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(1) 連結経営成績 (％表示は対前年中間期増減率)

売上高 営業利益 経常利益 中間(当期)純利益
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

20年８月中間期 18,792 12.3 350 △32.5 406 △28.1 236 △28.8
19年８月中間期 16,739 12.7 518 2.6 565 3.9 331 6.4

 20年２月期      34,151 ― 981 ― 1,082 ― 599 ―

１株当たり中間 
(当期)純利益

潜在株式調整後
１株当たり中間 
(当期)純利益

円 銭 円 銭

20年８月中間期 7,876 28 ― ―
19年８月中間期 11,056 19 11,037 07

20年２月期     19,972 65 19,951 37

(参考) 持分法投資損益 20年８月中間期 ―百万円 19年８月中間期 ―百万円 20年２月期 ―百万円

(2) 連結財政状態
総資産 純資産 自己資本比率 １株当たり純資産

百万円 百万円 ％ 円 銭

20年８月中間期 17,450 5,582 32.0 186,018 42

19年８月中間期 15,008 5,178 34.5 172,539 62

20年２月期     16,273 5,445 33.5 181,444 25

(参考) 自己資本 20年８月中間期 5,582百万円 19年８月中間期 5,178百万円 20年２月期 5,445百万円

(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８月中間期 1,141 △805 6 1,200

19年８月中間期 1,312 △1,378 115 670

20年２月期     610 △2,164 1,791 857

１株当たり配当金

(基準日) 期末 年間
円 銭 円 銭

20年２月期 3,300 00 3,300 00

21年２月期 － －

21年２月期(予想) 3,300 00 3,300 00

(％表示は、対前期増減率)

売上高 営業利益 経常利益 当期純利益
１株当たり
当期純利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 円 銭

通 期 37,824 10.8 523 △46.7 611 △43.5 342 △42.9 11,408 30
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4. その他 

  

① 会計基準等の改正に伴う変更  無 

② ①以外の変更         無 

  

 
(注) １株当たり中間(当期)純利益（連結）の算定の基礎となる株式数については、36ページ「１株当たり情

報」をご覧ください。 

  

1. 20年８月中間期の個別業績（平成20年３月１日～平成20年８月31日） 

 

 
  

 
  
(2) 個別財政状態 

 

 
  

2. 21年２月期の個別業績予想（平成20年３月１日～平成21年２月28日） 

 

 
  
 ※ 業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 

本業績予想は、本資料の発表日現在において入手可能な情報に基づき作成したものであります。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可能性があります。業績予想の前提となる仮定及び

業績予想のご利用にあたっての注意事項等につきましては、添付資料の４ページを参照してください。

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

(2) 中間連結財務諸表作成に係る会計処理の原則・手続、表示方法等の変更（中間連結財務諸表作成のた

めの基本となる重要な事項の変更に記載されるもの）

(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８月中間期 30,012株19年８月中間期 30,012株20年２月期 30,012株

② 期末自己株式数 20年８月中間期 ―株19年８月中間期 ―株20年２月期 ―株

(参考) 個別業績の概要

(1) 個別経営成績 (％表示は対前年中間期増減率)

売上高 営業利益 経常利益 中間(当期)純利益
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

20年８月中間期 18,792 12.3 352 △30.0 389 △29.5 226 △30.1
19年８月中間期 16,739 12.7 503 4.3 552 3.3 324 5.8

20年２月期     34,151 ― 984 ― 1,053 ― 583 ―

１株当たり中間 
(当期)純利益

円 銭

20年８月中間期 7,552 08

19年８月中間期 10,800 91

20年２月期     19,442 29

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８月中間期 17,399 5,518 31.7 183,876 16

19年８月中間期 14,972 5,131 34.3 170,996 63

 20年２月期      16,248 5,390 33.2 179,626 18

(参考) 自己資本 20年８月中間期 5,518百万円 19年８月中間期 5,131百万円 20年２月期 5,390百万円

(％表示は対前期増減率)

売上高 営業利益 経常利益 当期純利益
１株当たり
当期純利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 円 銭

通 期 37,824 10.8 527 △46.4 575 △45.3 322 △44.8 10,740 71
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①当中間連結会計期間の概況 

当中間連結会計期間におけるわが国の経済は、米国サブプライムローン問題の長期化により世界経済

の低迷が続くなか、長引く原材料等の高騰による影響が企業収益を圧迫するとともに諸物価の高騰によ

り個人消費も冷え込み、景気の先行き不透明感が一層増す状況で推移しております。 

当社グループの営業基盤であります東北地方は、原油・原材料の高騰による影響に加え、二度にわた

る大地震による影響が農林水産業やサービス業のほか多岐に渡る企業収益にも色濃く出ると同時に、家

計への圧迫感から個人消費も例年になく厳しい環境にあります。 

このような状況のなか、当社グループといたしましては商圏の拡大と販売力の強化を図るため、既存

エリアの岩手県に６店舗、秋田県に１店舗、宮城県には１店舗出店するともに新規エリアとして山形県

に１店舗、計９店舗のドラッグストアを新規出店し、岩手県のドラッグストア１店舗を閉店いたしまし

た。その結果、期末の店舗数はドラッグストア110店舗（うち調剤併設型５店舗）、バラエティストア

１店舗の計111店舗となりました。 

また、市場及び競争の変化に対応すべく５店舗のレイアウト変更を実施するとともに全社ベースで品

揃えの見直しや商品管理の徹底によるロスの削減を実施いたしました。 

以上の結果、当中間連結会計期間の売上高は187億9千2百万円（前年同期比12.3％増）となりました

が、新規出店に伴うオープン関連コストや光熱費等のコスト増加の影響を十分に吸収しきれず、経常利

益は4億6百万円（前年同期比28.1％減）、中間純利益は2億3千6百万円（前年同期比28.8％減）の増収

減益となりました。 

イ．ヘルスケア部門 

医薬品は、漢方薬、アイケア関連商品が好調に推移いたしました。衛生用品では紙オムツ等介護用

品が好調に推移いたしました。その結果、売上高は前年同期比8.2％増加し58億5千万円となりまし

た。 

ロ．ビューティケア部門 

化粧品は、カウンセリング商品、一般基礎化粧品が好調に推移いたしました。トイレタリーでは石

鹸、ヘアケア、エステ商品等が好調に推移いたしました。その結果、売上高は前年同期比10.2％増加

し39億3千7百万円となりました。 

ハ．ホームケア部門 

日用品では、家庭紙、台所関連用品、清掃用品が好調に推移いたしました。衣料品では、履物、靴

下等が順調に推移いたしました。その結果、売上高は前年同期比12.2％増加し21億8百万円となりま

した。 

ニ．コンビニエンスケア部門 

食品では、日配品、ベーカリー、加工食品が好調に推移いたしました。酒類は焼酎、清酒、発泡

酒、ウィスキー類も好調に推移し、バラエティ部門においては、ペット関連商品や電池類が順調に推

移いたしました。その結果、売上高は前年同期比17.3％増加し68億9千5百万円となりました。 

１ 経営成績

(1) 経営成績に関する分析
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②通期の見通し 

通期の見通しについては、現在の景気の減速状況に大きな変化はないものと思われ、当社グループの

営業基盤であります東北地方におきましては、原油価格の高止まりの状況から冬季間の燃料費等に色濃

く影響が出るものと予想され、消費動向に改善は期待できず、より一層厳しい状況で推移するものと思

われます。 

このような環境の中、当社グループといたしましては、当下半期に５店舗の新規出店を計画し、ドミ

ナント出店を推進するとともに、既存店のレイアウト変更や品揃えの拡充を図りながら、収益性の向上

に努めてまいります。 

以上により、連結業績予想につきましては、売上高378億2千4百万円（前年同期比10.8％増）、経常

利益6億1千1百万円（前年同期比43.5％減）、当期純利益3億4千2百万円（前年同期比42.9％減）を見込

んでおります。 

個別業績予想につきましては、売上高378億2千4百万円（前年同期比10.8％増）、経常利益5億7千5百

万円（前年同期比45.3％減）、当期純利益3億2千2百万円（前年同期比44.8％減）を見込んでおりま

す。 
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①貸借対照表の状況 

当中間連結会計期間末の流動資産は、79億2百万円（前連結会計年度末72億5千8百万円）となり、6億

4千4百万円の増加となりました。主な増加要因といたしましては、売上高の増加に伴い現金及び預金が

3億4千5百万円増加したこと並びに新規出店に伴う商品在庫の増加によりたな卸資産が2億2千1百万円増

加したことがあげられます。 

 固定資産は、95億4千8百万円（前連結会計年度末90億1千5百万円）となり、5億3千2百万円の増加と

なりました。主な増加要因といたしましては、店舗の新設により有形固定資産が2億5千万円増加したこ

と及び敷金保証金等投資その他の資産が2億8千2百万円増加したことがあげられます。 

 流動負債は、82億7千万円（前連結会計年度末79億9千8百万円）となり、2億7千1百万円の増加となり

ました。主な増加要因といたしましては、短期借入金の返済が10億円あったものの、仕入高の増加に伴

い買掛金が7億5千9百万円増加したこと並びに新規出店によるたな卸資産及び固定資産取得資金として

新規借入を実施したことに伴い一年以内返済予定長期借入金が3億3千9百万円増加したことがあげられ

ます。 

 固定負債は、35億9千7百万円（前連結会計年度末28億2千9百万円）となり、7億6千8百万円の増加と

なりました。主な増加要因といたしましては、新規借入の実施により長期借入金が7億6千5百万円増加

したことがあげられます。 

 純資産合計は、55億8千2百万円（前連結会計年度末54億4千5百万円）となり、1億3千7百万円の増加

となりました。主な増加要因といたしましては、利益剰余金が1億3千7百万円増加したことがあげられ

ます。 

②キャッシュ・フローの状況 

当中間連結会計期間における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、営業活動による資金

の増加が11億4千1百万円、投資活動による資金の減少が8億5百万円、財務活動による資金の増加が6百

万円となり、前中間連結会計期間末に比べ5億2千9百万円増加し、当中間連結会計期間末には12億円と

なりました。中間連結会計期間における各キャッシュ・フローとそれらの要因は、次のとおりでありま

す。 

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

 当中間連結会計期間の営業活動の結果得られた資金は、11億4千1百万円（前年同期比13.0％減）とな

りました。これは、税金等調整前中間純利益が4億6百万円となったこと、仕入債務の増加額が7億5千9

百万円となったこと等によるものであります。 

（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

 当中間連結会計期間の投資活動の結果使用した資金は、8億5百万円（前年同期比41.5％減）となりま

した。これは、主に新規出店に伴う有形固定資産の取得による支出及び敷金保証金の差入れによる支出

が7億8千6百万円あったこと等によるものであります。 

（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

 当中間連結会計期間の財務活動の結果得られた資金は、6百万円（前年同期比94.0％減）となりまし

た。これは、主に短期借入金及び長期借入金を15億9千4百万円返済したものの、新規出店資金として17

億円を新規に借り入れたこと、配当金を9千8百万円支払ったこと等によるものであります。 

(2) 財政状態に関する分析
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(参考) キャッシュ・フロー関連指標の推移 

  

 
※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  

  （注）①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。  

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

      平成17年２月期の時価ベースの自己資本比率につきましては、当社は非上場か 

      つ非登録でありましたので記載しておりません。  

     ③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。 

     ④有利子負債は連結貸借対照表に計上されている負債のうち利子を支払っている 

      すべての負債を対象としております。また、利払いにつきましては、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。 

当社は、利益配分につきましては、将来の事業展開の促進及び経営基盤の強化のため、内部留保を確

保しつつ、安定した配当を継続して実施していくことを基本方針としております。内部留保資金につき

ましては、店舗の新設及び既存店の改装に伴う設備投資資金として充当する方針であります。 

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

す。 

平成17年２月期 平成18年２月期 平成19年２月期 平成20年２月期
平成20年８月

中間期

自己資本比率(％) 32.1 43.0 37.5 33.5 32.0

時価ベースの自己資本比率
(％)

－ 115.6 50.1 16.0 14.8

キャッシュ・フロー対有利子
負債比率(年)

5.3 2.6 11.4 8.8 4.8

インタレスト・カバレッジ・
レシオ(倍)

16.9 20.9 9.0 10.4 31.3

(3）利益配分に関する基本方針及び当期の配当

㈱薬王堂（3385）平成21年２月期中間決算短信

－ 6 －



①業界特有の法的規制について 

イ．「薬事法」等による規制 

Ａ．当社グループは、「薬事法」上の医薬品等を販売するにあたり各都道府県の許可、届出を必要

とされており、その他毒物劇物、農薬等の販売についても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されております。 

Ｂ．医薬品販売業許可は「薬事法」第25条において次の４つの許可に分類されております。このう

ち、当社は一般販売業、子会社の有限会社薬王堂販売は薬種商販売業許可を得て、グループと

して事業を展開しており、薬事法に定める医薬品の保管及び取扱い等の遵守、購入者に対する

医薬品の適正な使用のための情報提供等が求められております。また、許認可等の交付者であ

る各都道府県又は所轄保健所によりこれらの遵守状況についての指導・監督を受けておりま

す。 

a．一般販売業・・・店舗毎に薬剤師の配置が義務づけられており、全ての医薬品を販売するこ

とができます。 

b．薬種商販売業・・一定の要件を充足するもの（注１）に対して店舗毎に与えられる許可であ

り、厚生労働大臣の指定する「指定医薬品」以外の医薬品を販売すること

ができます。 

（注１）一定の要件とは、「指定医薬品以外のすべての医薬品を取扱うに

つき必要な知識経験を有するもの」とされております。 

c．配置販売業・・・厚生労働大臣の定める基準に従い、都道府県知事が指定した配置の方法に

より医薬品の販売を行うことができます。 

d．特例販売業・・・薬局及び医薬品販売業の普及が十分できない地域がある場合、その他特に

必要ある場合に、当該地域において店舗毎のその店舗所在地の都道府県知

事が指定し医薬品の販売を行うことができます。 

Ｃ．医薬品の販売については、平成11年３月31日より「ビタミン含有保健剤」等の一部について

は、スーパーマーケット、コンビニエンスストア等の一般小売店での販売が始まっておりま

す。また、平成16年７月30日より整腸薬等の371品目が医薬部外品として指定され、一般小売

店での販売が可能となりました。 

 また、平成18年６月14日に「薬事法の一部を改正する法律」（公布の日から起算して３年を

超えない範囲内で政令で定める日に施行）が公布されております。 

 今後、需要の大きな医薬品の販売規制が緩和された場合には、他業種等の参入が容易とな

り、競争が激化し当社の業績に影響を及ぼす可能性があります。 

ロ．米穀販売に関する規制 

米穀販売をするにあたり、「主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律」による届出を必要とさ

れます。 

ハ．酒類販売に関する規制 

酒類販売をするにあたり、「酒税法」による許可を必要とされます。 

ニ．たばこ販売に関する規制 

たばこ販売をするにあたり、「たばこ事業法」による許可を必要とされます。 

ホ．新規出店及び既存店舗増床に関する規制 

(4) 事業等のリスク
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平成12年６月１日施行の「大規模小売店舗立地法」（以下、「大店立地法」という。）では、店舗

面積が1,000㎡超の店舗を対象に、政令指定都市の市長又は都道府県知事への届出を義務付けてお

り、地域住民等への十分な説明、交通渋滞、駐車場、騒音、廃棄物施設、荷捌き施設のスペース等、

出店地域における生活環境に関する項目を審査対象としております。このため、新規出店及び既存店

舗の増床等において、「大店立地法」又は各自治体の規制を受ける可能性があり、この場合、当社の

出店政策に影響を与える可能性があります。 

②当社と子会社の有限会社薬王堂販売について 

当社及び子会社の有限会社薬王堂販売における医薬品販売は、当社においては一般販売業許可、子会

社である有限会社薬王堂販売においては薬種商販売業許可に基づいて行っております。当社は子会社有

限会社薬王堂販売と販売委託契約を締結し、医薬品販売業務を同社に委託しており、同社店舗における

売上は当社の売上高として計上しております。 

イ．子会社の有限会社薬王堂販売について 

当社は、一般販売業許可に基づく店舗展開を行っておりますが、薬事法上、各店舗に薬剤師の配置

が義務づけられております。しかし、当社グループの営業地域である東北地区には薬学部を設置する

大学が少なく、薬剤師の確保が店舗展開のスピードに追いつかない状況にあります。こうした事情の

もと、薬剤師不足への対応策として薬種商販売業許可による店舗展開を行うため、有限会社薬王堂販

売を設立いたしました。 

 薬種商販売業の許可は「薬事法」第28条に規定されており、厚生労働省令で定める基準に適合した

店舗に対する許可で、申請者が指定医薬品以外のすべての医薬品を取扱うために必要な知識・経験を

有していると認められた場合に与えられます。また、申請者が法人の場合、店舗において医薬品を販

売する薬種商適格者は当該法人の役員でなければならないとされております。 

 当社が薬種商販売業許可による店舗展開を行う場合、薬種商販売業許可店舗の増加に伴い当社の取

締役数が増加し、当社の重要な意思決定機関である取締役会の運営に支障をきたすおそれがあること

から、子会社である有限会社薬王堂販売において薬種商販売業許可を取得し、店舗展開を行っており

ます。従って、当社グループでは薬種商適格者は有限会社薬王堂販売の取締役に就任しております。

ロ．当社と有限会社薬王堂販売との取引について 

当社と有限会社薬王堂販売との取引は販売委託契約に基づいており、同社の取締役には当社の取締

役及び当社から出向している薬種商適格者が就任しているほか、従業員もすべて当社から出向してお

ります。また同社の店舗は当社から賃貸を受けており、販売費用、光熱費は当社が負担しておりま

す。当社は同社に対して販売手数料を支払っておりますが、この販売手数料は同社の売上高として計

上しております。また、同社は不動産賃貸料のほか、決算業務等の委託に伴う事務委託料を当社に支

払っております。 

③出店政策について 

当社及び子会社の有限会社薬王堂販売は、平成20年８月31日現在、東北５県（岩手県・宮城県・青森

県・秋田県・山形県）においてドラッグストア110店舗(うち調剤併設型５店舗)、バラエティストア１

店舗を運営しております。 

 最近の当社の業容及び収益拡大には店舗数の増加が大きく寄与しております。今後も店舗数の増加を

図っていく方針でありますが、既述の法的規制や競合店の出店、経済情勢の変動等さまざまな偶発的要

因により計画どおりの出店ができない場合には、当社グループの業績に影響を与える可能性がありま

す。 
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④資格者の確保について 

薬事法において、「一般販売業」では薬剤師、「薬種商販売業」では薬種商適格者の配置が義務づけ

られており、薬剤師は一般販売業による当社、薬種商適格者は薬種商販売業による子会社の有限会社薬

王堂販売に所属しております。今後店舗展開を進めていく上で、これら資格者の確保は当社グループの

重要な課題の１つとなっており、このうち薬種商適格者資格の取得については社内教育制度を導入し、

育成に努めております。また、平成21年４月に改正薬事法が施行されることにより、登録販売者の確保

も重要となり、登録販売者の社内育成を行っております。しかしながら、これら資格者の確保が計画ど

おりにできない場合、当社グループの業績に影響を及ぼす可能性があります。 

⑤ストックオプション制度の導入について 

当社は平成13年11月15日開催の臨時株主総会において、業績向上に対する役員及び従業員の意欲の向

上を目的として、旧商法第280条ノ19の規定に基づき、ストックオプションの導入（新株引受権の付

与）を決議しております。この新株予約権の権利行使が行われた場合、当社の１株当たりの株式価値が

希薄化する可能性があります。 

⑥個人情報について 

当社グループは、個人情報取扱事業者として店舗及び調剤業務で取り扱う顧客情報を保有しており、

また、従業員に関する社内情報等の個人情報を保有しております。当社グループといたしましては、業

務上これらの情報を閲覧又は保持する必要性があるため、顧客情報の取扱に関する規程を整備し、従業

員の情報管理教育を徹底することにより、情報漏洩を未然に防ぐ措置を講じております。しかしなが

ら、このような対策にもかかわらず、万一当社グループからの情報漏洩が発生した場合、当社グループ

に対する信頼の失墜や損害賠償請求により、当社グループの財政状態及び業績に影響を与える可能性が

あります。また、将来的に顧客情報保護体制の整備のためのコストが増加する可能性があります。 

⑦災害等に関するリスク 

当社グループの出店エリアにおきまして、大地震や台風等の災害等が発生した場合には、店舗施設等

に損害が発生する可能性があります。また、災害等により販売活動や流通経路等に支障が生じる場合に

は、当社グループの業績に影響を与える可能性があります。 
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当社グループは、当社(株式会社薬王堂)及び連結子会社1社から構成されており、医薬品、化粧品、日用

雑貨品、食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。  

 

（注）当社は、連結子会社の有限会社薬王堂販売に対して、販売の委託（薬事法上の異業態である 

   薬種商販売業）を行っております。 

２ 企業集団の状況
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当社は、「地域の皆様の健康で豊かな生活を創造、追及すること」を使命とし、従来のドラッグスト

アの業態に固執することなく、地域のお客様にショッピングの利便性をお届けするための店づくりを目

指し、医薬品、化粧品だけではなく食料品や衣料品、日用品などの生活必需品の品揃えを充実したバラ

エティ型ドラッグストアを展開しております。 

 経営理念 

 ① お客様に喜んで戴ける店を作ろう 

 ② 適正な収益を確保しよう 

 ③ 社員の生活を向上させよう 

 ④ 会社の永続的繁栄に努力しよう 

 ⑤ 我々は力をつけて世の中に奉仕し人間性の向上に努めよう 

成長戦略は当然のことながら、ローコスト経営を確立し、安定的な高い収益モデルを実現してまいり

ます。重視する経営指標といたしましては、総資本純利益率（ROA）、株主資本純利益率（ROE）、総資

本経常利益率（ROI）、売上高経常利益率があり、これらの数値を現在の水準以上に高めていきながら

企業価値の向上を図ってまいります。 

① 出店戦略 

東北地域の皆様の健康で豊かな生活を創造、追及する使命を実現する為に売場面積300坪から450坪の

スーパードラッグストアを、商圏人口15,000人～20,000人に１店舗を基準とし、ドミナント展開して、

ショートタイムショッピングと顧客満足を実現してまいります。 

② 商品戦略 

健康と美容、そして生活に関わる身近な商品を良品廉価で提供するために、プライベートブランド商

品の開発やメーカー・ベンダーとのコラボレーションを強化してまいります。 

③ 販売戦略 

お客様が商品を自由に選べるセルフサービスを基本とし、ライトカウンセリングによるフレンドリー

な接客応対を目指してまいります。また、ハイ＆ローのチラシ特売は極小に抑え、E.S.L.P

(Everyday Same Low Price)を実現し、いつでも、誰でも、公平に、お買い得価格で商品の提供を実現

してまいります。 

④ 人事戦略 

新卒の定期、安定採用と計画的な中途社員の採用によりバランスの取れた組織体制を実現するととも

に、成果主義の導入により社員の競争意識を醸成し、モチベーションの向上に努めてまいります。 

⑤ 情報・物流戦略 

店舗網の拡大に伴い、情報量や物量も飛躍的に増大しております。情報面では、お取引先様と商品マ

スターや販促企画の共有化や仕入先との債権・債務の自動照合化を積極的に進めております。また、出

店エリアの拡大や在庫型商品の増加に伴い物流センターの大型化と機能強化を図ってまいります。 

３ 経営方針

(1) 会社の経営の基本方針

(2) 目標とする経営指標

(3) 中長期的な会社の経営戦略
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⑥ 財務戦略 

将来必要な設備投資資金の円滑な調達と経営の「選択と集中」により資金効率を最大限に高めていく

とともに、ローコストオペレーションの構築により、株主への利益還元と財務体質の一層の強化を図っ

てまいります。 

ドラッグストア業界においては、改正薬事法への対応と、ますます熾烈化する出店競争等、経営環境

は一段と厳しさを増すものと思われます。 

 このような状況下で当社といたしましては、「お客様に喜んで戴ける店づくり」を目指し、従来にも

増して収益性を重視しつつ既存の出店エリアでのドミナント化を更に推進すると同時にE.S.L.P政策の

強化により集客力の増大を図ります。 

 平成21年２月期は次の方針で取組んでまいります。 

① 岩手県を中心に隣接県へのドミナント戦略を深耕します。 

② 核となる商品を育成するとともに開発商品及び低価格商品の品揃えを強化し、E.S.L.P政策の拡大を

図ります。 

③ 既存店の標準化と競争力アップを狙いとした改装を行います。 

④ 接遇、クリンリネス、欠品を防止し、お客様に喜んで戴くためにより強い売場作りを目指します。 

⑤ 物流、情報システムを中心としたローコストのオペレーションを追求します。 

⑥ 法令・社会規範・社会通念・倫理あるいは社内規程などの観点から内部牽制が組織全体にわたって

機能しているかに重点をおき、適性かつ迅速な意思決定のもと経営のチェック機能を強化してまい

ります。 

  

(4) 会社の対処すべき課題
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４ 中間連結財務諸表

(1) 中間連結貸借対照表

前中間連結会計期間末

(平成19年８月31日)

当中間連結会計期間末

(平成20年８月31日)

前連結会計年度の

要約連結貸借対照表

(平成20年２月29日)

区分
注記

番号
金額(千円)

構成比

(％)
金額(千円)

構成比

(％)
金額(千円)

構成比

(％)

（資産の部）

Ⅰ 流動資産

 １ 現金及び預金 675,316 1,204,682 859,183

 ２ 売掛金 49,113 85,351 65,384

 ３ たな卸資産 5,132,490 6,051,359 5,829,863

 ４ その他 481,628 561,541 503,901

   貸倒引当金 △150 △150 △150

   流動資産合計 6,338,398 42.2 7,902,783 45.3 7,258,183 44.6

Ⅱ 固定資産

 １ 有形固定資産 ※１

  (1)建物及び構築物 ※２ 4,977,974 5,444,947 5,275,436

  (2)土地 ※２ 725,938 725,894 725,894

  (3)その他 230,203 5,934,116 142,912 6,313,755 61,694 6,063,026

 ２ 無形固定資産 19,984 19,074 19,444

 ３ 投資その他の資産

  (1)敷金保証金 2,127,904 2,498,667 2,283,707

  (2)その他 589,383 716,688 649,608

    貸倒引当金 △1,750 2,715,538 － 3,215,356 － 2,933,315

   固定資産合計 8,669,640 57.8 9,548,185 54.7 9,015,786 55.4

   資産合計 15,008,038 100.0 17,450,969 100.0 16,273,969 100.0
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前中間連結会計期間末

(平成19年８月31日)

当中間連結会計期間末

(平成20年８月31日)

前連結会計年度の

要約連結貸借対照表

(平成20年２月29日)

区分
注記

番号
金額(千円)

構成比

(％)
金額(千円)

構成比

(％)
金額(千円)

構成比

(％)

（負債の部）

Ⅰ 流動負債

 １ 買掛金 4,672,354 4,913,811 4,154,229

 ２ 短期借入金 250,000 800,000 1,800,000

 ３ 一年以内返済予定 

長期借入金
※２ 888,880 1,348,680 1,008,840

 ４ 賞与引当金 209,998 262,560 207,936

 ５ 閉店損失引当金 － － 3,000

 ６ ポイント費用引当金 9,763 15,626 11,996

 ７ その他 961,149 929,549 812,563

   流動負債合計 6,992,144 46.6 8,270,227 47.4 7,998,566 49.1

Ⅱ 固定負債

 １ 長期借入金 ※２ 2,560,140 3,331,530 2,565,750

 ２ 退職給付引当金 46,185 53,245 49,873

 ３ その他 231,309 213,181 214,274

   固定負債合計 2,837,635 18.9 3,597,957 20.6 2,829,898 17.4

   負債合計 9,829,779 65.5 11,868,184 68.0 10,828,464 66.5

（純資産の部）

Ⅰ 株主資本

 １ 資本金 799,300 799,300 799,300

 ２ 資本剰余金 840,728 840,728 840,728

 ３ 利益剰余金 3,536,718 3,941,662 3,804,319

   株主資本合計 5,176,746 34.5 5,581,690 32.0 5,444,347 33.5

Ⅱ 評価・換算差額等

その他有価証券 

評価差額金
1,512 1,094 1,157

評価・換算差額等 

合計
1,512 0.0 1,094 0.0 1,157 0.0

   純資産合計 5,178,259 34.5 5,582,785 32.0 5,445,504 33.5

   負債純資産合計 15,008,038 100.0 17,450,969 100.0 16,273,969 100.0
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(2) 中間連結損益計算書

前中間連結会計期間

(自 平成19年３月１日

 至 平成19年８月31日)

当中間連結会計期間

(自 平成20年３月１日

 至 平成20年８月31日)

前連結会計年度の

要約連結損益計算書

(自 平成19年３月１日

 至 平成20年２月29日)

区分
注記

番号
金額(千円)

百分比

(％)
金額(千円)

百分比

(％)
金額(千円)

百分比

(％)

Ⅰ 売上高 16,739,157 100.0 18,792,758 100.0 34,151,660 100.0

Ⅱ 売上原価 12,753,152 76.2 14,363,998 76.4 25,856,529 75.7

   売上総利益 3,986,004 23.8 4,428,760 23.6 8,295,130 24.3

Ⅲ 販売費及び一般管理費 ※１ 3,467,142 20.7 4,078,584 21.7 7,313,451 21.4

   営業利益 518,862 3.1 350,175 1.9 981,678 2.9

Ⅳ 営業外収益

 １ 受取利息 10,149 14,619 23,339

 ２ 受取配当金 88 75 179

 ３ 情報処理手数料収入 24,775 27,518 51,131

 ４ 備品受贈益 20,945 30,760 45,389

 ５ 自動販売機設置手数料 12,250 13,558 26,362

 ６ その他 8,634 76,844 0.5 7,348 93,881 0.5 18,600 165,002 0.5

Ⅴ 営業外費用

 １ 支払利息 25,383 36,337 56,688

 ２ その他 4,502 29,886 0.2 966 37,304 0.2 7,295 63,983 0.2

   経常利益 565,819 3.4 406,752 2.2 1,082,697 3.2

Ⅵ 特別利益

 １ 固定資産売却益 ※２ 2,145 2,145 0.0 － － － 2,145 2,145 0.0

Ⅶ 特別損失

 １ 固定資産除却損 ※３ 858 130 3,157

 ２ 減損損失 ※４ － － 2,557

 ３ 閉店損失引当金繰入額 － 858 0.0 － 130 0.0 3,000 8,715 0.0

   税金等調整前 

中間（当期）純利益
567,106 3.4 406,622 2.2 1,076,127 3.2

   法人税、住民税 

及び事業税
258,235 208,625 507,393

   法人税等調整額 △22,947 235,287 1.4 △38,386 170,239 0.9 △30,684 476,708 1.4

   中間（当期）純利益 331,818 2.0 236,382 1.3 599,419 1.8
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  前中間連結会計期間(自 平成19年３月１日 至 平成19年８月31日) 

  

 
  

 
  

(3) 中間連結株主資本等変動計算書

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２月28日残高(千円) 799,300 840,728 3,303,939 4,943,967

中間連結会計期間中の変動額

 剰余金の配当 △99,039 △99,039

 中間純利益 331,818 331,818

 株主資本以外の項目の中間連結

会計期間中の変動額（純額）

中間連結会計期間中の変動額合計

(千円)
－ － 232,779 232,779

平成19年８月31日残高(千円) 799,300 840,728 3,536,718 5,176,746

評価・換算差額等

純資産合計その他 

有価証券 

評価差額金

繰延ヘッジ 

損益

評価・換算差額等 

合計

平成19年２月28日残高(千円) 1,682 △11 1,670 4,945,638

中間連結会計期間中の変動額

 剰余金の配当 △99,039

 中間純利益 331,818

 株主資本以外の項目の中間連結

会計期間中の変動額（純額）
△170 11 △158 △158

中間連結会計期間中の変動額合計

(千円)
△170 11 △158 232,620

平成19年８月31日残高(千円) 1,512 － 1,512 5,178,259
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  当中間連結会計期間(自 平成20年３月１日 至 平成20年８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20年２月29日残高(千円) 799,300 840,728 3,804,319 5,444,347

中間連結会計期間中の変動額

 剰余金の配当 △99,039 △99,039

 中間純利益 236,382 236,382

 株主資本以外の項目の中間連結

会計期間中の変動額（純額）

中間連結会計期間中の変動額合計

(千円)
－ － 137,343 137,343

平成20年８月31日残高(千円) 799,300 840,728 3,941,662 5,581,690

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20年２月29日残高(千円) 1,157 1,157 5,445,504

中間連結会計期間中の変動額

 剰余金の配当 △99,039

 中間純利益 236,382

 株主資本以外の項目の中間連結

会計期間中の変動額（純額）
△63 △63 △63

中間連結会計期間中の変動額合計

(千円)
△63 △63 137,280

平成20年８月31日残高(千円) 1,094 1,094 5,582,785
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  前連結会計年度(自 平成19年３月１日 至 平成20年２月29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２月28日残高(千円) 799,300 840,728 3,303,939 4,943,967

連結会計年度中の変動額

 剰余金の配当 △99,039 △99,039

 当期純利益 599,419 599,419

 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)
－ － 500,379 500,379

平成20年２月29日残高(千円) 799,300 840,728 3,804,319 5,444,347

評価・換算差額等

純資産合計その他 

有価証券 

評価差額金

繰延ヘッジ 

損益

評価・換算差額等 

合計

平成19年２月28日残高(千円) 1,682 △11 1,670 4,945,638

連結会計年度中の変動額

 剰余金の配当 △99,039

 当期純利益 599,419

 株主資本以外の項目の 

連結会計年度中の変動額(純額)
△525 11 △513 △513

連結会計年度中の変動額合計

(千円)
△525 11 △513 499,866

平成20年２月29日残高(千円) 1,157 － 1,157 5,445,504
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(4) 中間連結キャッシュ・フロー計算書

前中間連結会計期間 

 (自 平成19年３月１日 

  至 平成19年８月31日)

当中間連結会計期間 

(自 平成20年３月１日 

 至 平成20年８月31日)

前連結会計年度の 

要約連結キャッシュ・ 

フロー計算書 

(自 平成19年３月１日 

 至 平成20年２月29日)

区分
注記

番号
金額(千円) 金額(千円) 金額(千円)

Ⅰ 営業活動によるキャッシュ・フロー

   税金等調整前中間（当期）純利益 567,106 406,622 1,076,127

   減価償却費 211,533 260,838 488,194

   減損損失 － － 2,557

   貸倒引当金の増減額（減少：△） － － △1,750

   賞与引当金の増減額（減少：△） 25,815 54,623 23,754

   ポイント費用引当金の増減額 

（減少：△）
3,287 3,630 5,520

   退職給付引当金の増減額（減少：△） 3,029 3,371 6,717

   閉店損失引当金の増減額（減少：△） △22,533 △3,000 △19,533

   受取利息及び受取配当金 △10,237 △14,695 △23,518

   支払利息 25,383 36,337 56,688

   備品受贈益 △20,945 △30,760 △45,389

   有形固定資産除売却損益（益：△） △1,286 130 1,011

   売上債権の増減額（増加：△） △5,438 △19,966 △21,709

   たな卸資産の増減額（増加：△） △464,783 △221,495 △1,162,156

   未収入金の増減額（増加：△） △55,674 △24,466 △72,124

   仕入債務の増減額（減少：△） 1,189,867 759,581 671,743

   未払金の増減額（減少：△） 78,269 102,384 51,289

   未払消費税等の増減額（減少：△） △41,969 32,329 △29,224

   長期未払金の増減額（減少：△） △736 △514 △17,026

   その他 98,976 83,912 170,346

   小計 1,579,662 1,428,863 1,161,517

   利息及び配当金の受取額 520 802 1,152

   利息の支払額 △27,815 △36,513 △58,933

   法人税等の支払額 △240,150 △252,050 △493,206

   営業活動によるキャッシュ・フロー 1,312,217 1,141,102 610,529
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前中間連結会計期間 

(自 平成19年３月１日 

 至 平成19年８月31日)

当中間連結会計期間 

(自 平成20年３月１日 

 至 平成20年８月31日)

前連結会計年度の 

要約連結キャッシュ・ 

フロー計算書 

(自 平成19年３月１日 

 至 平成20年２月29日)

区分
注記 

番号
金額(千円) 金額(千円) 金額(千円)

Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー

   定期預金の預入れによる支出 △3,000 △3,000 △6,000

   定期預金の払戻しによる収入 － － 6,000

   有形固定資産の取得による支出 △913,986 △470,450 △1,437,109

   敷金保証金の差入れによる支出 △436,877 △315,937 △682,020

   その他 △24,201 △16,117 △45,826

   投資活動によるキャッシュ・フロー △1,378,065 △805,504 △2,164,956

Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー

   短期借入金の純増減額（減少：△） △800,000 △1,000,000 750,000

   長期借入れによる収入 1,600,000 1,700,000 2,200,000

   長期借入金の返済による支出 △585,290 △594,380 △1,059,720

   配当金の支払額 △98,849 △98,718 △98,974

   財務活動によるキャッシュ・フロー 115,860 6,901 1,791,305

Ⅳ 現金及び現金同等物の増減額 

（減少：△）
50,012 342,498 236,879

Ⅴ 現金及び現金同等物の期首残高 620,804 857,683 620,804

Ⅵ 現金及び現金同等物の 

中間期末（期末）残高
670,816 1,200,182 857,683
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(5) 中間連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項

項目

前中間連結会計期間 

(自 平成19年３月１日 

 至 平成19年８月31日)

当中間連結会計期間 

(自 平成20年３月１日 

 至 平成20年８月31日)

前連結会計年度 

(自 平成19年３月１日 

 至 平成20年２月29日)

 １ 連結の範囲に関する事項 (1)連結子会社の数 １社

連結子会社名

有限会社薬王堂販売

(2)非連結子会社の名称等

 該当事項はありません。

(1)連結子会社の数 １社

同左

(2)非連結子会社の名称等

同左

(1)連結子会社の数 １社

同左

(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  非連結子会社及び関連会社

はないため、該当事項ありま

せん。

  同左   同左

 ３ 連結子会社の中間決算日(決

算日)等に関する事項

 連結子会社の中間決算日と

中間連結決算日は一致してお

ります。

  同左 連結子会社の事業年度の末

日と連結決算日は一致してお

ります。

 ４ 会計処理基準に関する事項 (1)重要な資産の評価基準 

及び評価方法

(1)重要な資産の評価基準 

及び評価方法

(1)重要な資産の評価基準 

及び評価方法

①有価証券

その他有価証券

時価のあるもの

 中間連結決算日の市

場価格等に基づく時価

法(評価差額は全部純資

産直入法により処理

し、売却原価は移動平

均法により算定してお

ります。)

①有価証券

その他有価証券

時価のあるもの

 同左

①有価証券

その他有価証券

時価のあるもの

 連結決算日の市場価格

等に基づく時価法（評

価差額は全部純資産直

入法により処理し、売

却原価は移動平均法に

より算定しておりま

す。）

時価のないもの

 移動平均法による原

価法

時価のないもの

 同左

時価のないもの

 同左

②たな卸資産

(イ)商品

 売価還元法による原価

法によっております。

 ただし、調剤薬品につ

いては総平均法による原

価法によっております。

②たな卸資産

(イ)商品

 同左

②たな卸資産

(イ)商品

 同左

(ロ)貯蔵品

 最終仕入原価法による

原価法によっておりま

す。

(ロ)貯蔵品

 同左

(ロ)貯蔵品

 同左
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項目

前中間連結会計期間 

(自 平成19年３月１日 

 至 平成19年８月31日)

当中間連結会計期間 

(自 平成20年３月１日 

 至 平成20年８月31日)

前連結会計年度 

(自 平成19年３月１日 

 至 平成20年２月29日)

(2)重要な減価償却資産の減価

償却の方法

(2)重要な減価償却資産の減価

償却の方法

(2)重要な減価償却資産の減価

償却の方法

①有形固定資産

定率法によっておりま

す。

ただし、平成10年４月１

日以降に取得した建物（建

物附属設備を除く）につい

ては定額法によっておりま

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年～34年

その他(什器備品)

    ３年～８年

①有形固定資産

定率法によっておりま

す。

ただし、平成10年４月１

日以降に取得した建物（建

物附属設備を除く）につい

ては定額法によっておりま

す。

なお、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年～34年

その他(什器備品)

    ３年～８年

①有形固定資産

定率法によっておりま

す。

ただし、平成10年４月１

日以降に取得した建物（建

物附属設備を除く）につい

ては定額法によっておりま

す。

なお、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年～34年

  その他(什器備品)

    ３年～８年

（会計方針の変更）

法人税法の改正に伴い、

当中間連結会計期間より、

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。

これによる営業利益、経

常利益及び税金等調整前中

間純利益に与える影響は軽

微であります。

（追加情報）

法人税法の改正に伴い、

当中間連結会計期間より、

平成19年３月31日以前に取

得した有形固定資産につい

て、償却可能限度額に達し

た連結会計年度の翌連結会

計年度以降、残存簿価を５

年で均等償却しておりま

す。

これによる営業利益、経

常利益及び税金等調整前中

間純利益に与える影響は軽

微であります。

（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。

これによる営業利益、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

定額法によっておりま

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

②無形固定資産

 同左
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項目

前中間連結会計期間 

(自 平成19年３月１日 

 至 平成19年８月31日)

当中間連結会計期間 

(自 平成20年３月１日 

 至 平成20年８月31日)

前連結会計年度 

(自 平成19年３月１日 

 至 平成20年２月29日)

(3)重要な引当金の計上基準

①貸倒引当金

売上債権等の貸倒損失に

備えるため、一般債権につ

いては貸倒実績率により、

貸倒懸念債権等特定の債権

については個別に回収可能

性を検討し、回収不能見込

額を計上しております。

(3)重要な引当金の計上基準

①貸倒引当金

 同左

(3)重要な引当金の計上基準

①貸倒引当金

 同左

②賞与引当金

従業員に対する賞与の支

給に備えるため、支給見込

額のうち当中間連結会計期

間の負担額を計上しており

ます。

②賞与引当金

 同左

②賞与引当金

従業員に対する賞与の支

給に備えるため、支給見込

額のうち当連結会計年度の

負担額を計上しておりま

す。

   ──────    ────── ③閉店損失引当金

店舗閉店に伴い発生する

損失に備えるため、合理的

に見込まれる閉店関連損失

見込額を計上しておりま

す。

③ポイント費用引当金

ポイントカード制度によ

り発行される商品値引券の

利用に備えるため、将来利

用されると見込まれる額を

計上しております。

③ポイント費用引当金

 同左

④ポイント費用引当金

 同左

④退職給付引当金

従業員に対する退職給付

の支給に備えるため、当連

結会計年度末における退職

給付債務の見込額に基づ

き、当中間連結会計期間末

において発生していると認

められる額を計上しており

ます。

④退職給付引当金

 同左

⑤退職給付引当金

従業員に対する退職給付

の支給に備えるため、当連

結会計年度末における退職

給付債務の見込額に基づ

き、当連結会計年度末にお

いて発生していると認めら

れる額を計上しておりま

す。

数理計算上の差異は、各

連結会計年度の発生時にお

ける従業員の平均残存勤務

期間以内の一定の年数（５

年）による定額法により按

分した額をそれぞれ発生の

翌連結会計年度から費用処

理することとしておりま

す。

数理計算上の差異は、各

連結会計年度の発生時にお

ける従業員の平均残存勤務

期間以内の一定の年数（５

年）による定額法により按

分した額をそれぞれ発生の

翌連結会計年度から費用処

理することとしておりま

す。
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項目

前中間連結会計期間 

(自 平成19年３月１日 

 至 平成19年８月31日)

当中間連結会計期間 

(自 平成20年３月１日 

 至 平成20年８月31日)

前連結会計年度 

(自 平成19年３月１日 

 至 平成20年２月29日)

(4)重要なリース取引の方法

リース物件の所有権が借

主に移転すると認められる

もの以外のファイナンス・

リース取引については、通

常の賃貸借取引に係る方法

に準じた会計処理によって

おります。

(4)重要なリース取引の方法

同左

(4)重要なリース取引の方法

同左

(5)重要なヘッジ会計の方法 ────── (5)重要なヘッジ会計の方法

①ヘッジ会計の方法

繰延ヘッジ処理によって

おります。

①ヘッジ会計の方法

繰延ヘッジ処理によって

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

  ヘッジ対象

    借入金

②ヘッジ手段とヘッジ対象

ヘッジ手段

    金利スワップ

  ヘッジ対象

    借入金

③ヘッジ方針

取締役会決議に基づき、

ヘッジ対象に係る金利変動

リスクを一定の範囲内でヘ

ッジしております。

③ヘッジ方針

取締役会決議に基づき、

ヘッジ対象に係る金利変動

リスクを一定の範囲内でヘ

ッジしております。

④ヘッジ有効性評価の方法

ヘッジ対象のキャッシ

ュ・フロー変動の累計とヘ

ッジ手段のキャッシュ・フ

ロー変動の累計を半期毎に

比較し、両者の変動額を基

礎にして、ヘッジ有効性を

評価しております。

④ヘッジ有効性評価の方法

ヘッジ対象のキャッシ

ュ・フロー変動の累計とヘ

ッジ手段のキャッシュ・フ

ロー変動の累計を半期毎に

比較し、両者の変動額を基

礎にして、ヘッジ有効性を

評価しております。

(6)その他中間連結財務諸表作

成のための重要な事項

  消費税等の会計処理

   税抜方式によっており

ます。

(5)その他中間連結財務諸表作

成のための重要な事項

  消費税等の会計処理

   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

   同左

 ５ 中間連結キャッシュ・フロ

ー計算書(連結キャッシ

ュ・フロー計算書)におけ

る資金の範囲

 中間連結キャッシュ・フロ

ー計算書における資金(現金

及び現金同等物)は、手許現

金、随時引き出し可能な預金

及び容易に換金可能であり、

かつ、価値の変動について僅

少なリスクしか負わない取得

日から３ヶ月以内に償還期限

の到来する短期投資からなっ

ております。

   同左  連結キャッシュ・フロー計

算書における資金(現金及び

現金同等物)は、手許現金、

随時引き出し可能な預金及び

容易に換金可能であり、か

つ、価値の変動について僅少

なリスクしか負わない取得日

から３ヶ月以内に償還期限の

到来する短期投資からなって

おります。

㈱薬王堂（3385）平成21年２月期中間決算短信

－ 24 －



  

 
  

(6) 中間連結財務諸表に関する注記事項

(中間連結貸借対照表関係)

前中間連結会計期間末 

(平成19年８月31日)

当中間連結会計期間末 

(平成20年８月31日)

前連結会計年度 

(平成20年２月29日)

※１ 有形固定資産の減価償却累計

額は、1,801,035千円でありま

す。

※１ 有形固定資産の減価償却累計

額は、2,308,484千円でありま

す。

※１ 有形固定資産の減価償却累計

額は、2,067,218千円でありま

す。

 

※２ 担保に供している資産及びこ

れに対応する債務は、次のとお

りであります。

(1) 担保提供資産

 建物及び 

 構築物

200,471千円

 土地 392,998千円

     合計 593,470千円

 
 

※２ 担保に供している資産及びこ

れに対応する債務は、次のとお

りであります。

(1) 担保提供資産

 建物及び 

 構築物

187,168千円

 土地 392,998千円

     合計 580,167千円
 

※２ 担保に供している資産及びこ

れに対応する債務は、次のとお

りであります。

(1) 担保提供資産

 建物及び 

 構築物

193,797千円

 土地 392,998千円

     合計 586,796千円

 

(2) 上記に対応する債務

 一年以内返済 

 予定長期借入金

74,040千円

 長期借入金 549,480千円

     合計 623,520千円

 
 

(2) 上記に対応する債務

 一年以内返済 

 予定長期借入金

74,040千円

 長期借入金 475,440千円

     合計 549,480千円
 

(2) 上記に対応する債務

 一年以内返済 

 予定長期借入金

74,040千円

 長期借入金 512,460千円

     合計 586,500千円
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(中間連結損益計算書関係)

前中間連結会計期間 

(自 平成19年３月１日 

 至 平成19年８月31日)

当中間連結会計期間 

(自 平成20年３月１日 

 至 平成20年８月31日)

前連結会計年度 

(自 平成19年３月１日 

 至 平成20年２月29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。

給与手当 1,123,181千円

賃借料 862,850千円

賞与引当金繰入額 209,998千円

ポイント費用引当

金繰入額
9,763千円

退職給付費用 16,971千円
 

※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。

給与手当 1,316,543千円

賃借料 1,024,521千円

賞与引当金繰入額 262,560千円

ポイント費用引当

金繰入額
15,626千円

退職給付費用 18,528千円

 

※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。

給与手当 2,332,653千円

賃借料 1,834,316千円

水道光熱費 484,777千円

減価償却費 488,194千円

賞与引当金繰入額 207,936千円

ポイント費用引当

金繰入額
11,996千円

退職給付費用 34,108千円

 

※２ 固定資産売却益の内訳は次の

とおりであります。

建物及び構築物 2,145千円
 

※２   ──────

 

※２ 固定資産売却益の内訳は次の

とおりであります。

建物及び構築物 2,145千円

 

※３ 固定資産除却損の内訳は次の

とおりであります。

建物及び構築物 858千円
 

※３ 固定資産除却損の内訳は次の

とおりであります。

什器備品 130千円

 

※３ 固定資産除却損の内訳は次の

とおりであります。

建物及び構築物 2,688千円

什器備品 468千円

合計 3,157千円

※４   ────── ※４   ──────

 

※４ 減損損失の内訳は次のとおり

であります。

用途 種類 場所
金額

(千円)

販売設備
(１店舗)

建物及び
構築物

岩手県
花巻市

2,557

  当社及び連結子会社はキャッシ

ュ・フローを生み出す最小単位と

して主として店舗を基本単位とし

グルーピングしております。

  上記店舗は、収益性が悪化した

ため閉店することを決定し、帳簿

価額を回収可能価額まで減額し、

当該減少額を減損損失として特別

損失に計上いたしました。

  当該資産グループの回収可能価

額は正味売却価額により測定して

おりますが、売却可能性が見込め

ないため、零としております。
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前中間連結会計期間(自 平成19年３月１日 至 平成19年８月31日) 

１．発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類に関する事項 

   
  

２．配当に関する事項 

 

該当事項はありません。 

  

当中間連結会計期間(自 平成20年３月１日 至 平成20年８月31日) 

１．発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類に関する事項 

   
  

２．配当に関する事項 

 

 該当事項はありません。 

  

(中間連結株主資本等変動計算書関係)

前連結会計年度末 
株式数(株)

当中間連結会計期間
増加株式数(株)

当中間連結会計期間 
減少株式数(株)

当中間連結会計期間末
株式数(株)

発行済株式

 普通株式 30,012 － － 30,012

 合計 30,012 － － 30,012

自己株式

 普通株式 － － － －

 合計 － － － －

  (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５月25日 
定時株主総会

普通株式 99,039 3,300 平成19年２月28日 平成19年５月28日

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

るもの

前連結会計年度末 
株式数(株)

当中間連結会計期間
増加株式数(株)

当中間連結会計期間 
減少株式数(株)

当中間連結会計期間末
株式数(株)

発行済株式

 普通株式 30,012 － － 30,012

 合計 30,012 － － 30,012

自己株式

 普通株式 － － － －

 合計 － － － －

 (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20年５月28日 
定時株主総会

普通株式 99,039 3,300 平成20年２月29日 平成20年５月29日

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

るもの
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前連結会計年度(自 平成19年３月１日 至 平成20年２月29日) 

１．発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類に関する事項 

 
  

２．配当に関する事項 

 
  

 
  

  

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 30,012 － － 30,012

 合計 30,012 － － 30,012

自己株式

 普通株式 － － － －

 合計 － － － －

 (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５月25日 
定時株主総会

普通株式 99,039 3,300 平成19年２月28日 平成19年５月28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 配当の原資
配当金の総額
（千円）

１株当たり
配当額(円)

基準日 効力発生日

平成20年５月28日 
定時株主総会

普通株式 利益剰余金 99,039 3,300 平成20年２月29日 平成20年５月29日
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(中間連結キャッシュ・フロー計算書関係)

前中間連結会計期間 

（自 平成19年３月１日 

   至 平成19年８月31日）

当中間連結会計期間 

（自 平成20年３月１日 

   至 平成20年８月31日）

前連結会計年度 

（自 平成19年３月１日 

   至 平成20年２月29日）

 現金及び現金同等物の中間期末残

高と中間連結貸借対照表に掲記され

ている科目の金額との関係（平成19

年８月31日現在）

 現金及び現金同等物の中間期末残

高と中間連結貸借対照表に掲記され

ている科目の金額との関係（平成20

年８月31日現在）

 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20年２月29

日現在）

現金及び 

預金勘定
675,316千円

預入期間が 

３ヶ月を越える 

定期預金等

△4,500千円

現金及び 

現金同等物
670,816千円

現金及び 

預金勘定
1,204,682千円

預入期間が 

３ヶ月を越える 

定期預金等

△4,500千円

現金及び 

現金同等物
1,200,182千円

現金及び 

預金勘定
859,183千円

預入期間が 

３ヶ月を超える 

定期預金等

△1,500千円

現金及び 

現金同等物
857,683千円
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   前中間連結会計期間、当中間連結会計期間及び前連結会計年度において、当社グループは、医薬品、

化粧品、食料品及び日用雑貨等生活関連商品を扱う小売業を専ら営んでおり、単一セグメントであるた

め、事業の種類別セグメントは記載しておりません。 

２ 所在地別セグメント情報 

   前中間連結会計期間、当中間連結会計期間及び前連結会計年度において、本邦以外の国又は地域に所

在する連結子会社及び在外支店がないため、該当事項はありません。 

３ 海外売上高 

   前中間連結会計期間、当中間連結会計期間及び前連結会計年度において、海外売上高がないため、該

当事項はありません。 

(セグメント情報)

１ 事業の種類別セグメント情報
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(リース取引関係)

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

当中間連結会計期間
(自 平成20年３月１日 
 至 平成20年８月31日)

前連結会計年度 
(自 平成19年３月１日 
 至 平成20年２月29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 リース物件の所有権が借主に移

転すると認められるもの以外のフ

ァイナンス・リース取引

 

①リース物件の取得価額相当額、減価償却

累計額相当額、減損損失累計額相当額及

び中間期末残高相当額

項目
取得価額 

相当額

減価償却 

累計額 

相当額

中間期末 

残高 

相当額

千円 千円 千円

建物及び

構築物
685,219 274,029 411,189

什器備品 1,706,941 797,328 909,612

有形固定

資産 

その他

6,240 4,680 1,560

無形固定

資産(ソフ

トウェア)

175,940 81,040 94,900

合計 2,574,340 1,157,077 1,417,263

(注)減損損失累計額相当額はありません。
 

①リース物件の取得価額相当額、減価償却

累計額相当額、減損損失累計額相当額及

び中間期末残高相当額

項目
取得価額

相当額

減価償却

累計額 

相当額

中間期末

残高 

相当額

千円 千円 千円

建物及び

構築物
750,454 314,983 435,471

什器備品 1,650,669 802,217 848,451

有形固定

資産 

その他

6,240 5,928 312

無形固定

資産(ソフ

トウェア)

219,006 104,635 114,371

合計 2,626,370 1,227,764 1,398,606

(注)減損損失累計額相当額はありません。
 

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

項目
取得価額 

相当額

減価償却 

累計額 

相当額

期末残高

相当額

千円 千円 千円

建物及び

構築物
760,954 284,635 476,319

什器備品 1,736,892 776,766 960,125

有形固定

資産 

その他

6,240 5,304 936

無形固定

資産(ソフ

トウェア)

187,861 95,058 92,803

合計 2,691,949 1,161,764 1,530,184

(注)減損損失累計額相当額はありません。

 

②未経過リース料中間期末残高相当額及び

リース資産減損勘定中間期末残高

 未経過リース料中間期末残高相当額

1年内 425,445千円

1年超 1,020,668千円

     合計 1,446,113千円

 リース資産減損勘定の中間期末 

残高                  －

 

②未経過リース料中間期末残高相当額及び

リース資産減損勘定中間期末残高

 未経過リース料中間期末残高相当額

1年内 446,156千円

1年超 988,673千円

     合計 1,434,829千円

 リース資産減損勘定の中間期末 

残高                  －

 

②未経過リース料期末残高相当額及びリー

ス資産減損勘定期末残高

 未経過リース料期末残高相当額

1年内 461,270千円

1年超 1,102,516千円

     合計 1,563,787千円

 リース資産減損勘定の期末 

残高                  －

 

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 260,807千円

リース資産減損勘定の

取崩額
－

減価償却費相当額 255,727千円

支払利息相当額 8,086千円

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 251,883千円

リース資産減損勘定の

取崩額
－

減価償却費相当額 244,936千円

支払利息相当額 8,460千円

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 507,589千円

リース資産減損勘定の

取崩額
－

減価償却費相当額 493,789千円

支払利息相当額 16,650千円

減損損失 －

④減価償却費相当額の算定方法

  リース期間を耐用年数とし、残存価額

を零とする定額法によっております。

④減価償却費相当額の算定方法

    同左

④減価償却費相当額の算定方法

    同左

⑤利息相当額の算定方法

 リース料総額とリース物件の取得価額相

当額との差額を利息相当額とし、各期へ

の配分方法については、利息法によって

おります。

⑤利息相当額の算定方法

    同左

⑤利息相当額の算定方法

    同左

２ オペレーティング・リース取引
未経過リース料
1年内 73,015千円

1年超 1,268,193千円

     合計 1,341,208千円

２ オペレーティング・リース取引
未経過リース料
1年内 73,015千円

1年超 1,195,178千円

     合計 1,268,193千円

２ オペレーティング・リース取引
未経過リース料
1年内 73,015千円

1年超 1,231,686千円

   合計 1,304,701千円
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前中間連結会計期間末（平成19年８月31日） 

  

１．その他有価証券で時価のあるもの 

 
(注) その他有価証券で時価のあるものについて、下落率が30～50％の株式については、当該金額の重要性、回復可能

性等を考慮して、必要と認められた額について減損処理を行うものとしております。また、２期連続で下落率が

30～50％の株式については、回復可能性はないものと判断し、減損処理を行うものとしております。なお、当中

間連結会計期間において、減損処理を行った有価証券はありません。 

    

  

２．時価評価されていない主な有価証券 

  金額の重要性が乏しいため、記載を省略しております。 

  

  

  

  

  

当中間連結会計期間末（平成20年８月31日） 

  

１．その他有価証券で時価のあるもの 

 
(注) その他有価証券で時価のあるものについて、下落率が30～50％の株式については、当該金額の重要性、回復可能

性等を考慮して、必要と認められた額について減損処理を行うものとしております。また、２期連続で下落率が

30～50％の株式については、回復可能性はないものと判断し、減損処理を行うものとしております。なお、当中

間連結会計期間において、減損処理を行った有価証券はありません。 

    

  

２．時価評価されていない主な有価証券 

  金額の重要性が乏しいため、記載を省略しております。 

(有価証券関係)

種類 取得原価（千円） 中間連結貸借対照表計上額(千円) 差額(千円)

株式 8,796 11,334 2,537

種類 取得原価（千円） 中間連結貸借対照表計上額(千円) 差額(千円)

株式 8,796 10,633 1,836
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前連結会計年度末（平成20年２月29日） 

  

１．その他有価証券で時価のあるもの 

 
(注) その他有価証券で時価のあるものについて、下落率が30～50％の株式については、当該金額の重要性、回復可能

性等を考慮して、必要と認められた額について減損処理を行うものとしております。また、２期連続で下落率が

30～50％の株式については、回復可能性はないものと判断し、減損処理を行うものとしております。なお、当連

結会計年度において、減損処理を行った有価証券はありません。 

    

  

２．時価評価されていない主な有価証券（平成20年２月29日） 

  金額の重要性が乏しいため、記載を省略しております。 

  

種類 取得原価（千円） 連結貸借対照表計上額(千円) 差額(千円)

株式 8,796 10,739 1,942
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   当中間連結会計期間末残高がないため、該当事項はありません。 

  

  

  当中間連結会計期間（自 平成20年３月１日   至 平成20年８月31日） 

   当社グループはデリバティブ取引を全く利用していないため、該当事項はありません。 

  

  

  前連結会計年度（自 平成19年３月１日   至 平成20年２月29日） 

   当連結会計年度末残高がないため、該当事項はありません。 

(デリバティブ取引関係)

  前中間連結会計期間（自 平成19年３月１日   至 平成19年８月31日）
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１．ストック・オプション、自社株式オプション又は自社の株式の付与又は交付に関する注記 

   会社法施行日以後に付与したストック・オプションはないので、該当事項はありません。 

２．ストック・オプションに関する注記 

   前中間連結会計期間、当中間連結会計期間及び前連結会計年度に付与したストック・オプションはな

いので、該当事項はありません。 

  

該当事項はありません。 

(ストック・オプション等関係)

(企業結合等関係)
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(注) １．１株当たり純資産額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。 

 
(注) ２．１株当たり中間(当期)純利益金額及び潜在株式調整後１株当たり中間（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。 

 

(１株当たり情報)

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

当中間連結会計期間
(自 平成20年３月１日 
 至 平成20年８月31日)

前連結会計年度 
(自 平成19年３月１日 
 至 平成20年２月29日)

 

１株当たり純資産額

172,539円62銭

１株当たり中間純利益金額

11,056円19銭

潜在株式調整後１株当たり中間純
利益金額

11,037円07銭

 

１株当たり純資産額

186,018円42銭

１株当たり中間純利益金額

7,876円28銭

なお、潜在株式調整後１株当たり
中間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な
いため記載しておりません。  

１株当たり純資産額

181,444円25銭

１株当たり当期純利益金額

19,972円65銭

潜在株式調整後１株当たり当期純
利益金額

19,951円37銭

項目 前中間連結会計期間末 当中間連結会計期間末 前連結会計年度末

純資産の部の合計額（千円） 5,178,259 5,582,785 5,445,504

普通株式に係る中間期末（期末）の純資産額

（千円）
5,178,259 5,582,785 5,445,504

1株当たり純資産額の算定に用いられた中間期

末（期末）の普通株式の数（株）
30,012 30,012 30,012

項目 前中間連結会計期間 当中間連結会計期間 前連結会計年度

１株当たり中間（当期）純利益金額

 中間（当期）純利益（千円） 331,818 236,382 599,419

 普通株式に係る中間（当期）純利益（千円） 331,818 236,382 599,419

 普通株式の期中平均株式数（株） 30,012 30,012 30,012

潜在株式調整後１株当たり中間（当期）純利益金額

 中間（当期）純利益調整額（千円） － － －

 普通株式増加数（株） 52 － 32

  （うち新株引受権（株）） 52 － 32

 希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後

１株当たり中間（当期）純利益金額の算定に含

めなかった潜在株式の概要

────―
 
 

潜在株式の種類 

 （新株予約権) 

潜在株式の数 

 （普通株式138株）

────―
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該当事項はありません。 

  

  

(重要な後発事象)
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当中間連結会計期間における部門別仕入実績を示すと、次のとおりであります。 

 

①部門別販売実績 

当中間連結会計期間における部門別販売実績を示すと、次のとおりであります。 

 
②地域別販売実績 

当中間連結会計期間における地域別販売実績を示すと、次のとおりであります。 

５ 仕入及び販売の状況

(1) 仕入実績

部門別

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

当中間連結会計期間
(自 平成20年３月１日 
 至 平成20年８月31日)

前連結会計年度
(自 平成19年３月１日 
 至 平成20年２月29日)

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

 ヘルスケア 3,849,491 29.1 4,082,178 28.0 8,083,284 29.9

 ビューティケア 2,847,608 21.6 3,025,151 20.7 5,703,496 21.1

 ホームケア 1,493,903 11.3 1,686,489 11.6 3,175,654 11.8

 コンビニエンスケア 5,027,426 38.0 5,792,040 39.7 10,056,994 37.2

合計 13,218,429 100.0 14,585,859 100.0 27,019,429 100.0

(2) 販売実績

部門別

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

当中間連結会計期間
(自 平成20年３月１日 
 至 平成20年８月31日)

前連結会計年度
(自 平成19年３月１日 
 至 平成20年２月29日)

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

 ヘルスケア 5,408,279 32.3 5,850,747 31.1 11,043,189 32.3

 ビューティケア 3,573,710 21.4 3,937,479 21.0 7,213,053 21.2

 ホームケア 1,879,195 11.2 2,108,817 11.2 3,940,842 11.5

 コンビニエンスケア 5,877,971 35.1 6,895,714 36.7 11,954,574 35.0

合計 16,739,157 100.0 18,792,758 100.0 34,151,660 100.0

地域別

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

当中間連結会計期間
(自 平成20年３月１日 
 至 平成20年８月31日)

前連結会計年度
(自 平成19年３月１日 
 至 平成20年２月29日)

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

 青森県 1,971,241 11.8 2,415,089 12.9 4,267,933 12.5

 秋田県 1,683,516 10.1 1,962,372 10.4 3,491,148 10.2

 岩手県 9,968,168 59.5 10,602,018 56.4 19,890,132 58.3

 宮城県 3,116,230 18.6 3,773,427 20.1 6,502,446 19.0

 山形県 － － 39,851 0.2 － －

合計 16,739,157 100.0 18,792,758 100.0 34,151,660 100.0
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６ 中間個別財務諸表

(1) 中間貸借対照表

前中間会計期間末 

 (平成19年８月31日)

当中間会計期間末 

 (平成20年８月31日)

前事業年度の 

 要約貸借対照表 

 (平成20年２月29日)

区分
注記

番号
金額(千円)

構成比 

 (％)
金額(千円)

構成比 

 (％)
金額(千円)

構成比 

 (％)

（資産の部）

Ⅰ 流動資産

 １ 現金及び預金 636,733 1,151,117 831,215

 ２ 売掛金 49,113 85,351 65,384

 ３ たな卸資産 5,132,490 6,051,359 5,829,863

 ４ その他 481,193 560,969 503,270

   貸倒引当金 △150 △150 △150

   流動資産合計 6,299,380 42.1 7,848,647 45.1 7,229,584 44.5

Ⅱ 固定資産

 １ 有形固定資産 ※１

  (1)建物 ※２ 4,156,549 4,576,237 4,429,393

  (2)構築物 821,425 868,710 846,043

  (3)土地 ※２ 725,938 725,894 725,894

  (4)その他 230,203 142,912 61,694

   有形固定資産合計 5,934,116 6,313,755 6,063,026

 ２ 無形固定資産 19,984 19,074 19,444

 ３ 投資その他の資産

  (1)敷金保証金 2,127,904 2,498,667 2,283,707

  (2)その他 592,383 719,688 652,608

   貸倒引当金 △1,750 － －

投資その他の資産 

合計
2,718,538 3,218,356 2,936,315

   固定資産合計 8,672,640 57.9 9,551,185 54.9 9,018,786 55.5

   資産合計 14,972,020 100.0 17,399,832 100.0 16,248,370 100.0
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前中間会計期間末 

 (平成19年８月31日)

当中間会計期間末 

 (平成20年８月31日)

前事業年度の 

 要約貸借対照表 

 (平成20年２月29日)

区分
注記 

 番号
金額(千円)

構成比 

 (％)
金額(千円)

構成比 

 (％)
金額(千円)

構成比 

 (％)

（負債の部）

Ⅰ 流動負債

 １ 買掛金 4,672,354 4,913,811 4,154,229

 ２ 短期借入金 250,000 800,000 1,800,000

 ３ 一年以内返済予定 

 長期借入金
※２ 888,880 1,348,680 1,008,840

 ４ 賞与引当金 209,998 262,560 207,936

 ５ 閉店損失引当金 － － 3,000

 ６ ポイント費用引当金 9,763 15,626 11,996

 ７ その他 ※３ 971,439 942,706 841,528

   流動負債合計 7,002,435 46.8 8,283,384 47.6 8,027,531 49.4

Ⅱ 固定負債

 １ 長期借入金 ※２ 2,560,140 3,331,530 2,565,750

 ２ 退職給付引当金 46,185 53,245 49,873

 ３ その他 231,309 213,181 214,274

   固定負債合計 2,837,635 18.9 3,597,957 20.7 2,829,898 17.4

   負債合計 9,840,070 65.7 11,881,341 68.3 10,857,429 66.8

（純資産の部）

Ⅰ 株主資本

 １ 資本金 799,300 799,300 799,300

 ２ 資本剰余金

  (1)資本準備金 840,728 840,728 840,728

   資本剰余金合計 840,728 840,728 840,728

 ３ 利益剰余金

  (1)利益準備金 14,808 14,808 14,808

  (2)その他利益剰余金

    別途積立金 2,585,000 2,585,000 2,585,000

    繰越利益剰余金 890,602 1,277,560 1,149,947

   利益剰余金合計 3,490,410 3,877,369 3,749,755

   株主資本合計 5,130,438 34.3 5,517,397 31.7 5,389,783 33.2

Ⅱ 評価・換算差額等

その他有価証券 

評価差額金
1,512 1,094 1,157

評価・換算差額等 

合計
1,512 0.0 1,094 0.0 1,157 0.0

   純資産合計 5,131,950 34.3 5,518,491 31.7 5,390,941 33.2

   負債純資産合計 14,972,020 100.0 17,399,832 100.0 16,248,370 100.0
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(2) 中間損益計算書

前中間会計期間

(自 平成19年３月１日

至 平成19年８月31日)

当中間会計期間

(自 平成20年３月１日

至 平成20年８月31日)

前事業年度の 

 要約損益計算書

(自 平成19年３月１日

至 平成20年２月29日)

区分
注記

番号
金額(千円)

百分比

(％)
金額(千円)

百分比

(％)
金額(千円)

百分比

(％)

Ⅰ 売上高 16,739,157 100.0 18,792,758 100.0 34,151,660 100.0

Ⅱ 売上原価 12,753,152 76.2 14,363,998 76.4 25,856,529 75.7

   売上総利益 3,986,004 23.8 4,428,760 23.6 8,295,130 24.3

Ⅲ 販売費及び一般管理費 3,482,762 20.8 4,076,323 21.7 7,310,211 21.4

   営業利益 503,242 3.0 352,436 1.9 984,918 2.9

Ⅳ 営業外収益 ※１ 662,027 4.0 846,129 4.5 1,447,202 4.2

Ⅴ 営業外費用 ※２ 612,914 3.7 809,132 4.3 1,378,904 4.0

   経常利益 552,355 3.3 389,434 2.1 1,053,216 3.1

Ⅵ 特別利益 2,145 0.0 － － 2,145 0.0

Ⅶ 特別損失 ※３ 858 0.0 130 0.0 8,715 0.0

   税引前中間(当期) 

純利益
553,641 3.3 389,303 2.1 1,046,646 3.1

   法人税、住民税 

及び事業税
252,507 201,096 493,707

   法人税等調整額 △23,022 229,484 1.4 △38,446 162,650 0.9 △30,563 463,144 1.4

   中間(当期)純利益 324,157 1.9 226,653 1.2 583,502 1.7
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     前中間会計期間(自 平成19年３月１日 至 平成19年８月31日) 

 
  

 

(3) 中間株主資本等変動計算書

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２月28日残高(千円) 799,300 840,728 840,728 14,808 2,585,000 665,484 3,265,292 4,905,320

中間会計期間中の変動額

 剰余金の配当 △99,039 △99,039 △99,039

 中間純利益 324,157 324,157 324,157

 株主資本以外の項目の中間会計 

 期間中の変動額（純額）

中間会計期間中の変動額合計 

（千円）
－ － － － － 225,117 225,117 225,117

平成19年８月31日残高(千円) 799,300 840,728 840,728 14,808 2,585,000 890,602 3,490,410 5,130,438

評価・換算差額等

純資産合計
その他有価証券 

評価差額金
繰延ヘッジ損益

評価・換算差額等 

合計

平成19年２月28日残高(千円) 1,682 △11 1,670 4,906,991

中間会計期間中の変動額

 剰余金の配当 △99,039

 中間純利益 324,157

 株主資本以外の項目の中間会計 

 期間中の変動額（純額）
△170 11 △158 △158

中間会計期間中の変動額合計

(千円)
△170 11 △158 224,959

平成19年８月31日残高(千円) 1,512 － 1,512 5,131,950
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     当中間会計期間(自 平成20年３月１日 至 平成20年８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20年２月29日残高(千円) 799,300 840,728 840,728 14,808 2,585,000 1,149,947 3,749,755 5,389,783

中間会計期間中の変動額

 剰余金の配当 △99,039 △99,039 △99,039

 中間純利益 226,653 226,653 226,653

 株主資本以外の項目の中間会計 

 期間中の変動額（純額）

中間会計期間中の変動額合計 

 (千円)
－ － － － － 127,613 127,613 127,613

平成20年８月31日残高(千円) 799,300 840,728 840,728 14,808 2,585,000 1,277,560 3,877,369 5,517,397

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20年２月29日残高(千円) 1,157 1,157 5,390,941

中間会計期間中の変動額

 剰余金の配当 △99,039

 中間純利益 226,653

 株主資本以外の項目の中間会計 

 期間中の変動額（純額）
△63 △63 △63

中間会計期間中の変動額合計 

 （千円）
△63 △63 127,550

平成20年８月31日残高(千円) 1,094 1,094 5,518,491

㈱薬王堂（3385）平成21年２月期中間決算短信

－ 43 －



 
  

 

  

     前事業年度(自 平成19年３月１日 至 平成20年２月29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２月28日残高(千円) 799,300 840,728 840,728 14,808 2,585,000 665,484 3,265,292 4,905,320

事業年度中の変動額

 剰余金の配当 △99,039 △99,039 △99,039

 当期純利益 583,502 583,502 583,502

 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) － － － － － 484,462 484,462 484,462

平成20年２月29日残高(千円) 799,300 840,728 840,728 14,808 2,585,000 1,149,947 3,749,755 5,389,783

評価・換算差額等

純資産合計
その他有価証券 

評価差額金
繰延ヘッジ損益

評価・換算差額等 

合計

平成19年２月28日残高(千円) 1,682 △11 1,670 4,906,991

事業年度中の変動額

 剰余金の配当 △99,039

 当期純利益 583,502

 株主資本以外の項目の 

 事業年度中の変動額（純額）
△525 11 △513 △513

事業年度中の変動額合計(千円) △525 11 △513 483,949

平成20年２月29日残高(千円) 1,157 － 1,157 5,390,941
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(4) 中間財務諸表作成のための基本となる重要な事項

項目

前中間会計期間 

(自 平成19年３月１日 

 至 平成19年８月31日)

当中間会計期間 

(自 平成20年３月１日 

 至 平成20年８月31日)

前事業年度 

(自 平成19年３月１日 

 至 平成20年２月29日)

 １ 資産の評価基準及び 

      評価方法

(1)有価証券 (1)有価証券 (1)有価証券

 ①子会社株式

   移動平均法による原 

  価法

 ①子会社株式

   同左

 ①子会社株式

   同左

 ②その他有価証券

  時価のあるもの

 中間決算日の市場価格

等に基づく時価法(評価

差額は全部純資産直入法

により処理し、売却原価

は移動平均法により算定

しております。)

 ②その他有価証券

  時価のあるもの

  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して

おります。）

  時価のないもの

 移動平均法による原価

法によっております。

  時価のないもの

 同左

  時価のないもの

 同左

(2)たな卸資産

 ①商品

 売価還元法による原価法

によっております。

 ただし、調剤薬品につい

ては総平均法による原価法

によっております。

(2)たな卸資産

 ①商品

  同左

(2)たな卸資産

 ①商品

  同左

 ②貯蔵品

 最終仕入原価法による原

価法によっております。

 ②貯蔵品

  同左

 ②貯蔵品

  同左
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項目

前中間会計期間 

(自 平成19年３月１日 

 至 平成19年８月31日)

当中間会計期間 

(自 平成20年３月１日 

 至 平成20年８月31日)

前事業年度 

(自 平成19年３月１日 

 至 平成20年２月29日)

 ２ 固定資産の減価償 

      却の方法

(1)有形固定資産

 定率法によっております。

 ただし、平成10年４月１日

以降に取得した建物（建物附

属設備を除く）については定

額法によっております。

 なお、主な耐用年数は次の

とおりであります。

 建物  ３年～34年

 構築物 10年～20年

 その他(什器備品)

     ３年～８年

(1)有形固定資産

 定率法によっております。

 ただし、平成10年４月１日

以降に取得した建物（建物附

属設備を除く）については定

額法によっております。

 なお、主な耐用年数は次の

とおりであります。

 建物  ３年～34年

 構築物 10年～20年

 その他(什器備品)

     ３年～８年

(1)有形固定資産

 定率法によっております。

 ただし、平成10年４月１日

以降に取得した建物（建物附

属設備を除く）については定

額法によっております。

 なお、主な耐用年数は次の

とおりであります。

 建物  ３年～34年

 構築物 10年～20年

 その他(什器備品)

     ３年～８年

（会計方針の変更）

 法人税法の改正に伴い、

当中間会計期間より、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。

 これによる営業利益、経

常利益及び税引前中間純利

益に与える影響は軽微であ

ります。

（追加情報）

 法人税法の改正に伴い、

当中間会計期間より、平成

19年３月31日以前に取得し

た有形固定資産について、

償却可能限度額に達した事

業年度の翌事業年度以降、

残存簿価を５年で均等償却

しております。

 これによる営業利益、経

常利益及び税引前中間純利

益に与える影響は軽微であ

ります。

（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。

 これによる営業利益、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。

(2)無形固定資産

 定額法によっておりま

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

(2)無形固定資産

  同左
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項目

前中間会計期間 

(自 平成19年３月１日 

 至 平成19年８月31日)

当中間会計期間 

(自 平成20年３月１日 

 至 平成20年８月31日)

前事業年度 

(自 平成19年３月１日 

 至 平成20年２月29日)

 ３ 引当金の計上基準 (1)貸倒引当金

 売上債権等の貸倒損失に備

えるため、一般債権について

は貸倒実績率により、貸倒懸

念債権等特定の債権について

は個別に回収可能性を検討

し、回収不能見込額を計上し

ております。

(1)貸倒引当金

   同左

(1)貸倒引当金

   同左

(2)賞与引当金

 従業員に対する賞与の支

給に備えるため、支給見込

額のうち当中間会計期間の

負担額を計上しておりま

す。

(2)賞与引当金

  同左

(2)賞与引当金

 従業員に対する賞与の支

給に備えるため、支給見込

額のうち当期の負担額を計

上しております。

   ──────    ────── (3)閉店損失引当金

 店舗閉店に伴い発生する

損失に備えるため、合理的

に見込まれる閉店関連損失

見込額を計上しておりま

す。

(3)ポイント費用引当金

 ポイントカード制度によ

り発行される商品値引券の

利用に備えるため、将来利

用されると見込まれる額を

計上しております。

(3)ポイント費用引当金

   同左

(4)ポイント費用引当金

   同左
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項目

前中間会計期間 

(自 平成19年３月１日 

 至 平成19年８月31日)

当中間会計期間 

(自 平成20年３月１日 

 至 平成20年８月31日)

前事業年度 

(自 平成19年３月１日 

 至 平成20年２月29日)

(4)退職給付引当金

 従業員に対する退職給付

の支給に備えるため、当事

業年度末における退職給付

債務の見込額に基づき、当

中間会計期間末において発

生していると認められる額

を計上しております。

 数理計算上の差異は、各

事業年度の発生時における

従業員の平均残存勤務期間

以内の一定の年数（５年）

による定額法により按分し

た額をそれぞれ発生の翌事

業年度から費用処理するこ

ととしております。

(4)退職給付引当金

   同左

(5)退職給付引当金

 従業員に対する退職給付

の支給に備えるため、当事

業年度末における退職給付

債務の見込額に基づき、当

事業年度末において発生し

ていると認められる額を計

上しております。

 数理計算上の差異は、各

事業年度の発生時における

従業員の平均残存勤務期間

以内の一定の年数（５年）

による定額法により按分し

た額をそれぞれ発生の翌事

業年度から費用処理するこ

ととしております。
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項目

前中間会計期間 

(自 平成19年３月１日 

 至 平成19年８月31日)

当中間会計期間 

(自 平成20年３月１日 

 至 平成20年８月31日)

前事業年度 

(自 平成19年３月１日 

 至 平成20年２月29日)

 ４ リース取引の処理 

      方法

 リース物件の所有権が借

主に移転すると認められる

もの以外のファイナンス・

リース取引については、通

常の賃貸借取引に係る方法

に準じた会計処理によって

おります。

  同左   同左

 ５ ヘッジ会計の方法 (1)ヘッジ会計の方法

 繰延ヘッジ処理によって

おります。

   ──────

   

(1)ヘッジ会計の方法

 繰延ヘッジ処理によって

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

 ヘッジ対象

  借入金

   

(2)ヘッジ手段とヘッジ 

   対象

 ヘッジ手段

  金利スワップ

 ヘッジ手段

  借入金

(3)ヘッジ方針

 取締役会決議に基づき、

ヘッジ対象に係る金利変動

リスクを一定の範囲内でヘ

ッジしております。

  

(3)ヘッジ方針

 取締役会決議に基づき、

ヘッジ対象に係る金利変動

リスクを一定の範囲内でヘ

ッジしております。

(4)ヘッジ有効性評価の方法

 ヘッジ対象のキャッシ

ュ・フロー変動の累計とヘ

ッジ手段のキャッシュ・フ

ロー変動の累計を半期毎に

比較し、両者の変動額を基

礎にして、ヘッジ有効性を

評価しております。

   

(4)ヘッジ有効性評価の方法

 ヘッジ対象のキャッシ

ュ・フロー変動の累計とヘ

ッジ手段のキャッシュ・フ

ロー変動の累計を半期毎に

比較し、両者の変動額を基

礎にして、ヘッジ有効性を

評価しております。

 ６ その他中間財務諸 

      表（財務諸表）作 

   成のための基本と 

   なる重要な事項

消費税等の会計処理

 税抜方式によっておりま

す。

消費税等の会計処理

   同左

消費税等の会計処理

   同左
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(5) 中間個別財務諸表に関する注記事項

(中間貸借対照表関係)

前中間会計期間末

(平成19年８月31日)

当中間会計期間末

(平成20年８月31日)

前事業年度末

(平成20年２月29日)

※１ 有形固定資産の減価償却累計

額は、1,801,035千円でありま

す。

※１ 有形固定資産の減価償却累計

額は、2,308,484千円でありま

す。

※１ 有形固定資産の減価償却累計

額は、2,067,218千円でありま

す。

 

※２ 担保に供している資産及びこ

れに対応する債務は、次のとお

りであります。

 (1) 担保提供資産

建物 200,471千円

土地 392,998千円

合計 593,470千円
 

※２ 担保に供している資産及びこ

れに対応する債務は、次のとお

りであります。

 (1) 担保提供資産

建物 187,168千円

土地 392,998千円

合計 580,167千円
 

※２ 担保に供している資産及びこ

れに対応する債務は、次のとお

りであります。

 (1) 担保提供資産

建物 193,797千円

土地 392,998千円

合計 586,796千円

 

 (2) 上記に対応する債務

一年以内返済予
定長期借入金

74,040千円

長期借入金 549,480千円

合計 623,520千円
 

 (2) 上記に対応する債務

一年以内返済予
定長期借入金 74,040千円

長期借入金 475,440千円

合計 549,480千円
 

 (2) 上記に対応する債務

一年以内返済予
定長期借入金

74,040千円

長期借入金 512,460千円

合計 586,500千円

※３ 仮払消費税等及び仮受消費税

等は、相殺のうえ、金額的重要

性が乏しいため、流動負債の

「その他」に含めて表示してお

ります。

※３ 同左 ※３   ──────
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(中間損益計算書関係)

前中間会計期間

(自 平成19年３月１日 

 至 平成19年８月31日)

当中間会計期間

(自 平成20年３月１日 

 至 平成20年８月31日)

前事業年度

(自 平成19年３月１日 

 至 平成20年２月29日)

 

※１ 営業外収益のうち主要なもの

は次のとおりであります。

 受取利息 10,123千円

 情報処理手数料

収入
24,775千円

 不動産賃貸収入 584,637千円
 

※１ 営業外収益のうち主要なもの

は次のとおりであります。

 受取利息 14,575千円

 情報処理手数料

収入
27,518千円

 不動産賃貸収入 752,394千円
 

※１ 営業外収益のうち主要なもの

は次のとおりであります。

 受取利息 23,280千円

 情報処理手数料

収入
51,131千円

 不動産賃貸収入 1,281,116千円

 

※２ 営業外費用のうち主要なもの

は次のとおりであります。

 支払利息 25,383千円

 不動産賃貸原価 583,028千円
 

※２ 営業外費用のうち主要なもの

は次のとおりであります。

 支払利息 36,337千円

 不動産賃貸原価 771,828千円
 

※２ 営業外費用のうち主要なもの

は次のとおりであります。

 支払利息 56,688千円

 不動産賃貸原価 1,314,921千円

※３   ────── ※３   ──────

 

※３ 減損損失の内訳は次のとおり

であります。

用途 種類 場所
金額 

(千円)

販売設備

(１店舗)

建物及び

構築物

岩手県 

花巻市
2,557

    当社はキャッシュ・フローを

生み出す最小単位として主とし

て店舗を基本単位としてグルー

ピングしております。

    上記店舗は、収益性が悪化し

たため閉店することを決定し、

帳簿価額を回収可能価額まで減

額し、当該減少額を減損損失と

して特別損失に計上いたしまし

た。

   減損損失の内訳は、建物1,956

千円、構築物601千円でありま

す。

    当該資産グループの回収可能

価額は正味売却価額により測定

しておりますが、売却可能性が

見込めないため、零としており

ます。

 

 ４ 減価償却実施額

有形固定資産 205,479千円

無形固定資産 1,027千円
 

 ４ 減価償却実施額

有形固定資産 252,528千円

無形固定資産 965千円
 

 ４ 減価償却実施額

有形固定資産 474,208千円

無形固定資産 2,096千円
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前中間会計期間（自 平成19年３月１日 至 平成19年８月31日） 

 自己株式の種類及び株式数に関する事項 

  該当事項はありません。 

  

  

当中間会計期間（自 平成20年３月１日 至 平成20年８月31日） 

 自己株式の種類及び株式数に関する事項 

  該当事項はありません。 

  

  

前事業年度（自 平成19年３月１日 至 平成20年２月29日） 

 自己株式の種類及び株式数に関する事項 

  該当事項はありません。 

  

(中間株主資本等変動計算書関係)
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(リース取引関係)

前中間会計期間 
（自 平成19年３月１日  

  至 平成19年８月31日）

当中間会計期間
（自 平成20年３月１日  

  至 平成20年８月31日）

前事業年度 
（自 平成19年３月１日  

  至 平成20年２月29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 リース物件の所有権が借主に移
転すると認められるもの以外の
ファイナンス・リース取引

 

①リース物件の取得価額相当額、減価償却

累計額相当額、減損損失累計額相当額及

び中間期末残高相当額

項目
取得価額 
相当額

減価償却 

累計額 

相当額

中間期末 

残高 

相当額

千円 千円 千円

建物 650,333 262,582 387,751

構築物 34,885 11,446 23,438

什器備品 1,706,941 797,328 909,612

有形固定

資産 

その他

6,240 4,680 1,560

無形固定

資産(ソフ

トウェア)

175,940 81,040 94,900

合計 2,574,340 1,157,077 1,417,263

(注)減損損失累計額相当額はありません。
 

①リース物件の取得価額相当額、減価償却

累計額相当額、減損損失累計額相当額及

び中間期末残高相当額

項目
取得価額
相当額

減価償却

累計額 

相当額

中間期末

残高 

相当額

千円 千円 千円

建物 715,569 301,356 414,213

構築物 34,885 13,627 21,258

什器備品 1,650,669 802,217 848,451

有形固定

資産 

その他

6,240 5,928 312

無形固定

資産(ソフ

トウェア)

219,006 104,635 114,371

合計 2,626,370 1,227,764 1,398,606

(注)減損損失累計額相当額はありません。
 

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

項目
取得価額 
相当額

減価償却 

累計額 

相当額

期末残高

相当額 

 

千円 千円 千円

建物 726,069 272,098 453,970

構築物 34,885 12,537 22,348

什器備品 1,736,892 776,766 960,125

有形固定

資産 

その他

6,240 5,304 936

無形固定

資産(ソフ

トウェア)

187,861 95,058 92,803

合計 2,691,949 1,161,764 1,530,184

(注)減損損失累計額相当額はありません。

②未経過リース料中間期末残高相当額及び

リース資産減損勘定中間期末残高

 未経過リース料中間期末残高相当額

1年内 425,445千円

1年超 1,020,668千円

     合計 1,446,113千円

②未経過リース料中間期末残高相当額及び

リース資産減損勘定中間期末残高

 未経過リース料中間期末残高相当額

1年内 446,156千円

1年超 988,673千円

     合計 1,434,829千円

②未経過リース料期末残高相当額及びリー

ス資産減損勘定期末残高

 未経過リース料期末残高相当額

1年内 461,270千円

1年超 1,102,516千円

     合計 1,563,787千円

 リース資産減損勘定の中間期末 

残高                  －

 リース資産減損勘定の中間期末 

残高                  －

 リース資産減損勘定の期末 

残高                  －

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 260,807千円

リース資産減損勘定の

取崩額
－

減価償却費相当額 255,727千円

支払利息相当額 8,086千円

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 251,883千円

リース資産減損勘定の

取崩額
－

減価償却費相当額 244,936千円

支払利息相当額 8,460千円

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 507,589千円

リース資産減損勘定の

取崩額
－

減価償却費相当額 493,789千円

支払利息相当額 16,650千円

減損損失 －

④減価償却費相当額の算定方法

   リース期間を耐用年数とし、残存価額

を零とする定額法によっております。

④減価償却費相当額の算定方法

   同左

④減価償却費相当額の算定方法

   同左

⑤利息相当額の算定方法

   リース料総額とリース物件の取得価額

相当額との差額を利息相当額とし、各期

への配分方法については、利息法によっ

ております。

⑤利息相当額の算定方法

   同左

⑤利息相当額の算定方法

   同左

２ オペレーティング・リース取引
  未経過リース料

1年内 73,015千円

1年超 1,268,193千円

合計 1,341,208千円

２ オペレーティング・リース取引
  未経過リース料

1年内 73,015千円

1年超 1,195,178千円

合計 1,268,193千円

２ オペレーティング・リース取引
  未経過リース料

1年内 73,015千円

1年超 1,231,686千円

合計 1,304,701千円
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    前中間会計期間、当中間会計期間及び前事業年度のいずれにおいても子会社株式及び関連会社株式

で時価のあるものはありません。 

(有価証券関係)
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    該当事項はありません。 

(企業結合等関係)

㈱薬王堂（3385）平成21年２月期中間決算短信

－ 55 －



  

 
(注)１．１株当たり純資産額の算定上の基礎は、次のとおりであります。 

 
（注）２．１株当たり中間(当期)純利益金額及び潜在株式調整後１株当たり中間（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。 

(１株当たり情報)

前中間会計期間 

(自 平成19年３月１日 

 至 平成19年８月31日)

当中間会計期間 

(自 平成20年３月１日 

 至 平成20年８月31日)

前事業年度 

(自 平成19年３月１日 

 至 平成20年２月29日)

 

１株当たり純資産額

170,996円63銭

１株当たり中間純利益金額

10,800円91銭

潜在株式調整後１株当たり中間純

利益金額

10,782円23銭

 

１株当たり純資産額

183,876円16銭

１株当たり中間純利益金額

7,552円08銭

なお、潜在株式調整後１株当たり

中間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な

いため記載しておりません。  

１株当たり純資産額

179,626円18銭

１株当たり当期純利益金額

19,442円29銭

潜在株式調整後１株当たり当期純

利益金額

19,421円58銭

項目 前中間会計期間末 当中間会計期間末 前事業年度末

純資産の部の合計額（千円） 5,131,950 5,518,491 5,390,941

普通株式に係る中間期末（期末）の純資産額

（千円）
5,131,950 5,518,491 5,390,941

１株当たり純資産額の算定に用いられた中間期

末（期末）の普通株式の数（株）
30,012 30,012 30,012

項目 前中間会計期間 当中間会計期間 前事業年度

１株当たり中間（当期）純利益金額

 中間（当期）純利益（千円） 324,157 226,653 583,502

 普通株式に係る中間（当期）純利益（千円） 324,157 226,653 583,502

 普通株式の期中平均株式数（株） 30,012 30,012 30,012

潜在株式調整後１株当たり中間（当期）純利益金額

 中間（当期）純利益調整額（千円） － － －

 普通株式増加数（株） 52 － 32

  （うち新株引受権（株）） 52 － 32

 希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後

１株当たり中間（当期）純利益金額の算定に含

めなかった潜在株式の概要

 ──────
 
 

潜在株式の種類 

 （新株予約権） 

潜在株式の数 

 （普通株式138株） 

  ──────
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該当事項はありません。 

  

(重要な後発事象)
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