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(1）経営成績 （％表示は対前期増減率）

 売上高 営業利益 経常利益 当期純利益

 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

19年９月期 57,985 20.8 2,784 △6.2 3,200 △5.0 1,746 9.6

18年９月期 48,019 7.5 2,969 △1.1 3,369 0.7 1,593 △14.6

 
１株当たり 
当期純利益 

潜在株式調整後
１株当たり当期純利益 

自己資本
当期純利益率 

総資産 
経常利益率 

売上高
営業利益率 

 円 銭 円 銭 ％ ％ ％

19年９月期 162 53 － － 8.4 10.3 4.8

18年９月期 148 22 － － 8.1 11.9 6.2

（参考）持分法投資損益 19年９月期 －百万円 18年９月期 －百万円

 総資産 純資産 自己資本比率 １株当たり純資産

 百万円 百万円 ％ 円 銭

19年９月期 33,342 21,316 63.9 1,983 52

18年９月期 28,787 20,105 69.8 1,870 80

（参考）自己資本 19年９月期 21,316百万円 18年９月期 20,105百万円

 
営業活動による 
キャッシュ・フロー 

投資活動による
キャッシュ・フロー 

財務活動による
キャッシュ・フロー 

現金及び現金同等物
期末残高 

 百万円 百万円 百万円 百万円

19年９月期 2,190 △1,035 △548 4,331

18年９月期 1,092 △879 △539 3,587

 １株当たり配当金 配当金総額 
(年間) 

配当性向 
純資産
配当率 （基準日） 第１四半期末 中間期末 第３四半期末 期末 年間

 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 百万円 ％ ％

18年９月期 － － － － － － 50 00 50 00 537 33.7 2.7

19年９月期 － － － － － － 50 00 50 00 537 30.8 2.5

20年９月期（予想） － － － － － － 50 00 50 00 － 25.6 －

 売上高 営業利益 経常利益 当期純利益 
１株当たり
当期純利益 

 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 円 銭

中間期 31,700 18.5 1,620 4.3 1,810 5.0 950 △7.4 88 40

通期 66,000 13.8 3,620 30.0 4,000 25.0 2,100 20.2 195 40
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４．その他 

(1）重要な会計方針の変更 

① 会計基準等の改正に伴う変更 有 

② ①以外の変更        無 

（注）詳細は、19ページ「重要な会計方針の変更」をご覧ください。 

(2）発行済株式数（普通株式） 

（注）１株当たり当期純利益の算定の基礎となる株式数については、31ページ「１株当たり情報」をご覧くださ

い。 

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 19年９月期 10,951,415株 18年９月期 10,951,415株

② 期末自己株式数 19年９月期 204,452株 18年９月期 204,235株

※ 業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 

上記に記載した予想数値は、現時点で入手可能な情報に基づき判断した見通しであり、多分に不確定な要素を含ん

でおります。実際の業績等は、業況の変化等により、上記予想数値と異なる場合があります。 
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１．経営成績 
(1）経営成績に関する分析 

①当期の概況 

 当期の国内経済は、上半期に金融・不動産関連業種を中心として活況を呈しつつありましたが、米国のサブプラ

イムローンの破綻をきっかけとして世界中の金融市場が影響を受けました。国内においても、原油価格の高騰や飼

料穀物の不足を起因とする各種日用品の値上げが顕著となり、年金の問題や格差の是正、そして増税の動き等も併

せて国民生活の先行き不安感が顕在化しつつあります。当社の属するドラッグストア業界ではＭ＆Ａの動きが特に

活発化しており、店舗の飽和感と併せて、従前にないほどの勢いで業界の集約化が進んでおります。当社において

も当事業年度において「株式会社シブヤ薬局」を吸収合併し、当期の新規出店につきましては「矢向店」等20店舗

を開店いたしました。また、「熊谷店」等７店舗の全面改装を実施いたしました。さらに外部環境の変化および経

営の効率化のために３店舗を閉鎖し、当期末の店舗数は260店舗となりました。なお、当社の主要顧客である「セ

イジョークラブカード」の当期末会員数は161万名となっております。 

 この結果、当期の売上高は579億85百万円（前期比20.8％増）となりましたものの、経常利益につきましては32

億円（前期比5.0％減）となり、当期純利益は17億46百万円（前期比9.6％増）となりました。 

  

ａ）医薬品 

  猛暑の影響を受けて、ドリンク剤等は伸長いたしましたが、鼻炎薬を除いた感冒薬関連商品群やハンドクリー 

 ム等の冬季商品が影響を被った結果、売上高は131億68百万円（前期比16.7％増）となりました。また、調剤事 

 業の売上高は36億97百万円（前期比66.0％増）となり大幅に増加いたしました。 

ｂ）健康食品 

  当期においては国民のメタボリック症候群（生活習慣病予備軍）に対する意識はかつてないほど高くなりまし 

 たが、ＴＶの健康情報番組の捏造問題および、過熱し過ぎた健康ブームの反動も影響した結果、当期の売上高は 

 36億85百万円（前期比3.5％増）となりました。 

ｃ）化粧品 

  使用者年代層の若年化と高齢化、男性使用者層の増大などの環境要因および、高付加価値商品の導入や化粧品 

 販売担当者の積極的な育成、化粧品主体の新業態「Ｂ－ｃａｒｅ セイジョー」などの店舗展開を実施いたしま 

 した。この結果、当期の売上高は166億66百万円（前期比19.4％増）となりました。 

ｄ）育児用品 

  当期は従前型スタイルの駅前商店街立地店舗物件の確保が非常に困難になりつつあり、郊外型大型店舗を積極 

 的に展開いたしました。この結果、当期の売上高は12億60百万円（前期比18.3％増）となりました。 

ｅ）日用雑貨品 

  育児用品と同じく店舗の大型化によって、売上高は増加傾向にあります。この結果、当期の売上高は111億16 

 百万円（前期比12.2％増）となりました。 

ｆ）その他 

  猛暑効果による飲料の増加、前述した郊外型大型店舗の拡大展開、株式会社「シブヤ薬局」の合併に伴う介護

部門関連商品の売上増等が寄与した結果、当期の売上高は83億91百万円39.5％増）となりました。 

  

②次期の見通し   

 本年わが国に顕在化した年金問題や医療および介護制度や福祉の充実等、これらの問題に対する国民の関心はか

つてないほど高まってきております。世界に最たる長寿国家としてわが国は老齢化社会を迎えることが確実となっ

た現在、自らの身体的・精神的健康を積極的に管理することは国民の必然的な義務になりつつあります。わが国の

ドラッグストアは国民の地域系軽医療の担い手として存在しておりましたが、もはや「単なる受動的な小売店」か

ら「国民への健康に関する啓蒙機関」として、その社会的役割を変容させつつあります。 当社は健康に関する

「専門家集団」としてその優位性を発揮し、地域社会に支持される店舗を展開してまいります。 

 また本年11月15日、「株式会社セガミメディクス」との経営統合に合意いたしました。当社と同じく「高度な専

門性による接客販売」を経営の中心とするドラッグストアとの相乗作用はさらなる高い接客サービスの実現や仕入

コストの合理化を可能とし、さらに内部管理体制の強化を通じて同業他社よりも優れた経営システムの具現化を可

能といたします。 

 この結果、次期の業績を売上高は660億円（前期比13.8％増）、営業利益は36億20百万円（前期比30.0％増）、

経常利益は40億円（前期比25.0％増）、当期純利益は21億円（前期比20.2％増）を予測しております。       
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(2）財政状態に関する分析 

  当期における現金および現金同等物は7億43百万円増加し、43億31百万円となりました。 

 当事業年度における各キャッシュ・フローの状況と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） 

   税引前当期純利益32億９百万円に減価償却費８億83百万円、仕入債務の増加額４億62百万円等を加え、法人税等の

 支払額26億20百万円、たな卸資産の増加額９億79百万円等を差し引いた結果、21億90百万円の収入超過となりまし  

 た。 

（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

  有形固定資産の取得による支出10億９百万円、建設協力金の支払いによる支出1億91百万円、長期前払費用の取得 

 による支出２億87百万円等、新規出店および既存店の改装等の設備投資結果として10億35百万円の支出超過となり 

 ました。 

（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

  配当金の支払額５億38百万円等により５億48百万円の支出超過となりました。 

  

 次期につきましても、設備投資実行の成果としての営業活動によるキャッシュ・フローの収入超過が想定されると

ともに、設備投資実行の結果としての投資活動によるキャッシュ・フローの支出超過および配当金支払の結果として

の財務活動によるキャッシュ・フローの支出超過が想定されます。 

    自己資本比率              : 株主資本／総資産 

    時価ベースの株主資本比率       ：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／営業活動によるキャッシュ・フロー  

  

(3）利益配分に関する基本方針及び当期・次期の配当 

   

  当社の利益配分の基本方針は、将来の事業展開に備えて内部留保の充実に努めると共に、株主の皆様への安定した

配当を維持することであります。内部留保資金は、新規出店や既存店改装等の設備投資に重点的に充当すると共に、

今後の増加が見込まれる同業種へのＭ＆Ａや、ライフサポートカンパニーを補完するための新規事業の開拓などにも

備え、事業基盤の強化を通じて株主の皆様への利益還元を維持するよう活用してまいります。なお、利益還元の目標

を配当性向30％としております。 

 平成19年９月期の配当金につきましては、１株につき50円を予定しております。 

 平成20年９月期の配当金につきましては、同じく１株につき50円を予定しております。 

  

(4）事業等のリスク 

① 政府による規制緩和政策の一貫として「一般医薬品販売の規制緩和」に関して平成20年施行、平成21年実施の予

定で決定しており、大半の一般医薬品が薬剤師不在のスーパーやコンビニエンスストアで販売可能となります。この

結果、一時的に当社の収益に影響を与える可能性があります。当社は引き続き調剤事業の拡大化等を通じて専門化を

図り、他社との差別化に繋げる所存であります。 

② 現在の一般医薬品販売の管理や調剤業務には、薬剤師を従事させることが法令によって定められておりますが、

現状では全国的に勤務に従事することが可能な薬剤師の絶対数が不足しております。平成18年度より大学薬学部が４

年制から６年制教育に移行し、平成22年より一時的に薬剤師が不足いたします。当社では調剤事業の更なる展開を図

り、専門性を強化することによって安定的な薬剤師の確保に努力いたします。 

③ 当社は一般消費者を対象とした小売業のため、毎期の安定的な新規出店が不可能なケースに成長が阻害される懸

念があります。現在の店舗展開地域は関東甲信越および、東海地方でありますが、漸次その出店地域を広げる計画で

あります。また、同業他社のみならず他業種とのＭ＆Ａも積極的に実施してまいります。  

  平成16年９月期 平成17年９月期 平成18年9月期 平成19年９月期 

 自己資本比率（％） 69.0 68.4 69.8 63.9

 時価ベースの株主資本比率（％）  62.0 111.4 101.9 75.7

 キャッシュ・フロー対有利子負債  

 比率（％） 
－ － － 43.4

インタレスト・カバレッジ・レシオ

（倍） 
－ － － 305.1
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２．企業集団の状況 
  当社は、医薬品、健康食品、化粧品、日用雑貨等の店頭販売が主な事業であるドラッグストアを経営する小売業で 

 あります。当期末現在、当社には企業集団を構成する関係会社がなく、また、当社との間で継続的で密接な事業上の 

 関係がある関連当事者もありません。 
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３．経営方針 
(1）会社の経営の基本方針 

 当社の経営の基本方針は、「地域社会の生活を支え続けるライフサポートカンパニー（生活支援企業）であると共

にお客様に喜びと感動を提供する感動創造企業として社会に貢献する。」という経営理念を実践するため、ひとりひ

とりのお客様に最も適したサービスを提供することであります。これにより、当社の競争優位のポジションが確固た

るものとなるよう努めております。 

  

(2）目標とする経営指標 

  売上高伸長率（対前期比）10％以上、売上高経常利益率７％以上、ＲＯＡ（総資産経常利益率）12％以上の達成を

目標としております。なお、経営の効率性を的確に反映する指標と認識してＲＯＡを採用しております。 

 また、西暦2011年９月期（第60期）には売上高1000億円超を目指しております。 

  

(3）中長期的な会社の経営戦略 

① 地域社会の生活を支え続けるライフサポートカンパニー（生活支援企業）として企業価値を高め、専門性の高い

  接客サービスの提供によって、同業他社および小売業界での競争優位化戦略を推し進めます。 

② 最小のコストで最大の利益創出を常に目標とし、お客様・従業員・お取引先・株主様の継続的な信頼を勝ち得る

  事を最大の目的といたします。 

③ 全社的な組織改革を常に持続し、柔軟な営業組織の編成によって、環境変化に即応可能な組織運営を継続しま 

  す。 

④ 人材育成面では人事教育カリキュラムの更なる充実を図り、また、人材の採用および定着化のために人事および

  研修制度の研鑽に努めます。プロジェクト活動等による全社的コストダウンの推進により、財務体質の強化に努

  めます。 

⑤ ＷＩＮグループを核とした同業他社との提携を積極的に推進し、共同の商品開発やコストダウン、そして販売力

  の強化に結びつけます。 

⑥ ドラッグストア業界内の合併・提携および再編・統合の加速化に応じ、内部留保資金の活用によるＭ＆Ａを積極

  的に実施し、規模拡大による経済効果の極大化を目指します。 

  

(4）会社の対処すべき課題 

  わが国は世界的に比して長寿国家であり、老後の健康管理や医療および介護制度を出来得る限り、国民の負担を少

なくして充実させることが喫緊の課題であります。高齢化社会の到来を見据え、国家財政の再建に伴う政府主導によ

る医療費抑制政策の施行等によって、国民の健康に対する関心は従前にも増して高くなってきております。国民の死

亡率上位が生活習慣病に起因する疾病（癌、心臓病、脳卒中）に占められている昨今、「メタボリック症候群」とい

う言葉は国民に高く認知されております。国民が「健康の予防管理」を始める最初のきっかけに、わが国のドラッグ

ストアはその社会的存在意義を高めつつあります。薬理や病理だけではなく、栄養学や予防医学、運動科学をも採り

入れ、未然に病気を防ぐ「地域の情報発信店舗」および、「疾病予防の啓蒙機関」として当社は他社と差別化展開し

てまいります。 

  

(5）その他、会社の経営上重要な事項 

 （株式移転による経営統合について） 

  平成19年11月15日開催の当社取締役会において、当社およびセガミメディクス株式会社は、「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。 

  株式移転による経営統合（平成20年４月１日予定）の概要については、「４．財務諸表 注記事項（重要な後発事

 象）」に記載のとおりであります。 
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４．財務諸表 
(1）貸借対照表 

    
前事業年度 

（平成18年９月30日） 
当事業年度 

（平成19年９月30日） 
増減

（百万円）

区分 
注記 
番号 

金額（百万円） 
構成比
（％）

金額（百万円） 
構成比 
（％） 

（資産の部）       

Ⅰ 流動資産       

１ 現金及び預金   3,620 4,355   

２ 売掛金   446 854   

３ 有価証券   999 499   

４ 商品   5,926 7,715   

５ 貯蔵品   9 12   

６ 前渡金   3 10   

７ 前払費用   329 419   

８ 繰延税金資産   220 266   

９ 未収入金   640 714   

10 その他   109 48   

流動資産合計   12,306 42.7 14,897 44.7 2,590

Ⅱ 固定資産       

(1）有形固定資産       

１ 建物   5,707 7,063     

  減価償却累計額 ※1  2,361 3,346 3,149 3,914   

２ 構築物   64 89     

  減価償却累計額 ※2 25 39 39 49   

３ 機械及び装置   19 32     

  減価償却累計額   8 11 17 15   

４ 車両運搬具   19 21     

  減価償却累計額   10 9 13 7   

５ 工具器具備品 
  
  

961 1,367     

  減価償却累計額 ※3  509 452 789 578   

６ 土地   6,650 6,650   

７ 建設仮勘定   15 80   

有形固定資産合計   10,524 36.6 11,296 33.9 772
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前事業年度 

（平成18年９月30日） 
当事業年度 

（平成19年９月30日） 
増減

（百万円）

区分 
注記 
番号 

金額（百万円） 
構成比
（％）

金額（百万円） 
構成比 
（％） 

(2）無形固定資産       

１ のれん   82 496   

２ 借地権   506 506   

３ 商標権   0 －   

４ ソフトウエア   190 243   

５ 電話加入権   16 20   

６ 施設利用権    － 0   

無形固定資産合計   795 2.8 1,267 3.8 471

(3）投資その他の資産       

１ 投資有価証券   362 383   

２ 出資金   1 1   

３ 長期貸付金   485 634   

４ 長期前払費用   282 373   

５ 繰延税金資産   347 242   

６ 保証金   3,672 4,178   

７ その他   11 77   

貸倒引当金   △1 △11   

投資その他の資産合
計 

  5,161 17.9 5,880 17.6 719

固定資産合計   16,481 57.3 18,445 55.3 1,963

資産合計   28,787 100.0 33,342 100.0 4,554
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前事業年度 

（平成18年９月30日） 
当事業年度 

（平成19年９月30日） 
増減

（百万円）

区分 
注記 
番号 

金額（百万円） 
構成比
（％）

金額（百万円） 
構成比 
（％） 

（負債の部）       

Ⅰ 流動負債       

１ 支払手形 ※4  1,322 1,635   

２ 買掛金   4,617 5,800   

３ 短期借入金   － 800   

４ 一年以内償還予定の
社債  

  － 20   

５ 未払金   350 380   

６ 未払費用   395 559   

７ 未払法人税等   552 796   

８ 未払事業所税   25 31   

９ 未払消費税等   － 188   

10 預り金   20 62   

11 前受収益   22 29   

12 賞与引当金   232 260   

13 役員賞与引当金   45 45   

14 補助券引当金   137 167   

15 その他   0 5   

流動負債合計   7,723 26.9 10,782 32.3 3,059

Ⅱ 固定負債       

  １ 社債   － 130   

２ 退職給付引当金   447 501   

３ 役員退職慰労引当金   328 351   

４ 預り保証金   182 224   

５ その他    － 35   

固定負債合計   958 3.3 1,242 3.8 284

負債合計   8,682 30.2 12,025 36.1 3,343
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前事業年度 

（平成18年９月30日） 
当事業年度 

（平成19年９月30日） 
増減

（百万円）

区分 
注記 
番号 

金額（百万円） 
構成比
（％）

金額（百万円） 
構成比 
（％） 

（純資産の部）          

Ⅰ 株主資本          

１．資本金    3,958 13.8  3,958 11.9 － 

２．資本剰余金          

(1）資本準備金   4,315   4,315    

資本剰余金合計    4,315 15.0  4,315 12.9 － 

３．利益剰余金          

(1）利益準備金   227   227    

(2）その他利益剰余金          

別途積立金   9,830   9,830    

繰越利益剰余金   1,901   3,110    

利益剰余金合計    11,958 41.5  13,167 39.5 1,209 

４．自己株式    △245 △0.9  △246 △0.7 △0 

株主資本合計    19,986 69.4  21,195 63.6 1,208 

Ⅱ 評価・換算差額等          

１．その他有価証券評価
差額金 

   119 0.4  121 0.3 2 

評価・換算差額等合計    119 0.4  121 0.3 2 

純資産合計    20,105 69.8  21,316 63.9 1,211 

負債純資産合計    28,787 100.0  33,342 100.0 4,554 
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(2）損益計算書 

    
前事業年度 

（自 平成17年10月１日 
至 平成18年９月30日） 

当事業年度 
（自 平成18年10月１日 
至 平成19年９月30日） 増減 

（百万円）

区分 
注記 
番号 

金額（百万円） 
百分比
（％）

金額（百万円） 
百分比 
（％） 

Ⅰ 売上高     48,019 100.0   57,985 100.0   

Ⅱ 売上原価                 

１ 商品期首たな卸高   4,833     5,926       

２ 当期商品仕入高   35,766     43,766       

合計   40,599     49,693       

３ 他勘定振替高 ※1 387     470       

４ 商品期末たな卸高   5,926 34,285 71.4 7,715 41,507 71.6 7,221 

売上総利益     13,734 28.6   16,478 28.4 2,744 

Ⅲ 販売費及び一般管理費                 

１ 広告宣伝費   307     321       

２ 貸倒引当金繰入額   －     8       

３ 補助券引当金繰入額   19     29       

４ 販売促進費   527     608       

５ 役員報酬   167     174       

６ 給与手当   4,162     5,305       

７ 賞与引当金繰入額   232     260       

８ 役員賞与引当金繰入
額 

  45     45       

９ 退職給付費用   52     39       

10 役員退職慰労引当金
繰入額 

  18     22       

11 法定福利厚生費   477     558       

12 事業所税   25     31       

13 減価償却費   681     883       

14 賃借料   2,980     3,624       

15 その他   1,066 10,764 22.4 1,777 13,693 23.6 2,928 

営業利益     2,969 6.2   2,784 4.8 △184 

Ⅳ 営業外収益                 

１ 受取利息   9     14       

２ 有価証券利息   0     2       

３ 受取配当金   4     4       

４ 受取家賃   284     292       

５ 広告宣伝用資産受贈
益 

  48     46       

６ 雑収入   78 425 0.9 102 464 0.8 38 

Ⅴ 営業外費用                 

  １ 支払利息   －     4       

 ２ 社債利息   －     2       

  ３ 社債発行費償却   －     3       

４ 現金過不足   6     8       

５ 盗難損失   15     7       

６ 雑損失   3 25 0.1 22 48 0.1 23 

経常利益     3,369 7.0   3,200 5.5 △169 
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前事業年度 

（自 平成17年10月１日 
至 平成18年９月30日） 

当事業年度 
（自 平成18年10月１日 
至 平成19年９月30日） 増減 

（百万円）

区分 
注記 
番号 

金額（百万円） 
百分比
（％）

金額（百万円） 
百分比 
（％） 

Ⅵ 特別利益                 

１ 保険金返還額   －     0       

２ 店舗移転立退料   － － － 70 70 0.1 70 

Ⅶ 特別損失                 

１ 固定資産除却損 ※2 69     9       

２ 減損損失 ※3 412     24       

３ 貸倒引当金繰入   0     －       

４ 会員権評価損   －     4       

５ 店舗解約違約金   20     22       

６ 社屋移転費用   39 543 1.1 － 61 0.2 △481 

税引前当期純利益     2,826 5.9   3,209 5.4 382 

法人税、住民税及び
事業税 

  1,262     1,404       

法人税等調整額   △29 1,233 2.6 57 1,462 2.4 229 

当期純利益     1,593 3.3   1,746 3.0 153 
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(3）株主資本等変動計算書 

前事業年度（自平成17年10月１日 至平成18年９月30日） 

 （注）平成17年12月の定時株主総会における利益処分項目であります。 

 

株主資本 

資本金 

資本剰余金 利益剰余金 

自己株式 
株主資本
合計 資本準備

金 
資本剰余
金合計 

利益準備
金 

その他利益剰余金 
利益剰余
金合計 別途積立

金 
繰越利益
剰余金 

平成17年９月30日 残高 

（百万円） 
3,958 4,315 4,315 227 8,630 2,091 10,948 △243 18,979 

事業年度中の変動額          

剰余金の配当    （注）           △537 △537   △537 

役員賞与の支払   （注）           △46 △46   △46 

別途積立金の積立  （注）         1,200 △1,200 －   － 

当期純利益           1,593 1,593   1,593 

自己株式の取得               △2 △2 

株主資本以外の項目の事業

年度中の変動額（純額） 
                  

事業年度中の変動額合計 

（百万円） 
－ － － － 1,200 △190 1,009 △2 1,007 

平成18年９月30日 残高 

（百万円） 
3,958 4,315 4,315 227 9,830 1,901 11,958 △245 19,986 

 

評価・換算差額等 

純資産合計 
その他有価証券
評価差額金 

評価・換算差額
等合計 

平成17年９月30日 残高 

（百万円） 
91 91 19,070 

事業年度中の変動額    

剰余金の配当    （注）     △537 

役員賞与の支払   （注）     △46 

別途積立金の積立  （注）     － 

当期純利益     1,593 

自己株式の取得     △2 

株主資本以外の項目の事業年

度中の変動額（純額） 
27 27 27 

事業年度中の変動額合計 

（百万円） 
27 27 1,035 

平成18年９月30日 残高 

（百万円） 
119 119 20,105 
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当事業年度（自平成18年10月１日 至平成19年９月30日） 

 

株主資本 

資本金 

資本剰余金 利益剰余金 

自己株式 
株主資本
合計 資本準備

金 
資本剰余
金合計 

利益準備
金 

その他利益剰余金 
利益剰余金
合計 別途積立

金 
繰越利益
剰余金 

平成18年９月30日 残高 

（百万円） 
3,958 4,315 4,315 227 9,830 1,901 11,958 △245 19,986 

事業年度中の変動額          

剰余金の配当              △537 △537   △537 

当期純利益           1,746 1,746   1,746 

自己株式の取得               △0 △0 

株主資本以外の項目の事業

年度中の変動額（純額） 
                － 

事業年度中の変動額合計 

（百万円） 
－ － － － － 1,209 10,931,209 △0 1,209 

平成19年９月30日 残高 

（百万円） 
3,958 4,315 4,315 227 9,830 3,110 13,167 △246 21,195 

 

評価・換算差額等 

純資産合計 
その他有価証券
評価差額金 

評価・換算差額
等合計 

平成18年９月30日 残高 

（百万円） 
119 119 20,105 

事業年度中の変動額    

剰余金の配当         △537 

当期純利益     1,746 

自己株式の取得     △0 

株主資本以外の項目の事業年

度中の変動額（純額） 
2 2 2 

事業年度中の変動額合計 

（百万円） 
2 2 1,211 

平成19年９月30日 残高 

（百万円） 
121 121 21,316 
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(4）キャッシュ・フロー計算書 

    
前事業年度 

（自 平成17年10月１日 
至 平成18年９月30日） 

当事業年度 
（自 平成18年10月１日 
至 平成19年９月30日） 増 減 

（百万円）

区分 
注記
番号

金額（百万円） 金額（百万円） 

Ⅰ 営業活動によるキャッシュ・フロ
ー 

       

税引前当期純利益  2,826 3,209   

減価償却費  681 883   

賃借料  1 0   

受取家賃  △284 △292   

広告宣伝用資産受贈益  △48 △46   

貸倒引当金の増加額  0 6   

賞与引当金の増加(△減少)額  △16 11   

役員賞与引当金の増加額  45 45   

補助券引当金の増加(△減少)額  19 29   

退職給付引当金の増加額  26 5   

役員退職慰労引当金の増加額  17 22   

受取利息及び受取配当金  △14 △22   

店舗移転立退料   － △70   

固定資産除却損  67 9   

無形固定資産除却損  2 －   

会員権評価損  － 4   

店舗解約違約金  20 12   

減損損失額  412 24   

社屋移転費用  39 －   

売上債権の増加額  △178 △266   

たな卸資産の増加額  △1,091 △979   

仕入債務の増加額  331 462   

未払消費税等の増加(△減少)額  △92 194   

その他の資産の増加額  △237 △300   

その他の負債の増加額  56 1,531   

役員賞与の支払額  △46 △45   

小計  2,541 4,430   

利息及び配当金の受取額  14 21   

家賃の受取額  284 289   

店舗解約違約金の支払額  △5 70   

法人税等の支払額  △1,742 △2,620   

営業活動によるキャッシュ・フロー  1,092 2,190 1,097 
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前事業年度 

（自 平成17年10月１日 
至 平成18年９月30日） 

当事業年度 
（自 平成18年10月１日 
至 平成19年９月30日） 増 減 

（百万円）

区分 
注記
番号

金額（百万円） 金額（百万円） 

Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロ
ー 

       

定期預金の預入による支出  △523 △3,533   

定期預金の払戻による収入  1,423 3,533   

有価証券の取得による支出  △499 △983   

有価証券の償還による収入  999 1,498   

短期貸付金の貸付による支出  △50 △300   

短期貸付金の回収による収入  － 350   

有形固定資産の取得による支出  △1,747 △1,009   

有形固定資産の売却による収入  113 －   

無形固定資産の取得による支出  △170 △215   

投資有価証券の取得による支出  － △13   

子会社株式の取得による支出  － △140   

出資金の取得による支出  － △1   

出資金の売却による収入  0 －   

長期前払費用の取得による支出  △59 △287   

保証金の差入による支出  △473 △143   

保証金の返還による収入  184 351   

長期貸付金（建設協力金）の貸
付けによる支出 

 △123 △191   

長期貸付金（建設協力金）の回
収による収入 

 46 56   

その他の投資の減少額  0 △5   

投資活動によるキャッシュ・フロ
ー 

 △879 △1,035 △155 

Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロ
ー 

       

   社債の償還による支出  － △10   

自己株式の取得による支出  △2 △0   

配当金の支払額  △537 △538   

財務活動によるキャッシュ・フロ
ー 

 △539 △548 △9 

Ⅳ 現金及び現金同等物に係る換算差
額 

 － －   

Ⅴ 現金及び現金同等物の増加(△減
少)額  

 △326 606 932 

Ⅵ 現金及び現金同等物の期首残高  3,913 3,587 △326 

Ⅶ 合併による現金及び現金同等物の
増加額   

 － 137 137 

Ⅷ 現金及び現金同等物の期末残高  3,587 4,331 743 
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重要な会計方針 

前事業年度 
（自 平成17年10月１日 
至 平成18年９月30日） 

当事業年度 
（自 平成18年10月１日 
至 平成19年９月30日） 

１ 有価証券の評価基準及び評価方法 １ 有価証券の評価基準及び評価方法 

(1）その他有価証券 

時価のあるもの 

 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） 

時価のないもの 

 移動平均法による原価法 

(1）その他有価証券 

時価のあるもの 

          同左 

  

  

時価のないもの 

同左 

２ たな卸資産の評価基準及び評価方法 

(1）商品 

売価還元法による原価法 

 ただし、調剤薬品については、総平均法による原

価法 

２ たな卸資産の評価基準及び評価方法 

(1）商品 

同左 

(2）貯蔵品 

最終仕入原価法 

(2）貯蔵品 

同左 

３ 固定資産の減価償却の方法 

(1）有形固定資産 

 定率法によっております。 

 ただし、平成10年４月１日以降取得した建物（建

物附属設備を除く）については、定額法によってお

ります。 

 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。 

３ 固定資産の減価償却の方法 

(1）有形固定資産 

            同左 

    

(2）無形固定資産 

 定額法によっております。 

 なお、耐用年数については、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。 

 ただし、自社利用のソフトウエアについては、社

内における利用可能期間（５年）に基づく定額法に

よっております。 

(2）無形固定資産 

 定額法によっております。 

 なお、耐用年数については、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。 

 ただし、のれんについてはのれんの影響が及ぶ期

間を考慮し、取得より５年間または10年間の均等償

却処理を行っております。また、自社利用のソフト

ウエアについては、社内における利用可能期間（５

年）に基づく定額法によっております。       

  

  

(3）長期前払費用 

 定額法によっております。 

 なお、償却期間については、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。 

(3）長期前払費用 

同左 
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前事業年度 
（自 平成17年10月１日 
至 平成18年９月30日） 

当事業年度 
（自 平成18年10月１日 
至 平成19年９月30日） 

４ 引当金の計上基準 

(1）貸倒引当金 

 債権の貸倒損失に備えるため、一般債権について

は貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権に

ついては個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込

額を計上する方法によっております。 

４ 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払に備えるた

め、将来の支給見込額のうち当期の負担額を計上し

ております。 

(2）賞与引当金 

同左 

(3）退職給付引当金 

 従業員の退職給付に備えるため、当期末における

退職給付債務の見込額に基づき、当期末において発

生していると認められる額を計上しております。 

 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

（３年）による按分額をそれぞれ発生年度より費用

処理しております。 

(3）退職給付引当金 

同左 

(4）役員退職慰労引当金 

 役員の退任による退職慰労金の支給に備えるた

め、内規に基づく期末要支給額を計上しておりま

す。 

(4）役員退職慰労引当金 

同左 

(5）役員賞与引当金 

 役員に対して支給する賞与の支払に備えるため、

支給見込額に基づき計上しております。 

(5）役員賞与引当金 

          同左 

(6）補助券引当金 

 商品の販売に伴い顧客に付与したポイントおよび

ポイントにより交付したお買物補助券の利用に備え

るため、当期末において将来利用すると見込まれる

額に原価率を乗じた金額を計上しております。 

(6）補助券引当金 

同左 

５ リース取引の処理方法 

 リース物件の所有権が借主に移転すると認められる

もの以外のファイナンス・リース取引については、通

常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理方法によ

っております。 

５ リース取引の処理方法 

同左 

６ 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か月以内に

償還期限の到来する短期投資であります。 

６ キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲 

同左 

７ その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項 

消費税等の会計処理 

 税抜方式によっております。 

７ その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項 

消費税等の会計処理 

同左 
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会計処理方法の変更 

前事業年度 
（自 平成17年10月１日 
至 平成18年９月30日） 

当事業年度 
（自 平成18年10月１日 
至 平成19年９月30日） 

 （役員賞与に関する会計基準） 

 従来、役員賞与は株主総会の利益処分案決議により未処

分利益の減少として会計処理しておりましたが、当事業年

度より「役員賞与に関する会計基準」（企業会計基準第４

号 平成17年11月29日）に基づき、発生時に費用処理する

こととしております。 

 この結果、従来の方法と比較して、営業利益、経常利益

及び税引前当期純利益は、それぞれ45百万円減少しており

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、412百万円を減損損失として特別損失に計上

いたしました。 

 なお、減損損失累計額は、改正後の財務諸表等規則に基

づき、有形固定資産（土地を除く）については減価償却累

計額に含めて間接控除し、土地及び無形固定資産について

は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20,105百万円で

あります。 

 なお、財務諸表等規則の改正により、当事業年度におけ

る貸借対照表の純資産の部については、改正後の財務諸表

等規則により作成しております。 

 ――――――― 

  

  

 ――――――― 

  

  

（固定資産の減価償却方法の変更） 

  当事業年度より平成19年度の法人税法の改正に伴い、平

成19年４月１日以降取得の有形固定資産については、改正

後の法人税法に規定する減価償却方法により、減価償却費

を計上しております。 

 なお、この変更に伴う当事業年度の損益に与える影響は

軽微であります。 
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表示方法の変更 

前事業年度 
（自 平成17年10月１日 
至 平成18年９月30日） 

当事業年度 
（自 平成18年10月１日 
至 平成19年９月30日） 

 （貸借対照表） 

  前事業年度において、「営業権」として掲記されていた

ものは、当事業年度から「のれん」と表示しております。

 ――――――― 
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注記事項 

（貸借対照表関係） 

前事業年度 
（平成18年９月30日） 

当事業年度 
（平成19年９月30日） 

※１ 建物減価償却累計額に

含まれる建物減損損失

累計額 

  69百万円

※２ 構築物減価償却累計額

に含まれる構築物減損

損失累計額 

    0百万円

※３ 工具器具備品減価償却

累計額に含まれる工具

器具備品減損損失累計

額 

    10百万円

※１ 建物減価償却累計額に

含まれる建物減損損失

累計額 

  53 百万円

※２ 構築物減価償却累計額

に含まれる構築物減損

損失累計額 

     0百万円

※３ 工具器具備品減価償却

累計額に含まれる工具

器具備品減損損失累計

額 

      10百万円

※４ 期末日満期手形処理 

期末日満期手形の会計処理については、満期日に決

済が行われたものとして処理しております。なお、当

期末日が金融機関の休日であったため、次の期末日満

期手形を満期日に決済が行われたものとして処理して

おります。 

                支 払 手 形     404百万円 

※４ 期末日満期手形処理 

期末日満期手形の会計処理については、満期日に決

済が行われたものとして処理しております。なお、当

期末日が金融機関の休日であったため、次の期末日満

期手形を満期日に決済が行われたものとして処理して

おります。 

                支 払 手 形       488百万円
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（損益計算書関係） 

前事業年度 
（自 平成17年10月１日 
至 平成18年９月30日） 

当事業年度 
（自 平成18年10月１日 
至 平成19年９月30日） 

※１ 他勘定振替高の内訳は次のとおりであります。 ※１ 他勘定振替高の内訳は次のとおりであります。 

販売費及び一般管理費    371百万円

営業外費用  15百万円

計 387 

販売費及び一般管理費       462百万円

営業外費用    7百万円

計 470  

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

建物     59百万円

構築物  0 

工具器具備品 6 

ソフトウエア 2 

計 69 

建物       8百万円

構築物  0 

工具器具備品  1 

ソフトウエア  0 

計 9 

※３．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しました。 

※３．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しました。 

場所 用途 種類 減損額(百万円)

東京都 

12件 

店舗及び遊

休資産 

土地、建

物、その他 
372

埼玉県 

3件 
店舗 

建物、その

他 
22

その他 

3件 
店舗 

建物、その

他 
17

場所 用途 種類 減損額(百万円)

埼玉県 

4件 
店舗 

建物、その

他 
24

 当社は、キャッシュフローを生み出す最小単位と

して店舗を基本単位とし、遊休資産については物件

単位ごとにグルーピングしております。 

 営業活動から生ずる損益が継続してマイナスであ

る資産グループ及び土地等の時価の下落が著しい資

産グループについては、帳簿価額を回収可能価額ま

で減額し、当該減少額 412百万円を減損損失として

特別損失に計上いたしました。 

 当社は、キャッシュフローを生み出す最小単位と

して店舗を基本単位とし、遊休資産については物件

単位ごとにグルーピングしております。 

 営業活動から生ずる損益が継続してマイナスであ

る資産グループ及び土地等の時価の下落が著しい資

産グループについては、帳簿価額を回収可能価額ま

で減額し、当該減少額 24 百万円を減損損失として

特別損失に計上いたしました。 

その内訳は次のとおりであります。 

 なお、資産グループごとの回収可能価額は正味売

却価額と使用価額のうち、いずれか高い方の金額で

測定しております。重要性の高い資産グループの不

動産についての正味売却価額は、売却約定価額もし

くは路線価に基づく評価額及び固定資産税評価額を

基準とし、使用価値は将来キャッシュフローを7.4％

で割り引いて算出しております。 

建物    86百万円

土地  254百万円

その他  70百万円

計 412 

その内訳は次のとおりであります。 

 

 なお、資産グループごとの回収可能価額は正味売

却価額と使用価額のうち、いずれか高い方の金額で

測定しております。重要性の高い資産グループの不

動産についての正味売却価額は、売却約定価額もし

くは路線価に基づく評価額及び固定資産税評価額を

基準とし、使用価値は将来キャッシュフローを

7.4 ％で割り引いて算出しております。 

建物     21百万円

その他    2百万円

計  24 
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（株主資本等変動計算書関係） 

前事業年度（自 平成17年10月１日 至 平成18年９月30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情報 

 （注）自己株式（普通株式）の増加額は、株主からの単元未満株式買取請求に基づく取得分であります。 

  

  

 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 

 
前事業年度末株式
数（株） 

当事業年度増加株
式数（株） 

当事業年度減少株
式数（株） 

当事業年度末株式
数（株） 

発行済株式     

普通株式 10,951,415 － － 10,951,415 

合計 10,951,415 － － 10,951,415 

自己株式     

普通株式 （注） 203,496 739 － 204,235 

合計 203,496 739 － 204,235 

 (1) 配当金の支払  

決議 株式の種類 
配当金の総額 
（百万円） 

１株当たり配当
額（円） 

基準日 効力発生日 

平成17年12月26日 

定時株主総会 
普通株式 537 50 平成17年９月30日 平成17年12月26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 

  次のとおり、決議を予定しております。 
 

決議 株式の種類 
配当金の総額
（百万円） 

配当の原資 
１株当たり配
当額（円） 

基準日 効力発生日 

平成18年12月25日 

定時株主総会 
普通株式 537  利益剰余金 50 平成18年９月30日 平成18年12月26日

㈱セイジョー(7429) 平成19年９月期決算短信（非連結）

- 23- 



当事業年度（自 平成18年10月１日 至 平成19年９月30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情報 

 （注）自己株式（普通株式）の増加額は、株主からの単元未満株式買取請求に基づく取得分であります。 

  

  

 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 

 
前事業年度末株式
数（株） 

当事業年度増加株
式数（株） 

当事業年度減少株
式数（株） 

当事業年度末株式
数（株） 

発行済株式     

普通株式 10,951,415 － － 10,951,415 

合計 10,951,415 － － 10,951,415 

自己株式     

普通株式 （注） 204,235 217 － 204,452 

合計 204,235 217 － 204,452 

 (1) 配当金の支払  

決議 株式の種類 
配当金の総額 
（百万円） 

１株当たり配当
額（円） 

基準日 効力発生日 

平成18年12月25日 

定時株主総会 
普通株式 537 50 平成18年９月30日 平成18年12月26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 

  次のとおり、決議を予定しております。 
 

決議 株式の種類 
配当金の総額
（百万円） 

配当の原資 
１株当たり配
当額（円） 

基準日 効力発生日 

平成19年12月21日 

定時株主総会 
普通株式 537  利益剰余金 50 平成19年９月30日 平成19年12月25日
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（キャッシュ・フロー計算書関係） 

前事業年度 
（自 平成17年10月１日 
至 平成18年９月30日） 

当事業年度 
（自 平成18年10月１日 
至 平成19年９月30日） 

１．現金及び現金同等物の期末残高と貸借対照表に掲記

されている科目の金額との関係 

１．現金及び現金同等物の期末残高と貸借対照表に掲記

されている科目の金額との関係 

（平成18年９月30日現在） （平成19年９月30日現在） 

現金及び預金勘定      3,620百万円

預入期間が３か月を超える定期

預金 
△533 

コマーシャルペーパー 

（有価証券勘定） 
500 

現金及び現金同等物 3,587 

現金及び預金勘定        4,365百万円

預入期間が３か月を超える定期

預金 
△533 

コマーシャルペーパー 

（有価証券勘定） 
499 

現金及び現金同等物 4,331 

  ２．重要な非資金取引の内容 

   平成19年２月１日付で合併した株式会社シブヤ薬局 

  より引継いだ資産および負債の主な内訳は次のとおり 

  であります。また、合併により増加したのれんは380百

  万円であります。 

 

    

流動資産     1,154百万円  

固定資産       859百万円  

繰延資産        3百万円  

資産合計      2,018百万円  

流動負債      1,204百万円  

固定負債      1,054百万円  

負債合計      2,258百万円  
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（リース取引関係） 

前事業年度 
（自 平成17年10月１日 
至 平成18年９月30日） 

当事業年度 
（自 平成18年10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（借主側） 

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 

  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（借主側） 

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 
（百万円） 

減価償却
累計額相
当額 
（百万円） 

期末残高相
当額 
（百万円） 

工具器具備品 501 306 194

ソフトウエア 441 246 194

合計 942 553 389

取得価額
相当額 
（百万円） 

減価償却
累計額相
当額 
（百万円） 

期末残高相
当額 
（百万円） 

工具器具備品 492 389 103

車輌運搬具 19 6 13

ソフトウエア 467 331 135

合計 979 727 251

（注） 取得価額相当額は、未経過リース料期末残高

が有形固定資産の期末残高等に占めるその割

合が低いため、支払利子込み法により算定し

ております。 

           同左 

② 未経過リース料期末残高相当額等 

  未経過リース料期末残高相当額 

② 未経過リース料期末残高相当額等 

  未経過リース料期末残高相当額 

１年以内    184百万円

１年超 205 

合計 389 

１年以内       193百万円

１年超 58 

合計 251 

（注） 未経過リース料期末残高相当額は、未経過リ

ース料期末残高が有形固定資産の期末残高等

に占めるその割合が低いため、支払利子込み

法により算定しております。 

           同左 

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

価償却費相当額及び減損損失 

支払リース料     181百万円

減価償却費相当額 181 

支払リース料        191百万円

減価償却費相当額 191 

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 

  （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。 

  （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） 

前事業年度（自 平成17年10月１日 至 平成18年９月30日） 

有価証券 

１ その他有価証券で時価のあるもの 

２ 当事業年度中に売却したその他有価証券 

該当事項はありません。 

３ 時価評価されていない有価証券 

その他有価証券 

      ４ その他有価証券のうち満期があるものの決算日後における償還予定額 

区分 取得原価（百万円） 
貸借対照表日における貸借対

照表計上額（百万円） 
差額（百万円） 

貸借対照表計上額が取得原価を

超えるもの 
      

① 株式 144 347 202 

② 債券 － － － 

③ その他 － － － 

小計 144 347 202 

貸借対照表計上額が取得原価を

超えないもの 
      

① 株式 12 11 △1 

② 債券 － － － 

③ その他 － － － 

小計 12 11 △1 

合計 157 358 201 

内容 貸借対照表計上額（百万円） 

非上場株式 3 

コマーシャルペーパー 999 

         区分 
１年以内 
（百万円） 

１年超５年以内 
（百万円） 

５年超10年以内 
（百万円） 

10年超 
（百万円） 

コマーシャルペーパー 999 － － － 

合計 999 － － － 
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当事業年度（自 平成18年10月１日 至 平成19年９月30日） 

有価証券 

１ その他有価証券で時価のあるもの 

２ 当事業年度中に売却したその他有価証券 

該当事項はありません。 

３ 時価評価されていない有価証券 

その他有価証券 

      ４ その他有価証券のうち満期があるものの決算日後における償還予定額 

区分 取得原価（百万円） 
貸借対照表日における貸借対

照表計上額（百万円） 
差額（百万円） 

貸借対照表計上額が取得原価を

超えるもの 
      

① 株式 140 347 206 

② 債券 － － － 

③ その他 － － － 

小計 140 347 206 

貸借対照表計上額が取得原価を

超えないもの 
      

① 株式 18 17 △1 

② 債券       

③ その他 15 14 △0 

小計 33 31 △1 

合計 173 379 205 

内容 貸借対照表計上額（百万円） 

非上場株式 4 

コマーシャルペーパー 499 

         区分 
１年以内 
（百万円） 

１年超５年以内 
（百万円） 

５年超10年以内 
（百万円） 

10年超 
（百万円） 

コマーシャルペーパー 499 － － － 

合計 499 － － － 
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（デリバティブ取引関係） 

前事業年度（自 平成17年10月１日 至 平成18年９月30日） 

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

当事業年度（自 平成18年10月１日 至 平成19年９月30日） 

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

（退職給付関係） 

前事業年度 
（自 平成17年10月１日 
至 平成18年９月30日） 

当事業年度 
（自 平成18年10月１日 
至 平成19年９月30日） 

１ 採用している退職給付制度の概要 

 当社は、確定給付型の制度として、退職金規程に基

づく退職一時金支給制度を採用しております。 

１ 採用している退職給付制度の概要 

同左 

２ 退職給付債務に関する事項 ２ 退職給付債務に関する事項 

① 退職給付債務      431百万円

② 未認識数理計算上の差異 16 

③ 退職給付引当金 447 

① 退職給付債務 470百万円

② 未認識数理計算上の差異 3 

③ 退職給付引当金 501 

３ 退職給付費用に関する事項 ３ 退職給付費用に関する事項 

① 勤務費用    59百万円

② 利息費用 8 

③ 数理計算上の差異の費用処理額 △15 

④ 退職給付費用 52 

① 勤務費用     44百万円

② 利息費用 9 

③ 数理計算上の差異の費用処理額 △13 

④ 退職給付費用 39 

４ 退職給付債務等の計算の基礎に関する事項 ４ 退職給付債務等の計算の基礎に関する事項 

① 退職給付見込額の期間配分方法 期間定額基準 

② 割引率 2.1％

③ 数理計算上の差異の処理年数 ３年

（発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の

年数による定額法により、発生年度から費用処理

しております。） 

① 退職給付見込額の期間配分方法 期間定額基準 

② 割引率  2.1％

③ 数理計算上の差異の処理年数  ３年

（発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の

年数による定額法により、発生年度から費用処理

しております。） 
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（税効果会計関係） 

前事業年度 
（平成18年９月30日） 

当事業年度 
（平成19年９月30日） 

１ 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別

の内訳 

１ 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別

の内訳 

繰延税金資産（流動）  

未払事業税否認額   48百万円

未払事業所税否認額 10 

賞与引当金損金算入限度超過額 94 

補助券引当金損金算入限度超過額 

 その他 

56 

      11 

計 220 

繰延税金資産（固定）  

退職給与引当金損金算入限度超過

額 
    182百万円

役員退職慰労引当金損金算入限度

超過額 
133 

有価証券評価損否認額 20 

会員権評価損否認額 21 

貸倒引当金繰入否認額 0 

その他 70 

繰延税金負債（固定）との相殺 △81 

計 347 

繰延税金負債（固定）  

その他有価証券評価差額金    △81百万円

繰延税金資産（固定）との相殺 81 

計 － 

    

繰延税金資産の純額      568百万円

繰延税金資産（流動）  

未払事業税否認額  67百万円

未払事業所税否認額 12 

賞与引当金損金算入限度超過額 105 

補助券引当金損金算入限度超過額 

 その他 

68 

   11 

計 266 

繰延税金資産（固定）  

退職給与引当金損金算入限度超過

額 
 203百万円

役員退職慰労引当金損金算入限度

超過額 
142 

有価証券評価損否認額 20 

会員権評価損否認額 23 

貸倒引当金繰入否認額 4 

その他 75 

繰延税金負債（固定）との相殺 △228 

計 242 

繰延税金負債（固定）  

その他有価証券評価差額金   △83百万円

合併による資産の否認額     △144 

繰延税金資産（固定）との相殺 228 

計 － 

繰延税金資産の純額      509百万円

２ 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担

率との差異の原因となった主な項目別の内訳 

２ 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担

率との差異の原因となった主な項目別の内訳 

法定実効税率 40.7％

（調整）  

交際費等永久に損金に算入されない項目 0.9 

受取配当金等永久に益金に算入されない

項目 
△0.0 

住民税均等割等 1.9 

その他 0.0 

税効果会計適用後の法人税等の負担率 43.5 

法定実効税率  40.7％

（調整）  

交際費等永久に損金に算入されない項目 0.3 

受取配当金等永久に益金に算入されない

項目 
△0.0 

住民税均等割等 2.2 

合併による資産の否認額  4.5 

その他 △2.2 

税効果会計適用後の法人税等の負担率 45.5 
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（持分法損益等） 

前事業年度（自 平成17年10月１日 至 平成18年９月30日） 

 当社は、関連会社がありませんので、該当事項はありません。 

当事業年度（自 平成18年10月１日 至 平成19年９月30日） 

 当社は、関連会社がありませんので、該当事項はありません。 

（関連当事者との取引） 

前事業年度（自 平成17年10月１日 至 平成18年９月30日） 

 該当事項はありません。 

当事業年度（自 平成18年10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） 

 （注）１ 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。 

２ １株当たり当期純利益の算定上の基礎は、以下のとおりであります。 

項目 
前事業年度 

（自 平成17年10月１日 
至 平成18年９月30日） 

当事業年度 
（自 平成18年10月１日 
至 平成19年９月30日） 

１株当たり純資産額      1,870円80銭 1,983円52銭 

１株当たり当期純利益      148円22銭         162円53銭 

項目 
前事業年度 

（自 平成17年10月１日 
至 平成18年９月30日） 

当事業年度 
（自 平成18年10月１日 
至 平成19年９月30日） 

当期純利益（百万円） 1,593 1,746 

普通株主に帰属しない金額（百万円） － － 

（うち利益処分による役員賞与金） (－) (－)  

普通株式に係る当期純利益（百万円） 1,593 1,746 

普通株式の期中平均株式数（百万株） 10 10 
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（重要な後発事象） 

前期 
（自 平成17年10月１日 
至 平成18年９月30日） 

当期 
（自 平成18年10月１日 
至 平成19年９月30日） 

１．株式の取得（子会社化）及び合併の予定（吸収合併）

 当社は、中長期経営計画達成の為、平成18年10月１日

付けで株式会社シブヤ薬局（以下は「同社」と呼ぶ）の

全株式を140百万円で取得し、完全子会社といたしまし

た。 

 なお、平成18年11月10日に開催された取締役会におい

て、当社が存続会社となって、同社を吸収合併すること

が決議され、平成18年12月７日、合併契約を締結いたし

ました。 

 同社は、埼玉県下が主力の出店エリアであり、店舗の

立地において当社とは補完関係にあり、ドラッグストア

及び調剤薬局における販売面の相乗効果を発揮します。

 また、同社は、介護事業及び介護関連事業も手掛けて

おり、ライフサポートカンパニーを指向する当社の新た

な事業の柱として育成し、地域医療への貢献によって、

更なる企業価値の向上を目指します。   

  

  

  

(1）株式会社シブヤ薬局の概要 

①事業の内容 

ドラッグストア及び調剤薬局の経営、介護福祉施設

の経営他 

②直近の財務状況 

 貸借対照表の要旨（平成18年７月31日現在） 

 損益計算書の要旨 

 （自 平成17年８月1日 至 平成18年７月31日） 

③従業員・事業所等 

   従業員数          633人 

      主な事業所数 

    店舗             32ヶ所 

        介護福祉施設      7 

        居宅支援事業所   14 

  （単位：百万円）

科目 金額 

資産 2,426 

負債 2,428 

純資産 △2 

  （単位:百万円）

科目 金額 

売上高 8,047 

経常損失 △293 

当期純損失 △294 
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前期 
（自 平成17年10月１日 
至 平成18年９月30日） 

当期 
（自 平成18年10月１日 
至 平成19年９月30日） 

(2）合併の概要 

当社を存続会社とする吸収合併方式で、株式会社シ

ブヤ薬局は解散します。 

  

  

①増加資本の額及び新株式の発行割合 

当社は、株式会社シブヤ薬局の全株式を所有してい

るため、合併による新株の発行及び資本金の増加は

行わないものとします。 

  

  

  ②合併期日（予定） 

合併期日は、平成19年２月１日を予定しています。

ただし、手続き進行上の必要性その他の事由がある

ときは、両社協議のうえで日程を変更することがあ

ります。  

  

  

  

  

２．資本・業務提携の基本合意契約の締結 

  平成18年11月20日に開催された取締役会において、

セガミメディクス株式会社（以下は「同社」と呼ぶ）

との資本・業務提携に関する基本合意契約の締結が決

議され、同日、締結いたしました。  

  

(1) 契約締結の目的 

 利便性を重視した大型ドラッグストアが乱立する

中、当社は、専門性を重視し、処方箋調剤・接客販売

を強化しながら、今後の環境変化・生活者ニーズへの

素早い対応を図るため、理念並びに価値観を共有しう

るパートナー企業を模索してまいりました。その結

果、同社が最適なパートナーであるとの認識・判断に

至り、資本・業務提携を行うことといたしました。 

  

(2) 契約の内容 

 ① 資本提携の内容 

  資本提携は、今後３ヶ月を目処に各々の発行済株

式総数の4.5%を相互に保有いたしますが、具体的な株

式の取得時期及び方法につきましては、今後、両社協

議のうえで決定いたします。 

 ② 業務提携の内容 

  業務提携は、セルフメディケーション時代に社会

貢献しうる企業としての事業規模・体質強化を果たす

ことを第一歩と考えており、商品・店舗運営・人材教

育・店舗開発・情報システムなどの分野において、シ

ナジー効果を迅速に実現させ、近い将来には双方のノ

ウハウを持ち寄り、ドラッグストアの新事業ドメイン

の確立を図るものであります。 

 

(3) 契約締結が営業活動等へ及ぼす影響 

  当社並びに同社の社長を共同委員長とする提携推

進委員会を設置し、同委員会において業務提携の具体

策の策定など、提携によるシナジー効果を迅速に実現

してまいりますが、今後の業績に与える具体的な影響

は未定であります。  
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前期 
（自 平成17年10月１日 
至 平成18年９月30日） 

当期 
（自 平成18年10月１日 
至 平成19年９月30日） 

  ３．株式移転による経営統合について   

 当社とセガミメディクス株式会社の両社は、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。

 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

 1.1株を、セガミメディクス株式会社の普通株式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いません。 
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前期 
（自 平成17年10月１日 
至 平成18年９月30日） 

当期 
（自 平成18年10月１日 
至 平成19年９月30日） 

    (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日付で東京証券取引所への上場が 

 廃止となる予定です。 

  

    (5)セガミメディクス株式会社の概要 

  

  

  (注）平成19年９月末現在 

  

 事 業 内 容   ドラッグストアチェーン 

 設 立 年 月  昭和12年３月７日  

 本 店 所在地   大阪市中央区  

  代表者の役職・氏名   代表取締役社長 瀬上 修 

 資 本 金（注）   1,587 百万円  

 発行済株式数（注）   8,100 千株  

 純 資 産（注）   23,337 百万円  

 総 資 産（注）   40,318  百万円  

 決 算 期（注）    ３月31日  

 従 業 員 数（注）    1,387  名  
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５．その他 
(1）役員の異動 

  代表者の異動およびその他の役員の異動につきましては、平成19年11月15日発表の「役員人事に関するお知らせ」

 に記載のとおりであります。 

  

  

(2）仕入及び販売の状況 

①仕入実績 

 商品仕入実績  

  （注） １ 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

     ２ その他の主な内容は、食品、医療用具、ＤＰＥ（写真の現像・焼き付け）、ペット用品等であります。 

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

  

   ②販売実績 

   商品販売実績  

   (注）  １ 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

     ２ その他の主な内容は、医療用具、ＤＰＥ（写真の現像・焼き付け）、ペット等であります。 

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

  

      前   期 

  （自 平成17年10月１日 

   至 平成18年９月30日） 

  

      当   期 

  （自 平成18年10月１日 

   至 平成19年９月30日） 

  

   前期比 

  

      区 分  金額（百万円）    構成比   金額（百万円）    構成比    

     ％  ％ ％ 

    医 薬 品  8,571 24.0 11,002 25.1  121.4 

    健 康 食 品  2,553  7.1  2,773  6.3 108.6 

    化 粧 品 11,136 31.1 13,519 30.9 114.3 

    育 児 用 品    963  2.7  1,188  2.7 116.8 

    雑 貨 類  7,771 21.7  8,857 20.2 109.8 

    そ の 他  4,769 13.4  6,424 14.8 124.8 

       合 計 35,766  100.0 43,766 100.0  116.1 

  

      前   期 

  （自 平成17年10月１日 

   至 平成18年９月30日） 

  

      当   期 

  （自 平成18年10月１日 

   至 平成19年９月30日） 

  

   前期比 

  

      区 分  金額（百万円）    構成比   金額（百万円）    構成比    

     ％  ％ ％ 

    医 薬 品 13,506 28.1  16,865 29.1  124.9 

    健 康 食 品  3,560  7.4  3,685  6.4 103.5 

    化 粧 品 13,960 29.1 16,666 28.7 119.4 

    育 児 用 品  1,065  2.2  1,260  2.2 118.3 

    雑 貨 類  9,908 20.6 11,116 19.2 112.2 

    そ の 他  6,017 12.6  8,391 14.4 130.3 

       合 計 48,019 100.0 57,985 100.0  120.8 
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