連結会計期間末要支給額を計上しております。 

(4) 重要なリース取引の処理方法 

     リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの以外のファ

イナンス・リース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準

じた会計処理によっております。 

(5) その他中間連結財務諸表作成のための重要な事項 

  ①消費税等の会計処理について 

    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。 

②のれん償却の事項 

のれんは、10年間で均等償却しております。 

５ 中間連結キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲 

   中間連結キャッシュ・フロー計算書における資金(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。 
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 注記事項 

(中間連結貸借対照表関係) 

 
当中間連結会計期間 

(自 平成19年４月１日 
至 平成19年９月30日) 

※１ 有形固定資産の減価償却累計額 

6,476,781千円

 

(中間連結損益計算書関係) 

 

当中間連結会計期間 
(自 平成19年４月１日 
至 平成19年９月30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。 

役員報酬 74,602千円

給与手当 4,168,695千円

賞与引当金繰入額 505,562千円

役員賞与引当金繰入額 8,000千円

退職給付費用 47,108千円

役員退職慰労引当金繰入額 5,403千円

広告宣伝費 619,423千円

減価償却費 404,509千円

賃借料 2,891,338千円
 
 

※２ 固定資産除却損の内容 

固定資産除却損 

 建物及び構築物 9,431千円

 器具・備品 3,328千円

合計 12,760千円
 
 

※３ 当中間連結会計期間において、当社は以下の資産グループについて減

損損失を計上しました。 

場所 用途 種類 
減損損失 
(千円) 

関東地区 店舗 
建物及び 

構築物・その他
360

関西地区 店舗 
建物及び 

構築物・その他
809

中国地区 店舗 
建物及び 

構築物・その他
22,219

四国地区 店舗 
建物及び 

構築物・その他
10,034

合  計 33,423

 

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、主

として店舗を基本単位としてグルーピングしております。 

   その結果、市場価格の著しい下落または収益性の悪化により、回収可

能価額が帳簿価額を下回った上記資産グループの帳簿価額を回収可能価

額まで減額し、当該減少額を減損損失(33,423千円)として特別損失に計

上しました。 
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当中間連結会計期間 
(自 平成19年４月１日 
至 平成19年９月30日) 

減損損失の内訳 

建物及び構築物 25,719千円

器具・備品 7,703千円

合計 33,423千円

 

   なお、当該資産グループの回収可能価額は、使用価値または正味売却

価額により算定しております。使用価値は、将来キャッシュ・フローを

5.0％で割り引いて算定しております。正味売却価額は、固定資産税評価

額等を基に算定しております。 

 

(中間連結株主資本等変動計算書関係) 

当中間連結会計期間（自 平成19年４月１日 至 平成19年９月30日） 

１ 発行済株式に関する事項 

株式の種類 前連結会計年度末(株) 増加(株) 減少(株) 当中間連結会計期間末(株)

普通株式 8,100,000 ― ― 8,100,000
 
 

２ 自己株式に関する事項 

該当事項はありません。 

 

３ 新株予約権等に関する事項 

該当事項はありません。 
 

４ 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
（千円） 

１株当たり配当額
（円） 

基準日 効力発生日 

平成19年６月28日 
定時株主総会 

普通株式 259,200 32.0 平成19年３月31日 平成19年６月29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の

末日後となるもの 

該当事項はありません。 

 

(中間連結キャッシュ・フロー計算書関係) 

 

当中間連結会計期間 
(自 平成19年４月１日 
至 平成19年９月30日) 

※１ 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 

(平成19年９月30日) 

現金及び預金勘定 6,440,806千円

預入期間が３ヶ月を超える定期預金 △8,502千円

取得日から３ヶ月以内に償還期限の到来する短期投資 900,000千円

現金及び現金同等物 7,332,303千円
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(リース取引関係) 

 

当中間連結会計期間 
(自 平成19年４月１日 
至 平成19年９月30日) 

 リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの以外のファイナン

ス・リース取引 

① リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当額、減損損失累計額

相当額及び中間期間末残高相当額 

 
取得価額 
相当額 
(千円) 

減価償却 
累計額 
相当額 
(千円) 

中間期末 
残高 
相当額 
(千円) 

有形固定資産(器具・備品) 1,711,973 859,439 852,534

有形固定資産(車両運搬具) 8,401 5,980 2,420

無形固定資産（ｿﾌﾄｳｪｱ） 57,683 44,573 13,109

合計 1,778,058 909,993 868,065
 
② 未経過リース料中間期末残高相当額及びリース資産減損勘定中間期末残

高 

未経過リース料中間期末残高相当額 

１年以内 299,457千円

１年超 591,610千円

合計 891,068千円
 
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 

支払リース料 184,602千円

減価償却費 
相当額 

172,264千円

支払利息相当額 12,166千円
 
④ 減価償却費相当額及び利息相当額の算定方法 

 ・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。 

 ・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。 

(減損損失について) 

リース資産に配分された減損損失はありません。 
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(有価証券関係) 

当中間連結会計期間末(平成19年９月30日) 

１ 時価のある有価証券 
 

区分 
取得原価 
(千円) 

中間連結貸借対照表計上額 

(千円) 
差額 
(千円) 

その他有価証券 
株式 133,810

 
144,263 10,453

計 133,810 144,263 10,453

 

２ 時価評価されていない主な有価証券 
 

内容 
中間連結貸借対照表計上額 

(千円) 

(1) 満期保有目的の債券 
国内譲渡性預金 900,000

計 900,000

(2) 子会社株式 20,000

計 20,000

(3) その他有価証券 
非上場株式 29,640

計 29,640

(注) 減損処理にあたっては、中間連結会計期間末における時価が取得原価に比べ50％以上下落した場合には全

て減損処理を行い、30％～50％程度下落した場合には、当該金額の重要性、回復可能性等を考慮して必要

と認められた額について減損処理を行っております。 

 

(デリバティブ取引関係) 

当中間連結会計期間末(平成19年９月30日) 

該当事項はありません。 

 

(ストック・オプション等関係) 

当中間連結会計期間(平成19年４月１日から平成19年９月30日まで) 

該当事項はありません。 

(セグメント情報) 

【事業の種類別セグメント情報】 

当中間連結会計期間(平成19年４月１日から平成19年９月30日まで) 

 当社グループは、医薬品、化粧品、日用生活商品、その他健康食品等を販売するドラッグスト

ア並びに調剤を主体とした薬局を営む小売業を専ら営んでおり、単一セグメントであるため、事

業の種類別セグメントは記載しておりません。 

【所在地別セグメント情報】 

当中間連結会計期間(平成19年４月１日から平成19年９月30日まで) 

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がないため、該当事項はありません。 

【海外売上高】 

当中間連結会計期間(平成19年４月１日から平成19年９月30日まで) 

海外売上高がないため、該当事項はありません。 
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(企業結合等関係) 

当中間連結会計期間(自 平成19年４月１日 至 平成19年９月30日) 

該当事項はありません。 

 

(１株当たり情報) 

 

当中間連結会計期間 
(自 平成19年４月１日 
至 平成19年９月30日) 

１株当たり純資産額 2,881円20銭
 

１株当たり中間純利益 85円78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、潜在株式がないた

め記載しておりません。 

(注)算定上の基礎 

１．１株当たり純資産額 

項目 
当中間連結会計期間末 
(平成19年９月30日) 

中間連結貸借対照表の純資産の部の合計額(千円) 23,337,739 

普通株式に係る純資産額(千円) 23,337,739

差額の主な内訳(千円) ―

普通株式の発行済株式数(株) 8,100,000

１株当たり純資産の算定に用いられた普通株式の

数(株) 
8,100,000

 

２．１株当たり中間純利益 

項目 
当中間連結会計期間 

(自 平成19年４月１日 
至 平成19年９月30日)

中間連結損益計算書上の中間純利益(千円) 694,779

普通株式に係る中間純利益(千円) 694,779

普通株主に帰属しない金額(千円) ―

普通株式の期中平均株式数(株)    8,100,000

 

(重要な後発事象) 
 

当中間連結会計期間 
(自 平成19年４月１日 
至 平成19年９月30日) 

（株式移転による経営統合について） 

当社と株式会社セイジョーの両社は、平成19年11月15日開催のそれぞれの

取締役会において「株式移転計画書」を作成し、共同持株会社設立による経

営統合を行うことを決議いたしました。 

１. 株式移転による経営統合の目的 

この経営統合は、シナジー効果やスケールメリットを生かしていくこと

でさらなる成長を図るとともに、国民のトータルな健康促進に貢献するこ

とによりCSR（企業の社会的責任）を果たし、「日本を代表するドラッグス

トアチェーン」の地位確立を目指すものであります。 
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当中間連結会計期間 
(自 平成19年４月１日 
至 平成19年９月30日) 

今後急速に移行するセルフメディケーション（自身の健康は自らが守る）

時代に社会貢献しうる企業として、事業規模・質ともに極大化することを

目的に、平成19年９月末現在両社で601店ある店舗網を活かし、経営統合を

通じ、業容の拡大・経営の効率化・コスト競争力の強化を図ってまいりま

す。 

２. 株式移転の概要 

(1) 株式移転の時期 

平成20年４月１日(予定)  

(2) 株式移転比率 

当社の普通株式１株に対して共同持株会社の普通株式１株を、株式会

社セイジョーの普通株式１株に対して共同持株会社の普通株式1.1株をそ

れぞれ割当て交付いたします。 

なお、上記株式移転比率は、算定の基礎となる諸条件に重大な変更が

生じた場合は、両社協議の上、変更することがあります。 

(3) 株式移転交付金 

株式移転交付金の支払は行ないません。 

(4) 共同持株会社の上場申請 

新たに設立する共同持株会社の株式について、東京証券取引所に新規

上場申請を行う予定です。上場日は、東京証券取引所の規則等に基づい

て決定されますが、共同持株会社設立登記日である平成20年４月１日を

予定しております。なお、株式移転に伴い、当社株式は平成20年３月26

日付でジャスダック証券取引所への上場が廃止となる予定です。 

(5) 株式会社セイジョーの概要 

事業内容 ドラッグストアチェーン 

設立年月 昭和26年12月 

本店所在地 東京都世田谷区 

代表者 
代表取締役会長 齊藤 正巳 

代表取締役社長 塚本 厚志 

資本金 3,958百万円 

発行済株式総数 10,951千株 

純資産(注) 21,316百万円(単体) 

総資産(注) 33,342百万円(単体) 

決算期 ９月30日 

従業員数(注) 970人(単体) 

(注)平成19年９月30日現在の単体の数値を記載しております。 

(6) 株式移転により新たに設立する会社の概要 

商 号 株式会社ココカラファイン ホールディングス 

事 業 

内 容 

ドラッグストアチェーンの運営等を行う子会社及び

グループ会社の経営計画・管理並びにそれに付随す

る業務 

本 店 

所在地 
東京都大田区 

資本金 1,000百万円 

決算期 ３月31日 

(7) 株式移転に伴う会計処理の概要 

本件株式移転は、企業結合会計基準における「取得」に該当するた

め、パーチェス法を適用することとなり、被取得会社である当社及びそ

の子会社の資産及び負債は、共同持株会社の連結財務諸表上において時

価で計上されることが見込まれております。 
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５. 仕入及び販売の状況 

当社グループは生産を行っておりませんので、生産実績に代えて商品仕入実績を記載しております。

当中間連結会計期間の商品仕入実績を商品別に示すと次のとおりであります。また販売実績につきま

しては、商品別に記載しております。 

 

(1) 商品仕入実績 
(単位：千円)

区  分 金  額 前年同期比（％）

医 薬 品              9,408,614 ― 

化 粧 品              12,510,900 ― 

日 用 生 活 商 品              5,415,297 ― 

そ の 他              5,339,584 ― 

合  計 32,674,397 ― 

(注) 1. 
2. 
3. 

上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 
その他の主な内容は、衛生材料医療器具、ベビー用品、健康食品等であります。 
金額は、仕入価格によっております。 

 

(2)商品別販売実績 
(単位：千円)

区  分 金  額 前年同期比（％）

医 薬 品              14,546,947 ― 

化 粧 品              15,919,433 ― 

日 用 生 活 商 品              6,796,884 ― 

そ の 他              7,183,768 ― 

計 44,447,033 ― 

卸 655,949 ― 

合  計 45,102,982 ― 

(注) 1. 
2. 

 

上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 
その他の主な内容は、衛生材料医療器具、ベビー用品、健康食品等であります。 
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６. 中間財務諸表等 

(1) 中間貸借対照表 

 

  
前中間会計期間末 

(平成18年９月30日) 

当中間会計期間末 

(平成19年９月30日) 

前事業年度 
要約貸借対照表 

(平成19年３月31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  8,063,518 6,349,336 8,361,322 

２ 売掛金  1,563,130 1,692,765 1,746,341 

３ たな卸資産  9,793,198 10,233,207 9,970,760 

４ 未収入金  2,292,217 2,332,278 2,335,328 

５ 一年以内返還予定の 
  長期貸付金 

 ― 50,000 ― 

６ 繰延税金資産  421,664 482,014 461,092 

７ その他  487,670 1,418,934 440,730 

貸倒引当金  △6,291 △3,660 △5,645 

流動資産合計   22,615,109 59.0 22,554,875 56.6  23,309,931 60.0

Ⅱ 固定資産    

１ 有形固定資産 ※１   

(1) 建物  3,189,991 2,977,692 2,991,257 

(2) 土地  1,937,414 1,937,414 1,937,414 

(3) その他  983,832 892,472 875,168 

有形固定資産合計   6,111,238 16.0 5,807,579 14.6  5,803,840 14.9

２ 無形固定資産   238,428 0.6 507,349 1.3  325,371 0.9

３ 投資その他の資産    

(1) 長期貸付金  ― 1,639,294 20,749 

(2) 差入保証金  3,695,057 3,544,804 3,594,874 

(3) 敷金  4,106,959 4,290,580 4,219,457 

(4) 繰延税金資産  971,775 985,191 1,042,720 

(5) その他  795,646 720,151 721,360 

貸倒引当金  △228,439 △204,919 △204,408 

投資その他の資産 
合計 

  9,340,998 24.4 10,975,102 27.5  9,394,754 24.2

固定資産合計   15,690,665 41.0 17,290,031 43.4  15,523,966 40.0

資産合計   38,305,774 100.0 39,844,907 100.0  38,833,897 100.0
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前中間会計期間末 

(平成18年９月30日) 

当中間会計期間末 

(平成19年９月30日) 

前事業年度 
要約貸借対照表 

(平成19年３月31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  ― 245,816 202,996 

２ 買掛金  10,748,687 10,457,816 10,191,396 

３ 短期借入金  500,000 500,000 500,000 

４ 一年以内返済予定の 
  長期借入金 

 100,000 60,000 110,000 

５ 未払法人税等  524,802 704,365 655,718 

６ 賞与引当金  468,470 498,212 472,335 

７ 役員賞与引当金  ― 15,500 15,000 

８ ポイント引当金  371,229 451,199 409,308 

９ その他  1,403,892 1,534,191 1,389,303 

流動負債合計   14,117,082 36.9 14,467,100 36.3  13,946,057 35.9

Ⅱ 固定負債    

１ 長期借入金  60,000 ― ― 

２ 退職給付引当金  1,685,798 1,677,487 1,684,180 

３ 役員退職慰労引当金  121,765 132,250 126,847 

４ 預り保証金  166,300 164,625 167,029 

５ その他  3,600 ― ― 

固定負債合計   2,037,465 5.3 1,974,364 5.0  1,978,058 5.1

負債合計   16,154,547 42.2 16,441,465 41.3  15,924,115 41.0

(純資産の部)    

Ⅰ 株主資本    

１ 資本金   1,587,120 4.1 1,587,120 4.0  1,587,120 4.1

２ 資本剰余金    

(1) 資本準備金  1,975,380 1,975,380 1,975,380 

資本剰余金合計   1,975,380 5.2 1,975,380 5.0  1,975,380 5.1

３ 利益剰余金    

(1) 利益準備金  29,000 29,000 29,000 

(2) その他利益剰余金    

別途積立金  17,700,000 18,700,000 17,700,000 

繰越利益剰余金  839,177 1,107,047 1,605,923 

利益剰余金合計   18,568,177 48.5 19,836,047 49.7  19,334,923 49.8

株主資本合計   22,130,677 57.8 23,398,547 58.7  22,897,423 59.0

Ⅱ 評価・換算差額等    

１ その他有価証券 
  評価差額金 

  20,550 0.0 4,893 0.0  12,358 0.0

評価・換算差額等 
合計 

  20,550 0.0 4,893 0.0  12,358 0.0

純資産合計   22,151,227 57.8 23,403,441 58.7  22,909,781 59.0

負債及び純資産合計   38,305,774 100.0 39,844,907 100.0  38,833,897 100.0
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(2) 中間損益計算書 

 

  
前中間会計期間 

(自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日) 

当中間会計期間 

(自 平成19年４月１日 
至 平成19年９月30日) 

前事業年度 
要約損益計算書 

(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(千円) 
百分比
(％)

金額(千円) 
百分比
(％)

金額(千円) 
百分比
(％)

Ⅰ 売上高   40,889,399 100.0 43,919,141 100.0  82,266,661 100.0

Ⅱ 売上原価   29,134,270 71.3 31,474,024 71.7  58,350,426 70.9

売上総利益   11,755,128 28.7 12,445,117 28.3  23,916,234 29.1

Ⅲ 販売費及び一般管理費   10,817,091 26.4 11,258,718 25.6  21,666,844 26.4

営業利益   938,036 2.3 1,186,399 2.7  2,249,390 2.7

Ⅳ 営業外収益 ※１  355,162 0.9 359,380 0.8  704,731 0.9

Ⅴ 営業外費用 ※２  108,285 0.3 26,434 0.1  141,730 0.2

経常利益   1,184,914 2.9 1,519,345 3.4  2,812,391 3.4

Ⅵ 特別利益 ※３  75,042 0.2 3,320 0.0  75,045 0.1

Ⅶ 特別損失 
※４
※６

 211,326 0.5 60,584 0.1  466,832 0.6

税引前中間(当期) 
純利益 

  1,048,630 2.6 1,462,081 3.3  2,420,603 2.9

法人税、住民税 
及び事業税 

 484,925 660,068 1,194,951 

法人税等調整額  △5,695 479,229 1.2 41,688 701,757 1.6 △110,493 1,084,458 1.3

中間(当期)純利益   569,400 1.4 760,324 1.7  1,336,145 1.6
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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４月１日 至 平成18年９月30日) 

 

株主資本 
評価・換算 

差額等 

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

別途積立金
繰越利益
剰余金 

株主資本 

合計 

その他 
有価証券 
評価差額金 

純資産合計

平成18年３月31日残高(千円) 1,587,120 1,975,380 29,000 16,900,000 1,306,577 21,798,077 21,085 21,819,163

中間会計期間中の変動額    

 別途積立金の積立 ― ― ― 800,000 △800,000 ― ― ―

 剰余金の配当 ― ― ― ― △226,800 △226,800 ― △226,800

 利益処分による役員賞与 ― ― ― ― △10,000 △10,000 ― △10,000

 中間純利益 ― ― ― ― 569,400 569,400 ― 569,400

 株主資本以外の項目の中間 
 会計期間中の変動額(純額) 

― ― ― ― ― ― △535 △535

中間会計期間中の変動額合計 
(千円) 

― ― ― 800,000 △467,399 332,600 △535 332,064

平成18年９月30日残高(千円) 1,587,120 1,975,380 29,000 17,700,000 839,177 22,130,677 20,550 22,151,227

 

当中間会計期間(自 平成19年４月１日 至 平成19年９月30日) 

 

株主資本 
評価・換算 

差額等 

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

別途積立金
繰越利益
剰余金 

株主資本 

合計 

その他 
有価証券 
評価差額金 

純資産合計

平成19年３月31日残高(千円) 1,587,120 1,975,380 29,000 17,700,000 1,605,923 22,897,423 12,358 22,909,781

中間会計期間中の変動額    

 別途積立金の積立 ― ― ― 1,000,000 △1,000,000 ― ― ―

 剰余金の配当 ― ― ― ― △259,200 △259,200 ― △259,200

 中間純利益 ― ― ― ― 760,324 760,324 ― 760,324

 株主資本以外の項目の中間 
 会計期間中の変動額(純額) 

― ― ― ― ― ― △7,464 △7,464

中間会計期間中の変動額合計 
(千円) 

― ― ― 1,000,000 △498,875 501,124 △7,464 493,659

平成19年９月30日残高(千円) 1,587,120 1,975,380 29,000 18,700,000 1,107,047 23,398,547 4,893 23,403,441
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前事業年度(自 平成18年４月１日 至 平成19年３月31日) 

 

株主資本 
評価・換算 

差額等 

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

別途積立金
繰越利益
剰余金 

株主資本 

合計 

その他 
有価証券 
評価差額金 

純資産合計

平成18年３月31日残高(千円) 1,587,120 1,975,380 29,000 16,900,000 1,306,577 21,798,077 21,085 21,819,163

事業年度中の変動額    

 別途積立金の積立※１ ― ― ― 800,000 △800,000 ― ― ―

 剰余金の配当※１ ― ― ― ― △226,800 △226,800 ― △226,800

 利益処分による役員賞与※１ ― ― ― ― △10,000 △10,000 ― △10,000

 当期純利益 ― ― ― ― 1,336,145 1,336,145 ― 1,336,145

 株主資本以外の項目の 
 事業年度中の変動額(純額) 

― ― ― ― ― ― △8,727 △8,727

事業年度中の変動額合計 
(千円) 

― ― ― 800,000 299,345 1,099,345 △8,727 1,090,618

平成19年３月31日残高(千円) 1,587,120 1,975,380 29,000 17,700,000 1,605,923 22,897,423 12,358 22,909,781

※１ 平成18年６月29日に開催された第54回定時株主総会で行った利益処分によるものであります。 
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中間財務諸表作成の基本となる重要な事項 

 

前中間会計期間 
(自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日) 

当中間会計期間 
(自 平成19年４月１日 
至 平成19年９月30日) 

前事業年度 
(自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日) 

１ 資産の評価基準及び評価方法 

 (1) 有価証券 

―――――― 

 

子会社株式 

   移動平均法による原価法 

１ 資産の評価基準及び評価方法 

 (1) 有価証券 

  満期保有目的の債券 

償却原価法(定額法) 

子会社株式 

同左 

１ 資産の評価基準及び評価方法 

 (1) 有価証券 

―――――― 

 

子会社株式 

同左 

  その他有価証券 

  ① 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) 

  その他有価証券 

  ① 時価のあるもの 

同左 

  その他有価証券 

  ① 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) 

  ② 時価のないもの 

    移動平均法による原価法 

  ② 時価のないもの 

同左 

  ② 時価のないもの 

同左 

 (2) たな卸資産 

  商品 

   売価還元法による原価法 

   ただし、調剤薬品及び物流セ

ンター内商品については総平均

法による原価法 

 (2) たな卸資産 

  商品 

同左 

 (2) たな卸資産 

  商品 

同左 

２ 固定資産の減価償却の方法 

 (1) 有形固定資産 

   定率法を採用しています。 

   ただし、平成10年４月１日以

降に取得した建物(建物附属設

備を除く)については定額法を

採用しています。 

   なお、耐用年数及び残存価額

については法人税法に規定する

方法と同一の基準によっており

ます。 

２ 固定資産の減価償却の方法 

 (1) 有形固定資産 

同左 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ 固定資産の減価償却の方法 

 (1) 有形固定資産 

同左 

―――――― 

(会計方針の変更) 

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、

当中間会計期間から、平成19年４月

１日以降に取得した有形固定資産に

ついて、改正後の法人税法に基づく

方法に変更しております。 

これに伴い、前中間会計期間と同

一の方法によった場合と比べ、営業

利益、経常利益及び税引前中間純利

益がそれぞれ7,898千円減少してお

ります。 

―――――― 
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前中間会計期間 

(自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日) 

当中間会計期間 
(自 平成19年４月１日 
至 平成19年９月30日) 

前事業年度 
(自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日) 

―――――― 

(追加情報) 

当中間会計期間から、平成19年３

月31日以前に取得した資産について

は償却可能限度額まで償却が終了し

た翌事業年度から５年間で均等償却

し、減価償却費にあわせて計上して

おります。 

これに伴い、営業利益、経常利益

及び税引前中間純利益が、それぞれ

4,766千円減少しております。 

―――――― 

 (2) 無形固定資産 

   定額法を採用しています。 

   ただし、ソフトウェア(自社

利用分)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います。 

 (2) 無形固定資産 

同左 

 (2) 無形固定資産 

同左 

 (3) 投資その他の資産(その他―

長期前払費用) 

   定額法を採用しています。 

 (3) 投資その他の資産(その他―

長期前払費用) 

同左 

 (3) 投資その他の資産(その他―

長期前払費用) 

同左 

３ 引当金の計上基準 

 (1) 貸倒引当金 

   債権の貸倒れによる損失に備

えるため、一般債権については

貸倒実績率により、貸倒懸念債

権等特定の債権については個別

に回収可能性を勘案し、回収不

能見込額を計上しております。 

３ 引当金の計上基準 

 (1) 貸倒引当金 

同左 

３ 引当金の計上基準 

 (1) 貸倒引当金 

同左 

 (2) 賞与引当金 

   従業員に対して支給する賞与

の支出に充てるため、支給見込

額に基づき計上しております。 

 (2) 賞与引当金 

同左 

 (2) 賞与引当金 

同左 

 (3) 役員賞与引当金 

―――――― 

 (3) 役員賞与引当金 

役員に対して支給する賞与の

支出に充てるため、支給見込額

のうち当中間会計期間負担額を

計上しております。 

 (3) 役員賞与引当金 

役員に対して支給する賞与の

支出に充てるため、支給見込額

に基づき計上しています。 

 (4) ポイント引当金 

ポイントカ－ドの利用による

売上値引きに備えるため、使用

実績率に基づき将来利用される

と見込まれる額を見積もり計上

しております。 

 (4) ポイント引当金 

同左 

 (4) ポイント引当金 

   ポイントカ－ドの利用による

売上値引きに備えるため、使用

実績率に基づき翌期以降に利用

されると見込まれる額を見積も

り計上しております。 
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前中間会計期間 

(自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日) 

当中間会計期間 
(自 平成19年４月１日 
至 平成19年９月30日) 

前事業年度 
(自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日) 

 (5) 退職給付引当金 

   従業員の退職給付に備えるた

め、当期末における退職給付債

務の見込額に基づき、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いま

す。 

   なお、数理計算上の差異につ

いては、各期の発生時における

従業員の平均残存勤務期間以内

の一定の年数(10年)による定率

法により按分した額をそれぞれ

発生年度から費用処理しており

ます。 

また、過去勤務債務について

は、そ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

より処理しております。 

 (5) 退職給付引当金 

同左 

 (5) 退職給付引当金 

   従業員の退職給付に備えるた

め、当期末における退職給付債

務の見込額に基づき計上してい

ます。 

なお、数理計算上の差異につ

いては、各期の発生時における

従業員の平均残存勤務期間以内

の一定の年数(10年)による定率

法により発生年度から費用処理

しています。 

また、過去勤務債務について

は、そ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

より処理しております。 

 (6) 役員退職慰労引当金 

   役員の退職慰労金の支出に充

てるため、役員退職慰労金規定

に基づく中間期末要支給額を計

上しております。 

 (6) 役員退職慰労引当金 

同左 

 (6) 役員退職慰労引当金 

   役員の退職慰労金の支出に充

てるため、役員退職慰労金規定

に基づく期末要支給額を計上し

ています。 

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。 

４ リース取引の処理方法 

同左 

４ リース取引の処理方法 

同左 

５ 中間キャッシュ・フロー計算書

における資金の範囲 

  中間キャッシュ・フロー計算書

における資金(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。 

５ 中間キャッシュ・フロー計算書

における資金の範囲 

同左 

５ キャッシュ・フロー計算書にお

ける資金の範囲 

  キャッシュ・フロー計算書にお

ける資金(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ヶ

月以内に償還期限の到来する短期

投資からなります。 

６ その他中間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について 

  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。 

６ その他中間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について 

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 

 消費税等の会計処理について 

同左 
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会計方針の変更 

 

前中間会計期間 
(自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日) 

当中間会計期間 
(自 平成19年４月１日 
至 平成19年９月30日) 

前事業年度 
(自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日) 

(貸借対照表の純資産の部の表示に

関する会計基準等) 

当中間会計期間から「貸借対照表

の純資産の部の表示に関する会計基

準」（企業会計基準委員会 平成17

年12月９日 企業会計基準第５号）

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」

（企業会計基準委員会 平成17年12

月９日 企業会計基準適用指針第８

号）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。 

なお、従来の「資本の部」の合計

に相当する金額は22,151,227千円で

あります。 

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財

務諸表は、改正後の中間財務諸表等

規則により作成しております。 

 

―――――― 

(貸借対照表の純資産の部の表示に

関する会計基準等) 

当事業年度から「貸借対照表の純

資産の部の表示に関する会計基準」

（企業会計基準委員会 平成17年12

月９日 企業会計基準第５号）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

業会計基準委員会 平成17年12月９

日 企業会計基準適用指針第８号）

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。 

なお、従来の「資本の部」の合計

に相当する金額は22,909,781千円で

あります。 

財務諸表等規則の改正により、当

事業年度における財務諸表は、改正

後の財務諸表等規則により作成して

おります。 

 

―――――― 

 

―――――― 

(役員賞与に関する会計基準) 

当事業年度から「役員賞与に関す

る会計基準」(企業会計基準委員会

平成17年11月29日 企業会計基準第

４号)を適用しております。 

これにより営業利益、経常利益及

び税引前当期純利益がそれぞれ

15,000千円減少しております。 

(社宅家賃収入の会計処理) 

社宅家賃等の賃借料収入について

従来、営業外収益に計上しておりま

したが、当事業年度から販売費及び

一般管理費より控除する方法に変更

しております。 

この変更は、社宅家賃収入が増加

したため、会社が負担する費用の実

態を明確にし、損益区分をより適正

にするために行ったものでありま

す。 

この変更により、営業利益は

35,794千円多く計上されております

が、経常利益及び税引前中間純利益

に与える影響はありません。 

 

―――――― 

 

(社宅家賃収入の会計処理) 

社宅家賃等の賃借料収入について

従来、営業外収益に計上しておりま

したが、当事業年度から販売費及び

一般管理費より控除する方法に変更

しております。 

この変更は、社宅家賃収入が増加

したため、会社が負担する費用の実

態を明確にし、損益区分をより適正

にするために行ったものでありま

す。 

この変更により、営業利益は

69,732千円多く計上されております

が、経常利益及び税引前当期純利益

に与える影響はありません。 
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 追加情報 

 

前中間会計期間 
(自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日) 

当中間会計期間 
(自 平成19年４月１日 
至 平成19年９月30日) 

前事業年度 
(自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日) 

（仕入債務の支払方法） 

 仕入債務の支払方法について、従

来買掛金の支払につき手形決済をし

ていた一部の取引先につき、平成17

年11月より、ファクタリングによる

決済に移行しております。これによ

り 、 従 来 と 比 べ 支 払 手 形 が

2,052,241千円減少し、買掛金は同

額増加しております。 

 

―――――― 

 

―――――― 

 

―――――― 

（役員賞与引当金に関する会計基

準） 

当中間会計期間において役員内規

の見直しを図り、合理的な算定基準

を策定したことに伴い見積計上して

おります。 

 

―――――― 

 

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９月30日) 

当中間会計期間末 
(平成19年９月30日) 

前事業年度末 
(平成19年３月31日) 

※１ 有形固定資産の減価償却累計

額 

5,419,879千円 

※１ 有形固定資産の減価償却累計

額 

6,038,776千円

※１ 有形固定資産の減価償却累計

額 

5,745,679千円

 ２ 

―――――― 

 ２ 偶発債務 

債務保証 

次の関係会社について、仕入

先からの買掛金に対し債務保証

を行っております。 

保証先 金額 
(千円) 

内容 

國廣薬品 
㈱ 

12,201 仕入債務 
 

 ２ 

―――――― 
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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４月１日 
至 平成18年９月30日) 

当中間会計期間 
(自 平成19年４月１日 
至 平成19年９月30日) 

前事業年度 
(自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日) 

※１ 営業外収益の主要項目 

受取利息 11,393千円

発注処理手数料 109,091千円

データ提供料 55,095千円

受取家賃 51,359千円

器具・備品受贈益 44,384千円
 

※１ 営業外収益の主要項目 

受取利息 19,902千円

発注処理手数料 115,122千円

データ提供料 57,175千円

受取家賃 57,027千円

器具・備品受贈益 52,584千円
 

※１ 営業外収益の主要項目 

受取利息 25,912千円

発注処理手数料 215,786千円

データ提供料 111,070千円

受取家賃 109,877千円

器具・備品受贈益 67,235千円
 

   

※２ 営業外費用の主要項目 

支払利息 4,749千円

貸倒引当金 
繰入額 

76,047千円

賃借料 22,254千円
 

※２ 営業外費用の主要項目 

支払利息 3,667千円

貸倒引当金 
繰入額 

1,096千円

賃借料 20,112千円
 

※２ 営業外費用の主要項目 

支払利息 9,465千円

貸倒引当金 
繰入額 

80,820千円

賃借料 44,840千円
 

   

※３ 特別利益の主要項目 

固定資産売却益 

土地 22,355千円

営業補償金 42,026千円
 

※３ 特別利益の主要項目 
貸倒引当金 
戻入益 

2,570千円
 

※３ 特別利益の主要項目 

固定資産売却益 

土地 22,358千円

営業補償金 42,026千円
 

   

※４ 特別損失の主要項目 

固定資産除却損 

 建物 52,461千円

 構築物 1,089千円

 器具・備品 7,968千円

合計 61,519千円

店舗賃借解約損 24,149千円

店舗閉鎖費用 18,199千円

減損損失 106,459千円
 

※４ 特別損失の主要項目 

固定資産除却損

 建物 6,500千円

 器具・備品 2,233千円

合計 8,733千円

店舗賃借解約損 11,663千円

店舗閉鎖費用 6,764千円

減損損失 33,423千円
 

※４ 特別損失の主要項目 

固定資産除却損 

 建物 53,363千円

 構築物 1,089千円

 器具・備品 9,929千円

合計 64,382千円

店舗賃借解約損 32,957千円

店舗閉鎖費用 24,972千円

減損損失 341,610千円
 

   

 ５ 減価償却実施額 

有形固定資産 351,347千円

無形固定資産 47,637千円
 

 ５ 減価償却実施額 

有形固定資産 339,189千円

無形固定資産 48,290千円
 

 ５ 減価償却実施額 

有形固定資産 747,381千円

無形固定資産 108,810千円
 

 

※６ 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

て減損損失を計上しました。 

場所 用途 種類 
減損損失 

(千円) 

関東 
地区 

店舗 
建物及び 
その他 

12,461 

関西 
地区 

店舗 
建物及び 
その他 

1,122 

中国 
地区 

店舗 
建物及び 
その他 

41,949 

四国 
地区 

店舗 
建物及び 
その他 

26,561 

九州 
地区 

店舗 
建物及び 
その他 

24,362 

合  計 106,459 

  

 

※６ 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

て減損損失を計上しました。 

場所 用途 種類 
減損損失

(千円)

関東
地区

店舗
建物及び 
その他 

360

関西
地区

店舗
建物及び 
その他 

809

中国
地区

店舗
建物及び 
その他 

22,219

四国
地区

店舗
建物及び 
その他 

10,034

合  計 33,423

  

 

※６ 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

損損失を計上しました。 

場所 用途 種類 
減損損失

(千円)

関東
地区

店舗 
建物、 

構築物及び
器具・備品 

56,190

関西
地区

店舗 

建物、 
構築物、 
器具・備品
及び借地権 

135,371

中国
地区

店舗 
建物、 

構築物及び
器具・備品 

40,874

四国
地区

店舗 
建物、 

構築物及び
器具・備品 

78,400

九州
地区

店舗 
建物、 

構築物及び
器具・備品 

30,773

合  計 341,610
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前中間会計期間 

(自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日) 

当中間会計期間 
(自 平成19年４月１日 
至 平成19年９月30日) 

前事業年度 
(自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日) 

   当社は、キャッシュ・フロー

を生み出す最小単位として、主

として店舗を基本単位としてグ

ルーピングしております。 

   その結果、市場価格の著しい

下落または収益性の悪化によ

り、回収可能価額が帳簿価額を

下回った上記資産グループの帳

簿価額を回収可能価額まで減額

し、当該減少額を減損損失

(106,459千円)として特別損失

に計上しました。 

 

   減損損失の内訳 

建物 73,150千円 

構築物 1,996千円 

器具・備品 31,312千円 

合計 106,459千円 

 

   なお、当該資産グループの回

収可能価額は、使用価値または

正味売却価額により算定してお

ります。使用価値は、将来キャ

ッシュ・フローを5.0％で割り

引いて算定しております。正味

売却価額は、固定資産税評価額

等を基に算定しております。 

   当社は、キャッシュ・フロー

を生み出す最小単位として、主

として店舗を基本単位としてグ

ルーピングしております。 

   その結果、市場価格の著しい

下落または収益性の悪化によ

り、回収可能価額が帳簿価額を

下回った上記資産グループの帳

簿価額を回収可能価額まで減額

し、当該減少額を減損損失

(33,423千円)として特別損失に

計上しました。 

 

   減損損失の内訳 

建物 24,921千円

構築物 798千円

器具・備品 7,703千円

合計 33,423千円

 

   なお、当該資産グループの回

収可能価額は、使用価値または

正味売却価額により算定してお

ります。使用価値は、将来キャ

ッシュ・フローを5.0％で割り

引いて算定しております。正味

売却価額は、固定資産税評価額

等を基に算定しております。 

   当社は、キャッシュ・フロー

を生み出す最小単位として、主

として店舗を基本単位としてグ

ルーピングしております。 

   その結果、市場価格の著しい

下落または収益性の悪化によ

り、回収可能価額が帳簿価額を

下回った上記資産グループの帳

簿価額を回収可能価額まで減額

し、当該減少額を減損損失

(341,610千円)として特別損失

に計上しました。 

 

   減損損失の内訳 

建物 238,204千円

構築物 8,841千円

器具・備品 84,804千円

借地権 9,760千円

合計 341,610千円

 

   なお、当該資産グループの回

収可能価額は、使用価値または

正味売却価額により算定してお

ります。使用価値は、将来キャ

ッシュ・フローを5.0％で割り

引いて算定しております。正味

売却価額は、固定資産税評価額

等を基に算定しております。 
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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４月１日 至 平成18年９月30日） 

１ 発行済株式に関する事項 

株式の種類 前事業年度末(株) 増加(株) 減少(株) 当中間会計期間末(株)

普通株式 8,100,000 ― ― 8,100,000
 
 

２ 自己株式に関する事項 

該当事項はありません。 

 

３ 新株予約権等に関する事項 

該当事項はありません。 
 

４ 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
（千円） 

１株当たり配当額
（円） 

基準日 効力発生日 

平成18年６月29日 
定時株主総会 

普通株式 226,800 28.0 平成18年３月31日 平成18年６月30日

 

(2) 基準日が当中間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会計期間の末日後と

なるもの 

該当事項はありません。 

 

当中間会計期間（自 平成19年４月１日 至 平成19年９月30日） 

１ 自己株式に関する事項 

該当事項はありません。 

 

前事業年度（自 平成18年４月１日 至 平成19年３月31日） 

１ 発行済株式に関する事項 

株式の種類 前事業年度末(株) 増加(株) 減少(株) 当事業年度末(株) 

普通株式 8,100,000 ― ― 8,100,000
 
 

２ 自己株式に関する事項 

該当事項はありません。 

 

３ 新株予約権等に関する事項 

該当事項はありません。 
 

４ 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
（千円） 

１株当たり配当額
（円） 

基準日 効力発生日 

平成18年６月29日 
定時株主総会 

普通株式 226,800 28.0 平成18年３月31日 平成18年６月30日

 

(2) 基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの 

決議 株式の種類 配当の原資
配当金の総額

(千円) 
１株当たり
配当額(円)

基準日 効力発生日 

平成19年６月28日 
定時株主総会 

普通株式 利益剰余金 259,200 32.0 平成19年３月31日 平成19年６月29日
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(リース取引関係) 

 

前中間会計期間 
(自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日) 

当中間会計期間 
(自 平成19年４月１日 
至 平成19年９月30日) 

前事業年度 
(自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31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 

 
取得価額 
相当額 
(千円) 

減価償却 
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 
(器具・ 
備品) 

1,443,768 688,415 755,353 

有形 
固定資産 
(車両 
運搬具) 

2,699 2,114 584 

合計 1,446,468 690,530 755,938 

 

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 

 
取得価額
相当額
(千円)

減価償却
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
(器具・
備品) 

1,456,469 708,155 748,313

有形 
固定資産
(車両 
運搬具)

2,699 2,654 44

合計 1,459,169 710,810 748,358

 

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) 

期末残高
相当額
(千円)

有形 
固定資産
(器具・
備品) 

1,474,404 738,733 735,671

有形 
固定資産
(車両 
運搬具)

2,699 2,384 314

合計 1,477,104 741,118 735,986

 
② 未経過リース料中間期末残高相

当額及びリース資産減損勘定中間

期末残高 

未経過リース料中間期末残高相

当額 

１年以内 264,807千円

１年超 506,515千円

合計 771,322千円
 

② 未経過リース料中間期末残高相

当額及びリース資産減損勘定中間

期末残高 

未経過リース料中間期末残高相

当額 

１年以内 245,159千円

１年超 519,425千円

合計 764,585千円
 

② 未経過リース料期末残高相当額

及びリース資産減損勘定期末残高

 

未経過リース料期末残高相当額

 

１年以内 251,771千円

１年超 500,379千円

合計 752,151千円
 

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 

支払リース料 151,332千円

減価償却費 
相当額 

143,800千円

支払利息相当額 8,905千円
 

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

支払リース料 158,258千円

減価償却費 
相当額 

147,517千円

支払利息相当額 10,802千円
 

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

支払リース料 307,026千円

減価償却費 
相当額 

290,572千円

支払利息相当額 18,606千円
 

④ 減価償却費相当額及び利息相当

額の算定方法 

 ・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 減価償却費相当額及び利息相当

額の算定方法 

 ・減価償却費相当額の算定方法 

同左 

④ 減価償却費相当額及び利息相当

額の算定方法 

 ・減価償却費相当額の算定方法 

同左 

 ・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。 

(減損損失について) 

リース資産に配分された減損損失は

ありません。 

 ・利息相当額の算定方法 

同左 

 

 

 

(減損損失について) 

同左 

 ・利息相当額の算定方法 

同左 

 

 

 

(減損損失について) 

同左 
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(有価証券関係) 

前中間会計期間末(平成18年９月30日) 

１ 時価のある有価証券 
 

区分 
取得原価 
(千円) 

中間貸借対照表計上額
(千円) 

差額 
(千円) 

その他有価証券 
株式 129,012

 
163,550 34,538

計 129,012 163,550 34,538

 

２ 時価評価されていない主な有価証券 
 

区分 
中間貸借対照表計上額 

(千円) 

(1)子会社株式及び関連会社株式 20,000

計 20,000

(2)その他有価証券 
非上場株式 25,000

計 25,000

(注) 減損処理にあたっては、中間会計期間末における時価が取得原価に比べ50％以上下落した場合には全て減

損処理を行い、30％～50％程度下落した場合には、当該金額の重要性、回復可能性等を考慮して必要と認

められた額について減損処理を行っております。 

 

当中間会計期間末(平成19年９月30日) 

       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。 

 

前事業年度末(平成19年３月31日) 

１ 時価のある有価証券 

 

区分 
取得原価 
(千円) 

貸借対照表計上額 
(千円) 

差額 
(千円) 

その他有価証券 
株式 130,969

151,740 20,771

計 130,969 151,740 20,771

 

２ 時価評価されていない主な有価証券 

 

区分 
貸借対照表計上額 

(千円) 

(1)子会社株式及び関連会社株式 20,000

計 20,000

(2)その他有価証券 
非上場株式 26,000

計 26,000

 (注) 減損処理にあたっては、事業年度末における時価が取得原価に比べ50％以上下落した場合には全て減損処

理を行い、30％～50％程度下落した場合には、当該金額の重要性、回復可能性等を考慮して必要と認めら

れた額について減損処理を行っております。 
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 (企業結合等関係) 

当中間会計期間(自 平成19年４月１日 至 平成19年９月30日) 

該当事項はありません。 

 

前事業年度(自 平成18年４月１日 至 平成19年３月31日) 

該当事項はありません。 

 

(１株当たり情報) 

 

前中間会計期間 
(自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日) 

当中間会計期間 
(自 平成19年４月１日 
至 平成19年９月30日) 

前事業年度 
(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 2,734円72銭
 

１株当たり純資産額 2,889円31銭
 

１株当たり純資産額 2,828円37銭
 

１株当たり中間純利益 70円30銭
 

１株当たり中間純利益 93円87銭
 

１株当たり当期純利益 164円96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

ないため記載しておりません。 

同左  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

ないため記載しておりません。 

(注) 算定上の基礎 

１. １株当たり純資産 

項目 
前中間会計期間末 

(平成18年９月30日)

当中間会計期間末 

(平成19年９月30日) 

前事業年度末 

(平成19年３月31日)

中間貸借対照表の純資産の部の合計額(千円) 22,151,227 23,403,441 22,909,781

普通株式に係る純資産額(千円) 22,151,227 23,403,441 22,909,781

差額の主な内訳(千円) ― ― ―

普通株式の発行済株式数(株) 8,100,000 8,100,000 8,100,000

１株当たり純資産の算定に用いられた普通株

式の数(株) 
8,100,000 8,100,000 8,100,000

 

２．１株当たり中間純利益 

項目 
前中間会計期間 

(自 平成18年４月１日 

至 平成18年９月30日)

当中間会計期間 

(自 平成19年４月１日 

至 平成19年９月30日) 

前事業年度 

(自 平成18年４月１日 

至 平成19年３月31日)

中間連結損益計算書上の中間純利益(千円) 569,400 760,324 1,336,145

普通株式に係る中間純利益(千円) 569,400 760,324 1,336,145

普通株主に帰属しない金額(千円) ― ― ―

普通株式の期中平均株式数(株) 8,100,000 8,100,000 8,100,000
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 (重要な後発事象) 

 
前中間会計期間 

(自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日) 

当中間会計期間 
(自 平成19年４月１日 
至 平成19年９月30日) 

前事業年度 
(自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日) 

当社は、平成18年11月20日開催の

取締役会において、株式会社セイジ

ョーとの間で、資本・業務提携につ

いて基本合意書を締結することを決

議し、同日調印しました。 

（1）業務提携 

シナジー効果によるコスト削

減および収益性向上・情報ノウ

ハウの共有化によるサービスの

質の向上等を目標とし、以下の

施策を軸として実施します。 

① 商品施策の共通化 

② 双方の経営ノウハウの共有化 

③ ロジスティクスの効率化 

④ エリアドミナントの強化 

⑤ 情報システム等インフラの共 

  有化 

⑥ 店舗開発のノウハウ・情報の

共有化 

⑦ 教育システム・研修施設の相

互活用による人材育成の強化 

⑧ 新業態の共同研究 

（2）資本提携 

両社の信頼関係をより強いも

のとし、業務提携のシナジー効

果を最大化する目的で、平成19

年２月下旬を目途に、当社、株

式会社セイジョー各々の発行済

株式総数の4.5％を相互保有しま

す。なお具体的な株式の取得時

期・方法については、今後両社

協議の上決定します。 

 

―――――― 

平成19年４月３日開催の取締役会

において、國廣薬品株式会社の

100％株式取得による子会社化につ

いて決議し、同日、株式譲渡契約を

締結し、平成19年５月１日同社株式

を取得しました。 

（1）主旨及び目的 

エリアドミナント強化による

営業力の強化・効率化、スケー

ルメリットを活かしたコストダ

ウン効果の拡大 

（2）株式取得先 

國廣 和 

（3）会社名 

國廣薬品株式会社 

（4）事業内容 

ドラッグストア及び調剤専門

店経営 

（5）会社概要 

平成18年８月期 

 売上高 3,580,036千円

 経常損失 99,459千円

 当期純損失 99,459千円

 総資産 2,510,039千円

 純資産 254,224千円

（6）株式取得日 

平成19年５月１日 

（7）取得株式数、取得価額及び取

得後の議決権比率 

株式数 836株

取得価額 10,000千円

議決権比率 100％
 

 

―――――― 

（株式移転による経営統合につい

て） 

当社と株式会社セイジョーの両社

は、平成19年11月15日開催のそれぞ

れの取締役会において「株式移転計

画書」を作成し、共同持株会社設立

による経営統合を行うことを決議い

たしました。 

１. 株式移転による経営統合の目的

この経営統合は、シナジー効果

やスケールメリットを生かしてい

くことでさらなる成長を図るとと

もに、国民のトータルな健康促進

に貢献することによりCSR（企業

の社会的責任）を果たし、「日本

を代表するドラッグストアチェー

 

―――――― 
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前中間会計期間 
(自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日) 

当中間会計期間 
(自 平成19年４月１日 
至 平成19年９月30日) 

前事業年度 
(自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日) 

 ン」の地位確立を目指すものであ

ります。今後急速に移行するセル

フメディケーション（自身の健康

は自らが守る）時代に社会貢献し

うる企業として、事業規模・質と

もに極大化することを目的に、平

成19年９月末現在両社で601店あ

る店舗網を活かし、経営統合を通

じ、業容の拡大・経営の効率化・

コスト競争力の強化を図ってまい

ります。 

２. 株式移転の概要 

(1) 株式移転の時期 

平成20年４月１日(予定)  

(2) 株式移転比率 

当社の普通株式１株に対して

共同持株会社の普通株式１株

を、株式会社セイジョーの普通

株式１株に対して共同持株会社

の普通株式1.1株をそれぞれ割

当て交付いたします。 

なお、上記株式移転比率は、

算定の基礎となる諸条件に重大

な変更が生じた場合は、両社協

議の上、変更することがありま

す。 

(3) 株式移転交付金 

株式移転交付金の支払は行な

いません。 

(4) 共同持株会社の上場申請 

新たに設立する共同持株会社

の株式について、東京証券取引

所に新規上場申請を行う予定で

す。上場日は、東京証券取引所

の規則等に基づいて決定されま

すが、共同持株会社設立登記日

である平成20年４月１日を予定

しております。なお、株式移転

に伴い、当社株式は平成20年３

月26日付でジャスダック証券取

引所への上場が廃止となる予定

です。 
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前中間会計期間 
(自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日) 

当中間会計期間 
(自 平成19年４月１日 
至 平成19年９月30日) 

前事業年度 
(自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日) 

 (5) 株式会社セイジョーの概要 

事業内容 
ドラッグストア

チェーン 

設立年月 昭和26年12月 

本店所在地 東京都世田谷区 

代表者 

代表取締役会長

齊藤 正巳 

代表取締役社長

塚本 厚志 

資本金 3,958百万円 

発行済株式

総数 
10,951千株 

純資産(注) 
21,316百万円 

(単体) 

総資産(注) 
33,342百万円

(単体) 

決算期 ９月30日 

従 業 員 数

(注) 
970人(単体) 

(注)平成19年９月30日現在の単体の

数値を記載しております。 

(6) 株式移転により新たに設立す

る会社の概要 

商 号

株式会社ココカラファ

イン ホールディング

ス 

事 業

内 容

ドラッグストアチェー

ンの運営等を行う子会

社及びグループ会社の

経営計画・管理並びに

それに付随する業務 

本 店

所在地
東京都大田区 

資本金 1,000百万円 

決算期 ３月31日 

(7) 株式移転に伴う会計処理の概

要 

本件株式移転は、企業結合会

計基準における「取得」に該当

するため、パーチェス法を適用

することとなり、被取得会社で

ある当社及びその子会社の資産

及び負債は、共同持株会社の連

結財務諸表上において時価で計

上されることが見込まれており

ます。 

 

 

 

 

 

 

 


