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１．平成20年３月期の連結業績（平成19年４月１日～平成20年３月31日）

(1）連結経営成績 （％表示は対前期増減率）

売上高 営業利益 経常利益 当期純利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

20年３月期 35,694 7.8 692 18.2 890 13.4 447 24.7

19年３月期 33,116 10.7 585 25.0 785 20.3 358 40.8

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 ％ ％ ％

20年３月期 33,553 07 － － 15.7 7.3 1.9

19年３月期 27,166 59 － － 14.5 7.5 1.8

（参考）持分法投資損益 20年３月期 －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

百万円 百万円 ％ 円 銭

20年３月期 13,678 3,055 22.3 229,021 31

19年３月期 10,726 2,662 24.8 199,601 95

（参考）自己資本 20年３月期 3,055百万円 19年３月期 2,662百万円

(3）連結キャッシュ・フローの状況

営業活動による
キャッシュ・フロー

投資活動による
キャッシュ・フロー

財務活動による
キャッシュ・フロー

現金及び現金同等物
期末残高

百万円 百万円 百万円 百万円

20年３月期 536 △2,755 2,173 1,009

19年３月期 709 △515 △343 1,055

２．配当の状況

１株当たり配当金 配当金総額
(年間)

配当性向
（連結）

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

円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 百万円 ％ ％

19年３月期 － － － － － － 4,000 00 4,000 00 53 14.7 2.1

20年３月期 － － － － － － 5,000 00 5,000 00 66 14.9 2.3

21年３月期（予想） － － － － － － 5,000 00 5,000 00 － 14.2 －

３．平成21年３月期の連結業績予想（平成20年４月１日～平成21年３月31日）

（％表示は、通期は対前期、中間期は対前年中間期増減率）

売上高 営業利益 経常利益 当期純利益
１株当たり
当期純利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 円 銭

第２四半期
連結累計期間

19,670 9.0 315 △22.3 343 △30.0 151 △31.1 11,322 04

通期 40,523 13.5 858 24.1 905 1.7 470 5.2 35,289 28
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４．その他

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

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

事項の変更に記載されるもの）

①　会計基準等の改正に伴う変更　有

②　①以外の変更　　　　　　　　無

（注）詳細は、18ページ「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更」をご覧ください。

(3）発行済株式数（普通株式）

①　期末発行済株式数（自己株式を含む） 20年３月期 13,340株 19年３月期 13,340株

②　期末自己株式数 20年３月期 －株 19年３月期 －株

（注）１株当たり当期純利益（連結）の算定の基礎となる株式数については、37ページ「１株当たり情報」をご覧

ください。

（参考）個別業績の概要

１．平成20年３月期の個別業績（平成19年４月１日～平成20年３月31日）

(1）個別経営成績 （％表示は対前期増減率）

売上高 営業利益 経常利益 当期純利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

20年３月期 35,694 7.8 590 17.8 866 13.7 445 26.1

19年３月期 33,116 10.7 501 26.9 762 22.7 352 55.1

１株当たり
当期純利益

潜在株式調整後
１株当たり当期純利益

円 銭 円 銭

20年３月期 33,368 82 － －

19年３月期 26,714 52 － －

(2）個別財政状態

総資産 純資産 自己資本比率 １株当たり純資産

百万円 百万円 ％ 円 銭

20年３月期 13,599 3,006 22.1 225,359 81

19年３月期 10,656 2,616 24.6 196,124 70

（参考）自己資本 20年３月期 3,006百万円 19年３月期 2,616百万円

２．平成21年３月期の個別業績予想（平成20年４月１日～平成21年３月31日）

（％表示は、通期は対前期、中間期は対前年中間期増減率）

売上高 営業利益 経常利益 当期純利益
１株当たり
当期純利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 円 銭

第２四半期
累計期間

19,670 9.0 259 △27.2 351 △28.9 172 △26.1 12,928 49

通　期 40,523 13.5 745 26.3 867 0.2 460 3.5 34,533 28

※　業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項

（将来に関する記述などについてのご注意）

　本資料に記載されている業績見通しなどの将来に関する記述は、当社が現在入手している情報及び合理的である

と判断する一定の前提に基づいており、実際の業績などは様々な要因により大きく異なる可能性があります。なお、

上記予想に関する事項は、３ページ「１．経営成績（１）経営成績に関する分析」をご覧下さい。　
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１．経営成績
 

(1）経営成績に関する分析

　当連結会計年度におけるわが国経済は、堅調な企業収益を背景とした設備投資の増加や雇用情勢の改善が見られる

ものの、サブプライムローン問題をきっかけとした米国景気の後退懸念や原材料価格の高騰による食料品の値上げな

どといった不安要因を抱え、先行きに不透明感が増してきております。

　当ドラッグストア業界におきましても、同業他社だけではなく他業種も含めた統合・再編の動きをはじめ競争激化、

価格競争の熾烈化など引き続き厳しい経営環境下にあります。

　このような情勢のもと、当社グループ（当社及び連結子会社）といたしましては、地域のお客さまのニーズにあっ

た店舗づくりに努めてまいりました。また、店舗オペレーションの効率化とお客さまサービスの向上を図るため「業

務改善プロジェクト」を推進し業務の改善に努めてまいりました。

　物流面では、コスト削減及び店舗作業の効率化を図るため、物流センターを稼動いたしました。

　平成20年３月期は、店舗床面積200坪タイプのドラッグストア６店舗、300坪タイプのスーパードラッグ３店舗及び

新たなフォーマットであるコンビニドラッグ１店舗、調剤薬局１店舗を新設いたしました。一方、既存店の見直しの

なかで５店舗の閉店を行いました。これにより、平成20年３月31日現在の店舗数は126店舗となり、経営基盤は一層充

実いたしました。

　これらの結果、当連結会計年度の売上高は356億94百万円（前年同期比7.8％増）、経常利益は８億90百万円（前年

同期比13.4％増）、当期純利益４億47百万円（前年同期比24.7％増）となりました。

 

（商品分類別販売実績）

　当連結会計年度における分類別売上高の状況は、次のとおりであります。

 （単位：千円）

分類
前連結会計年度

（自平成18年４月１日
至平成19年３月31日）

当連結会計年度
（自平成19年４月１日
至平成20年３月31日）

構成比（％） 構成比（％）

ヘルスケア 7,372,092 22.3 7,444,550 20.9

ビューティーケア 8,501,551 25.7 8,859,616 24.8

ベビーケア 1,067,852 3.2 1,044,735 2.9

ホームケア 5,135,343 15.5 5,321,948 14.9

フード 9,250,602 27.9 10,761,411 30.1

調剤 1,002,705 3.0 1,375,265 3.9

その他 785,859 2.4 887,176 2.5

合計 33,116,006 100.0 35,694,704 100.0

　（注）１．その他の主な内容は、ペット用品、飲食部門などであります。

２．上記金額には、消費税等は含まれておりません。

 　　(次期の見通し)

　次期の見通しといたしましては、米国でのサブプライムローン問題を発端とした金融不安や年金問題、原材料価格

の高騰による消費者物価の上昇等により、個人消費は不透明な状況で推移することが予想されます。

　ドラッグストア業界におきましては、更なる出店競争や他業種を巻きこんだ価格競争が激化すると思われます。

　このような状況の中で当社グループは、より一層お客さまのニーズにあった店舗づくりとお客さまへのサービス向

上、業務効率の向上に努めるとともに、経営基盤強化のための積極的な新規出店を行っていく方針であります。

　また、出店数増加及び店舗の大型化、原材料価格の高騰による費用の増加を見込むことにより、通期連結業績見通

しといたしましては、売上高405億23百万円(前年同期比13.5％増) 、営業利益８億58百万円(前年同期比24.1％増)、

経常利益９億５百万円(前年同期比1.7％増)、当期純利益４億70百万円(前年同期比5.2％増)を予想しております。
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(2）財政状態に関する分析

　　①　資産、負債及び純資産の状況

ア．資産

  流動資産は、前連結会計年度末に比べ、5.0％増加し、56億32百万円となりました。その主な要因は、新規出店によ

りたな卸資産が１億53百万円増加したことなどによります。

  固定資産は、前連結会計年度末に比べ、50.0％増加し、80億46百万円となりました。その主な要因は、新規出店な

どにより有形固定資産が25億60百万円増加し、同様に差入保証金・敷金が１億７百万円増加したことなどによります。

  この結果、資産合計は、前連結会計年度末に比べ、27.5％増加し、136億78百万円となりました。

イ．負債

  流動負債は、前連結会計年度末に比べ、24.8％増加し、68億88百万円となりました。その主な要因は、短期借入金

が８億50百万円、１年以内返済予定長期借入金が２億90百万円それぞれ増加したことなどによります。

  固定負債は、前連結会計年度末に比べ、46.8％増加し、37億35百万円となりました。その主な要因は、長期借入金

が11億87百万円増加したことなどによります。

  この結果、負債合計は、前連結会計年度末に比べ、31.7％増加し、106億23百万円となりました。

ウ．純資産 

  純資産合計は、前連結会計年度末に比べ、14.7％増加し、30億55百万円となりました。その主な要因は、当期純利

益により剰余金が増加したことなどによります。

 

②　キャッシュ・フローの状況

  当連結会計年度における現金及び現金同等物(以下、「資金」という。)は、前連結会計年度末に比べ、45百万円減

少し、当連結会計年度末には、10億９百万円となりました。

  当連結会計年度における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。

ア．営業活動によるキャッシュ・フロー

　当連結会計年度における営業活動による資金の獲得額は５億36百万円であり、前連結会計年度に比べ、１億72百万

円減少しました。その主な要因は、営業利益の増加により税金等調整前当期純利益が前連結会計年度に比べ、１億37

百万円増加したものの、法人税等の支払額が２億55百万円増加したことなどによります。

イ．投資活動によるキャッシュ・フロー

  当連結会計年度における投資活動による資金の支出額は27億55百万円であり、前連結会計年度に比べ、22億40百万

円増加しました。その主な要因は、出店用地の取得もあり、有形固定資産の取得による支出が26億28百万円と前連結

会計年度に比べ、22億74百万円増加したことなどによります。

ウ．財務活動によるキャッシュ・フロー

　当連結会計年度における財務活動による資金の獲得額は21億73百万円であり、前連結会計年度に比べ、25億17百万

円増加しました。その主な要因は、長期借入れによる収入が27億50百万円と前連結会計年度に比べ、21億50百万円増

加したことなどによります。
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　キャッシュ・フロー関連指標の推移

平成17年３月期 平成18年３月期 平成19年３月期 平成20年３月期

自己資本比率（％） 20.4 22.6 24.8 22.3

時価ベースの自己資本比率（％） 36.8 38.5 29.8 19.1

キャッシュ・フロー対有利子負債比率（年） 4.0 684.9 5.3 11.2

インタレスト・カバレッジ・レシオ（倍） 18.0 0.1 13.7 8.8

（注）１．自己資本比率：自己資本／総資産

　　　２．時価ベースの自己資本比率：株式時価総額／総資産

　　　３．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・フロー

　　　４．インタレスト・カバレッジ・レシオ：キャッシュ・フロー／利払い

　　※各指標は、いずれも連結ベースの財務数値により算出しております。

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

　　※キャッシュ・フローは、営業キャッシュ・フローを利用しております。

  営業キャッシュ・フローは、連結キャッシュ・フロー計算書の営業活動によるキャッシュ・フローを使用しており

ます。有利子負債は、連結貸借対照表に計上されている負債のうち利子を支払っている全ての負債を対象としており

ます。

 

(3）利益配分に関する基本方針及び当期・次期の配当

　当社グループは、株主の皆さまの負託に応え、将来にわたり安定的な配当を実施することを、経営の重要政策と考

えております。

　内部留保資金につきましては、今後予想される小売業界内における競争の激化に対処すべく、経営基盤のさらなる

充実・強化のため新店舗の開店ならびに既存店舗の改装資金に充当するなどの有効投資、財務体質の強化などに活用

する方針であり、将来的には収益の向上を通じて株主の皆さまに還元できるものと考えております。

　当期の期末利益配当金につきましては、上記の方針に基づき、前年よりも1,000円増額し、１株当たり5,000円とし

第26回定時株主総会に提案させていただく予定であります。

　また、次期の配当予想につきましても、上記の基本方針を踏まえ決定する予定でありますが、現時点においては、

１株当たり年間配当金は5,000円を計画しております。

　また、株主優待制度を設け、３月末現在の１単元以上の株主さまに対しては、自社商品券、もしくはお米券を贈呈

しております。　

 

(4）事業等のリスク

　当社グループの業績は、今後起こりうる様々な要因により大きな影響を受ける可能性があります。以下において、

当社グループの事業展開上のリスク要因となる主な事項を記載しております。なお、当該リスク情報につきましては、

当社グループが判断したものであり、特に経営成績に重要な影響を及ぼす可能性があるものを中心に記載したもので

当社グループの事業上のリスクすべてを網羅するものではありません。

 

　　①　法的規制について

ア.「薬事法」等による各種法令について

　当社グループは、「薬事法」で定義する医薬品等を販売するにあたり、都道府県知事の許可を必要としております。

ただし、店舗の所在地が地域保健法の政令で定める市または特別区の区域にある場合は、市長または区長の許可を必

要としております。また、食品、酒類等の販売に際しては、食品衛生法等それぞれの関係法令に基づく指定、届出及

び登録を必要としております。これらの各種法令につきましては、法令遵守、食品の取り扱いなどの社内管理体制を

整備し万全を期しておりますが、各種法令もしくはこれに基づく処分等が発生した場合、ドラッグストア部門、調剤

部門における店舗の営業等に影響を及ぼす可能性があります。

イ．医薬品の販売規制緩和について

　当社グループは、薬剤師などの専門家によるカウンセリング・相談販売などを実施しておりますが、今後、医薬品

の販売規制がさらに緩和され、一般小売店における販売の自由化が進んだ場合、当社グループの業績に影響を及ぼす

可能性があります。
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ウ．新規出店及び既存店舗増床に関する規制について

　「大規模小売店舗立地法」（以下、「大店立地法」という）により、小売業を行うための店舗に供される床面積の

合計が1,000㎡を超える店舗の新規出店及び既存店の変更について、建物設置者は都道府県知事（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ます。今後、当社グループが1,000㎡を超える店舗を建物設置者として新規出

店、既存店の変更を行う場合には、「大店立地法」または地方自治体の規制を受ける可能性もあり、この場合、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。

エ．個人情報保護について

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

らの情報の中には顧客または患者個人のプライバシーに関わるものが含まれております。

　これらの情報の取り扱いについては、社内管理体制を整備し万全を期しておりますが、コンピュータシステムのト

ラブルによる情報流出や犯罪行為などによる情報の漏洩があった場合、顧客個人への損害賠償の発生や、当社グルー

プの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。 

 

　　②　出店政策について

ア． 店舗拡大について

　当社グループは、平成20年３月末日現在、ドラッグストア112店舗、調剤薬局10店舗、飲食店４店舗の合計126店舗

を北海道内各地で運営しております。

　最近の当社グループの業容拡大には店舗数の拡大が大きく寄与しており、今後も積極的に店舗の拡大を図る方針で

あります。

　しかしながら、新規出店に際して個別店舗の採算性を審議するなかで、出店条件に合致する物件が確保できない場

合には出店計画を見直す可能性があります。

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

減少、売上単価の低下などによって当社グループの業績に影響を及ぼす可能性があります。

イ． 借入金依存度ならびに金利動向の影響について

　当社グループは、出店に際しては設備投資資金の大部分を借入金によって調達しておりますが、当社の主な借入金

の調達先は地方銀行、都市銀行などの大手金融機関であり、取引関係は安定しております。

　総資産に対する期末有利子負債の比率は43.7％（平成20年３月期）となっており、今後の金利動向によっては、当

社グループの業績に影響を及ぼす可能性があります。

ウ． 差入保証金・敷金について

　当社グループは、店舗用物件の賃借による出店を基本としております。このため契約時に賃貸人に対し、保証金・

敷金を差入れております。

　当社グループは、北海道全域に「地域密着型店舗」の拡大・強化を図っており、店舗賃借のための差入保証金・敷

金は、店舗数の増大に伴いその金額は増加しております。

　これらの資産保全につきましては、社内管理を整えておりますが、預託先の財政状態等により、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す。 

 

③　調剤業務について

　当社グループの調剤薬局におきましては、薬剤師の調剤に対する技術の向上、医薬品に対する知識の充実に積極的

に取り組んでおります。また、調剤過誤を防止すべく、交差鑑査体制及び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。なお、万一に備え、調剤薬局全店舗において「薬局賠償責任保険」

に加入しております。

　しかしながら、調剤薬の欠陥・調剤過誤などにより訴訟を受けることになった場合、当社グループの社会的信用を

損なうなどの理由により業績に影響を及ぼす可能性があります。

④ 資格者の確保について

　薬事法の規定により「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付けられており

ます。

　そのためドラッグストアの店舗展開を進めていく上で、これら資格者の確保は重要な課題であり、確保の状況によっ

ては当社グループの業績に影響を及ぼす可能性があります。
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⑤ 大規模災害による影響について

　当社グループは、北海道全域に拠点をもっておりますが、道央地区に出店が集中しております。したがって、この

地域において大規模災害が発生した場合には、店舗の運営に支障をきたし、当社グループの業績に影響を及ぼす可能

性があります。

⑥ 食の安全性について

　当社グループは、生鮮品以外の加工食品、日配品等の商品を販売しております。中国の加工食品への毒物混入事件

に象徴されるような食の安全性に係る問題から、消費者の安全・安心に対する要求が一層高まっています。お客さま

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、品質問題等により食品の生産、

流通に支障が生じた場合、当社グループの業績に影響を及ぼす可能性があります。

⑦ 天候による影響について

　当社グループのドラッグストア店舗は、天候状況により消費者の購買行動の影響を受けやすい商品が多く、冷夏・

暖冬等の天候不順は、当社グループの業績に影響を及ぼす可能性があります。

⑧ 固定資産の減損処理について

　店舗等で収益性が低下した場合、固定資産の減損会計の適用により対象となる資産または資産グループに対して、

固定資産の減損処理が必要になる可能性があります。これにより、当社グループの業績に影響を及ぼす可能性があり

ます。
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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・化粧品等を販売する小売業を主たる業務と

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。

 

 

［事業系統図］

 

当           社 

販 

売 

委 

託 

不 

動 

産 

賃 

貸 

事 

務 

受 

託 

お  客  さ  ま 

商
品
の
販
売 

連 結 子 会 社 

株式会社サッポロドラッグサポート 

当社グループ 

商
品
の
販
売 

　（注）　当社グループにおける医薬品販売は、当社において一般販売業許可、連結子会社である株式会社サッポロドラッ

グサポート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。また、当社は同社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は当社の売上高として計上しております。
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３．経営方針
(1）会社の経営の基本方針

  当社グループは、医薬品・化粧品等の小売事業をとおして、「健康で明るい社会の実現に貢献する」という経営理

念のもとに「お客さまから学ぶ経営」「一人一人の可能性を引き出す経営」「常に新しい事に挑戦していくチャレン

ジマインドの経営」を基本方針としております。

　今後においても、その地域のお客さまのニーズにあった地域密着型店舗の展開から業容の拡大と収益の向上をもっ

て「健康で明るい社会の実現に貢献」できるよう活動してまいります。

 

(2）目標とする経営指標

　当社グループが目標とする経営指標は、売上高経常利益率４％を当面の指標としております。　

経営指標 目標値　(％) 平成18年３月期　(％) 平成19年３月期　(％) 平成20年３月期　(％)

 売上高経常利益率 4.0 2.2 2.4 2.5

 上記のとおり、平成20年３月期（今期）は、2.5％と前期に比べて0.1％改善できました。カウンセリング販売強化、

販売価格の適正化などから、売上総利益率が0.2％改善できたのが主な要因であります。

 今後、業務の効率化などから販売費及び一般管理費の抑制に努め、売上高経常利益率４％の確保をめざしてまいりま

す。

 

(3）中長期的な会社の経営戦略

　当社グループを取り巻くドラッグストア業界は、大手ドラッグストアチェーンによる出店競争が激化すると同時に

規制緩和などによる他業種との競合が加速する一方、統合・再編成が加速され、熾烈な競争、差別化の時代になるも

のと思われます。同時に人口減少に伴う市場の変化が想定されております。また、一方で高齢化の進行に伴いセルフ

メディケーションの受け皿としてドラッグストアの果たす役割がますます大きくなるものと思われます。

　このような情勢のもと、当社グループといたしましては、地域密着型の積極的な出店政策を推進するとともに、お

客さまに支持される商品の品揃えを商品政策の基軸におき、グループ一体となって取り組むことで、将来的に利益を

確保し続ける強固な企業体質の構築を図ってまいります。

 

(4）グループの対処すべき課題

　当社グループが属するドラッグストア業界は、改正薬事法に対する対応、統合・再編成の動きをはじめ同業他社と

の出店競争、価格競争など競合がますます激化することは必至であり、経営環境は厳しい状況に置かれるものと思わ

れ、当社グループとして長期的な経営戦略上、業界内における競争力をさらに向上させることが必要であると考えて

おります。

　このような情勢のもと、当社グループといたしましては、その地域のお客さまのニーズ（「より健康に」「より美

しく」「より魅力的に」）にあった店づくりの実現に努めてまいります。そのために、収益性を重視しつつ「顧客満

足に努める売場づくり、店づくり」「顧客満足に向けた商品政策」「基本接客の徹底」「人財確保と教育の徹底」「情

報システムの構築」などから経営基盤の強化を図ってまいります。

　また、コンプライアンス経営の徹底を重視し、内部統制システムの整備に努めることで、ステークホルダー、社会

から信頼される企業としてコーポレート・ガバナンスの強化に取り組んでまいります。
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(5）内部管理体制の整備・運用状況

①　内部牽制組織、組織上の業務部門及び管理部門の配置状況、社内規定の整備状況その他内部管理体制の整備の状

況

　当社では、社内業務全般にわたる諸規定が整備されており、「職務分掌規程」及び「職務権限規程」を策定し各職

位の責任と権限を明確にするとともに、稟議制度の運用による当社の意思決定の明確化を行っており、重要な法的課

題やコンプライアンスなどに関する事象については、必要に応じて顧問弁護士から助言・指導を受けております。

　また、社長直属部署としての内部監査室が内部管理体制の整備・運用状況に関する監査を実施し、内部管理体制の

継続的な改善を実施しております。

　なお、当社の内部管理体制の整備・運用状況等の詳細につきましては、以下のとおりであります。

 

 株 主 総 会 

各  部  署  ・  各  店  舗 

経営会議 

代表取締役社長 

報告 

指示 

業務指示 報告 

内部監査 

選任・監督 

監 査 役 協 議 会 取 締 役 会 

顧
問
弁
護
士
・
顧
問
税
理
士 

監 

査 

法 

人 

会
計
監
査 

助
言
・
指
導 

連携 連携 

選任・解任 選任・解任 
監査 

内部監査室 統制委員会 

報告 

指示 

評価・指示 報告 

 

②　内部管理体制の充実に向けた取組みの最近１年間における実施状況

ア．年間計画に基づき内部監査を毎月店舗及び各部門で実施しており、関係法規や社内規定及び各種業務マニュアル

に基づく監査指導を実施し、社内ルールの浸透、不正防止、改善指導を行っております。監査結果は適宜、社長及び

部署長に報告されており、各種諸問題の認識の一致及び改善のため毎月の経営会議でその報告と具体的な施策を検討

しております。

 

イ．金融商品取引法の規定に基づく内部統制システムの構築に向け、平成19年４月から平成19年10月までは、「Ｊ－

ＳＯＸ委員会」を設け、金融商品取引法の規定に基づく内部統制システムの構築に向けての制度作りを実施いたしま

した。平成19年11月より、「統制委員会」を設け「内部統制システム構築の基本方針」に則り、内部統制システムの

構築を実施しております。統制委員会会議は毎月開催し、内部統制システム及びコンプライアンス体制の整備を行っ

ております。

　内部統制システム構築の進捗状況及び重要な事項については適宜、社長及び取締役会に報告されております。

 

ウ．内部統制システムの構築に向け、平成19年12月14日付で「内部統制システム構築の基本方針」を取締役会決議い

たしました。 

 

エ．コンプライアンス体制の強化に努めるために、平成19年12月14日付で「倫理行動規範」を制定いたしました。 
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４．連結財務諸表
(1）連結貸借対照表

前連結会計年度
（平成19年３月31日）

当連結会計年度
（平成20年３月31日）

対前年比

区分
注記
番号

金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

増減
（千円）

（資産の部）

Ⅰ　流動資産

１．現金及び預金 1,059,764 1,009,624  

２．売掛金 302,046 356,248  

３．たな卸資産 3,453,318 3,606,356  

４．繰延税金資産 107,313 122,206  

５．その他 439,499 537,760  

流動資産合計 5,361,943 50.0 5,632,197 41.2 270,253

Ⅱ　固定資産

１．有形固定資産

(1）建物及び構築物 ※１ 1,759,248 2,199,420

減価償却累計額 461,628 1,297,620 554,747 1,644,673  

(2）車輌運搬具 21,279 21,279

減価償却累計額 10,740 10,539 14,201 7,077  

(3）器具備品 629,096 940,317

減価償却累計額 402,857 226,239 509,501 430,816  

(4）土地 ※１  1,052,348  2,989,067  

(5）建設仮勘定  －  75,405  

有形固定資産合計 2,586,748 24.1 5,147,040 37.6 2,560,291

２．無形固定資産 28,845 0.3 38,976 0.3 10,130

３．投資その他の資産

(1）投資有価証券 48,175 46,583  

(2）差入保証金 ※１ 1,487,600 1,531,421  

(3）敷金 ※１ 1,124,190 1,187,452  

(4）繰延税金資産 115,648 123,900  

(5）その他 20,392 14,540  

貸倒引当金 △47,057 △43,500  

投資その他の資産合計 2,748,949 25.6 2,860,399 20.9 111,450

固定資産合計 5,364,542 50.0 8,046,415 58.8 2,681,872

資産合計 10,726,486 100.0 13,678,612 100.0 2,952,125
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前連結会計年度
（平成19年３月31日）

当連結会計年度
（平成20年３月31日）

対前年比

区分
注記
番号

金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

増減
（千円）

（負債の部）

Ⅰ　流動負債

１．買掛金 3,080,457 3,154,499  

２．短期借入金  500,000 1,350,000  

３．１年以内返済予定長期
借入金

※１  951,184   1,241,296   

４．１年内償還予定社債   100,000   －   

５．未払法人税等 249,593 190,658  

６．未払消費税等 35,840 32,565  

７．賞与引当金 150,324 180,756  

８．ポイント引当金 22,728 27,057  

９．その他 430,029 711,474  

流動負債合計 5,520,156 51.5 6,888,307 50.4 1,368,150

Ⅱ　固定負債

１．長期借入金 ※１ 2,203,957 3,391,946  

２．退職給付引当金 106,918 123,949  

３．役員退職慰労引当金 102,647 101,125  

４．リース資産減損勘定 48,220 38,116  

５．その他 81,896 80,022  

固定負債合計 2,543,639 23.7 3,735,160 27.3 1,191,520

負債合計 8,063,796 75.2 10,623,468 77.7 2,559,671

（純資産の部）        

Ⅰ　株主資本         

１．資本金   439,589 4.1  439,589 3.2 －

２．資本剰余金   481,788 4.5  481,788 3.5 －

３．利益剰余金   1,739,009 16.2  2,133,247 15.6 394,237

　　株主資本合計   2,660,388 24.8  3,054,626 22.3 394,237

Ⅱ　評価・換算差額等         

１．その他有価証券評価差
額金

  2,301 0.0  517 0.0 △1,783

　　評価・換算差額等合計   2,301 0.0  517 0.0 △1,783

純資産合計   2,662,690 24.8  3,055,144 22.3 392,454

負債純資産合計   10,726,486 100.0  13,678,612 100.0 2,952,125
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(2）連結損益計算書

前連結会計年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

当連結会計年度
（自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日）

対前年比

区分
注記
番号

金額（千円）
百分比
（％）

金額（千円）
百分比
（％）

増減
（千円）

Ⅰ　売上高 33,116,006 100.0 35,694,704 100.0 2,578,698

Ⅱ　売上原価 25,174,464 76.0 27,068,231 75.8 1,893,767

売上総利益 7,941,542 24.0 8,626,472 24.2 684,930

Ⅲ　販売費及び一般管理費 ※１ 7,355,753 22.2 7,934,122 22.3 578,368

営業利益 585,788 1.8 692,350 1.9 106,561

Ⅳ　営業外収益

１．受取利息 211 224

２．受取配当金 1,165 1,234

３．固定資産受贈益 39,408 23,558

４．受取手数料 110,483 116,997

５．不動産賃貸料 93,837 96,300

６．その他 74,217 319,323 1.0 83,865 322,180 0.9 2,856

Ⅴ　営業外費用

１．支払利息 51,883 60,944

２．株式交付費 473 －

３．不動産賃貸料原価  43,527   45,405    

４．その他 23,963 119,847 0.4 17,701 124,052 0.3 4,204

経常利益 785,264 2.4 890,478 2.5 105,214

Ⅵ　特別利益

１．投資有価証券売却益  1,863   －    

２．貸倒引当金戻入額 － 1,863 0.0 3,557 3,557 0.0 1,693

Ⅶ　特別損失

１．固定資産売却損 ※２ 6,534 －

２．固定資産除却損 ※３ 3,286 －

３．店舗解約損 ※４ 1,544 12,877

４．減損損失 ※５ 123,441 134,807 0.4 91,808 104,686 0.3 △30,121

税金等調整前当期純利
益

652,320 2.0 789,349 2.2 137,028

法人税、住民税及び事
業税

348,213 363,689

法人税等調整額 △54,733 293,480 0.9 △21,937 341,751 0.9 48,271

当期純利益 358,840 1.1 447,597 1.3 88,757

 

㈱サッポロドラッグストアー(2786)　平成 20 年３月期決算短信

－ 13 －



(3）連結株主資本等変動計算書

前連結会計年度（自　平成18年４月１日　至　平成19年３月31日）

株主資本

資本金 資本剰余金 利益剰余金 株主資本合計

平成18年３月31日　残高（千円） 405,329 447,528 1,432,208 2,285,066

連結会計年度中の変動額

新株の発行 34,260 34,260  68,521

剰余金の配当　(注）   △52,040 △52,040

当期純利益   358,840 358,840

株主資本以外の項目の連結会計年度
中の変動額（純額）

    

連結会計年度中の変動額合計
（千円）

34,260 34,260 306,800 375,322

平成19年３月31日　残高（千円） 439,589 481,788 1,739,009 2,660,388

評価・換算差額等

新株予約権 純資産合計
その他有価証券評価差額
金

評価・換算差額等合計

平成18年３月31日　残高（千円） 3,771 3,771 2,079 2,290,916

連結会計年度中の変動額

新株の発行   △508 68,013

剰余金の配当　（注）    △52,040

当期純利益    358,840

株主資本以外の項目の連結会計年度
中の変動額（純額）

△1,469 △1,469 △1,570 △3,040

連結会計年度中の変動額合計
（千円）

△1,469 △1,469 △2,079 371,773

平成19年３月31日　残高（千円） 2,301 2,301 － 2,662,690

　（注）　平成18年６月の定時株主総会における利益処分項目であります。
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当連結会計年度（自　平成19年４月１日　至　平成20年３月31日）

株主資本

資本金 資本剰余金 利益剰余金 株主資本合計

平成19年３月31日　残高（千円） 439,589 481,788 1,739,009 2,660,388

連結会計年度中の変動額

剰余金の配当　   △53,360 △53,360

当期純利益   447,597 447,597

株主資本以外の項目の連結会計年度
中の変動額（純額）

    

連結会計年度中の変動額合計
（千円）

  394,237 394,237

平成20年３月31日　残高（千円） 439,589 481,788 2,133,247 3,054,626

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19年３月31日　残高（千円） 2,301 2,301 2,662,690

連結会計年度中の変動額

剰余金の配当　   △53,360

当期純利益   447,597

株主資本以外の項目の連結会計年度
中の変動額（純額）

△1,783 △1,783 △1,783

連結会計年度中の変動額合計
（千円）

△1,783 △1,783 392,454

平成20年３月31日　残高（千円） 517 517 3,055,144
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(4）連結キャッシュ・フロー計算書

前連結会計年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

当連結会計年度
（自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日）

対前年比

区分
注記
番号

金額（千円） 金額（千円）
増減

（千円）

Ⅰ　営業活動によるキャッシュ・フ
ロー

税金等調整前当期純利益 652,320 789,349  

減価償却費 221,921 275,057  

リース資産減損勘定の減少額
（△）

 △14,783 △35,745  

店舗解約損 － 7,653  

減損損失 123,441 91,808  

貸倒引当金の増加額又は減少
額（△）

1,057 △3,557  

賞与引当金の増加額 13,237 30,432  

役員退職慰労引当金の減少額
（△）

－ △1,521  

ポイント引当金の増加額又は
減少額（△）

△12,083 4,329  

退職給付引当金の増加額 13,137 17,031  

受取利息及び受取配当金 △1,376 △1,458  

固定資産受贈益 △39,408 △23,558  

支払利息 51,883 60,944  

固定資産売却損 6,534 －  

固定資産除却損 3,286 －  

投資有価証券売却益  △1,863 －  

売上債権の増加額（△） △61,724 △54,201  

たな卸資産の増加額（△） △392,116 △153,037  

仕入債務の増加額 217,145 74,042  

未払消費税等の増加額又は減
少額（△）

9,174 △3,275  

その他  133,034 △53,933  

小計  922,818 1,020,360 97,541

利息及び配当金の受取額 1,376 1,458  

利息の支払額  △47,919 △63,438  

法人税等の支払額  △167,182 △422,259  

営業活動によるキャッシュ・フ
ロー

 709,093 536,121 △172,972
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前連結会計年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

当連結会計年度
（自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日）

対前年比

区分
注記
番号

金額（千円） 金額（千円）
増減

（千円）

Ⅱ　投資活動によるキャッシュ・フ
ロー

定期預金の純減額  15,998 4,492  

投資有価証券の売却による収
入

2,000 －  

投資有価証券の取得による支
出

△5,000 △1,400  

有形固定資産の取得による支
出

△353,703 △2,628,677  

有形固定資産の売却による収
入

4,244 －  

無形固定資産の取得による支
出

△4,868 △13,569  

差入保証金及び敷金の支出 △298,441 △302,254  

差入保証金及び敷金の回収に
よる収入

129,678 187,517  

預り保証金の受入による収入 720 790  

預り保証金の償還による支出 △2,664 △2,664  

その他 △3,000 －  

投資活動によるキャッシュ・フ
ロー

△515,034 △2,755,765 △2,240,730

Ⅲ　財務活動によるキャッシュ・フ
ロー

短期借入金の純増額 70,000 850,000  

長期借入れによる収入 600,000 2,750,000  

長期借入金の返済による支出 △1,038,699 △1,271,899  

社債の償還による支出 － △100,000  

株式の発行による収入 66,442 －  

配当金の支払額 △52,040 △53,349  

その他 10,465 △753  

財務活動によるキャッシュ・フ
ロー

△343,831 2,173,997 2,517,829

Ⅳ　現金及び現金同等物の減少額
（△）

△149,773 △45,646 104,126

Ⅴ　現金及び現金同等物の期首残高 1,205,044 1,055,271 △149,773

Ⅵ　現金及び現金同等物の期末残高 ※ 1,055,271 1,009,624 △45,646
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(5）連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項

項目
前連結会計年度

（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

当連結会計年度
（自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31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

株式会社サッポロドラッグサポート

(1) 連結子会社の数　１社

同左

(2）非連結子会社の名称等

該当事項はありません。

(2）非連結子会社の名称等

同左

２．持分法の適用に関する事

項

　該当事項はありません。 同左

３．連結子会社の事業年度等

に関する事項

　すべての連結子会社の事業年度の末日は、

連結決算日と一致しております。

同左

４．会計処理基準に関する事

項

(1）重要な資産の評価基準

及び評価方法

① 有価証券

その他有価証券

① 有価証券

その他有価証券

イ．時価のあるもの

決算日の市場価格等に基づく時価法

（評価差額は全部純資産直入法により

処理し、売却原価は移動平均法により

算定）を採用しております。 

イ．時価のあるもの

同左

ロ．時価のないもの

　移動平均法による原価法を採用して

おります。

ロ．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を採用してお

ります。

② たな卸資産

商品

同左

貯蔵品

　最終仕入原価法を採用しております。

貯蔵品

同左
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項目
前連結会計年度

（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

当連結会計年度
（自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日）

(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（ただし、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、主な耐用年数は以下のとおりであ

ります。

　建物及び構築物　８年～39年

　器具備品　　　　３年～17年

① 有形固定資産

　定率法（ただし、平成10年４月１日以

降に取得した建物（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、主な耐用年数は以下のとおりであ

ります。

　建物及び構築物　８年～39年

　器具備品　　　　３年～17年

　(会計方針の変更)

　法人税法の改正に伴い、当連結会計年

度より、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

税法に基づく減価償却の方法に変更して

おります。

　これにより営業利益、経常利益及び税

金等調整前当期純利益は、それぞれ

15,036千円減少しております。

　(追加情報)

　法人税法改正に伴い、平成19年３月31

日以前に取得した資産については、改正

前の法人税法に基づく減価償却の方法の

適用により取得価額の５％に到達した連

結会計年度の翌連結会計年度より、取得

価額の５％相当額と備忘価額との差額を

５年間にわたり均等償却し、減価償却費

に含めて計上しております。

　これにより営業利益、経常利益及び税

金等調整前当期純利益に与える影響は軽

微であります。

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）

に基づいております。

② 無形固定資産

同左

③ 長期前払費用

　法人税法に規定する方法と同一の基準

により均等償却を行っております。

③ 長期前払費用

同左
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項目
前連結会計年度

（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

当連結会計年度
（自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日）

(3）重要な引当金の計上基

準

① 貸倒引当金

　売上債権、貸付金等の貸倒損失に備え

るため、一般債権については貸倒実績率

により、貸倒懸念債権等については個別

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。

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、賞与支給見込額のうち当連

結会計年度負担額を計上しております。

② 賞与引当金

同左

③ ポイント引当金

　ポイントカードにより顧客に付与した

ポイントの使用に備えるため、ポイント

未使用残高に対し、使用実績率等に基づ

き算出した将来支出されると見込まれる

額を計上しております。

③ ポイント引当金

　　　　　　 　同左

 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、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（３年）に

　よる定額法により按分した額をそれぞ

　れ発生の翌連結会計年度から費用処理

　しております。

④ 退職給付引当金

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、

当社の役員退職慰労金規程に基づく当連

結会計年度末要支給額を計上しておりま

す。

　なお当社は、平成17年６月に役員退職

慰労金制度を廃止しており、平成17年４

月以降対応分については引当金計上を

行っておりません。

⑤ 役員退職慰労引当金

               同左

(4）重要なリース取引の処

理方法

　リース物件の所有権が借主に移転すると

認められるもの以外のファイナンス・リー

ス取引については、通常の賃貸借取引に係

る方法に準じた会計処理によっております。

同左
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項目
前連結会計年度

（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

当連結会計年度
（自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日）

(5）重要なヘッジ会計の方

法

① ヘッジ会計の方法

　特例処理の条件を満たしている金利ス

ワップについて特例処理を採用しており

ます。

① ヘッジ会計の方法　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　

同左

② ヘッジ手段とヘッジ対象

　ヘッジ手段

　　金利スワップ取引

　ヘッジ対象

　　借入金利息

② ヘッジ手段とヘッジ対象

同左

③ ヘッジ方針

　当社は、リスク管理に関する社内規程

に基づき、金融債務に係る将来の金利リ

スクを効果的に回避する目的で、金利ス

ワップ取引を行うこととしており、投機

目的の取引は行わない方針であります。

③ ヘッジ方針

同左

④ ヘッジ有効性評価の方法

　金利スワップの特例処理の要件に該当

するため、その判定をもって有効性の判

定に代えております。

④ ヘッジ有効性評価の方法

同左

(6）その他連結財務諸表作

成のための重要な事項

　消費税等の会計処理

　消費税及び地方消費税の会計処理は税

抜処理によっております。

　消費税等の会計処理

同左

５．連結子会社の資産及び負

債の評価に関する事項

　連結子会社の資産及び負債の評価につ

いては、全面時価評価法を採用しており

ます。

同左

６．連結キャッシュ・フロー

計算書における資金の範

囲

　手許現金、随時引き出し可能な預金及

び容易に換金可能であり、かつ、価値の

変動について僅少なリスクしか負わない

取得日から３ヶ月以内に償還期限の到来

する短期投資からなっております。

同左
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(6）連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更

前連結会計年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

当連結会計年度
（自　平成19年４月１日
至　平成20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）

  当連結会計年度より、「貸借対照表の純資産の部の表示

に関する会計基準」（企業会計基準第５号　平成17年12月

９日）及び「貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計

基準等の適用指針」（企業会計基準適用指針第８号　平成

17年12月９日）を適用しております。

  これまでの資本の部の合計に相当する金額は2,662,690千

円であります。

　なお、当連結会計年度における連結貸借対照表の純資産

の部については、連結財務諸表規則の改正にともない、改

正後の連結財務諸表規則により作成しております。

──────

 （ストック・オプション等に関する会計基準等）

  当連結会計年度より、「ストック・オプション等に関す

る会計基準」（企業会計基準委員会　平成17年12月27日　

企業会計基準第８号）及び「ストック・オプション等に関

する会計基準の適用指針」（企業会計基準委員会　最終改

正平成18年５月31日　企業会計基準適用指針第11号）を適

用しております。

  これによる、損益に与える影響はありません。

──────

㈱サッポロドラッグストアー(2786)　平成 20 年３月期決算短信

－ 22 －



注記事項

（連結貸借対照表関係）

前連結会計年度
（平成19年３月31日）

当連結会計年度
（平成20年３月31日）

※１　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。

※１　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。

建物 274,772千円

土地 472,888千円

差入保証金・敷金   54,261千円

計  801,922千円

建物 260,899千円

土地        472,888千円

計        733,788千円

担保付債務は以下のとおりであります。 担保付債務は以下のとおりであります。

短期借入金 －千円

長期借入金 753,561千円

（１年以内返済予定長期借入金を含む）

計 753,561千円

長期借入金    698,643千円

(１年以内返済予定長期借入金を含む)

  

　２　当社は、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀

行２行と貸出コミットメント契約を締結しております。

この契約に基づく当連結会計年度末の借入未実行残高

は次のとおりであります。

　２　当社は、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀

行３行と貸出コミットメント契約を締結しております。

この契約に基づく当連結会計年度末の借入未実行残高

は次のとおりであります。

貸出コミットメントの総額 2,000,000千円

借入実行残高    900,000千円

差引額      1,100,000千円

貸出コミットメントの総額      2,500,000千円

借入実行残高      2,500,000千円

差引額             －千円
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（連結損益計算書関係）

前連結会計年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

当連結会計年度
（自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31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。

販売促進費  399,983千円

広告宣伝費  460,691千円

ポイント引当金繰入額 －千円

給与及び諸手当 2,611,341千円

賞与引当金繰入額      150,324千円

退職給付費用 22,316千円

減価償却費 207,973千円

地代家賃 1,451,520千円

販売促進費 470,386千円

広告宣伝費 469,888千円

ポイント引当金繰入額 4,329千円

給与及び諸手当 2,806,341千円

賞与引当金繰入額      180,756千円

退職給付費用   21,097千円

減価償却費 261,990千円

地代家賃 1,548,076千円

※２　固定資産売却損の内容は、次のとおりであります。

建物及び構築物 4,705千円

車輌運搬具 15千円

器具備品 1,664千円

その他 148千円

計 6,534千円

 ※２            ──────

※３　固定資産除却損の内容は、次のとおりであります。  ※３            ──────

建物及び構築物 1,260千円

器具備品 294千円

撤去費用 1,732千円

計 3,286千円

 ※４            ────── ※４　店舗解約損の内容は次のとおりであります。

原状復帰費用 5,224千円

退店違約金等   7,653千円

計     12,877千円

※５　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 その他

道内各地16

店舗
 店舗  建物等 －

　当社グループは、キャッシュ・フローを生み出す最

小の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。

　上記資産グループについては、収益性が著しく低下

した店舗の帳簿価額を回収可能額まで減額し、当該減

少額123,441千円を減損損失として計上いたしまし

た。

　その内訳は次のとおりであります。

建物及び構築物  46,113千円

器具備品 14,323千円

リース資産 63,004千円

計 123,441千円

　なお、資産グループの回収可能価額は使用価値で測

定し、将来キャッシュ・フローを4.17％で割引いて算

定しております。

※５　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 その他

道内各地10

店舗
 店舗  建物等 －

　当社グループは、キャッシュ・フローを生み出す最

小の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。

　上記資産グループについては、収益性が著しく低下

した店舗の帳簿価額を回収可能額まで減額し、当該減

少額91,808千円を減損損失として計上いたしました。

　その内訳は次のとおりであります。

建物及び構築物 54,863千円

器具備品  11,304千円

リース資産   25,641千円

計     91,808千円

　なお、資産グループの回収可能価額は使用価値で測

定し、将来キャッシュ・フローを6.17％で割引いて算

定しております。
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（連結株主資本等変動計算書関係）

前連結会計年度（自 平成18年４月１日 　至 平成19年３月31日）

１．発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項

 
前連結会計年度末　

株式数（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） 13,010 330 － 13,340

合計 13,010 330 － 13,340

 自己株式     

 　　普通株式　 － － － －

合計 － － － －

　（注）　普通株式の発行済株式総数の増加330株は、新株予約権の権利行使による新株の発行による増加であります。

２．新株予約権等に関する事項

区分 新株予約権の内訳

　新株予約権の

　目的となる

　株式の種類

新株予約権の目的となる株式の数（株） 
　当連結会計

　年度末残高

　　(千円)

前連結会計　

年度末 

当連結会計　

年度増加 

当連結会計　

年度減少 

当連結会計　

年度末 

 提出会社

（親会社）
 第１回新株予約権　（注１）  － －

 第２回新株予約権　（注２）  　普通株式 1,350  － 1,350  － －

 連結子会社  －  －  －  －  －  － －

 合計  － 1,350  － 1,350  － －

  （注）１．（１）ストック・オプションとしての新株予約権であります。

 　　　     （２）権利行使期間は、平成19年７月１日より平成21年６月30日までとなっております。

２．第２回新株予約権の減少は、新株予約権の権利行使（330株）及び新株予約権の消却（1,020株）によるもの

であります。

　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

（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 52,040 4,000  平成18年３月31日  平成18年６月29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

(千円)
配当の原資

１株当たり

配当額(円)
基準日 効力発生日

 平成19年６月28日

定時株主総会
 普通株式 53,360  利益剰余金  4,000  平成19年３月31日  平成19年６月29日
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当連結会計年度（自 平成19年４月１日 　至 平成20年３月31日）

１．発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項

 
前連結会計年度末　

株式数（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　 13,340 － － 13,340 

合計 13,340 － － 13,340 

 自己株式     

 　　普通株式　 － － － － 

合計 － － － － 

 

　２．配当に関する事項

（１）配当金支払額

（決議） 株式の種類
配当金の総額

（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 53,360 4,000  平成19年３月31日  平成19年６月29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

(千円)
配当の原資

１株当たり

配当額(円)
基準日 効力発生日

 平成20年６月27日

定時株主総会(予定)
 普通株式 66,700  利益剰余金 5,000  平成20年３月31日  平成20年６月30日
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（連結キャッシュ・フロー計算書関係）

前連結会計年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

当連結会計年度
（自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日）

※　現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表に掲

記されている科目の金額との関係

※　現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表に掲

記されている科目の金額との関係

（平成19年３月31日現在）

現金及び預金勘定   1,059,764千円

預入期間が３ヶ月を超える定期

預金
    △4,492千円

現金及び現金同等物   1,055,271千円

（平成20年３月31日現在）

現金及び預金勘定    1,009,624千円

現金及び現金同等物    1,009,624千円
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（リース取引関係）

前連結会計年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

当連結会計年度
（自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日）

１．リース物件の所有権が借主に移転すると認められるも

の以外のファイナンス・リース取引

　(1）リース物件の取得価額相当額、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

１．リース物件の所有権が借主に移転すると認められるも

の以外のファイナンス・リース取引

　(1）リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当

額、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）

期末残高
相当額
（千円）

器具備品 1,120,200 605,095 48,220 466,884

無形固定資産
（ソフトウェ
ア）

34,399 14,189 － 20,209

合計 1,154,599 619,285 48,220 487,093

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）

建物及び構築
物

295,284 56,116 － 239,167

器具備品 972,956 661,749 38,116 273,090

無形固定資産
（ソフトウェ
ア）

34,399 21,069 － 13,329

合計 1,302,640 738,935 38,116 525,587

　(2）未経過リース料期末残高相当額等 　(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    214,033千円

１年超     328,279千円

合計        542,312千円

リース資産減損勘定の残高 48,220千円

 　　　未経過リース料期末残高相当額

１年内  194,505千円

１年超 504,157千円

合計       698,662千円

リース資産減損勘定の残高      38,116千円

　(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

支払リース料  247,365千円

リース資産減損勘定の取崩額 14,783千円

減価償却費相当額   239,240千円

支払利息相当額  7,841千円

減損損失 63,004千円

支払リース料  242,844千円

リース資産減損勘定の取崩額   35,745千円

減価償却費相当額   227,492千円

支払利息相当額 17,443千円

減損損失  25,641千円

　(4）減価償却費相当額の算定方法

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額

法によっております。

　(4）減価償却費相当額の算定方法

同左

　(5）利息相当額の算定方法

リース料総額とリース物件の取得価額相当額との差額

を利息相当額とし、各期への配分方法については、利

息法によっております。

　(5）利息相当額の算定方法

同左

 ２．オペレーティング・リース取引

　　未経過リース料

１年内 40,680千円

１年超 91,530千円

合計 132,210千円

 ２．オペレーティング・リース取引

　　未経過リース料

１年内      72,181千円

１年超      526,741千円

合計     598,922千円
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（有価証券関係）

前連結会計年度（平成19年３月31日現在）

１．その他有価証券で時価のあるもの

種類 取得原価（千円）
連結貸借対照表計
上額（千円）

差額（千円）

連結貸借対照表計上

額が取得原価を超え

るもの

(1）株式 5,002 9,237 4,235

(2）債券 － － －

(3）その他 － － －

小計 5,002 9,237 4,235

連結貸借対照表計上

額が取得原価を超え

ないもの

(1）株式 3,812 3,437 △375

(2）債券 － － －

(3）その他 － － －

小計 3,812 3,437 △375

合計 8,814 12,675 3,860

２．当連結会計年度中に売却したその他有価証券　　　　(自　平成18年４月１日　至　平成19年３月31日)

売却額（千円） 売却益の合計額（千円） 売却損の合計額（千円）

2,000 1,863 －

３．時価評価されていない主な有価証券の内容

連結貸借対照表計上額（千円）

その他有価証券

非上場株式 5,500

優先株式 30,000
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当連結会計年度（平成20年３月31日現在）

１．その他有価証券で時価のあるもの

種類 取得原価（千円）
連結貸借対照表計
上額（千円）

差額（千円）

連結貸借対照表計上

額が取得原価を超え

るもの

(1）株式 4,640 6,931 2,291

(2）債券 － － －

(3）その他 － － －

小計 4,640 6,931 2,291

連結貸借対照表計上

額が取得原価を超え

ないもの

(1）株式 4,174 2,752 △1,422

(2）債券 － － －

(3）その他 － － －

小計 4,174 2,752 △1,422

合計 8,814 9,683 868

２．時価評価されていない主な有価証券の内容

連結貸借対照表計上額（千円）

その他有価証券

非上場株式 6,900

優先株式 30,000
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（デリバティブ取引関係）

１．取引の状況に関する事項

前連結会計年度
（自　平成18年４月１日

　　至　平成19年３月31日）

当連結会計年度
（自　平成19年４月１日

　　至　平成20年３月31日）

(1）取引の内容

 　 当社の利用しているデリバティブ取引は、金利スワッ

プ取引であります。

(1）取引の内容

 　　　　　　　　　　　　同左

(2）取引に対する取組方針

 　 当社のデリバティブ取引は、金融債務に係る将来の金

利リスクを効果的に回避する目的で、金利スワップ取引

を行うこととしており、投機的な取引は行わない方針で

あります。

(2）取引に対する取組方針

 　 　　　　　　　　　 　同左

(3）取引の利用目的

 　 当社のデリバティブ取引は、金融債務に係る将来の金

利リスクを効果的に回避する目的で利用しておりま

す。

①ヘッジ会計の方法

　特例処理を採用しております。

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　　借入金利息

③ヘッジ方針

　当社は、ヘッジ対象の範囲内で、金融債務に係る将来

の金利リスクを効果的に回避するためヘッジしておりま

す。

④ヘッジ有効性評価の方法

　金利スワップの特例判定処理の要件に該当するため、

その判定をもって有効性の判定に代えております。

(3）取引の利用目的

                         同左

(4）取引に係るリスクの内容

 　 金利スワップ取引は市場金利の変動リスクを有してお

ります。

　また、取引の契約先は信用度の高い金融機関であるた

め、契約不履行に係る信用リスクは、ほとんどないと判

断しております。

(4）取引に係るリスクの内容

                         同左

(5）取引に係るリスク管理体制

 　 当社のデリバティブ取引は個別契約毎に取締役会で承

認され、取引の実行及び管理は、リスク管理に関する社

内規程に基づき管理部門が行っております。

　また、担当役員は定例取締役会において、これらのデ

リバティブ取引を含む財務報告を行うこととしておりま

す。

(5）取引に係るリスク管理体制

 　                      同左

２．取引の時価等に関する事項

　前連結会計年度（自 平成18年４月１日　 至 平成19年３月31日） 

　　デリバティブ取引については、全てヘッジ会計を適用して処理しておりますので、該当事項はありません。

　当連結会計年度（自 平成19年４月１日　 至 平成20年３月31日） 

　　デリバティブ取引については、全てヘッジ会計を適用して処理しておりますので、該当事項はありません。
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（退職給付関係）

１．採用している退職給付制度の概要

　当社グループは、確定給付型の制度として、適格退職年金制度（定年退職者のみを対象）及び退職一時金

制度を採用しております。

２．退職給付債務に関する事項

前連結会計年度
（平成19年３月31日）

当連結会計年度
（平成20年３月31日）

(1）退職給付債務（千円） △142,782 △170,580

(2）年金資産（千円） 50,236 59,481

(3）未積立退職給付債務（千円）(1）＋(2） △92,545 △111,099

(4）未認識数理計算上の差異（千円） △8,308 5,359

(5）連結貸借対照表計上額純額（千円）

(3）＋(4）
△100,854 △105,740

(6）前払年金費用（千円） 6,063 18,209

(7）退職給付引当金（千円）(5）－(6） △106,918 △123,949

３．退職給付費用に関する事項

前連結会計年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

当連結会計年度
（自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日）

退職給付費用（千円） 22,316 21,097

(1）勤務費用（千円） 23,758 24,933

(2）利息費用（千円） 2,210 2,427

(3）期待運用収益（減算）（千円） △452 △502

(4）数理計算上の差異の費用処理額（千円） △3,199 △5,761

４．退職給付債務等の計算の基礎に関する事項

前連結会計年度
（平成19年３月31日）

当連結会計年度
（平成20年３月31日）

(1)退職給付見込額の期間配分方法 期間定額基準 期間定額基準

(2)割引率（％） 1.7 1.7

(3)期待運用収益率（％） 1.0 1.0

(4)数理計算上の差異の処理年数（年）  ３  ３
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（ストック・オプション等関係）

前連結会計年度（自　平成18年４月１日　至　平成19年３月31日）

ストック・オプションの内容、規模及びその変動状況

(1）ストック・オプションの内容

平成17年
ストック・オプション

付与対象者の区分及び人数 当社の取締役及び監査役９名、従業員(子会社への出向者を含む)129名

ストック・オプションの数　（注） 普通株式　 　591株

付与日 平成17年７月21日

権利確定条件

　権利行使時において、当社または当社の子会社・関連会社の取締役、執行

役員、監査役または従業員たる地位にあることを要する。ただし、任期満了

による退任、定年退職その他取締役会決議において正当な理由があると認め

た場合には、この限りではない。

対象勤務期間
自　平成17年７月21日 

至　平成19年６月30日 

権利行使期間
自　平成19年７月１日 

至　平成21年６月30日 

　（注）　株式数に換算して記載しております。

(2）ストック・オプションの規模及びその変動状況

　当連結会計年度(平成19年３月期)において存在したストック・オプションを対象とし、ストック・オプショ

ンの数については、株式数に換算して記載しております。

①　ストック・オプションの数

平成17年
ストック・オプション

権利確定前　　　　　　（株）  

前連結会計年度末 591

付与 －

失効 －

権利確定 －

未確定残 591

権利確定後　　　　　　（株）  

前連結会計年度末 －

権利確定 －

権利行使 －

失効 －

未行使残 －

②　単価情報

平成17年
ストック・オプション

権利行使価格　　　　　　（円） 284,789

行使時平均株価　　　　　（円） －

公正な評価単価（付与日）（円） －
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当連結会計年度（自　平成19年４月１日　至　平成20年３月31日）

ストック・オプションの内容、規模及びその変動状況

(1）ストック・オプションの内容

平成17年
ストック・オプション

付与対象者の区分及び人数 当社の取締役及び監査役９名、従業員(子会社への出向者を含む)129名

ストック・オプションの数　（注） 普通株式　 　591株

付与日 平成17年７月21日

権利確定条件

　権利行使時において、当社または当社の子会社・関連会社の取締役、執行

役員、監査役または従業員たる地位にあることを要する。ただし、任期満了

による退任、定年退職その他取締役会決議において正当な理由があると認め

た場合には、この限りではない。

対象勤務期間
自　平成17年７月21日 

至　平成19年６月30日 

権利行使期間
自　平成19年７月１日 

至　平成21年６月30日 

　（注）　株式数に換算して記載しております。

(2）ストック・オプションの規模及びその変動状況

　当連結会計年度(平成20年３月期)において存在したストック・オプションを対象とし、ストック・オプショ

ンの数については、株式数に換算して記載しております。

①　ストック・オプションの数

平成17年
ストック・オプション

権利確定前　　　　　　（株）  

前連結会計年度末 591

付与 －

失効 －

権利確定 －

未確定残 591

権利確定後　　　　　　（株）  

前連結会計年度末 －

権利確定 －

権利行使 －

失効 －

未行使残 －

②　単価情報

平成17年
ストック・オプション

権利行使価格　　　　　　（円） 284,789

行使時平均株価　　　　　（円） －

公正な評価単価（付与日）（円） －
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（税効果会計関係）

前連結会計年度
（平成19年３月31日）

当連結会計年度
（平成20年３月31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

繰延税金資産（流動資産）

賞与引当金超過額 60,700千円 72,989千円

未払事業税否認 18,440千円 14,487千円

未払事業所税否認   7,148千円 7,532千円

ポイント引当金  9,177千円  10,925千円

その他     11,846千円     16,271千円

計    107,313千円    122,206千円

繰延税金資産（固定資産）

貸倒引当金否認    13,752千円   12,315千円

投資有価証券評価損否認 524千円 524千円

退職給付引当金超過額   43,173千円 50,050千円

役員退職慰労引当金算入限度超過額     41,448千円  40,834千円

減損損失 41,495千円 50,525千円

その他   4,072千円 6,506千円

計    144,467千円  160,758千円

繰延税金資産小計    251,781千円  282,964千円

評価性引当額 △24,812千円 △29,153千円

繰延税金資産合計   226,969千円   253,811千円

   

繰延税金負債（固定負債）

その他有価証券評価差額金 △1,558千円 △350千円

その他 △2,448千円 △7,352千円

繰延税金負債の合計 △4,007千円 △7,703千円

   

繰延税金資産の純額 222,961千円 246,107千円

   

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

法定実効税率 40.4％ 40.4％

（調整）

交際費等永久に損金に算入されない項目 1.2％ 0.9％

住民税均等割 1.7％ 1.5％

その他 1.7％ 0.5％

税効果会計適用後の法人税等の負担率 45.0％ 43.3％

  

（企業結合等関係）

前連結会計年度（自　平成18年４月１日 　至　平成19年３月31日）及び当連結会計年度（自　平成19年４月１

日 　至　平成20年３月31日）のいずれにおいても該当事項はありません。
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（セグメント情報）

ａ．事業の種類別セグメント情報

　前連結会計年度（自　平成18年４月１日　至　平成19年３月31日）及び当連結会計年度（自　平成19年４月１

日　至　平成20年３月31日）

　当社グループは医薬品・化粧品等の小売業という単一事業を営んでおり、事業の種類別セグメントの記載は困

難であるため、記載を省略しております。

ｂ．所在地別セグメント情報

　前連結会計年度（自　平成18年４月１日　至　平成19年３月31日）及び当連結会計年度（自　平成19年４月１

日　至　平成20年３月31日）

　本邦以外の国または地域に所在する連結子会社および在外支店はないため、該当事項はありません。

ｃ．海外売上高

　前連結会計年度（自　平成18年４月１日　至　平成19年３月31日）及び当連結会計年度（自　平成19年４月１

日　至　平成20年３月31日）

　海外売上高はないため、該当事項はありません。

（関連当事者との取引）

前連結会計年度（自　平成18年４月１日　至　平成19年３月31日）

役員及び個人主要株主等

属性 氏名 住所
資本金
(千円)

事業の内
容又は職
業

議決権等
の所有
（被所
有）割合
（％）

関係内容

取引の内容
取引金額
(千円)

科目
期末残高
（千円）

役員の
兼任等
（人）

事業上
の関係

役員及び個

人主要株主

等

富山睦浩 － －

当社代表

取締役社

長

(被所有)

直接30.46
－ －

店舗賃貸借契

約に対する連

帯保証

5,460 － －

　（注）１．当社は店舗賃貸借契約に対して、代表取締役社長富山睦浩より連帯保証を受けております。なお、保証料等

の支払は行っておりません。

また、代表取締役社長富山睦浩の店舗賃貸借契約の連帯保証の金額は、年間賃料（合計）であります。

２．上記の取引金額には、消費税等は含まれておりません。

当連結会計年度（自　平成19年４月１日　至　平成20年３月31日）

役員及び個人主要株主等

属性 氏名 住所
資本金
(千円)

事業の内
容又は職
業

議決権等
の所有
（被所
有）割合
（％）

関係内容

取引の内容
取引金額
(千円)

科目
期末残高
（千円）

役員の
兼任等
（人）

事業上
の関係

役員及び個

人主要株主

等

富山睦浩 － －

当社代表

取締役社

長

(被所有)

直接20.71
－ －

店舗賃貸借契

約に対する連

帯保証

5,460 － －

土地の購入 30,140 土地 －

　（注）１．当社は店舗賃貸借契約に対して、代表取締役社長富山睦浩より連帯保証を受けております。なお、保証料等

の支払は行っておりません。

また、代表取締役社長富山睦浩の店舗賃貸借契約の連帯保証の金額は、年間賃料（合計）であります。

２．上記の取引金額には、消費税等は含まれておりません。
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（１株当たり情報）

前連結会計年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

当連結会計年度
（自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日）

１株当たり純資産額 199,601円95銭

１株当たり当期純利益金額 27,166円59銭

１株当たり純資産額   229,021円31銭

１株当たり当期純利益金額     33,553円07銭

　なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額につい

ては、希薄化効果を有している潜在株式が存在しないため

記載しておりません。

　なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額につい

ては、希薄化効果を有している潜在株式が存在しないため

記載しておりません。

　（注）　１株当たり当期純利益金額及び潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりで

あります。

前連結会計年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

当連結会計年度
（自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日）

１株当たり当期純利益金額 

　当期純利益（千円） 358,840 447,597

　普通株主に帰属しない金額（千円） － －

　普通株式に係る当期純利益（千円） 358,840 447,597

　期中平均株式数（株） 13,209 13,340

潜在株式調整後１株当たり当期純利益

金額

　当期純利益調整額（千円） － －

　普通株式増加数（株） － －

　　（うち新株予約権等）  　　　　　　　　　（－）  　　　　　　　　　（－）

希薄化効果を有しないため、潜在株式

調整後１株当たり当期純利益の算定に

含めなかった潜在株式の概要

　平成17年６月29日定時株主総会

決議によるストック・オプション

(新株予約権の数591個)　

       　           同左

（重要な後発事象）

前連結会計年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

当連結会計年度
（自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日）

 　　　　　　　　　　──────  　　　　　　　　　　──────
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５．個別財務諸表
(1）貸借対照表

前事業年度
（平成19年３月31日）

当事業年度
（平成20年３月31日）

対前年比

区分
注記
番号

金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

増減
（千円）

（資産の部）

Ⅰ　流動資産

１．現金及び預金 980,281 921,797  

２．売掛金 302,046 356,248  

３．商品 3,448,253 3,602,221  

４．貯蔵品 5,065 4,134  

５．前払費用 146,605 182,133  

６．未収入金 292,894 351,747  

７．繰延税金資産 106,456 121,024  

８．その他 － 3,880  

流動資産合計 5,281,603 49.6 5,543,188 40.8 261,584

Ⅱ　固定資産

１．有形固定資産

(1）建物 ※１ 1,470,310 1,880,169

減価償却累計額 349,435 1,120,874 424,688 1,455,481  

(2）構築物 288,938 319,251

減価償却累計額 112,192 176,746 130,059 189,191  

(3）車輌運搬具 21,279 21,279

減価償却累計額 10,740 10,539 14,201 7,077  

(4）器具備品 629,096 940,317

減価償却累計額 402,857 226,239 509,501 430,816  

(5）土地 ※１ 1,052,348 2,989,067  

(6）建設仮勘定 － 75,405  

有形固定資産合計 2,586,748 24.3 5,147,040 37.8 2,560,291

２．無形固定資産

(1）電話加入権 5,554 5,554  

(2）ソフトウェア 23,291 33,421  

無形固定資産合計 28,845 0.2 38,976 0.3 10,130
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前事業年度
（平成19年３月31日）

当事業年度
（平成20年３月31日）

対前年比

区分
注記
番号

金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

増減
（千円）

３．投資その他の資産

(1）投資有価証券 48,175 46,583  

(2）関係会社株式 10,000 10,000  

(3）長期前払費用 6,754 6,293  

(4）差入保証金 ※１ 1,487,600 1,531,421  

(5）敷金 ※１ 1,124,190 1,187,452  

(6）繰延税金資産 115,648 123,900  

(7）その他 13,637 8,246  

貸倒引当金 △47,057 △43,500  

投資その他の資産合計 2,758,949 25.9 2,870,399 21.1 111,450

固定資産合計 5,374,542 50.4 8,056,415 59.2 2,681,872

資産合計 10,656,146 100.0 13,599,603 100.0 2,943,456
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前事業年度
（平成19年３月31日）

当事業年度
（平成20年３月31日）

対前年比

区分
注記
番号

金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

増減
（千円）

（負債の部）

Ⅰ　流動負債

１．買掛金 3,080,457 3,154,499  

２．短期借入金  500,000 1,350,000  

３．１年以内返済予定長期
借入金

※１ 951,184 1,241,296  

４．１年内償還予定社債  100,000 －  

５．未払金 231,352 482,342  

６．未払費用 196,121 222,788  

７．未払法人税等 239,500 177,000  

８．賞与引当金 150,324 180,756  

９．ポイント引当金 22,728 27,057  

10．その他 24,435 22,303  

流動負債合計 5,496,103 51.6 6,858,043 50.4 1,361,939

Ⅱ　固定負債

１．長期借入金 ※１ 2,203,957 3,391,946  

２．退職給付引当金 106,918 123,949  

３．役員退職慰労引当金 102,647 101,125  

４．リース資産減損勘定 48,220 38,116  

５．その他 81,996 80,122  

固定負債合計 2,543,739 23.8 3,735,260 27.5 1,191,520

負債合計 8,039,843 75.4 10,593,303 77.9 2,553,460
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前事業年度
（平成19年３月31日）

当事業年度
（平成20年３月31日）

対前年比

区分
注記
番号

金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

増減
（千円）

（純資産の部）         

Ⅰ　株主資本         

１．資本金   439,589 4.1  439,589 3.2 －

２．資本剰余金         

(1）資本準備金  481,788   481,788    

資本剰余金合計   481,788 4.5  481,788 3.6 －

３．利益剰余金         

(1）利益準備金  3,400   3,400    

(2）その他利益剰余金         

別途積立金  1,219,600   1,519,600    

繰越利益剰余金  469,623   561,403    

利益剰余金合計   1,692,623 15.9  2,084,403 15.3 391,780

株主資本合計   2,614,001 24.5  3,005,781 22.1 391,780

Ⅱ　評価・換算差額等         

１．その他有価証券評価差
額金

  2,301 0.1  517 0.0 △1,783

評価・換算差額等合計   2,301 0.1  517 0.0 △1,783

純資産合計   2,616,303 24.6  3,006,299 22.1 389,996

負債純資産合計   10,656,146 100.0  13,599,603 100.0 2,943,456
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(2）損益計算書

前事業年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

当事業年度
（自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日）

対前年比

区分
注記
番号

金額（千円）
百分比
（％）

金額（千円）
百分比
（％）

増減
（千円）

Ⅰ　売上高 33,116,006 100.0 35,694,704 100.0 2,578,698

Ⅱ　売上原価

１．商品期首たな卸高 3,057,771 3,448,253

２．当期商品仕入高 25,612,801 27,262,586

合計 28,670,572 30,710,840

３．他勘定振替高 ※１ 47,854 40,386

４．商品期末たな卸高 3,448,253 25,174,464 76.0 3,602,221 27,068,231 75.8 1,893,767

売上総利益 7,941,542 24.0 8,626,472 24.2 684,930

Ⅲ　販売費及び一般管理費 ※２ 7,440,467 22.5 8,036,316 22.5 595,848

営業利益 501,074 1.5 590,156 1.7 89,081

Ⅳ　営業外収益

１．受取利息 211 224

２．受取配当金 21,165 31,234

３．固定資産受贈益 39,408 23,558

４．受取手数料 110,483 116,997

５．不動産賃貸料 ※３ 221,243 282,806

６．業務受託料 ※３ 47,400 47,400

７．その他 74,203 514,116 1.6 83,864 586,086 1.6 71,969

Ⅴ　営業外費用

１．支払利息 51,883 60,944

２．株式交付費 473 －

３．不動産賃貸料原価 176,674 231,311

４．その他 23,963 252,994 0.8 17,701 309,958 0.9 56,963

経常利益 762,196 2.3 866,284 2.4 104,088
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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）

当事業年度
（自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日）

対前年比

区分
注記
番号

金額（千円）
百分比
（％）

金額（千円）
百分比
（％）

増減
（千円）

Ⅵ　特別利益

１．投資有価証券売却益  1,863   －    

２．貸倒引当金戻入額 － 1,863 0.0 3,557 3,557 0.0 1,693

Ⅶ　特別損失

  １．固定資産売却損 ※４ 6,534 －

２．固定資産除却損 ※５ 3,286 －

３．店舗解約損 ※６ 1,544 12,877

４．減損損失 ※７ 123,441 134,807 0.4 91,808 104,686 0.3 △30,121

税引前当期純利益 629,252 1.9 765,155 2.1 135,902

法人税、住民税及び事
業税

331,409 341,629

法人税等調整額 △55,026 276,383 0.8 △21,613 320,015 0.9 43,632

当期純利益 352,869 1.1 445,140 1.2 92,270
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(3）株主資本等変動計算書

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

資本金

資本剰余金 利益剰余金

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３月31日　残高
（千円）

405,329 447,528 447,528 3,400 719,600 668,793 1,391,793 2,244,651

事業年度中の変動額

新株の発行 34,260 34,260 34,260     68,521

別途積立金の積立て　(注)     500,000 △500,000 － －

剰余金の配当　(注)      △52,040 △52,040 △52,040

当期純利益      352,869 352,869 352,869

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）

34,260 34,260 34,260 － 500,000 △199,170 300,829 369,350

平成19年３月31日　残高
（千円）

439,589 481,788 481,788 3,400 1,219,600 469,623 1,692,623 2,614,001

評価・換算差額等
新株予約権 純資産合計

その他有価証券評価差額金 評価・換算差額等合計

平成18年３月31日　残高
（千円）

3,771 3,771 2,079 2,250,501

事業年度中の変動額

新株の発行   △508 68,013

別途積立金の積立て　(注)    －

剰余金の配当　(注)    △52,040

当期純利益    352,869

株主資本以外の項目の事業年
度中の変動額（純額）

△1,469 △1,469 △1,570 △3,040

事業年度中の変動額合計
（千円）

△1,469 △1,469 △2,079 365,801

平成19年３月31日　残高
（千円）

2,301 2,301 － 2,616,303

　（注）　平成18年６月の定時株主総会における利益処分項目であります。
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当事業年度（自　平成19年４月１日　至　平成20年３月31日）

株主資本

資本金

資本剰余金 利益剰余金

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19年３月31日　残高
（千円）

439,589 481,788 481,788 3,400 1,219,600 469,623 1,692,623 2,614,001

事業年度中の変動額

別途積立金の積立て　     300,000 △300,000 － －

剰余金の配当　      △53,360 △53,360 △53,360

当期純利益      445,140 445,140 445,140

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）

    300,000 91,780 391,780 391,780

平成20年３月31日　残高
（千円）

439,589 481,788 481,788 3,400 1,519,600 561,403 2,084,403 3,005,781

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19年３月31日　残高
（千円）

2,301 2,301 2,616,303

事業年度中の変動額

別途積立金の積立て　    

剰余金の配当   △53,360

当期純利益   445,140

株主資本以外の項目の事業年
度中の変動額（純額）

△1,783 △1,783 △1,783

事業年度中の変動額合計
（千円）

△1,783 △1,783 389,996

平成20年３月31日　残高
（千円）

517 517 3,006,299
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(4）重要な会計方針

項目
前事業年度

（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

当事業年度
（自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日）

１．有価証券の評価基準及び

評価方法

(1) 子会社株式

　移動平均法による原価法を採用してお

ります。

(1) 子会社株式

同左

(2) その他有価証券

イ．時価のあるもの

決算日の市場価格等に基づく時価法

（評価差額は全部純資産直入法により

処理し、売却原価は移動平均法により

算定）を採用しております。 

(2) その他有価証券

イ．時価のあるもの

同左

ロ．時価のないもの

　移動平均法による原価法を採用して

おります。

ロ．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を採用してお

ります。

(1) 商品

同左

(2) 貯蔵品

　最終仕入原価法を採用しております。

(2) 貯蔵品

同左

３．固定資産の減価償却の方

法

(1) 有形固定資産

　定率法（ただし、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、主な耐用年数は以下のとおりであ

ります。

(1) 有形固定資産

　定率法（ただし、平成10年４月１日以

降に取得した建物（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、主な耐用年数は以下のとおりであ

ります。

建物　　　　８～39年

構築物　　　10～20年

器具備品　　３～17年

建物　　　　８～39年

構築物　　　10～20年

器具備品　　３～17年

　(会計方針の変更)

　法人税法の改正に伴い、当事業年度よ

り、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

に基づく減価償却の方法に変更しており

ます。

　これにより営業利益、経常利益及び税

引前当期純利益は、それぞれ15,036千円

減少しております。

　(追加情報)

　法人税法改正に伴い、平成19年３月31

日以前に取得した資産については、改正

前の法人税法に基づく減価償却の方法の

適用により取得価額の５％に到達した事

業年度の翌事業年度より、取得価額の

５％相当額と備忘価額との差額を５年間

にわたり均等償却し、減価償却費に含め

て計上しております。

　これにより営業利益、経常利益及び税

引前当期純利益に与える影響は軽微であ

ります。
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項目
前事業年度

（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

当事業年度
（自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日）

(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）に基づいております。

(2) 無形固定資産

同左

(3) 長期前払費用

　法人税法に規定する方法と同一の基準

により均等償却を行っております。

(3) 長期前払費用

同左

 

４．引当金の計上基準 (1) 貸倒引当金

　売上債権、貸付金等の貸倒損失に備え

るため、一般債権については貸倒実績率

により、貸倒懸念債権等については個別

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。

(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、賞与支給見込額のうち当事

業年度負担額を計上しております。

(2) 賞与引当金

同左

(3) ポイント引当金

　ポイントカードにより顧客に付与した

ポイントの使用に備えるため、ポイント

未使用残高に対し、使用実績率等に基づ

き算出した将来支出されると見込まれる

額を計上しております。

(3) ポイント引当金

同左

(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、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（３年）による定額法

により按分した額をそれぞれ発生の翌事

業年度から費用処理しております。

(4) 退職給付引当金

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、

当社の役員退職慰労金規程に基づく当事

業年度末要支給額を計上しておりま

す。

　なお当社は、平成17年６月に役員退職

慰労金制度を廃止しており、平成17年４

月以降対応分については引当金計上を

行っておりません。

(5) 役員退職慰労引当金

同左

 

５．リース取引の処理方法 　リース物件の所有権が借主に移転すると

認められるもの以外のファイナンス・リー

ス取引については、通常の賃貸借取引に係

る方法に準じた会計処理によっております。

同左
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項目
前事業年度

（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

当事業年度
（自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日）

６．ヘッジ会計の処理方法 (1) ヘッジ会計の方法

　特例処理の条件を満たしている金利ス

ワップについて特例処理を採用しており

ます。

(1) ヘッジ会計の方法

同左

(2) ヘッジ手段とヘッジ対象

　ヘッジ手段

　　金利スワップ取引

　ヘッジ対象

　　借入金利息

(2) ヘッジ手段とヘッジ対象　

同左

(3) ヘッジ方針

　当社は、リスク管理に関する社内規程

に基づき、金融債務に係る将来の金利リ

スクを効果的に回避する目的で、金利ス

ワップ取引を行うこととしており、投機

目的の取引は行わない方針であります。

(3) ヘッジ方針　

同左

(4) ヘッジ有効性評価の方法　

　金利スワップの特例処理の要件に該当

するため、その判定をもって有効性の判

定に代えております。

(4) ヘッジ有効性評価の方法

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

　消費税及び地方消費税の会計処理は税

抜処理によっております。

    消費税等の会計処理

同左
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(5）会計処理方法の変更

前事業年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

当事業年度
（自　平成19年４月１日
至　平成20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）

  当事業年度より、「貸借対照表の純資産の部の表示に関

する会計基準」（企業会計基準第５号　平成17年12月９日）

及び「貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準等

の適用指針」（企業会計基準適用指針第８号　平成17年12

月９日）を適用しております。

  これまでの資本の部の合計に相当する金額は2,616,303千

円であります。

　なお、当事業年度における貸借対照表の純資産の部につ

いては、財務諸表等規則の改正にともない、改正後の財務

諸表等規則により作成しております。

 　　　　　　　　　──────

  

 

　

 （ストック・オプション等に関する会計基準等）

  当事業年度より、「ストック・オプション等に関する会

計基準」（企業会計基準委員会　平成17年12月27日　企業

会計基準第８号）及び「ストック・オプション等に関する

会計基準の適用指針」（企業会計基準委員会　最終改正平

成18年５月31日　企業会計基準適用指針第11号）を適用し

ております。

  これによる、損益に与える影響はありません。

 　　　　　　　　　　──────
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注記事項

（貸借対照表関係）

前事業年度
（平成19年３月31日）

当事業年度
（平成20年３月31日）

※１　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。

※１　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。

建物 274,772千円

土地 472,888千円

差入保証金・敷金   54,261千円

計  801,922千円

建物        260,899千円

土地        472,888千円

計        733,788千円

担保付債務は以下のとおりであります。 担保付債務は以下のとおりであります。

短期借入金 －千円

長期借入金 753,561千円

（１年以内返済予定長期借入金を含む）

計 753,561千円

長期借入金    698,643千円

(１年以内返済予定長期借入金を含む)

  

　２　当社は、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀

行２行と貸出コミットメント契約を締結しております。

この契約に基づく当事業年度末の借入未実行残高は次

のとおりであります。

　２　当社は、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀

行３行と貸出コミットメント契約を締結しております。

この契約に基づく当事業年度末の借入未実行残高は次

のとおりであります。

貸出コミットメントの総額 2,000,000千円

借入実行残高 900,000千円

差引額 1,100,000千円

貸出コミットメントの総額      2,500,000千円

借入実行残高      2,500,000千円

差引額          －千円

　３　配当制限

平成17年12月26日付のコミットメント契約

個別貸借対照表における「純資産の部」の金額を直

前決算期末日（純資産の部合計　2,248,422千円）の

75％以上に維持することとされております。

 

平成18年５月１日付のコミットメント契約

個別貸借対照表における「純資産の部」の金額を直

前決算期末日（純資産の部合計　2,248,422千円）の

75％以上に維持することとされております。

　３　配当制限

平成17年12月26日付のコミットメント契約

個別貸借対照表における「純資産の部」の金額を直

前決算期末日（純資産の部合計　2,616,303千円）の

75％以上に維持することとされております。

 

平成18年５月１日付のコミットメント契約

個別貸借対照表における「純資産の部」の金額を直

前決算期末日（純資産の部合計　2,616,303千円）の

75％以上に維持することとされております。

 

平成19年４月１日付のコミットメント契約

個別貸借対照表及び連結貸借対照表における「純資

産の部」の金額を直前決算期末日（純資産の部合計　

2,616,303千円・2,662,690千円）の75％以上に維持す

ることとされております。
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（損益計算書関係）

前事業年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

当事業年度
（自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日）

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

消耗品費 2,286千円

雑損費 26,763千円

その他 18,804千円

計 47,854千円

消耗品費 2,703千円

雑損費 22,086千円

その他 15,597千円

計 40,386千円

※２　販売費に属する費用のおおよその割合は85.6％、一

般管理費に属する費用のおおよその割合は14.4％であ

ります。

　主要な費目及び金額は次のとおりであります。

※２　販売費に属する費用のおおよその割合は86.6％、一

般管理費に属する費用のおおよその割合は13.4％であ

ります。

　主要な費目及び金額は次のとおりであります。

販売促進費 70,041千円

販売委託手数料 5,348,242千円

広告宣伝費 62,652千円

ポイント引当金繰入額 －千円

給与及び諸手当    680,936千円

賞与引当金繰入額  150,324千円

退職給付費用 22,316千円

退職分担金 △13,572千円

減価償却費   74,826千円

地代家賃  186,122千円

販売促進費 87,261千円

販売委託手数料     5,861,164千円

広告宣伝費  70,829千円

ポイント引当金繰入額 4,329千円

給与及び諸手当   658,183千円

賞与引当金繰入額   180,756千円

退職給付費用 21,097千円

退職分担金 　    △12,564千円

減価償却費 76,084千円

地代家賃     206,653千円

※３　関係会社との取引高 ※３　関係会社との取引高

不動産賃貸料 127,406千円

業務受託料 47,400千円

不動産賃貸料        186,506千円

業務受託料       47,400千円

※４　固定資産売却損の内容は、次のとおりであります。

建物 4,571千円

構築物 134千円

車輌運搬具 15千円

器具備品 1,664千円

その他 148千円

計 6,534千円

 ※４            ──────

※５　固定資産除却損の内容は、次のとおりであります。  ※５            ──────

建物 1,260千円

器具備品  294千円

撤去費用 1,732千円

計   3,286千円
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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）

当事業年度
（自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日）

 ※６            ────── ※６　店舗解約損の内容は次のとおりであります。

原状復帰費用 5,224千円

退店違約金等   7,653千円

計     12,877千円

※７　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 その他

道内各地16

店舗
 店舗  建物等 －

　当社は、キャッシュ・フローを生み出す最小の単位

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。

 上記資産グループについては、収益性が著しく低下し

た店舗の帳簿価額を回収可能額まで減額し、当該減少

額123,441千円を減損損失として計上いたしました。

　その内訳は次のとおりであります。

建物  24,651千円

構築物 21,461千円

器具備品 14,323千円

リース資産 63,004千円

計 123,441千円

　なお、資産グループの回収可能価額は使用価値で測

定し、将来キャッシュ・フローを4.17％で割引いて算

定しております。

※７　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 その他

道内各地10

店舗
 店舗  建物等 －

　当社は、キャッシュ・フローを生み出す最小の単位

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。

 上記資産グループについては、収益性が著しく低下し

た店舗の帳簿価額を回収可能額まで減額し、当該減少

額91,808千円を減損損失として計上いたしました。

　その内訳は次のとおりであります。 

建物  37,888千円

構築物 16,974千円

器具備品 11,304千円

リース資産  25,641千円

計   91,808千円

　なお、資産グループの回収可能価額は使用価値で測

定し、将来キャッシュ・フローを6.17％で割引いて算

定しております。

（株主資本等変動計算書関係）

前事業年度（自平成18年４月１日　至平成19年３月31日）

自己株式の種類及び株式数に関する事項

前事業年度末株式
数（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 － － － －

合計 － － － －

当事業年度（自平成19年４月１日　至平成20年３月31日）

自己株式の種類及び株式数に関する事項

前事業年度末株式
数（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 － － － －

合計 － － － －
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（リース取引関係）

前事業年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

当事業年度
（自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日）

１．リース物件の所有権が借主に移転すると認められるも

の以外のファイナンス・リース取引

　(1）リース物件の取得価額相当額、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

１．リース物件の所有権が借主に移転すると認められるも

の以外のファイナンス・リース取引

　(1）リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当

額、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）

期末残高
相当額
（千円）

器具備品 1,120,200 605,095 48,220 466,884

ソフトウェア 34,399 14,189 － 20,209

合計 1,154,599 619,285 48,220 487,093

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）

建物 295,284 56,116 － 239,167

器具備品 972,956 661,749 38,116 273,090

ソフトウェア 34,399 21,069 － 13,329

合計 1,302,640 738,935 38,116 525,587

　(2）未経過リース料期末残高相当額等 　(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    214,033千円

１年超     328,279千円

合計        542,312千円

リース資産減損勘定の残高 48,220千円

 　　　未経過リース料期末残高相当額

１年内  194,505千円

１年超 504,157千円

合計       698,662千円

リース資産減損勘定の残高      38,116千円

　(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

支払リース料  247,365千円

リース資産減損勘定の取崩額 14,783千円

減価償却費相当額   239,240千円

支払利息相当額  7,841千円

減損損失 63,004千円

支払リース料  242,844千円

リース資産減損勘定の取崩額   35,745千円

減価償却費相当額   227,492千円

支払利息相当額 17,443千円

減損損失  25,641千円

　(4）減価償却費相当額の算定方法

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額

法によっております。

　(4）減価償却費相当額の算定方法

同左

　(5）利息相当額の算定方法

リース料総額とリース物件の取得価額相当額との差額

を利息相当額とし、各期への配分方法については、利

息法によっております。

　(5）利息相当額の算定方法

同左

 ２．オペレーティング・リース取引

　　未経過リース料

１年内 40,680千円

１年超 91,530千円

合計 132,210千円

 ２．オペレーティング・リース取引

　　未経過リース料

１年内      72,181千円

１年超      526,741千円

合計     598,922千円

（有価証券関係）

　前事業年度（自　平成18年４月１日　至　平成19年３月31日）及び当事業年度（自　平成19年４月１日　至　

平成20年３月31日）における子会社株式及び関連会社株式で時価のあるものはありません。
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（税効果会計関係）

前事業年度
（平成19年３月31日）

当事業年度
（平成20年３月31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

繰延税金資産（流動資産）

賞与引当金超過額

未払事業税否認

未払事業所税否認

ポイント引当金 

その他

計

 

  60,700千円

17,583千円

 7,148千円

 9,177千円

11,846千円

106,456千円

 

  72,989千円

13,306千円

7,532千円

10,925千円

16,271千円

121,024千円

繰延税金資産（固定資産）

貸倒引当金否認

投資有価証券評価損否認

退職給付引当金超過額

役員退職慰労引当金算入限度超過額

減損損失

その他

計

繰延税金資産小計

評価性引当額

繰延税金資産合計

 

13,752千円

524千円

 43,173千円

 41,448千円

41,495千円

 4,072千円

     144,467千円

     250,924千円

　△24,812千円

     226,111千円

 

12,315千円

524千円

50,050千円

40,834千円

50,525千円

6,506千円

   160,758千円

   281,783千円

　△29,153千円

   252,629千円

繰延税金負債（固定負債）

その他有価証券評価差額金

その他

繰延税金負債合計

 

繰延税金資産の純額

 

△1,558千円

 △2,448千円

△4,007千円

 

222,104千円

 

△350千円

△7,352千円

△7,703千円

 

244,925千円

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

法定実効税率

（調整）

交際費等永久に損金に算入されない項

目

住民税均等割

その他

税効果会計適用後の法人税等の負担率

40.4％

 

1.2％

1.8％

0.5％

43.9％

40.4％

 

0.9％

1.5％

△1.0％

　41.8％

（企業結合等関係）

前事業年度（自　平成18年４月１日 　至 平成19年３月31日）及び当事業年度（自　平成19年４月１日 　至 平

成20年３月31日）のいずれにおいても該当事項はありません。
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（１株当たり情報）

前事業年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

当事業年度
（自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日）

１株当たり純資産額    196,124円70銭

１株当たり当期純利益金額 26,714円52銭

１株当たり純資産額    225,359円81銭

１株当たり当期純利益金額     33,368円82銭

　なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額につい

ては、希薄化効果を有している潜在株式が存在しないため

記載しておりません。

　なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額につい

ては、希薄化効果を有している潜在株式が存在しないため

記載しておりません。

　（注）　１株当たり当期純利益金額及び潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりで

あります。

前事業年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

当事業年度
（自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日）

１株当たり当期純利益金額

　当期純利益（千円） 352,869 445,140

　普通株主に帰属しない金額（千円） － －

　普通株式に係る当期純利益（千円） 352,869 445,140

　期中平均株式数（株） 13,209 13,340

潜在株式調整後１株当たり当期純利益

金額

　当期純利益調整額（千円） － －

　普通株式増加数（株） － －

　　（うち新株予約権等）  　　　　　　　　　（－）  　　　　　　　　　（－）

希薄化効果を有しないため、潜在株式

調整後１株当たり当期純利益の算定に

含めなかった潜在株式の概要

　平成17年６月29日定時株主総会

決議によるストック・オプション

(新株予約権の数591個)　

       　           同左

 

 

（重要な後発事象）

前事業年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

当事業年度
（自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日）

 　　　　　　　　　　──────  　　　　　　　　　　──────
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６．その他
(1）役員の異動

  ①　代表者の異動

 　　　 　該当事項はありません。

 

  ②　その他の役員の異動

 　　　 　該当事項はありません。
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