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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 218,133 10.3 13,989 9.7 14,232 9.8 7,706 2.9

19年３月期 197,768 11.4 12,750 3.3 12,964 3.2 7,492 2.4

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 122 21 － － 14.9 17.1 6.4

19年３月期 118 62 － － 16.4 17.4 6.4

（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 87,623 54,656 62.4 867 23

19年３月期 79,251 48,857 61.6 773 55

（参考）自己資本 20年３月期 54,656百万円 19年３月期 48,857百万円

(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 10,464 △4,055 △1,844 16,233

19年３月期 9,313 △5,791 △1,369 11,644

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） 中間期末 期末 年間

円 銭 円 銭 円 銭 百万円 ％ ％

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

20年３月期 12 00 14 00 26 00 1,638 21.3 2.9

21年３月期（予想） 14 00 14 00 28 00 － 19.8 －

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、第２四半期連結累計期間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 118,100 8.9 7,267 5.5 7,427 5.7 4,230 15.2 67 12

通期 241,800 10.9 15,300 9.4 15,600 9.6 8,900 15.5 141 22
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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　　　　　　　　　有

（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」及び22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」並びに「追加情報」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 67,165,592株 19年３月期 67,165,592株

②　期末自己株式数 20年３月期 4,141,493株 19年３月期 4,005,136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、34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）

営業収益 営業利益 経常利益 当期純利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

20年３月期 215,903 10.0 13,825 9.0 14,084 9.1 7,637 2.4

19年３月期 196,296 11.4 12,689 3.4 12,909 3.3 7,460 2.5

１株当たり
当期純利益

潜在株式調整後
１株当たり当期純利益

円 銭 円 銭

20年３月期 121 12 － －

19年３月期 118 12 － －

(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 87,178 54,826 62.9 869 92

19年３月期 79,185 49,096 62.0 777 34

（参考）自己資本 20年３月期 54,826百万円 19年３月期 49,096百万円

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、第２四半期累計期間は対前年中間期増減率）

営業収益 営業利益 経常利益 当期純利益
１株当たり
当期純利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 円 銭

第２四半期累計期間 116,600 8.4 7,160 4.8 7,330 5.0 4,200 15.3 66 64

通期 238,600 10.5 15,010 8.6 15,330 8.8 8,780 15.0 139 31

※　業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項

上記の予想は本資料の発表日現在において入手可能な情報に基づいて作成しております。実際の業績は、今後様々

な要因によって予想数値と異なる結果となる可能性があります。なお、業績予想に関する事項等につきましては、

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

（当期の経営成績）

　当連結会計年度におけるわが国経済は、当初企業収益の改善を背景に設備投資の増加が続くなど景気は緩やかな回

復基調で推移したものの、後半はサブプライムローン問題による金融市場の混乱や米国経済の減速懸念、原油をはじ

めとする原材料価格の高騰などにより、景気の先行きに不透明感が強まり、その影響などから、個人消費マインドが

低下する状況で推移いたしました。

　ドラッグストア業界におきましては、競合他社による積極的な出店や価格競争など、依然として厳しい経営環境が

続いております。

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

店舗開発や売場作り、ローコストオペーレーションを維持するさまざまな仕組作り、高いサービスレベルを支える人

材の育成や組織の強化などに取り組み、着実に事業の拡大を図ってまいりました。

　更に全国展開のためのインフラ整備及び効率化を目的として、平成19年11月に北海道の2拠点あった物流拠点を1拠

点に統合し、平成20年3月には四国地区のフランチャイズへの商品供給のため、愛媛県四国中央市に新たに物流セン

ターを新規開設いたしました。

 

　新規出店におきましては、当社で地区別に東北地区で４店舗、関東地区で11店舗、近畿地区で２店舗、中国地区で

１店舗、九州地区で６店の合計24店を新規開設し、子会社では、調剤薬局を関東地区で２店舗、近畿地区で２店舗合

計４店舗開設いたしました。また、フランチャイズにつきましては、平成20年１月に愛媛県及び香川県に28店舗のド

ラッグストアを展開する株式会社大屋と新たにフランチャイズ契約を締結し、既存のフランチャイジーの出店と合わ

せ32店舗と契約を締結し、３店舗の解約をいたしました。

　既存店につきましては、駅前店１店舗を閉店したほか、30店舗の改装を行い活性化を図りました。

　以上の結果、当連結会計年度末の店舗数は、直営店舗364店舗、子会社の調剤薬局18店舗、フランチャイズ店舗148

店舗となり、グループ全体で前期末比56店舗増の530店舗となりました。

 

 連結売上高は、新規出店が開発の遅れや改正建築基準法などの影響により開店月が遅れたことなどで影響を受けまし

たが、既存店が、年間を通して季節品などが好調に推移したことや改装効果などにより、1.8％の増加となったことな

どにより、前年同期比10.3％増の2,181億33百万円となりました。

 連結売上総利益は、ポイント販促の効果及び化粧品の粗利益率が改善したことなどにより、0.1ポイント改善し、前

年同期比10.5％増の503億29百万円となりました。

　連結販売費及び一般管理費は、ポイント販促費用の増加に加え、人材の確保に向けた採用関連費用の増加の影響も

あり、前年同期比10.8％増の363億40百万円となりました。

　連結営業利益及び連結経常利益は、売上高の増加に加え、売上総利益率の改善により費用の増加を吸収し、それぞ

れ増加し、連結営業利益は、前年同期比9.7％増の139億89百万円となり、連結経常利益は、前年同期比9.8％増の142

億32百万円となりました。

　 特別損失につきましては、当連結会計年度よりポイント制度にともなう、ポイント費用引当金を計上することとし

たため、過年度発生したポイント残に対応する分として６億76百万円を計上いたしました。

　以上の結果、連結当期純利益は、前年同期比2.9％増の77億６百万円となり引き続き増収増益を達成し、過去最高益

を更新いたしました。
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（次期の見通し）

　平成21年３月期の見通しにつきましては、景気の減速懸念が強まるなか、原油をはじめとする原材料価格の高騰に

よる値上げの影響や年金問題などにより、個人消費は弱めに推移するものと思われます。

　ドラッグストア業界におきましては、上位企業を中心に積極的な出店政策やグループ化戦略を進めており、価格競

争なども継続され、依然として厳しい経営環境が続くものと予想されます。

　このような状況のもと、当社グループは、全国店舗展開拡大を図り、お客様の視点に立った店舗の開発を積極的に

進め、高いサービスレベルを維持するための教育やローコストを維持するためのさまざまな仕組作りなど、引き続き

積極的に取り組んでまいります。

 

　第46期（平成21年３月期）は、当社が直営店として全国で60店舗、子会社の調剤薬局２店舗、フランチャイズ店15

店舗のグループ合計77店舗の出店を計画いたしております。また、既存店におきましては、引続きスクラップ＆ビル

ドの推進や改装などを行い活性化を図ってまいります。

　以上により、通期の連結売上高は、2,418億00百万円（前年同期比10.9％増）連結営業利益は、153億00百万円（前

年同期比9.4％増）、連結経常利益は、156億00百万円（前年同期比9.6％増）、連結当期純利益は89億00百万円（前年

同期比15.5％増）を予想いたしております。
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(2）財政状態に関する分析

 ①資産、負債及び純資産の状況

　当連結会計年度末の資産につきましては、前期より83億72百万円増加し、876億23百万円となりました。これは主に

28店舗の新規出店に伴う、たな卸資産及び有形固定資産等の増加によるものであります。

　負債は、前期より25億74百万円増加し、329億67百万円となりました。これは主に仕入高増加に伴う買掛金の増加な

どであります。

　純資産は、前期より57億98百万円増加し、546億56百万円となりました。これは主に利益剰余金の増加によるもので

あります。

　 ②キャッシュ・フローの状況

　当連結会計年度における連結ベースの現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、前連結会計年度末に比べ

45億89百万円増加し、162億33百万円となりました。

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

　（営業活動によるキャッシュ・フロー）

　営業活動の結果得られた資金は104億64百万円（前年同期比12.4％増）となりました。これは主に税金等調整前当期

純利益133億92百万円を獲得したものの、売上債権が15億8百万円増加したこと及び法人税等の支払額54億51百万円等

により一部相殺されたことによるものであります。

　（投資活動によるキャッシュ・フロー）

　投資活動の結果使用した資金は40億55百万円（同30.0％減）となりました。これは主に出店等に伴う有形固定資産

の取得による支出23億45百万円及び貸付けによる支出5億97百万円等によるものであります。

　（財務活動によるキャッシュ・フロー）

　財務活動の結果使用した資金は18億44百万円（同34.6％増）となりました。これは主に配当金の支払額15億11百万

円を反映したことによるものです。

（参考）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（％） 58.5 61.5 61.6 62.4

時価ベースの自己資本比率

（％）
185.1 282.5 192.5 202.1

キャッシュ・フロー対有利子

負債比率（％）
0.0 0.0 － －

インタレスト・カバレッジ・

レシオ（倍）
2,699.5 4,401.1 19,085.6 －

（注）自己資本比率：自己資本／総資産

　　　　時価ベースの自己資本比率：株式時価総額／総資産

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

　　　　インタレスト・カバレッジ・レシオ：営業キャッシュ・フロー／利払い

　　　　※各指標は、いずれも連結ベースの財務数値により算出しております。

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

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

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

いについては、連結キャッシュ・フロー計算書の利息の支払額を使用しております。

 

(3）利益配分に関する基本方針及び当期・次期の配当

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

安定的・継続的な配当による利益還元を基本方針としております。

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

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

当期・次期の配当につきましては、１ページに記載のとおりです。
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(4）事業等のリスク

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

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

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

ます。

①薬局の経営並びに医薬品、化粧品、日用雑貨等の販売事業に関するリスク

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

調剤薬局形態及び複合形態である調剤併設ドラッグストア形態の３種類です。

グループ全店舗中56店舗で展開する調剤業務は、医薬分業が進展するに従い処方箋の応需枚数が増加することが予

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

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

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

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

あります。

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

への影響を及ぼす可能性があります。

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

 

②財政状態及び経営成績に関するリスク

出店政策について

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

売上単価の低下などにより当社グループの業績に影響を及ぼす可能性があります。

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

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

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

 

③法的規制に関するリスク

a．「薬事法」等による規制について

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

登録又は届出を必要としております。

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

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

及ぼす可能性があります。

b．薬剤師の確保について

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

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

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

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

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

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

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

c．個人情報保護について

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

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

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

す可能性があります。

 

④訴訟等に関するリスク

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

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

によっては、業績に影響を及ぼす可能性があります。
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⑤事業体制に関するリスク

a．特定人物への依存について

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

行できない事態となった場合、業績に影響を及ぼす可能性があります。

b．組織の成長について

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

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

ドラッグファーマシーズの子会社である株式会社コミネの３社により構成されております。

　なお、平成19年３月30日付で、全株式を取得し完全子会社化した株式会社アクトは、当社が平成19年７月１日付で吸

収合併を行っております。

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

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

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

行っております。

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

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

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

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

〔事業統計図〕

以上述べた事項を事業統計図によって示すと次のとおりであります。

(注)会社計算規則第95条２項に基づく非連結子会社のアクトは、当社が平成19年７月１日付で吸収合併を

いたしました。

株式会社サンドラッグ（9989）　平成 20 年３月期　決算短信

－ 8 －



３．経営方針
(1）会社の経営の基本方針

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

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

度の高い店づくりを進めることを経営の基本方針としております。

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

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

に、経営資源の効率的な活用と収益性の確保に努めております。

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

値の向上に努めてまいります。

 

(2）目標とする経営指標

　当社グループとしましては、総資産経常利益率15.0％以上及び自己資本純利益率15.0％以上を当面の主たる経営指

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

 

(3）中長期的な会社の経営戦略及び対処すべき課題

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

グストア業界におきましては、上位企業による積極的な出店や価格競争の激化及び「改正薬事法」に基づく登録販売

者制度による異業種の参入が目前に迫るなど、厳しい経営環境の中で、各社グループ化の動きが活発になり業界内の

再編が更に進行するものと思われます。

こうした状況を踏まえ当社グループは、より多くのお客様が来店しやすい利便性の高い店舗開発や安心して買い物が

できる店作り、高齢化社会を見据えた更なる専門性の強化及び、ローコストオペーレーションを支えるさまざまな仕

組作りなどの課題に取り組むため次のように対処してまいります。

 ①出店エリアを拡大し、利便性を兼ね備えた積極的な店舗開発、Ｍ＆Ａ及びフランチャイズ店による全国展開を図

ります。

 ②登録販売者制度の導入に伴ない、異業種との提携や新業態の開発などにより事業拡大を図ります。

 ③既存店舗のスクラップ＆ビルド及び改装により活性化を図ります。

 ④更なる企業規模拡大に向けた人材の確保と育成、情報システムの強化を図ります。

 ⑤高齢化社会を見据えた健康に関連する専門的なノウハウの向上とマーチャンダイジングの向上を図ります。

 ⑥調剤薬局の医療モールなどへの積極的な新規出店を行うとともに、薬剤師のレベルアップを図ります。

 

 （4）会社の経営上重要な事項

　該当事項はありません。
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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）

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 11,644 16,233

２．売掛金 6,377 7,183

３．たな卸資産 19,912 20,462

４．繰延税金資産 663 1,066

５．未収入金 5,500 6,380

６．その他 1,021 1,279

貸倒引当金 △8 △9

流動資産合計 45,111 56.9 52,596 60.0

Ⅱ　固定資産

１．有形固定資産

(1）建物及び構築物  14,222 15,510

減価償却累計額 5,724 8,497 6,685 8,825

(2）土地 ※３ 2,724 2,726

(3）その他 7,041 7,788

減価償却累計額 4,001 3,039 4,837 2,950

有形固定資産合計 14,262 18.0 14,503 16.6

２．無形固定資産 3,839 4.9 4,245 4.8

３．投資その他の資産

(1）投資有価証券 ※１ 411 158

(2）長期貸付金 4,084 3,692

(3）繰延税金資産 168 270

(4）保証金 9,946 10,535

(5）その他 1,429 1,624

貸倒引当金 △2 △2

投資その他の資産合計 16,037 20.2 16,278 18.6

固定資産合計 34,139 43.1 35,027 40.0

資産合計 79,251 100.0 87,623 100.0
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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）

区分
注記
番号

金額（百万円）
構成比
（％）

金額（百万円）
構成比
（％）

（負債の部）

Ⅰ　流動負債

１．買掛金 21,798 22,621

２．未払法人税等 2,813 3,594

３．役員賞与引当金 75 92

４．ポイント費用引当金 － 879

５．その他 ※２ 3,960 3,940

流動負債合計 28,647 36.2 31,126 35.5

Ⅱ　固定負債

１．退職給付引当金 194 213

２．役員退職慰労引当金 155 164

３．再評価に係る繰延税金
　　負債

 ※３ 25 25

４．その他 1,370 1,437

固定負債合計 1,745 2.2 1,841 2.1

負債合計 30,393 38.4 32,967 37.6

（純資産の部）        

Ⅰ　株主資本        

１．資本金   3,931 5.0  3,931 4.5

２．資本剰余金   7,409 9.3  7,409 8.5

３．利益剰余金   43,933 55.4  50,126 57.2

４．自己株式   △3,267 △4.1  △3,600 △4.1

　　株主資本合計   52,006 65.6  57,866 66.1

Ⅱ　評価・換算差額等        

１．その他有価証券評価差額
金

  117 0.1  56 0.0

２．土地再評価差額金 ※３  △3,266 △4.1  △3,266 △3.7

　　評価・換算差額等合計   △3,148 △4.0  △3,210 △3.7

純資産合計   48,857 61.6  54,656 62.4

負債・純資産合計   79,251 100.0  87,623 100.0
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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）

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 197,768 100.0 218,133 100.0

Ⅱ　売上原価 152,227 77.0 167,803 76.9

売上総利益 45,541 23.0 50,329 23.1

Ⅲ　販売費及び一般管理費

１．貸倒引当金繰入額 1 1

２．ポイント費用引当金繰入
額

－ 202

３．給与手当 11,439 12,683

４．退職給付費用 127 138

５．役員退職慰労引当金繰入
額

9 9

６．役員賞与引当金繰入額 75 92

７．賃借料 8,823 8,362

８．その他 12,313 32,791 16.6 14,851 36,340 16.7

営業利益 12,750 6.4 13,989 6.4

Ⅳ　営業外収益

１．受取利息 58 91

２．受取配当金 2 3

３．新店コーナー協力金 167 138

４．その他 58 288 0.1 90 324 0.1

Ⅴ　営業外費用

１．支払利息 0 0

２．商品廃棄損 66 77

３．その他 6 73 0.0 1 80 0.0

経常利益 12,964 6.5 14,232 6.5

Ⅵ　特別利益

１．違約金収入 0 64

２．営業補償金 － 46

３．貸倒引当金戻入額 1 2 0.0 0 110 0.0
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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）

区分
注記
番号

金額（百万円）
百分比
（％）

金額（百万円）
百分比
（％）

Ⅶ　特別損失

１．固定資産除却損 ※１ 134 68

２．賃貸借契約解約損 27 15

３．過年度ポイント費用引当
金繰入額

－ 676

４．減損損失  ※２ － 88

５．抱合せ株式消滅差損 － 100

６．その他 27 189 0.1 － 950 0.4

　　税金等調整前当期純利益 12,777 6.4 13,392 6.1

　　法人税、住民税及び事業税 5,323 6,149

　　法人税等調整額 △38 5,285 2.6 △463 5,685 2.6

　　当期純利益 7,492 3.8 7,706 3.5
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(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 自己株式 株主資本合計

平成18年３月31日　残高
（百万円）

3,931 7,409 37,876 △3,267 45,949

連結会計年度中の変動額

剰余金の配当（注）   △631  △631

剰余金の配当   △631  △631

利益処分による役員賞与（注）   △82  △82

当期純利益   7,492  7,492

自己株式の取得    △0 △0

土地再評価差額金の取崩し   △89  △89

株主資本以外の項目の連結会計
年度中の変動額（純額）

     

連結会計年度中の変動額合計
（百万円）

－ － 6,057 △0 6,057

平成19年３月31日　残高
（百万円）

3,931 7,409 43,933 △3,267 52,006

評価・換算差額等

純資産合計
その他有価証券評価
差額金

土地再評価差額金
評価・換算差額等
合計

平成18年３月31日　残高
（百万円）

151 △3,356 △3,204 42,745

連結会計年度中の変動額

剰余金の配当（注）    △631

剰余金の配当    △631

利益処分による役員賞与（注）    △82

当期純利益    7,492

自己株式の取得    △0

土地再評価差額金の取崩し    △89

株主資本以外の項目の連結会計
年度中の変動額（純額）

△33 89 55 55

連結会計年度中の変動額合計
（百万円）

△33 89 55 6,112

平成19年３月31日　残高
（百万円）

117 △3,266 △3,148 48,857

 （注）平成18年６月開催の定時株主総会における利益処分項目であります。
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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 自己株式 株主資本合計

平成19年３月31日　残高
（百万円）

3,931 7,409 43,933 △3,267 52,006

連結会計年度中の変動額

剰余金の配当   △1,514  △1,514

当期純利益   7,706  7,706

自己株式の取得    △332 △332

株主資本以外の項目の連結会計
年度中の変動額（純額）

     

連結会計年度中の変動額合計
（百万円）

－ － 6,192 △332 5,859

平成20年３月31日　残高
（百万円）

3,931 7,409 50,126 △3,600 57,866

評価・換算差額等

純資産合計
その他有価証券評価
差額金

土地再評価差額金
評価・換算差額等
合計

平成19年３月31日　残高
（百万円）

117 △3,266 △3,148 48,857

連結会計年度中の変動額

剰余金の配当    △1,514

当期純利益    7,706

自己株式の取得    △332

株主資本以外の項目の連結会計
年度中の変動額（純額）

△61 － △61 △61

連結会計年度中の変動額合計
（百万円）

△61 － △61 5,798

平成20年３月31日　残高
（百万円）

56 △3,266 △3,210 54,656

株式会社サンドラッグ（9989）　平成 20 年３月期　決算短信

－ 15 －



(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）

区分
注記
番号

金額（百万円） 金額（百万円）

Ⅰ　営業活動によるキャッ
シュ・フロー

税金等調整前当期純利益 12,777 13,392

減価償却費 1,979 2,251

減損損失 － 88

抱合せ株式消滅差損 － 100

退職給付引当金増加額 31 18

役員退職慰労引当金増加
額

9 9

貸倒引当金増加額 0 1

役員賞与引当金増加額 75 17

ポイント費用引当金増加
額 

－ 879

受取利息及び配当金 △61 △95

支払利息 0 0

固定資産除却損 121 68

役員賞与の支払額 △82 －

売上債権の増加額 △1,097 △1,508

たな卸資産の増加額 △2,347 △186

未収入金の増加額 △755 △874

仕入債務の増加額 3,021 822

未払費用の増加額 186 149

長期預り金の増加額 326 60

未払消費税等の増加額 7 129

その他営業活動による増
減額

518 553

小計 14,712 15,879

利息及び配当金の受取額 11 36

利息の支払額 △0 －

法人税等の支払額 △5,409 △5,451

営業活動によるキャッ
シュ・フロー

9,313 10,464
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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）

区分
注記
番号

金額（百万円） 金額（百万円）

Ⅱ　投資活動によるキャッ
シュ・フロー

有形固定資産の取得によ
る支出

△3,279 △2,345

有形固定資産の売却によ
る収入 

65 －

無形固定資産の取得によ
る支出

△341 △223

非連結子会社株式の取得
による支出

△120 －

貸付けによる支出 △1,319 △597

貸付金の回収による収入 14 71

保証金の預入れによる支
出

△592 △515

保証金の返還による収入 105 185

営業の譲受けによる支
出 

－ △425

その他投資活動による増
減額

△324 △205

投資活動によるキャッ
シュ・フロー

△5,791 △4,055

Ⅲ　財務活動によるキャッ
シュ・フロー

長期借入金の返済による
支出

△100 －

配当金の支払額 △1,263 △1,511

自己株式の取得による支
出

△0 △332

株式分割に伴う新株発行
費用の支出

△6 －

財務活動によるキャッ
シュ・フロー

△1,369 △1,844

Ⅳ　現金及び現金同等物の増加
額

2,152 4,565

Ⅴ　現金及び現金同等物の期首
残高

9,491 11,644

Ⅵ　合併に伴う現金及び現金同
等物の増加額

－ 23

Ⅶ　現金及び現金同等物の期末
残高

※１ 11,644 16,233
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連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項

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）連結子会社数　　２社

連結子会社は、㈱サンドラッグファー

マシーズ、㈱コミネであります。

 (2）非連結子会社の名称等

非連結子会社

㈱アクト

（連結の範囲から除いた理由）

非連結子会社は、小規模であり、総資

産、売上高、当期純損益（持分に見合

う額）及び利益剰余金（持分に見合う

額）等は、いずれも連結財務諸表に重

要な影響を及ぼしていないためであり

ます。

（1）連結子会社数　　２社

 同左

 

 (2）　　　　―――――

 

 

 

 

２．持分法の適用に関する

事項

（1）持分法適用の非連結子会社及び関連会

社数　　－社

（2）持分法を適用していない非連結子会社

（㈱アクト）は、当期純損益（持分に

見合う額）及び利益剰余金（持分に見

合う額）等からみて、持分法の対象か

ら除いても連結財務諸表に及ぼす影響

が軽微であり、かつ、全体としても重

要性がないため持分法の適用範囲から

除外しております。

該当事項はありません。

 

３．連結子会社の事業年度

等に関する事項

連結子会社の事業年度の末日は、連結決

算日と一致しております。

同左

４．会計処理基準に関する

事項

(1）重要な資産の評価基準

及び評価方法

イ．有価証券

子会社株式 

移動平均法による原価法を採用し

ております。

その他有価証券

時価のあるもの

決算日の市場価格等に基づく時価

法（評価差額は全部純資産直入法

により処理し、売却原価は移動平

均法により算定）を採用しており

ます。

イ．有価証券

子会社株式 

同左

その他有価証券

時価のあるもの

同左

時価のないもの

移動平均法による原価法を採用し

ております。

時価のないもの

同左

ロ．たな卸資産

(イ）商品

売価還元平均原価法を採用してお

ります。

ロ．たな卸資産

(イ）商品

同左

(ロ）貯蔵品

最終仕入原価法を採用しておりま

す。

(ロ）貯蔵品

同左
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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

イ．有形固定資産

定率法を採用しております。

なお、平成10年４月１日以降に取得

した建物（建物附属設備を除く）に

ついては、定額法を採用しておりま

す。

また、主な耐用年数は次のとおりで

あります。

建物及び構築物　　15～50年

イ．有形固定資産

定率法を採用しております。 

なお、平成10年４月１日以降に取得

した建物（建物附属設備を除く）に

ついては、定額法を採用しておりま

す。

また、事業用定期借地契約による借地

上の建物については、耐用年数を定期

借地権の残存期間とし、残存価額を零

とする定額法によっております。

なお、主な耐用年数は次のとおりで

あります。

建物及び構築物　　３～50年

  

 

（会計方針の変更）

当社及び連結子会社は、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71百万円減少

しております。

（追加情報）

当社及び連結子会社は、法人税法の改

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は8百万円減少し

ております。

ロ．無形固定資産

定額法を採用しております。

なお、ソフトウェア（自社利用分）

については、社内における見込利用

可能期間（５年）に基づく定額法に

よっております。

ロ．無形固定資産

同左

ハ．長期前払費用

均等償却をしております。

ハ．長期前払費用

同左
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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

イ．貸倒引当金

期末債権の貸倒れによる損失に備え

るため、一般債権については貸倒実

績率により、貸倒懸念債権等特定の

債権については個別に回収可能性を

検討して回収不能見込額を計上して

おります。

イ．貸倒引当金

同左

 ロ．役員賞与引当金

役員賞与の支出に備えるため、当連

結会計年度末における支給見込額に

基づき計上しております。

（会計方針の変更）

当連結会計年度より、「役員賞与に

関する会計基準」（企業会計基準第

４号　平成17年11月29日）を適用し

ております。

これにより営業利益、経常利益及び

税金等調整前当期純利益は、それぞ

れ75百万円減少しております。  

ロ．役員賞与引当金

役員賞与の支出に備えるため、当連

結会計年度末における支給見込額に

基づき計上しております。

 ハ．　　　　――――― ハ．ポイント費用引当金

ポイントカードにより顧客に付与さ

れたポイントの利用に備えるため、

当連結会計年度末において将来利用

されると見込まれる額を計上してお

ります。 

ニ．退職給付引当金

従業員の退職給付に備えるため、当

連結会計年度末における退職給付債

務及び年金資産の見込額に基づき計

上しております。また、数理計算上

の差異は、各連結会計年度の発生時

の従業員の平均残存勤務期間以内の

一定の年数（10年）による定額法に

より按分した額を、それぞれ発生の

翌連結会計年度から費用処理してお

ります。

ニ．退職給付引当金

同左

ホ．役員退職慰労引当金

親会社は、役員に対する退職慰労金

の支払に備えるため、内規に基づく

期末要支給額を計上しております。

ホ．役員退職慰労引当金

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）

(4）重要なリース取引の処

理方法

リース物件の所有権が借主に移転すると

認められるもの以外のファイナンス・

リース取引については、通常の賃貸借取

引に係る方法に準じた会計処理によって

おります。

同左

(5）その他連結財務諸表作

成のための重要な事項

消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は税抜方式によって

おり、控除対象外消費税等は、当連結会

計年度の費用として処理しております。

消費税等の会計処理

同左

５．連結子会社の資産及び

負債の評価に関する事

項

連結子会社の資産及び負債の評価につい

ては、全面時価評価法を採用しておりま

す。

同左

６．のれん及び負ののれん

の償却に関する事項

――――― のれんの償却については、個別案件ごと

に判断し、20年以内の合理的な年数で償

却をしております。

７．連結キャッシュ・フロー

計算書における資金の

範囲

手許現金、随時引き出し可能な預金及び

容易に換金可能であり、かつ価値の変動

について僅少なリスクしか負わない取得

日から３ヶ月以内に償還期限の到来する

短期投資からなっております。

同左
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連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更

前連結会計年度
（自　平成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48,857百万

円であります。

　なお、当連結会計年度における連結貸借対照表の純資産

の部については、連結財務諸表規則の改正に伴い、改正後

の連結財務諸表規則により作成しております。

――――― 

――――― （ポイント費用引当金）

　当社のポイントカード制度は、販売額に応じてポイント

を付与し、一定のポイントに達した時点で値引処理してお

り、従来は顧客がポイントを使用した時点で費用計上して

おりましたが、過去のポイントの使用状況について将来使

用されると見込まれる金額の合理的な見積りが可能となっ

たことにより、当連結会計年度末の残高のうち将来使用さ

れると見込まれる金額をポイント費用引当金として計上す

る方法に変更しております。

　この変更に伴い、ポイント費用引当金繰入額のうち当連

結会計年度に発生したポイント残高に対応する金額につい

ては販売費及び一般管理費に、前連結会計年度以前に発生

したポイント残高に対応する金額については過年度ポイン

ト費用引当金繰入額として特別損失に計上しておりま

す。

　これにより従来の方法と比較して、販売費及び一般管理

費は202百万円増加し、営業利益及び経常利益も同額減少

しております。更に特別損失は676百万円増加し、税金等

調整前当期純利益は879百万円減少しております。

追加情報

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）

 ――――― （売上高の純額表示に関する会計処理） 

 

平成18年３月30日公表「ソフトウエア取引の収益の会計

処理に関する実務上の取扱い」（企業会計基準委員会　

事務対応報告第17号）の趣旨に鑑み、従来、総額表示と

していた不動産賃貸収益を当事業年度より対応する原価

と相殺のうえ、純額表示にて計上することといたしまし

た。これにより従来の方法に比べ売上高、販売費及び一

般管理費はそれぞれ12億92百万円減少いたしましたが営

業損益に与える影響はありません。
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注記事項

（連結貸借対照表関係）

前連結会計年度
（平成19年３月31日）

当連結会計年度
（平成20年３月31日）

※１．非連結子会社に対するものは次のとおりであります。

投資有価証券（株式）　　　  　　　 148百万円

※１．　　　　　　　―――――

※２．消費税等の会計処理

未払消費税等は、流動負債の「その他」に含めて表

示しております。

※２．消費税等の会計処理

同左

※３．土地再評価

親会社においては、土地の再評価に関する法律（平

成10年３月31日公布法律第34号）に基づき、事業用

の土地の再評価を行い、土地再評価差額金を純資産

の部に計上しております。

※３．土地再評価

親会社においては、土地の再評価に関する法律（平

成10年３月31日公布法律第34号）に基づき、事業用

の土地の再評価を行い、土地再評価差額金を純資産

の部に計上しております。

・再評価の方法・・・土地の再評価に関する法律施

行令（平成10年３月31日公布政令第119号）第２

条第４号に定める地価税法（平成３年法律第69

号）第16条に規定する地価税の課税価格の計算の

基礎となる土地の価格を算定するために国税庁長

官が定めて公表した方法により算出した価額に基

づいて、奥行価格補正等合理的な調整を行って算

出しております。

・再評価の方法・・・土地の再評価に関する法律施

行令（平成10年３月31日公布政令第119号）第２

条第４号に定める地価税法（平成３年法律第69

号）第16条に規定する地価税の課税価格の計算の

基礎となる土地の価格を算定するために国税庁長

官が定めて公表した方法により算出した価額に基

づいて、奥行価格補正等合理的な調整を行って算

出しております。

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

・再評価を行った土地の期

末における時価と再評価

後の帳簿価額との差額・・・ △431百万円

・再評価を行った土地の期

末における時価と再評価

後の帳簿価額との差額・・・ △323百万円

　４．親会社においては、運転資金の効率的な調達を行う

ため取引銀行２行と当座貸越契約を締結しておりま

す。

これらの契約に基づく当連結会計年度末の借入未実

行残高は次のとおりであります。

　４．親会社においては、運転資金の効率的な調達を行う

ため取引銀行２行と当座貸越契約を締結しておりま

す。

これらの契約に基づく当連結会計年度末の借入未実

行残高は次のとおりであります。

当座貸越極度額       600百万円

借入実行残高 　－百万円

差引額       600百万円

当座貸越極度額          600百万円

借入実行残高 －百万円

差引額          600百万円
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（連結損益計算書関係）

前連結会計年度
（自　平成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．固定資産除却損の内訳 ※１．固定資産除却損の内訳

建物及び構築物     84百万円

有形固定資産「その他」   36百万円

撤去費用  12百万円

計       134百万円

建物及び構築物       18百万円

有形固定資産「その他」     49百万円

無形固定資産   1百万円

計         68百万円

 ※２．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しております。

場所 用途 種類
減損損失
(百万円)

関東地区 店舗 建物及び構築物等 86

東海地区 店舗 建物及び構築物等 0

その他 遊休資産 土地 1

 合　　計 88

当社グループはキャッシュ・フローを生み出す最小単位

として事業用資産である店舗を基本単位とし、賃貸資産及

び遊休資産については物件単位ごとに資産のグルーピング

をしております。

営業活動から生ずる利益が継続してマイナスとなってい

る店舗及び遊休資産で時価が著しく下落している資産グ

ループを対象に帳簿価格を回収可能価額まで減額し、当該

減少額を減損損失（88百万円）として特別損失に計上して

おります。その内訳は建物及び構築物55百万円、土地１百

万円及びその他31百万円であります。

回収可能価額の算定は、土地については正味売却価額に

より、その他の資産については使用価値によっております。

なお、重要性が乏しいため、正味売却価額は固定資産税評

価額等を基にした評価額により算定しております。使用価

値は、見積将来キャッシュ・フローに基づく評価額がマイ

ナスであるため零とし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（千株）

当連結会計年度増加
株式数（千株）

当連結会計年度減少
株式数（千株）

当連結会計年度末株
式数（千株）

発行済株式

普通株式（注）１ 33,582 33,582 － 67,165

合計 33,582 33,582 － 67,165

自己株式

普通株式（注）２ 2,002 2,002 － 4,005

合計 2,002 2,002 － 4,005

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

２．普通株式の自己株式の株式数の増加2,002千株は、株式分割（2,002千株）及び単元未満株式の買取り（0千株）

による増加であります。

２．配当に関する事項

(1）配当金支払額

（決議）
株式の種類

配当金の総額
（百万円）

１株当たり配当
額（円）

基準日 効力発生日

平成18年6月24日

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

平成18年11月15日

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

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

（決議）
株式の種類

配当金の総額
（百万円）

配当の原資
１株当たり配
当額（円）

基準日 効力発生日

平成19年６月23日

定時株主総会
普通株式 757 利益剰余金 12 平成19年３月31日 平成19年６月25日
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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（千株）

当連結会計年度増加
株式数（千株）

当連結会計年度減少
株式数（千株）

当連結会計年度末株
式数（千株）

発行済株式

普通株式 67,165 － － 67,165

合計 67,165 － － 67,165

自己株式

普通株式（注） 4,005 136 － 4,141

合計 4,005 136 － 4,141

（注）普通株式の自己株式の株式数の増加136千株は、㈱アクトの吸収合併に反対する株主の株式買取り請求（136千株）

及び単元未満株式の買取り（0千株）による増加であります。

２．配当に関する事項

(1）配当金支払額

（決議）
株式の種類

配当金の総額
（百万円）

１株当たり配当
額（円）

基準日 効力発生日

平成19年6月23日

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

平成19年11月15日

取締役会
普通株式 756 12 平成19年９月30日 平成19年12月17日

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

（決議）
株式の種類

配当金の総額
（百万円）

配当の原資
１株当たり配
当額（円）

基準日 効力発生日

平成20年６月21日

定時株主総会
普通株式 882 利益剰余金 14 平成20年３月31日 平成20年６月23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）

※１．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

※１．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) (平成20年３月31日現在)

現金及び預金勘定       11,644百万円

現金及び現金同等物     11,644百万円

現金及び預金勘定       16,233百万円

現金及び現金同等物     16,233百万円

２．合併により増加した資産及び負債の主な内容

当連結会計年度に合併した株式会社アクトより引継い

だ資産及び負債の内訳は次のとおりであります。

流動資産

固定資産

    801百万円

443百万円

資産合計     1,245百万円

流動負債     1,197百万円

負債合計     1,197百万円

３．当連結会計年度に営業の譲受により増加した資産及び

負債の主な内訳

（1）株式会社スズキより譲り受けた資産及び負債の主な

内訳は次のとおりであります。

流動資産

固定資産

のれん

28百万円

46百万円

310百万円

資産合計 385百万円

流動負債 －百万円

負債合計 －百万円

（2）ホリウチ株式会社より譲り受けた資産及び負債の主

な内訳は次のとおりであります。

流動資産

固定資産

29百万円

10百万円

資産合計 40百万円

流動負債 －百万円

負債合計 －百万円
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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．リース物件の所有権が借主に移転すると認められるも

の以外のファイナンス・リース取引

(1）リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当

額及び期末残高相当額

(1）リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当

額、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）

有形固定資産
「その他」

609 319 290

無形固定資産 53 4 49

合計 663 323 339

取得価額

相当額

（百万円）

減価償却

累計額相

当額

（百万円）

減損損失

累計額相

当額

（百万円） 

期末残高

相当額

（百万円）

建物及び構築

物
869 92 － 777

有形固定資産

「その他」
609 436 4 169

無形固定資産 53 15 － 38

合計 1,533 543 4 985

(2）未経過リース料期末残高相当額 (2）未経過リース料期末残高相当額等

未経過リース料期末残高相当額

１年内       128百万円

１年超       226百万円

合計       355百万円

１年内        195百万円

１年超       815百万円

合計      1,010百万円

リース資産減損勘定の残高　 4百万円

(3)支払リース料、減価償却費相当額及び支払利息相当

額

(3)支払リース料、リース資産減損勘定の取崩額、減価

償却費相当額、支払利息及び減損損失

支払リース料       118百万円

減価償却費相当額       116百万円

支払利息相当額   5百万円

支払リース料        210百万円

リース資産減損勘定の取崩額 0百万円

減価償却費相当額        198百万円

支払利息相当額    16百万円

減損損失 4百万円

(4）減価償却費相当額の算定方法

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定

額法によっております。

(4）減価償却費相当額の算定方法

同左

(5）利息相当額の算定方法

リース料総額とリース物件の取得価額相当額との差

額を利息相当額とし、各期への配分方法については

利息法によっております。

(5）利息相当額の算定方法

同左

２．オペレーティング・リース取引 ２．オペレーティング・リース取引

(1）借主側 (1）借主側

未経過リース料 未経過リース料

１年内       605百万円

１年超      3,820百万円

合計      4,426百万円

１年内        330百万円

１年超        695百万円

合計      1,025百万円
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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）

(2）貸主側 (2）　　　　　　　―――――

未経過リース料

１年内     25百万円

１年超     47百万円

合計       73百万円

（注）上記は、すべて転貸リース取引に係る貸主側

の未経過リース料であります。なお、当該転

貸リース取引は、おおむね同一の条件で第三

者にリースしておりますので、ほぼ同額の残

高が上記の借主側の未経過リース料に含まれ

ております。

（有価証券関係）

１．その他有価証券で時価のあるもの

種類

前連結会計年度（平成19年３月31日） 当連結会計年度（平成20年３月31日）

取得原価
（百万円）

連結貸借対照
表計上額
（百万円）

差額（百万円）
取得原価
（百万円）

連結貸借対照
表計上額
（百万円）

差額（百万円）

連結貸借対照

表計上額が取

得原価を超え

るもの

(1）株式 62 261 198 62 156 94

(2）債券

①　国債・地方債

等
－ － － － － －

②　社債 － － － － － －

③　その他 － － － － － －

(3）その他 － － － － － －

小計 62 261 198 62 156 94

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 － － － 0 0 △0

(2）債券

①　国債・地方債

等
－ － － － － －

②　社債 － － － － － －

③　その他 － － － － － －

(3）その他 － － － － － －

小計 － － － 0 0 △0

合計 62 261 198 62 157 94

２．時価評価されていない主な有価証券の内容

種類
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）

連結貸借対照表計上額（百万円） 連結貸借対照表計上額（百万円）

（1）その他有価証券

非上場株式 1 1

（デリバティブ取引関係）

前連結会計年度（自　平成18年４月１日　至　平成19年３月31日）

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

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、デリバティブ取引を全く行っておりませんので、該当事項はありません。
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（退職給付関係）

１．採用している退職給付制度の概要

　当社グループは、確定給付型の制度として適格退職年金制度を採用しております。また、従業員の退職等に際して、

退職給付会計に準拠した数理計算による退職給付債務の対象とされない割増退職金を支払う場合があります。

２．退職給付債務及びその内訳

前連結会計年度
（平成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（百万円） △1,013 △1,138

(2)年金資産 (百万円) 930 921

(3)未積立退職給付債務(1)+(2) (百万円) △83 △217

(4)会計基準変更時差異の未処理額 (百万円) － －

(5)未認識数理計算上の差異 (百万円) △110 3

(6)未認識過去勤務債務（債務の減額）

(百万円)
－ －

(7)連結貸借対照表計上額純額 (百万円)

 (3)+(4)+(5)+(6)
△194 △213

(8)前払年金費用 (百万円) － －

(9)退職給付引当金(7)-(8) (百万円) △194 △213

３．退職給付費用の内訳

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 (百万円) 127 138

(1)勤務費用 (百万円) 138 155

(2)利息費用 (百万円) 18 20

(3)期待運用収益（減算）(百万円) 29 32

(4)数理計算上の差異の費用処理額(百万円) △0 △4

(5)割増退職金 (百万円) 0 －

４．退職給付債務等の計算の基礎に関する事項

前連結会計年度
（平成19年３月31日）

当連結会計年度
（平成20年３月31日）

(1)割引率（％） 2.0 2.0

(2)期待運用収益率（％） 3.5 3.5

(3)退職給付見込額の期間配分方法 期間定額基準 期間定額基準

(4)数理計算上の差異の処理年数（年） 10 10

（ストック・オプション等関係）

該当事項はありません。
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（税効果会計関係）

１．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

（単位：百万円）

前連結会計年度
（平成19年３月31日）

当連結会計年度
（平成20年３月31日）

繰延税金資産（流動）

未払事業税 220 219

賞与引当金超過額 378 410

ポイント費用引当金 － 356

その他 65 80

合計 663 1,066

繰延税金資産（固定）

投資有価証券評価損 88 88

役員退職慰労引当金 62 66

退職給付引当金超過額 78 86

会員権評価損 10 10

貸倒引当金 1 1

その他 6 55

合計 248 309

繰延税金負債（固定）

その他有価証券評価差額金 △80 △38

合計 △80 △38

繰延税金資産(固定)の純額 168 270

２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主

要な項目別の内訳

前連結会計年度（平成19年３月31日）及び当連結会計年度（平成20年３月31日）において、法定実効税率と税効果

会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の100分の５以下であるため注記を省略しております。
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（セグメント情報）

ａ．事業の種類別セグメント情報

前連結会計年度（自平成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）

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

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

ております。

ｂ．所在地別セグメント情報

　　前連結会計年度（自平成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）においては、本邦以外の国または地域に所在する連結子会社がないため、該当事項はあ

りません。

ｃ．海外売上高

　　前連結会計年度（自平成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）においては、海外売上高がないため、該当事項はありません。

（関連当事者との取引）

前連結会計年度（自平成18年４月１日　至平成19年３月31日）

(1）役員及び個人主要株主等

属性
会社等の
名称

住所
資本金又
は出資金
(百万円)

事業の内容
又は職業

議決権等の
所有（被所
有）割合

（％）

関係内容

取引の内容
取引金
額
(百万円)

科目
期末残高
（百万円）

役員の
兼任等
（人）

事業上
の関係

役員が議

決権の過

半数を所

有してい

る会社

株式会社

イリュウ

商事

東京都

世田谷区
263

不動産賃貸

業

（被所有）

直接42.3

兼任

１

不動産取

引

店舗賃貸借契約

　※1
115

前払費用 12

保証金 182

役員の近

親者
多田文子

東京都

世田谷区
－ －

（被所有）

直接0.6
－

不動産取

引

店舗賃貸借契約

　※2
36

前払費用 3

保証金 30

　（注）１．「取引金額」及び「期末残高」は消費税抜きの金額であります。

２．取引条件及び取引条件の決定方法

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

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

※２．実際の取引は同氏が所有する（有）幸輝と行っております。

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）役員及び個人主要株主等

属性
会社等の
名称

住所
資本金又
は出資金
(百万円)

事業の内容
又は職業

議決権等の
所有（被所
有）割合

（％）

関係内容

取引の内容
取引金
額
(百万円)

科目
期末残高
（百万円）

役員の
兼任等
（人）

事業上
の関係

役員が議

決権の過

半数を所

有してい

る会社

株式会社

フォレス

ト

東京都

八王子市
94

不動産賃貸

業

（被所有）

間接42.3

兼任

１

不動産取

引

店舗賃貸借契約

　※1
141

前払費用 11

保証金 182

役員の近

親者
多田文子

東京都

世田谷区
－ －

（被所有）

直接0.6
－

不動産取

引

店舗賃貸借契約

　※2
36

前払費用 3

保証金 30

　（注）１．「取引金額」及び「期末残高」は消費税抜きの金額であります。

２．取引条件及び取引条件の決定方法

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

※１．株式会社イリュウ商事が会社分割をし、賃貸人が株式会社フォレストへ変更になっております。

※２．実際の取引は同氏が所有する（有）幸輝と行っております。
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（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）

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．結合当事企業又は対象となった事業の名称及びその事

業の内容、企業結合の法的形式、結合後企業の名称並

びに取引の目的を含む取引の概要

(1）結合当事企業又は対象となった事業の名称及びその事

業の内容

 ①結合企業 

株式会社サンドラッグ（当社）

ドラッグストア事業

②被結合企業

株式会社アクト（非連結子会社）

ホームセンター事業

（2）企業結合の法的形式

当社を存続会社、株式会社アクトを消滅会社とする吸

収合併。なお、合併による新株式の発行及び資本金の

増加はありません。

（3）結合後企業の名称

株式会社サンドラッグ

（4）取引の目的を含む取引の概要

株式会社アクトの店舗は横浜市内に位置し、ドラッグ

ストア事業への業態変換を行うことにより、ドミナン

ト効果の向上が期待でき、更に業務の効率化を図るた

めに、当社は平成19年７月１日付けで株式会社アクト

を吸収合併いたしました。

２．実施した会計処理の概要

上記合併は、共通支配下の取引に該当するものであり、

株式会社アクトの純資産額と当社が所有する子会社株

式の帳簿価額との差額を「抱合せ株式消滅差損」とし

て100百万円特別損失に計上しております。
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（１株当たり情報）

前連結会計年度
（自　平成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     773円55銭

１株当たり当期純利益金額    118円62銭

１株当たり純資産額      867円23銭

１株当たり当期純利益金額       122円21銭

なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額について

は、潜在株式が存在しないため記載しておりません。

当社は、平成18年４月１日付けで普通株式１株につき２株

の割合で株式分割を行っております。

なお、当該株式分割が前期首に行われたと仮定した場合の

前連結会計年度における１株当たり情報については、以下

のとおりとなります。

１株当たり純資産額　　　　　　　　　　　675円47銭

１株当たり当期純利益金額　　　　　　　　114円59銭

潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額　　　　－

なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額について

は、潜在株式が存在しないため記載しておりません。

　（注）１株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

前連結会計年度
(自　平成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)

当期純利益（百万円） 7,492 7,706

普通株主に帰属しない金額（百万円） － －

普通株式に係る当期純利益（百万円） 7,492 7,706

期中平均株式数（株） 63,160,511 63,062,165
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（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）

合併の予定（吸収合併）

当社は、平成19年３月30日付けで株式会社アクト（以下

「同社」という。）の全株式を148百万円で取得し、完全

子会社といたしました。

なお、平成19年５月15日開催の取締役会において、当社が

存続会社となって、同社を吸収合併することを決議いたし

ました。

同社は、神奈川県横浜市内において、ホームセンター事業

をおこなっておりましたが、ドラッグストア事業への業態

変換をおこなう予定であります。

―――――

(1)同社の概要

①事業の内容

ホームセンター事業ほか

②直近の財務状況

貸借対照表の要旨（平成19年３月31日現在）

 （単位：百万円）

科目 金額

 資産 670

 負債 499

 純資産 170

 (2)合併の概要

当社を存続会社とする吸収合併で、同社は解散します。

①増加資本の額及び新株式の発行割合

当社は、同社の全株式を所有しているため、合併によ

る新株の発行及び資本金の増加は行わないものとしま

す。

②合併期日（予定）

合併期日は平成19年７月１日を予定しております。

ただし、手続き進行上の必要性その他の事由があると

きは、両社協議のうえで日程を変更することがありま

す。
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５．個別財務諸表
(1）貸借対照表

第44期
（平成19年３月31日）

第45期
（平成20年３月31日）

区分
注記
番号

金額（百万円）
構成比
（％）

金額（百万円）
構成比
（％）

（資産の部）

Ⅰ　流動資産

１．現金及び預金 11,538 16,005

２．売掛金 6,138 6,760

３．商品 19,750 20,209

４．貯蔵品 52 56

５．前渡金 － 23

６．前払費用 755 894

７．繰延税金資産 651 1,046

８．未収入金 5,517 6,411

９．その他 262 373

貸倒引当金 △7 △8

流動資産合計 44,658 56.4 51,773 59.4

Ⅱ　固定資産

１．有形固定資産

(1) 建物  12,334 13,490

減価償却累計額 4,739 7,595 5,509 7,980

(2) 構築物 1,644 1,759

減価償却累計額 869 775 1,044 714

(3) 車輌運搬具 23 25

減価償却累計額 21 2 21 3

(4) 器具備品 6,891 7,606

減価償却累計額 3,932 2,958 4,757 2,848

(5) 土地 ※１ 2,642 2,642

(6) 建設仮勘定  43 56

有形固定資産合計 14,016 17.7 14,246 16.4

２．無形固定資産

(1) 借地権 3,269 3,269

(2) ソフトウェア 354 627

(3) その他 214 54

無形固定資産合計 3,838 4.9 3,952 4.5
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第44期
（平成19年３月31日）

第45期
（平成20年３月31日）

区分
注記
番号

金額（百万円）
構成比
（％）

金額（百万円）
構成比
（％）

３．投資その他の資産

(1) 投資有価証券  260 156

(2) 関係会社株式 268 120

(3) 出資金 1 1

(4) 長期貸付金 3,958 3,614

(5) 従業員長期貸付金 111 68

(6) 関係会社長期貸付金 600 910

(7) 長期前払費用 1,021 943

(8) 繰延税金資産 164 265

(9) 保証金 9,900 10,466

(10)その他 387 662

貸倒引当金 △3 △3

投資その他の資産合計 16,671 21.0 17,206 19.7

固定資産合計 34,526 43.6 35,405 40.6

資産合計 79,185 100.0 87,178 100.0

（負債の部）

Ⅰ　流動負債

１．買掛金 21,529 22,109

２．未払金 1,482 1,337

３．未払費用 1,319 1,464

４．未払法人税等 2,805 3,535

５. 前受金 － 140

６．預り金 647 487

７．前受収益 － 0

８．役員賞与引当金 75 92

９．ポイント費用引当金 － 879

10．その他 478 451

流動負債合計 28,336 35.8 30,498 35.0
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第44期
（平成19年３月31日）

第45期
（平成20年３月31日）

区分
注記
番号

金額（百万円）
構成比
（％）

金額（百万円）
構成比
（％）

Ⅱ　固定負債

１．預り保証金 1,383 1,439

２．退職給付引当金 187 203

３．役員退職慰労引当金 155 164

４．再評価に係る繰延税金負
債

 ※１ 25 25

５．その他  － 19

固定負債合計 1,752 2.2 1,853 2.1

負債合計 30,088 38.0 32,352 37.1

（純資産の部）        

Ⅰ　株主資本        

１．資本金   3,931 5.0  3,931 4.5

２．資本剰余金        

(1）資本準備金  7,409   7,409   

資本剰余金合計   7,409 9.3  7,409 8.5

３．利益剰余金        

(1）利益準備金  256   256   

(2）その他利益剰余金        

別途積立金  35,250   42,250   

繰越利益剰余金  8,667   7,791   

利益剰余金合計   44,173 55.8  50,297 57.7

４．自己株式   △3,267 △4.1  △3,600 △4.1

株主資本合計   52,246 66.0  58,037 66.6

Ⅱ　評価・換算差額等        

１．その他有価証券評価差額
金

  116 0.1  55 0.0

２．土地再評価差額金 ※１  △3,266 △4.1  △3,266 △3.7

評価・換算差額等合計   △3,149 △4.0  △3,211 △3.7

純資産合計   49,096 62.0  54,826 62.9

負債・純資産合計   79,185 100.0  87,178 100.0
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(2）損益計算書

第44期
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

第45期
（自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日）

区分
注記
番号

金額（百万円）
百分比
（％）

金額（百万円）
百分比
（％）

Ⅰ　売上高 193,470 100.0 213,976 100.0

Ⅱ　売上原価

１．商品期首たな卸高 17,440 20,056

２．当期商品仕入高 153,579 166,552

合計 171,019 186,608

３．商品期末たな卸高 19,750 151,269 78.2 20,209 166,399 77.8

売上総利益 42,201 21.8 47,576 22.2

Ⅲ　その他営業収入  2,825 1.5  1,927 0.9

営業総利益 45,027 23.3 49,504 23.1

Ⅳ　販売費及び一般管理費

１．広告宣伝費 2,271 2,319

２．販売促進費 1,762 2,519

３．ポイント費用引当金繰入
額

－ 202

４．給与手当 11,127 12,320

５．退職給付費用 124 134

６．役員退職慰労引当金繰入
額

9 9

７．役員賞与引当金繰入額 75 92

８．賃借料 8,754 8,249

９．減価償却費 1,957 2,205

10．貸倒引当金繰入額 1 1

11．その他 6,254 32,338 16.7 7,623 35,678 16.7

営業利益 12,689 6.6 13,825 6.4

Ⅴ　営業外収益

１．受取利息 70 105

２．受取配当金 2 3

３．新店コーナー協力金 167 138

４．その他 50 291 0.1 88 336 0.2
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第44期
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

第45期
（自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日）

区分
注記
番号

金額（百万円）
百分比
（％）

金額（百万円）
百分比
（％）

Ⅵ　営業外費用

１．支払利息 0 0

２．商品廃棄損 64 75

３．その他 6 71 0.0 1 78 0.0

経常利益 12,909 6.7 14,084 6.6

Ⅶ　特別利益

１．違約金収入 0 64

２．営業補償金 － 45

　３．貸倒引当金戻入額 1 2 0.0 － 110 0.0

Ⅷ　特別損失

１．固定資産除却損 ※１ 134 68

２．賃貸借契約解約損  27 15

３．過年度ポイント費用引当
金繰入額

 － 676

４．減損損失 ※２ － 71

５．抱合せ株式消滅差損  － 100

６．その他 27 189 0.1 － 933 0.4

税引前当期純利益 12,722 6.6 13,261 6.2

法人税、住民税及び事業
税

5,299 6,078

法人税等調整額 △37 5,261 2.7 △455 5,623 2.6

当期純利益 7,460 3.9 7,637 3.6
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(3）株主資本等変動計算書

第44期（自　平成18年４月１日　至　平成19年３月31日）

株主資本

資本金

資本剰余金 利益剰余金

自己株式
株主資本合
計

資本準備金 利益準備金

その他利益剰余金
利益剰余金
合計

別途積立金
繰越利益剰
余金

平成18年３月31日　残高
（百万円）

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

事業年度中の変動額

 　別途積立金の積立て（注）    6,000 △6,000 －  －

剰余金の配当（注）     △631 △631  △631

剰余金の配当     △631 △631  △631

利益処分による役員賞与
（注）

    △82 △82  △82

当期純利益     7,460 7,460  7,460

自己株式の取得       △0 △0

土地再評価差額金の取崩し     △89 △89  △89

株主資本以外の項目の事業年
度中の変動額（純額）

        

事業年度中の変動額合計
（百万円）

－ － － 6,000 26 6,026 △0 6,025

平成19年３月31日　残高
（百万円）

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

評価・換算差額等

純資産合計
その他有価証券評価差
額金

土地再評価差額金 評価・換算差額等合計

平成18年３月31日　残高
（百万円）

150 △3,356 △3,205 43,015

事業年度中の変動額

別途積立金の積立て（注）    －

剰余金の配当（注）    △631

剰余金の配当    △631

利益処分による役員賞与
（注）

   △82

当期純利益    7,460

自己株式の取得    △0

土地再評価差額金の取崩し    △89

株主資本以外の項目の事業年
度中の変動額（純額）

△33 89 55 55

事業年度中の変動額合計
（百万円）

△33 89 55 6,081

平成19年３月31日　残高
（百万円）

116 △3,266 △3,149 49,096

 （注）平成18年６月開催の定時株主総会における利益処分項目であります。
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第45期（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

自己株式
株主資本
合計

資本準備金 利益準備金

その他利益剰余金
利益剰余金
合計

別途積立金
繰越利益剰
余金

平成19年３月31日　残高
（百万円）

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

事業年度中の変動額

 　別途積立金の積立て（注）    7,000 △7,000 －  －

剰余金の配当     △1,514 △1,514  △1,514

当期純利益     7,637 7,637  7,637

自己株式の取得       △332 △332

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）

－ － － 7,000 △876 6,123 △332 5,790

平成20年３月31日　残高
（百万円）

3,931 7,409 256 42,250 7,791 50,297 △3,600 58,037

評価・換算差額等

純資産合計
その他有価証券評価差
額金

土地再評価差額金 評価・換算差額等合計

平成19年３月31日　残高
（百万円）

116 △3,266 △3,149 49,096

事業年度中の変動額

別途積立金の積立て（注）    －

剰余金の配当    △1,514

当期純利益    7,637

自己株式の取得    △332

株主資本以外の項目の事業年
度中の変動額（純額）

△61 － △61 △61

事業年度中の変動額合計
（百万円）

△61 － △61 5,729

平成20年３月31日　残高
（百万円）

55 △3,266 △3,211 54,826

 （注）平成19年６月開催の定時株主総会における利益処分項目であります。
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重要な会計方針

項目
第44期

（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

第45期
（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

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

時価のあるもの

同左

時価のないもの

移動平均法による原価法を採用して

おります。

時価のないもの

同左

２．たな卸資産の評価基準及

び評価方法

(1）商品

売価還元平均原価法を採用しておりま

す。

(1）商品

同左

(2）貯蔵品

最終仕入原価法を採用しております。

(2）貯蔵品

同左

３．固定資産の減価償却の方

法

(1）有形固定資産

定率法を採用しております。なお、平

成10年４月１日以降に取得した建物

（建物附属設備を除く）については、

定額法を採用しております。

また、主な耐用年数は次のとおりであ

ります。

建物　　　　　　　15～50年

器具備品　　　　　５～８年

(1）有形固定資産

定率法を採用しております。なお、平

成10年４月１日以降に取得した建物

（建物附属設備を除く）については、

定額法を採用しております。

また、事業用定期借地契約による借地

上の建物については、耐用年数を定期

借地権の残存期間とし、残存価額を零

とする定額法によっております。

なお、主な耐用年数は次のとおりであ

ります。 

 建物　　　　　　　３～50年

 器具備品　　　　　２～20年

  （会計方針の変更） 

当社は、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71百万円減少しておりま

す。

株式会社サンドラッグ（9989）　平成 20 年３月期　決算短信

－ 43 －



項目
第44期

（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

第45期
（自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日）

  （追加情報） 

当社は、法人税法の改正に伴い、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格の５％に達

した事業年度の翌事業年度より、取得価

額の５％相当額と備忘価格との差額を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

前当期純利益は８百万円減少しておりま

す。

(2）無形固定資産

定額法を採用しております。なお、ソ

フトウェア（自社利用分）については、

社内における見込利用可能期間（５

年）に基づく定額法によっております。

(2）無形固定資産

同左

(3）長期前払費用

均等償却をしております。

(3）長期前払費用

同左

４．引当金の計上基準 (1）貸倒引当金

期末債権の貸倒れによる損失に備える

ため、一般債権については貸倒実績率

により、貸倒懸念債権等特定の債権に

ついては個別に回収可能性を検討して

回収不能見込額を計上しております。

(1）貸倒引当金

同左

 (2）役員賞与引当金

役員賞与の支出に備えるため、当事業

年度末における支給見込額に基づき計

上しております。

 （会計方針の変更）

当事業年度より「役員賞与に関する会

計基準」（企業会計基準第４号　平成

17年11月29日）を適用しておりま

す。

これにより営業利益、経常利益及び税

引前当期純利益は、それぞれ75百万円

減少しております。

(2）役員賞与引当金

役員賞与の支出に備えるため、当事業

年度末における支給見込額に基づき計

上しております。

 ――――― (3）ポイント費用引当金 

ポイントカードにより顧客に付与され

たポイントの利用に備えるため、当事

業年度末において将来利用されると見

込まれる額を計上しております。 
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項目
第44期

（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

第45期
（自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日）

 (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。また、数理計算上の差異は、各

事業年度の発生時の従業員の平均残存

勤務期間以内の一定の年数（10年）に

よる定額法により按分した額を、それ

ぞれ発生の翌事業年度から費用処理し

ております。

 

(4）退職給付引当金

同左

(5）役員退職慰労引当金

役員に対する退職慰労金の支払に備え

るため、内規に基づく期末要支給額を

計上しております。

(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

６．その他財務諸表作成のた

めの基本となる重要な事

項

(1）消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税抜方式を採

用しております。

(1）消費税等の会計処理

同左
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会計処理方法の変更

第44期
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

第45期
（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。

　これまで資本の部の合計に相当する金額は49,096百万円

であります。

　なお、当事業年度における貸借対照表の純資産の部につ

いては、財務諸表等規則の改正に伴い、改正後の財務諸表

等規則により作成しております。

 

―――――

 

―――――

 

（ポイント費用引当金）

　当社のポイントカード制度は、販売額に応じてポイント

を付与し、一定のポイントに達した時点で値引処理してお

り、従来は顧客がポイントを使用した時点で費用計上して

おりましたが、過去のポイントの使用状況について将来使

用されると見込まれる金額の合理的な見積りが可能となっ

たことにより、当事業年度末の残高のうち将来使用される

と見込まれる金額をポイント費用引当金として計上する方

法に変更しております。

　この変更に伴い、ポイント費用引当金繰入額のうち当事

業年度に発生したポイント残高に対応する金額については

販売費及び一般管理費に、前事業年度以前に発生したポイ

ント残高に対応する金額については過年度ポイント費用引

当金繰入額として特別損失に計上しております。

　これにより従来の方法と比較して、販売費及び一般管理

費は202百万円増加し、営業利益及び経常利益も同額減少

しております。更に特別損失は676百万円増加し、税引前

当期純利益は879百万円減少しております。

 

表示方法の変更

第44期
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

第45期
（自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日）

 （損益計算書関係）

「販売促進費」は前事業年度まで販売費及び一般管理費

の「その他」に含めて表示しておりましたが、販売費及び

一般管理費の総額の100分の5を超えたため区分掲記してお

ります。

なお、前事業年度において「その他」に含まれている

「販売促進費」は1,049百万円であります。

 ―――――
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（追加情報）

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）

 ――――― （売上高の純額表示に関する会計処理） 

 

平成18年３月30日公表「ソフトウエア取引の収益の会計

処理に関する実務上の取扱い」（企業会計基準委員会　

事務対応報告第17号）の趣旨に鑑み、従来、総額表示と

していた不動産賃貸収益を当事業年度より対応する原価

と相殺のうえ、純額表示にて計上することといたしまし

た。これにより従来の方法に比べ売上高、販売費及び一

般管理費はそれぞれ13億24百万円減少いたしましたが営

業損益に与える影響はありません。

注記事項

（貸借対照表関係）

第44期
（平成19年３月31日）

第45期
（平成20年３月31日）

※１．土地再評価

当社は、土地の再評価に関する法律（平成10年３月

31日公布法律第34号）に基づき、事業用の土地の再

評価を行い、土地再評価差額金を純資産の部に計上

しております。

※１．土地再評価

当社は、土地の再評価に関する法律（平成10年３月

31日公布法律第34号）に基づき、事業用の土地の再

評価を行い、土地再評価差額金を純資産の部に計上

しております。

・再評価の方法・・・土地の再評価に関する法律施

行令（平成10年３月31日公布政令第119号）第２

条４号に定める地価税法（平成３年法律第69号）

第16条に規定する地価税の課税価格の計算の基礎

となる土地の価格を算定するために国税庁長官が

定めて公表した方法より算出した価額に基づいて、

奥行価格補正等合理的な調整を行って算出してお

ります。

・再評価の方法・・・土地の再評価に関する法律施

行令（平成10年３月31日公布政令第119号）第２

条４号に定める地価税法（平成３年法律第69号）

第16条に規定する地価税の課税価格の計算の基礎

となる土地の価格を算定するために国税庁長官が

定めて公表した方法より算出した価額に基づいて、

奥行価格補正等合理的な調整を行って算出してお

ります。

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

・再評価を行った土地の期

末における時価と再評価

後の帳簿価額との差額・・・△431百万円

・再評価を行った土地の期

末における時価と再評価

後の帳簿価額との差額・・・△323百万円

　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行と当座貸越契約を締結しております。これら

の契約に基づく当事業年度末の借入未実行残高は次

のとおりであります。

　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行と当座貸越契約を締結しております。これら

の契約に基づく当事業年度末の借入未実行残高は次

のとおりであります。

当座貸越極度額       600百万円

借入実行残高 　－百万円

差引額       600百万円

当座貸越極度額          600百万円

借入実行残高 　　－百万円

差引額          600百万円
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（損益計算書関係）

第44期
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

第45期
（自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日）

※１．固定資産除却損の内訳 ※１．固定資産除却損の内訳

建物     79百万円

構築物   5百万円

器具備品     36百万円

撤去費用  12百万円

計      134百万円

建物       17百万円

構築物    0百万円

器具備品       49百万円

車輌運搬具 0百万円

ソフトウエア    1百万円

計        68百万円

 ※２．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
減損損失
(百万円)

関東地区 店舗 建物及び構築物等 70

東海地区 店舗 建物及び構築物等 0

 合　　計 71

当社はキャッシュ・フローを生み出す最小単位として事

業用資産である店舗を基本単位とし、賃貸資産及び遊休資

産については物件単位ごとに資産のグルーピングをしてお

ります。

営業活動から生ずる利益が継続してマイナスとなってい

る店舗及び遊休資産で時価が著しく下落している資産グ

ループを対象に帳簿価格を回収可能価額まで減額し、当該

減少額を減損損失（71百万円）として特別損失に計上して

おります。　その内訳は建物39百万円、構築物３百万円、

器具備品26百万円及び長期前払費用２百万円であります。

回収可能価額の算定は、使用価値によっております。な

お、使用価値は、見積将来キャッシュ・フローに基づく評

価額がマイナスであるため零として算定しております。
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（株主資本等変動計算書関係）

第44期（自平成18年４月１日　至平成19年３月31日）

自己株式の種類及び株式数に関する事項

前事業年度末株式
数（千株）

当事業年度増加株
式数（千株）

当事業年度減少株
式数（千株）

当事業年度末株式
数（千株）

普通株式（注） 2,002 2,002 － 4,005

合計 2,002 2,002 － 4,005

 （注）普通株式の自己株式の株式数の増加2,002千株は、株式分割（2,002千株）及び単元未満株式の買取り（0千株）に

よる増加であります。

第45期（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（千株）

当事業年度増加株
式数（千株）

当事業年度減少株
式数（千株）

当事業年度末株式
数（千株）

普通株式（注） 4,005 136 － 4,141

合計 4,005 136 － 4,141

（注）普通株式の自己株式の株式数の増加136千株は、㈱アクトの吸収合併に反対する株主の株式買取り請求（136千株）

及び単元未満株式の買取り（0千株）による増加であります。
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（リース取引関係）

第44期
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

第45期
（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．リース物件の所有権が借主に移転すると認められるも

の以外のファイナンス・リース取引

(1）リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当

額及び期末残高相当額

(1）リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当

額、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）

器具備品 609 319 290

ソフトウェア 47 3 43

合計 657 323 334

取得価額

相当額

（百万円）

減価償却

累計額相

当額

（百万円）

減損損失

累計額相

当額

（百万円） 

期末残高

相当額

（百万円）

建物 869 92 － 777

器具備品 609 436 3 169

ソフトウェア 47 13 － 34

合計 1,526 541 3 981

(2）未経過リース料期末残高相当額 (2）未経過リース料期末残高相当額等

未経過リース料期末残高相当額

１年内       127百万円

１年超       222百万円

合計       349百万円

１年内        194百万円

１年超        811百万円

合計      1,006百万円

リース資産減損勘定の残高　 3百万円

(3）支払リース料、減価償却費相当額及び支払利息相当

額

(3)支払リース料、リース資産減損勘定の取崩額、減価

償却費相当額、支払利息及び減損損失

支払リース料       118百万円

減価償却費相当額       115百万円

支払利息相当額   5百万円

支払リース料        209百万円

リース資産減損勘定の取崩額 0百万円

減価償却費相当額        196百万円

支払利息相当額    16百万円

減損損失 3百万円

(4）減価償却費相当額の算定方法

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定

額法によっております。

(4）減価償却費相当額の算定方法

同左

(5）利息相当額の算定方法

リース料総額とリース物件の取得価額相当額との差

額を利息相当額とし、各期への配分方法については、

利息法によっております。

(5）利息相当額の算定方法

同左

２．オペレーティング・リース取引 ２．オペレーティング・リース取引

(1）借主側 (1）借主側

未経過リース料 未経過リース料

１年内       599百万円

１年超      3,780百万円

合計      4,380百万円

１年内      330百万円

１年超        695百万円

合計      1,025百万円
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第44期
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

第45期
（自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日）

(2）貸主側 (2）　　　　　　　―――――

未経過リース料

１年内     25百万円

１年超     47百万円

合計       73百万円

（注）上記は、すべて転貸リース取引に係る貸主側の未経

過リース料であります。なお、当該転貸リース取引

は、おおむね同一の条件で第三者にリースしており

ますので、ほぼ同額の残高が上記の借主側の未経過

リース料に含まれております。

（有価証券関係）

　第44期（自　平成18年４月１日　至　平成19年３月31日）及び第45期（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。

（税効果会計関係）

１．繰延税金資産の発生の主な原因別の内訳

（単位：百万円）

第44期
（平成19年３月31日）

第45期
（平成20年３月31日）

繰延税金資産（流動）

未払事業税 219 214

賞与引当金超過額 367 397

ポイント費用引当金 － 356

その他 63 78

合計 651 1,046

繰延税金資産（固定）

投資有価証券評価損 88 88

役員退職慰労引当金 62 66

退職給付引当金超過額 76 82

会員権評価損 10 10

貸倒引当金 1 1

その他 4 52

合計 244 303

繰延税金負債（固定）

その他有価証券評価差額金 △79 △37

合計 △79 △37

繰延税金資産（固定）の純額 164 265

２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因と

なった主要な項目別の内訳

前事業年度（平成19年３月31日）及び当事業年度（平成20年３月31日）において、法定実効税率と税効果会

計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の100分の５以下であるため注記を省略しておりま

す。
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（１株当たり情報）

第44期
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

第45期
（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   777円34銭

１株当たり当期純利益金額    118円12銭

１株当たり純資産額    869円92銭

１株当たり当期純利益金額     121円12銭

なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額について

は、潜在株式が存在しないため記載しておりません。

当社は、平成18年４月１日付けで普通株式１株につき２株

の割合で株式分割を行っております。

なお、当該株式分割が前期首に行われたと仮定した場合の

前事業年度における１株当たり情報については、以下のと

おりとなります。

１株当たり純資産額　　　　　　　　　　　679円75銭

１株当たり当期純利益金額　　　　　　　　114円00銭

潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額　　　　－

なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額について

は、潜在株式が存在しないため記載しておりません。

（注）１株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

第44期
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

第45期
（自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日）

当期純利益（百万円） 7,460 7,637

普通株主に帰属しない金額（百万円） － －

普通株式に係る当期純利益（百万円） 7,460 7,637

期中平均株式数（株） 63,160,511 63,062,165
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（重要な後発事象）

第44期
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

第45期
（自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日）

合併の予定（吸収合併）

当社は、平成19年３月30日付けで株式会社アクト（以下

「同社」という。）の全株式を148百万円で取得し、完全

子会社といたしました。

なお、平成19年５月15日開催の取締役会において、当社

が存続会社となって、同社を吸収合併することを決議い

たしました。

同社は、神奈川県横浜市内において、ホームセンター事

業をおこなっておりましたが、ドラッグストア事業への

業態変換をおこなう予定であります。 

 (1)同社の概要

 ①事業の内容

ホームセンター事業ほか

 ②直近の財務状況

貸借対照表の要旨（平成19年３月31日現在）

 （単位：百万円）

科目 金額

 資産 670

 負債 499

 純資産 170

(2)合併の概要 

当社を存続会社とする吸収合併で、同社は解散します。

①増加資本の額及び新株式の発行割合

当社は、同社の全株式を所有しているため、合併によ

る新株の発行及び資本金の増加は行わないものとしま

す。

②合併期日（予定）

合併期日は平成19年７月１日を予定しております。

ただし、手続き進行上の必要性その他の事由があると

きは、両社協議のうえで日程を変更することがありま

す。

 ―――――
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６．その他
(1）役員の異動

①　代表取締役の異動

 該当事項はありません。

②　その他の役員の異動

（１）新任取締役候補（平成20年６月21日開催の定期株主総会後就任予定）

取締役　　　鶴田　一広（現　執行役員社長室長）

取締役　　　貞方　宏司（現　執行役員営業第二部長）

 

（２）退任予定取締役（平成20年６月21日開催の定期株主総会後退任予定）

田中　最代治　　　(現　社外取締役）

 

（３）新任監査役候補（平成20年６月21日開催の定期株主総会後就任予定）

監査役　　　田中　最代治（現　当社社外取締役）

 

（４）退任予定監査役（平成20年６月21日開催の定期株主総会後退任予定）

尾島　穰　　　　　(現　監査役）
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(2）その他

仕入及び販売の状況

①仕入の状況　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：百万円）

 

 

商品別

前連結会計年度

（自　平成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）

 

前年同期比

金額  構成比 金額  構成比  

医薬品

等の販

売

  ％  ％ ％ 

医薬品 38,673 25.0 41,613 24.8 107.6

消耗雑貨 24,789 16.0 28,365 16.9 114.4

化粧品 57,039 36.9 59,067 35.1 103.6

ベビー用品 5,536 3.6 6,252 3.7 112.9

その他 28,523 18.5 32,744 19.5 114.8

小計 154,562 100.0 168,043 100.0 108.7

　不動産賃貸その他 0 0.0 0 0.0 78.0

 合計 154,563 100.0 168,044 100.0 108.7

（注）記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。

②販売の状況　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：百万円）

 

 

商品別

前連結会計年度

（自　平成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）

 

 

前年同期比

金額  構成比 金額  構成比  

医薬品

等の販

売

  ％  ％ ％ 

医薬品 56,012 28.3 61,794 28.3 110.3

消耗雑貨 29,468 14.9 33,730 15.5 114.5

化粧品 69,376 35.1 74,408 34.1 107.3

ベビー用品 6,179 3.1 7,020 3.2 113.6

その他 33,948 17.2 39,275 18.0 115.7

小計 194,986 98.6 216,229 99.1 110.9

　不動産賃貸その他 2,782 1.4 1,903 0.9 68.4

 合計 197,768 100.0 218,133 100.0 110.3

（注）記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。
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