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代  表  者（役職名）代表取締役会長兼社長（氏名）百﨑 文弘 
問合せ先責任者（役職名）経理部長      （氏名）林 親房      ＴＥＬ (099) 269 － 5188 
半期報告書提出予定日  平成20年11月28日            
 

（百万円未満切捨て） 

１．20年8月中間期の連結業績（平成20年3月1日～平成20年8月31日） 

（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

 
20年8月中間期 
19年8月中間期 

百万円   ％ 
12,516     6.7 
11,726     6.6 

百万円    ％
△69  △131.9 
216    △42.4 

百万円    ％ 
△92  △143.0 
215    △42.7 

百万円    ％
△173    － 

13  △84.8 

20年2月期 23,788      － 422     － 394     － 35    － 

 
 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

 
20年8月中間期 
19年8月中間期 

円  銭 
△8,888 63 

679 14 

円  銭
－ － 
－ － 

20年2月期  1,813 56 － － 

(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
 
20年8月中間期 
19年8月中間期 

百万円 
14,612 
14,333 

百万円
1,887 
2,091 

％ 
12.9 
14.6 

円  銭
97,027 78 
107,385 02 

20年2月期 14,606 2,112 14.5 108,469 43 

(参考) 自己資本 20 年 8 月中間期 1,887 百万円 19 年 8 月中間期 2,091 百万円 20 年 2 月期 2,112 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 

 
20年8月中間期 
19年8月中間期 

百万円 
939 
503 

百万円
△342 
△900 

百万円 
△381 
1,071 

百万円
2,220 
2,277 

20年2月期 △65 △1,311 1,778 2,004 

 
２．配当の状況 
 １株当たり配当金   

(基準日) 中間期末 期 末 年 間 
 
20年2月期 

円  銭 
0 00 

円  銭
2,500 00 

円  銭
2,500 00 

21年2月期 0 00 － － 

21年2月期（予想） －  － 2,500 00 2,500 00 
 
３．21年2月期の連結業績予想（平成20年3月1日～平成21年2月28日） 

（％表示は対前期増減率） 
 

売 上 高 営業利益 経常利益 当期純利益 
１株当たり 
当期純利益 

 百万円  ％ 百万円  ％ 百万円   ％ 百万円  ％ 円  銭

通  期 24,874  4.6 △38 △109.1 △86 △121.9  △618  － △31,803 76 
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４．その他 
（１）期中における重要な子会社の異動（連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動） 無 
 

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

ための基本となる重要な事項の変更に記載されるもの） 

① 会計基準等の改正に伴う変更         無  

② ①以外の変更                無 

（注）詳細は、22ページ「中間連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更」をご覧ください。 
 

（３）発行済株式数（普通株式） 

① 期末発行済株式数（自己株式を含む）20 年 8月中間期 20,360 株 19 年 8月中間期 20,360 株 20 年 2月期 20,360 株 

② 期末自己株式数          20 年 8 月中間期   902 株 19 年 8月中間期   848 株 20 年 2月期    884 株 

（注）１株当たり中間（当期）純利益（連結）の算定の基礎となる株式数については、31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 

 
１．20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） 

（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

 
20年8月中間期 
19年8月中間期 

  百万円    ％ 
12,516    6.7 
11,726    6.6 

百万円    ％
△122   △173.0 
168    △50.0 

百万円    ％ 
△97   △146.2 
210    △43.4 

百万円    ％
△174     － 

10   △87.5 

20年2月期 23,788   － 321     － 384     － 37     － 

 
 １株当たり中間 

（当期）純利益 
 
20年8月中間期 
19年8月中間期 

円   銭 
△8,970 80 

546 64 

20年2月期 1,900 52 

 
（２）個別財政状態 
 総 資 産 純 資 産 自己資本比率 １株当たり純資産

 
20年8月中間期 
19年8月中間期 

百万円 
14,580 
14,301 

百万円
1,863 
2,064 

％ 
12.8 
14.4 

円  銭
95,768 45 
105,989 40 

20年2月期 14,573 2,089 14.3 107,293 42 

 (参考)自己資本 20 年 8 月中間期 1,863 百万円 19 年 8 月中間期 2,064 百万円 20 年 2 月期 2,089 百万円 
 
 
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） 

（％表示は、通期は対前期増減率） 
 

売 上 高 営業利益 経常利益 当期純利益 
１株当たり 
当期純利益 

 百万円  ％ 百万円  ％ 百万円  ％ 百万円  ％ 円  銭

通  期 24,874   4.6 △153 △147.8 △105 △127.4 △627  － △32,262 76 

 
 
 

※ 業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 

業績予想は、この資料の公表日現在において入手可能な情報から得られた判断に基づくものであり実際の

業績は、様々な重要な要因により、上記の業績予想とは大きく異なる結果となることがあります。 

通期の連結・個別業績予想に関する事項につきましては、平成20年10月10日公表の｢平成21年2月期通期（連

結・個別）業績予想の修正及び特別損失の発生に関するお知らせ｣をご参照ください。 
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１.経営成績 
(１)経営成績に関する分析 

(当中間期の経営成績) 

当中間連結会計期間におけるわが国経済は、原油や原材料価格の高騰、サブプライムローン問題に

端を発した欧米経済の減速の影響を受け、先行きの不透明感が増幅致しました。個人消費は、ガソリ

ンの高騰・食料品をはじめとした生活必需品等の相次ぐ値上げが消費者心理を圧迫し、伸びが鈍化し

ました。 

当ドラッグストア業界におきましてもスーパー、コンビニエンスストア、同業他社との競合や個人

消費の落込みによる売上高伸び率の鈍化、原材料価格の高騰や価格競争による粗利益の減少など各社

厳しい経営環境となりました。 

このような状況の中、当社グループ（当社及び連結子会社）は、地域密着型のドラッグストアを目

指し、当中間連結会計期間において、大分県内に１店舗（敷戸団地店）、鹿児島県内に１店舗（塩浜

店）、沖縄県内に３店舗（西里店・小禄店・内間店）の合計５店舗の新規直営店を開店し、大分県内

に１店舗（花高松店）を移転開店しました。一方、既存店舗の見直しを行い、鹿児島県内の３店舗（谷

山インター店・吉野店・鹿屋バイパス店）、佐賀県内の１店舗（久保田店）を閉店し、当中間連結会

計期間末の店舗数は九州全県と沖縄県に合計 151 店舗となりました。 

なお、当中間連結会計期間において、閉店済み店舗５店舗分の閉店費用等を「閉店店舗引当金繰入」

として 51 百万円、「店舗解約損」として 11 百万円、閉店済み店舗の回収不能の可能性の高い敷金等

を「貸倒引当金繰入額」として 22 百万円、さらに「固定資産の減損に係る会計基準」の適用に伴い、

当社が所有している店舗設備等の一部について「減損損失額」を 25 百万円、合計 111 百万円を特別

損失として計上致しました。 

当中間連結会計期間における売上高は 12,516 百万円（前年同期比 6.7％増）、営業損失は 69 百万円

（同 131.9％減）経常損失は 92 百万円(同 143.0％減)、中間純損失は 173 百万円(同 1,407.2％減)と

なりました。 

 

（品目別販売実績） 

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ける品目別販売実績の状況は、

次のとおりであります。 

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）
品目別 

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

医 薬 品 3,820,335 32.6 3,818,751 30.6 7,890,147 33.2 

ヘ ル ス ケ ア 1,340,536 11.4 1,368,791 10.9 2,703,319 11.4 

ビ ュ ー テ ィ 3,055,975 26.1 3,317,725 26.5 6,169,381 25.9 

ベ ビ ー 840,634 7.2 823,283 6.6 1,653,298 6.9 

雑 貨 2,609,589 22.2 3,121,404 24.9 5,236,586 22.0 

そ の 他 57,296 0.5 66,404 0.5 132,405 0.6 

小 計 11,724,369 100.0 12,516,359 100.0 23,785,138 100.0 

そ の 他 卸 売 上 高 2,117 0.0 － － 3,683 0.0 

合 計 11,726,486 100.0 12,516,359 100.0 23,788,822 100.0 

（注）１．「その他卸売上高」は、小売店への卸販売額であります。 

２．上記金額には、消費税等は含まれておりません。 
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(通期の見通し) 

日本経済は、原油価格の高騰が若干落ち着いたものの原材料価格の上昇や米国経済情勢の不透明

さもあり、景気の停滞が長期化の様相を呈しています。 

個人消費につきましても物価の上昇や年金・医療制度に対する先行きの不安感から消費マインド

の落込みが予想されます。 

当ドラッグストア業界におきましては、昨今の健康に対する関心の高まりにより業界全体として

の伸びは見込まれるものの、薬事法改正により平成 21 年４月から登録販売者制度が施行予定であ

り、同業他社との競争だけでなく他業種からの参入による競争の激化に備えた人材の確保・育成が

重要課題となります。 

平成 21 年２月期下期の出店計画は、新規出店６店舗と、これまで同様スクラップ＆ビルドを推

進し、３店舗を閉鎖、さらに 1店舗を移転リニューアルする予定であります。 

営業面では適正な売価の設定、重点販売商品への注力、チラシセールやポイント割増セールの見

直し、地域の顧客ニーズに合った商品陳列、取引先とのタイアップによる低コストな販売促進策等

により、上半期で低下した売上総利益率を正常な状態に戻し、集客力・収益力の向上を図ってまい

ります。 

なお、中間期特別損失額に加えて、今後減損処理または閉店処理の可能性のある店舗 14 店舗分

の「減損損失額」として 260 百万円、来期閉店の可能性のある店舗分を前倒しで「閉店店舗引当金

繰入」として 140 百万円、その他閉店諸費用として 30 百万円を追加計上し、下半期で 430 百万円、

通期で 541 百万円の特別損失を計上する予定であります。これらの前倒し処理により、店舗の効率

化を大きく推進するとともに、来期以降の確実な利益計上を図ってまいります。 

平成 21 年 2 月期通期の業績見通しにつきましては、売上高は 24,874 百万円（前年同期比 4.6％

増）、営業損失は 38 百万円（同 109.1％減）経常損失は 86 百万円(同 121.9％減)、当期純損失は 618

百万円(同 1,851.2％減)を予想しております。 

 

 

（２）財政状態に関する分析 

①資産、負債及び純資産の状況 

当中間連結会計期間末の総資産は 14,612 百万円となり、前連結会計年度末比 5百万円の増加とな

りました。主な変動としては、現金及び預金 215 百万円、敷金及び保証金 88 百万円の増加があった

ものの、たな卸資産の減少 267 百万円があったこと等があげられます。 

負債の部は 12,724 百万円となり、前連結会計年度末比 230 百万円の増加となりました。これは、

仕入債務 492 百万円、閉店損失引当金 47 百万の増加があったものの、有利子負債が 331 百万円減少

したこと等があげられます。また純資産につきましては、1,887 百万円となり前連結会計年度に比

べ 224 百万円減少、自己資本比率は 1.6 ポイント減少し 12.9％となりました。 

 

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連結ベースの現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、2,220 

百万円となり前連結会計年度末比 215 百万円の増加となりました。 

当中間連結会計期間における各キャッシュ・フローとそれらの要因は、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 939 百万円となりました。これは主に、税金等調整前中間純利益

が△196 百万円計上され、資金を伴わない費用である減価償却費 162 百万円、仕入債務の増加 492

百万円、諸引当金の増加 88 百万円、たな卸資産の減少 267 百万円があったこと等によるものであり

ます。 

（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

投資活動の結果使用した資金は 342 百万円となりました。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 124 百万円、敷金及び保証金の支出 195 百万円が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） 

財務活動の結果使用した資金は 381 百万円となりました。これは主に、長短借入金の純減少が 331

百万円、配当金の支払額が 48 百万円あったこと等によるものであります。 
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 当社グループのキャッシュ・フロー指標のトレンドは下記のとおりであります。 

 
平成18年 

８月中間期

平成19年 

２月期 

平成19年 

８月中間期

平成20年 

２月期 

平成20年 

８月中間期

自己資本比率（％） 15.7 16.9 14.6 14.5 12.9 

時価ベースの自己資本比率（％） 34.8 35.4 25.0 19.1 15.6 

キャッシュ・フロー対有利子負債比率（％） 10.8 － 14.4 － 8.1 

インタレスト・カバレッジ・レシオ 10.1 － 7.0 － 12.6 

（注）１．各指標の算定方法は以下のとおりであります。 

    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 

２．平成19年2月期及び平成20年2月期のキャッシュ・フロー対有利子負債比率及びインタレスト・ガバレッジ・

レシオについては、営業キャッシュ・フローがマイナスであるため、記載しておりません。 

※ 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。 

期末株価終値×（期末発行済株式数（自己株式控除後）＋分割による増加株式数） 

※ 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の配当 

  当社は、健全経営の観点から経営基盤及び財務体質の強化を図り、適切な内部留保の充実に努めるとともに、

株主に対しましては安定的かつ継続的な配当を実施していくことを利益配分の基本方針としております。 

内部留保資金につきましては、新規店舗及びシステム開発等の設備資金として効果的な活用を行い、経営体

質の一層の強化と業績向上に努めてまいります。 

この基本方針に基づき、当期の配当に関しましては、１株当たり2,500円の期末配当を予定しております。 
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（４）事業等のリスク 

当社グループの経営成績及び財政状態に重要な影響を及ぼす可能性のあるリスクには以下のよう

なものがあります。 

なお、文中における将来に関する事項は、本中間決算短信発表日現在において当社グループが判断

したものであります。 

 

1) 法的規制について 

①「薬事法」等による規制について 

当社グループは「薬事法」上の医薬品等を販売するにあたり、各都道府県の許可・指定・登録お

よび届出を必要としております。また、食品、米穀等の販売については、食品衛生法等それぞれ関

係法令に基づき、所轄官公庁の許可・免許・登録等を必要としております。その主な内容は以下の

とおりであります。 

許可、登録、指定、免許、届出の別 
有効 

期限 
関連する法令 許可等の交付者 

医薬品販売業許可 ６年 薬事法 各都道府県知事又は所轄保健所長 

薬局開設許可 ６年 薬事法 各都道府県知事又は所轄保健所長 

高度管理医療機器等販売業 ６年 薬事法 各都道府県知事又は所轄保健所長 

管理医療機器届出 無期限 薬事法 各都道府県知事 

動物用医薬品販売業許可 ６年 薬事法 各都道府県知事 

保険薬局指定 ６年 健康保険法 各都道府県社会保険事務局長 

毒物劇物販売業登録 ６年 毒物及び劇物取締法 各都道府県知事又は所轄保健所長 

農薬販売業届出 無期限 農薬取締法 各都道府県知事 

食品販売業登録 ６年 食品衛生法 所轄保健所長 

乳類販売業許可 ６年 食品衛生法 所轄保健所長 

酒類販売業免許 無期限 酒税法 所轄税務署長 

今後当該法令等が改正された場合、その内容によっては当社の業績に影響を及ぼす可能性があり

ます。 

②出店に関する規制等について 

「大規模小売店舗立地法」（以下「大店立地法」という）においては、売場面積が 1,000 ㎡を超え

る新規出店及び既存店舗の増床について、都道府県知事（政令指定都市においては市長）に届出が

義務付けられており、騒音、交通渋滞およびごみ処理等地域への生活環境への配慮が審査事項とな

ります。 

従いまして、上記法的規制により新規出店および既存店舗の増床等ができない場合は、当社グル

ープの出店政策に影響を及ぼす可能性があります。 

 

2) 資格者確保について 

当社グループは、薬事法の規定により「薬局」及び「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ます。今後、店舗展開を進めていく上でこれら有資格

者の確保は、重要な課題の一つであります。このうち薬種商資格の取得については、従来より教育制

度を導入し、社内育成に努めておりますが、これら有資格者の確保が十分にできない場合には、当社

グループの今後の業績に影響を与える可能性があります。 

 

3）調剤業務について 

当社グループにおいては、調剤併設店舗があり、薬剤師の専門的知識習得のため社内研修等を積極

的に実施しております。また「薬剤師賠償保険」に加入するなどのリスク管理も行っておりますが、

調剤薬の欠陥・調合過誤等により訴訟を受けることがあった場合、社会的信用を損なうなどの理由に

より、業績に重要な影響を及ぼす可能性があります。 



 

 

 

 

－  － 

 

 

7

㈱ミドリ薬品（2718）平成 21 年 2 月期中間決算短信 

 

4) 敷金及び建設協力金について 

当社グループでは、賃借による店舗用物件の契約時に賃貸人に対し敷金及び建設協力金を差し入れ

ております。当該敷金は期間満了等による賃貸借契約解約時に契約に従い返還されることとなってお

ります。また、建設協力金は支払家賃と相殺する形で契約満了時までに全額回収する契約となってお

ります。 

しかしながら、敷金・建設協力金については預託先の経済的破綻等により、その一部または全額が

回収できなくなる可能性があり、また、契約に定められた期間満了前に中途解約した場合は契約条件

によって返還されない可能性があります。 

 

5) 個人情報保護について 

当社グループは、ポンイトカードシステムの運用に伴う顧客情報及び調剤業務に伴う患者情報等を

保持し、コンピュータ管理を行っております。これらの個人情報の取扱については、利用・保管等に

関わる社内ルールを設け、その管理については万全を期しておりますが、コンピュータの不具合や犯

罪行為などにより個人情報が流失した場合、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。 
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２．企業集団の状況 

 

当社グループは、当社及び連結子会社１社から構成されており、医薬品、化粧品、日用雑貨品等を販売

する小売業を主たる業務としております。 

当社及び連結子会社の株式会社ミドリ薬品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、

株式会社ミドリ薬品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。当社は株式会社ミドリ

薬品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高は当

社の売上高として計上しております。 

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。 
 

 

連結子会社
株式会社ミドリ薬品販売

　

当

　

社

　

　

一

般

消

費

者

　

　

小

売

店

　

商品の販売委託

商品の販売

商品の卸売　

商品の販売

商品の販売

連結グループ
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３．経営方針 

（１）会社の経営の基本方針 

   当社グループは医薬品、化粧品及び日常生活品等の販売を通じて健康で快適な暮らしを地域の人々へ心を込め

ておくることを目指しており、日々人材育成に励み、健康サポーターにふさわしい専門教育のみならず社会人教

育、文化教育を含めた幅広い教育実習に力を注いでおります。 

   その目的達成のための経営理念は次のとおりであります。 

   「美と健康を通して、人々に笑顔を！」 

   いつまでも美しくありたい。健康で長生きしたい。この人々の永遠の願いを実現するために私達の会社は美と

健康という事業を通じて、私達が最も大切な人（親戚や友人）を迎えるようにおもてなしすることが、大切なお

客様に喜び（笑顔）を与えることと考えます。また、そのことが周りの人々へも広がり、喜び（笑顔）を分かち

合うことができると考えます。このことを「共生」と呼ぶことにし、経営の根本として日々実践に努めておりま

す。 

 

（２）目標とする経営指標 

当社グループは、経営基盤及び財務体質の強化を図り、企業価値の最大化に努めてまいります。これを実現す

るために、安定的な利益達成及び投資効率のバランスを重要な指標と捉え、売上高経常利益率の向上を目標とし

て掲げております。 

 

（３）中長期的な会社の経営戦略 

当社グループは医薬品、化粧品等を専門に販売するドラッグストアであり、今後もこの事業に経営資源を集中

し、拡大・発展させる所存であります。 

当社グループではお客様とのふれあいを大切にし、対面販売方式によりお客様のご相談にのれる販売形態を採

用しております。ドラッグストアを含め小売業界を取り巻く環境は、今後も厳しさが予想されますが、お客様ご

との症状、ニーズに合った商品をご提供できる地域の「相談薬局」で在り続けること、また専門店としての専門

性を強化することが、生き残るための基本的な戦略であります。 

当社グループでは、今後も新規出店を重ねるとともに、既存店舗の改装及び陳列方法の見直し等を行い、地域

のお客様が快適に、ご相談、買い物ができるように「店舗はお客様のためにある」を実践してまいります。 

 

（４）会社の対処すべき課題 

今後のドラッグストア業界は、競争がさらに激化することが予想されます。当社グループが一丸となり、組織

力を生かした経営を進めることが不可欠と認識しており以下の点に重点を置き、業績向上に全力を尽くしてまい

ります。 

①新規出店の継続と出店精度の向上 

当社グループは九州･沖縄地域を基盤とし、今後も地域内での出店を継続的に行ってまいります。立地選定

に際しては、業界情報と地域の特徴を研究し、出店精度の向上、優良物件の発掘などを組織的に進めてまいり

ます。 

②スクラップ＆ビルドの推進 

既存店においては、スクラップ＆ビルドを推進し、店舗の効率経営を図ってまいります。また、商品の陳列

配置、品揃えなどを随時見直し、お客様本位の店舗づくりに努めてまいります。 

③財務安定性の向上 

既存店舗の活性化により、収益基盤の強化を図り、安定的な業績向上を目指してまいります。また、投資効

率の向上、棚卸資産の回転率向上・適正化を図ることで、財務基盤の安定的向上を目指してまいります。 

 
（５）その他、会社の経営上の重要な事項 

該当事項はありません。 
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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 ※2  2,783,409 2,726,503  2,511,153

2 売掛金   43,274 48,831  47,184

3 たな卸資産   4,659,277 4,785,598  5,052,873

4 その他   419,442 433,653  470,023

貸倒引当金   △142 △135  △134

流動資産合計   7,905,261 55.2 7,994,451 54.7  8,081,100 55.3

Ⅱ 固定資産   

1 有形固定資産   

(1) 建物及び構築物 ※1.2 3,053,367 2,853,461 2,952,313 

(2) 土地 ※2 451,228 451,228 451,228 

(3) その他 ※１ 163,635 3,668,230 231,369 3,536,059 178,297 3,581,838

2 無形固定資産   140,867 147,362 146,280

3 投資その他の資産   

(1) 敷金及び保証金  2,202,351 2,420,536 2,332,382 

(2) その他  424,268 549,587 470,863 

貸倒引当金  △7,613 2,619,006 △35,946 2,934,178 △6,303 2,796,943

固定資産合計   6,428,104 44.8 6,617,599 45.3 6,525,062 44.7

資産合計   14,333,365 100.0 14,612,051 100.0 14,606,162 100.0
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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 支払手形及び買掛金   4,001,571  4,047,387   3,554,537

2 短期借入金 ※2  868,000  764,000   554,000

3 一年以内返済予定長期借入金 ※2  1,666,768  1,579,393   1,714,088

4 未払法人税等   86,638  16,730   78,673

5 賞与引当金   74,900  75,000   72,000

6 閉店損失引当金   49,204  51,833   4,608

7 ポイント引当金   －  113,417   111,125

8 その他   492,178  499,924   424,506

流動負債合計   7,239,260 50.5  7,147,686 48.9  6,513,540 44.6

Ⅱ 固定負債      

1 長期借入金 ※2  4,704,212 5,271,699   5,678,176

2 退職給付引当金   150,713 153,634   149,470

3 役員退職慰労引当金   106,800 112,300   110,280

4 その他   40,949 38,764   42,145

固定負債合計   5,002,674 34.9 5,576,397 38.2  5,980,071 40.9

負債合計   12,241,934 85.4 12,724,084 87.1  12,493,611 85.5

     

（純資産の部）     

Ⅰ 株主資本      

1 資本金   352,218 2.5 352,218 2.4  352,218 2.4

2 資本剰余金   341,813 2.4 341,813 2.3  341,813 2.3

3 利益剰余金   1,486,317 10.4 1,286,676 8.8  1,508,416 10.4

4 自己株式   △91,760 △0.7 △93,788 △0.6  △91,760 △0.6

株主資本合計   2,088,589 14.6 1,886,920 12.9  2,110,688 14.5

Ⅱ 評価・換算差額等      

 その他有価証券評価差額金   2,841 0.0 1,046 0.0  1,862 0.0

評価・換算差額等合計   2,841 0.0 1,046 0.0  1,862 0.0

純資産合計   2,091,430 14.6 1,887,966 12.9  2,112,550 14.5

負債純資産合計  14,333,365 100.0 14,612,051 100.0  14,606,162 100.0
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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   11,726,486 100.0 12,516,359 100.0  23,788,822 100.0

Ⅱ 売上原価   8,137,239 69.4 8,941,206 71.4  16,272,876 68.4

売上総利益   3,589,246 30.6 3,575,152 28.6  7,515,946 31.6

Ⅲ 販売費及び一般管理費 ※1  3,372,521 28.8 3,644,375 29.2  7,093,800 29.8

営業利益又は 

営業損失（△） 
  216,725 1.8 △69,223 △0.6  422,146 1.8

Ⅳ 営業外収益    

1 受取利息  10,190 12,135 21,308 

2 受取配当金  1,139 1,131 1,237 

3 不動産賃貸料収入  13,058 16,570 29,629 

4 固定資産受贈益  19,797 6,872 31,371 

5 発注処理手数料  23,077 23,645 46,089 

6 その他  9,684 76,947 0.7 7,478 67,834 0.6 15,454 145,091 0.6

Ⅴ 営業外費用    

1 支払利息  67,046 75,663 137,731 

2 不動産賃貸費用  10,528 12,155 22,684 

3 その他  888 78,464 0.7 3,260 91,079 0.7 12,348 172,764 0.7

経常利益又は 

経常損失（△） 
  215,209 1.8 △92,467 △0.7  394,473 1.7

Ⅵ 特別利益    

1 賞与引当金戻入益  7,244 6,751 7,244 

2 保険差益  2,668 9,912 0.1 － 6,751 0.0 2,814 10,059 0.0

Ⅶ 特別損失    

1 固定資産除却損 ※2 5,592 － 5,592 

2 減損損失 ※3 17,910 25,192 74,462 

3 店舗解約損  14,045 11,334 70,322 

4 閉店損失引当金繰入  49,204 51,833 4,608 

5 ポイント関連費用  － － 83,671 

6 貸倒引当金繰入  － 86,753 0.7 22,800 111,159 0.9 － 238,657 1.0

税金等調整前中間（当期）

純利益又は中間（当期） 

純損失（△） 

  138,367 1.2 △196,876 △1.6  165,874 0.7

法人税、住民税及び

事業税 
 70,363 8,230 145,044 

法人税等調整額  54,766 125,129 1.1 △32,056 △23,825 △0.2 △14,506 130,537 0.6

中間(当期)純利益又は

中間（当期）純損失（△） 

 
 13,238 0.1 △173,050 △1.4  35,337 0.1
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(3)中間連結株主資本等変動計算書 
 

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）                   

  

 株主資本 評価・換算差額等 

 

資本金 
資本 

剰余金 

利益 

剰余金 

自己 

株式 

株主資本

合計 

その他有

価証券評

価差額金 

評価・換算

差額等 

合計 

純資産 

合計 

平成19年２月28日残高(千円) 352,218 341,813 1,521,859 △84,568 2,131,323 3,589 3,589 2,134,912

中間連結会計期間中の変動額    

剰余金の配当  △48,780 △48,780   △48,780

中間純利益  13,238 13,238   13,238

自己株式の取得  △7,192 △7,192   △7,192

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） 

 △747 △747 △747

中間連結会計期間中の変動額

合計(千円) 
－ － △35,541 △7,192 △42,733 △747 △747 △43,481

平成19年８月31日残高(千円) 352,218 341,813 1,486,317 △91,760 2,088,589 2,841 2,841 2,091,430

 

 

 

 

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 評価・換算差額等 

 

資本金 
資本 

剰余金 

利益 

剰余金 

自己 

株式 

株主資本

合計 

その他有

価証券評

価差額金 

評価・換算

差額等 

合計 

純資産 

合計 

平成20年２月29日残高(千円) 352,218 341,813 1,508,416 △91,760 2,110,688 1,862 1,862 2,112,550

中間連結会計期間中の変動額    

剰余金の配当  △48,690 △48,690   △48,690

中間純利益  △173,050 △173,050   △173,050

自己株式の取得  △2,028 △2,028   △2,028

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） 

 △815 △815 △815

中間連結会計期間中の変動額

合計(千円) 
－ － △221,740 △2,028 △223,768 △815 △815 △224,584

平成20年８月31日残高(千円) 352,218 341,813 1,286,676 △93,788 1,886,920 1,046 1,046 1,887,966

 



 

 

 

 

－  － 
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前連結会計年度の連結株主資本等変動計算書 （自平成 19 年 3月 1 日 至平成 20 年 2月 29 日）              

    

 株主資本 評価・換算差額等 

 

資本金 
資本 

剰余金 

利益 

剰余金 

自己 

株式 

株主資本

合計 

その他有

価証券評

価差額金 

評価・換算

差額等 

合計 

純資産 

合計 

平成19年２月28日残高(千円) 352,218 341,813 1,521,859 △84,568 2,131,323 3,589 3,589 2,134,912

連結会計年度中の変動額    

剰余金の配当  △48,780 △48,780   △48,780

当期純利益  35,337 35,337   35,337

自己株式の取得  △7,192 △7,192   △7,192

株主資本以外の項目の連結

会計年度中の変動額（純額） 
 △1,726 △1,726 △1,726

連結会計年度中の変動額合計 

（千円） 
－ － △13,442 △7,192 △20,634 △1,726 △1,726 △22,361

平成20年2月29日残高(千円) 352,218 341,813 1,508,416 △91,760 2,110,688 1,862 1,862 2,112,550

 

 



 

 

 

 

－  － 
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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）純利益又は 
中間（当期）純損失（△） 

 138,367 △196,876 165,874 

減価償却費  151,301 162,100 332,585 

貸倒損失  6,000 － 5,000 

減損損失  17,910 25,192 74,462 

貸倒引当金の増減額（減少：△）  7,597 29,644 6,279 

賞与引当金の増減額（減少：△）  △100 3,000 △3,000 

退職給付引当金の増減額（減少：△）  1,358 4,164 115 

役員退職慰労引当金の増減額（減少：△）  △890 2,020 2,590 

閉店損失引当金の増減額（減少：△）  49,204 47,224 4,608 

ポイント引当金の増減額（減少：△）  － 2,292 111,125 

受取利息及び受取配当金  △11,329 △13,267 △22,546 

支払利息  67,046 75,663 137,731 

有形固定資産除売却損益（益：△）  5,592 － 5,592 

売上債権の増減額（増加：△）  △5,584 △1,646 △9,494 

たな卸資産の増減額（増加：△）  △385,533 267,274 △779,129 

その他流動資産の増減額（増加：△）  17,618 25,826 △17,482 

その他固定資産の増減額（増加：△）  76,163 92,775 171,355 

仕入債務の増減額（減少：△）  527,079 492,849 80,045 

その他流動負債の増減額（減少：△）  15,195 71,382 12,004 

その他固定負債の増減額（減少：△）  △1,558 △621 66 

その他  △1,348 △9,270 △14,193 

小計  674,091 1,079,727 263,590 

利息及び配当金の受取額  3,549 3,895 2,749 

利息の支払額  △72,275 △74,415 △146,728 

法人税等の支払額  △101,978 △69,239 △184,636 

営業活動によるキャッシュ・フロー  503,387 939,968 △65,024 



 

 

 

 

－  － 
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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     

定期性預金の預け入れによる支出  △21,000 △21,000 △42,000 

定期性預金の払戻しによる収入  21,600 21,600 42,000 

有形固定資産の取得による支出  △631,043 △124,556 △781,468 

敷金及び保証金の支出  △269,227 △195,637 △546,633 

敷金及び保証金の返還による収入  18,687 13,586 41,499 

その他  △19,220 △36,439 △25,009 

投資活動によるキャッシュ・フロー  △900,203 △342,446 △1,311,611 

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：△）  △132,000 210,000 △446,000 

長期借入れによる収入  2,200,000 400,000 4,100,000 

長期借入金の返済による支出  △841,481 △941,172 △1,720,197 

社債の返還による支出  △100,000 － △100,000 

自己株式の取得による支出  △7,192 △2,028 △7,192 

配当金の支払額  △48,252 △48,372 △48,574 

財務活動によるキャッシュ・フロー  1,071,074 △381,572 1,778,036 

Ⅳ 現金及び現金同等物の増減額（減少：△）  674,257 215,949 401,401 

Ⅴ 現金及び現金同等物の期首残高  1,602,969 2,004,370 1,602,969 

Ⅵ 現金及び現金同等物の中間期末（期末）残高  2,277,227 2,220,320 2,004,370 

     

 



 

 

 

 

－  － 
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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 すべての子会社（株式会社ミドリ

薬品販売１社）を連結しております。

 

 

同  左 

 

 

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、該当ありません。 

 

 

同  左 

 

 

同  左 

 

３．連結子会社の中間決算日（事

業年度）等に関する事項 

連結子会社の中間決算日は、中間

連結決算日と同一であります。 

 

 

同  左 

 

連結子会社の事業年度は、連結会

計年度と同一であります。 

 

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 ①有価証券 ①有価証券 

   その他有価証券   その他有価証券   その他有価証券 

   時価のあるもの   時価のあるもの   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。） 

 

 

同  左 

決算期末日の市場価格等に基

づく時価法（評価差額は全部

純資産直入法により処理し、

売却原価は移動平均法により

算定しております。） 

   時価のないもの   時価のないもの 時価のないもの 

    移動平均法による原価法 同  左 同  左 

    

 ②たな卸資産 ②たな卸資産 ②たな卸資産 

   商品   商品   商品 

    売価還元原価法 同  左 同  左 

   貯蔵品   貯蔵品   貯蔵品 

    最終仕入原価法 同  左 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 ①有形固定資産 ①有形固定資産 
 定率法（但し、平成10年４月１日

以降に取得した建物（附属設備を除

く）については定額法）を採用して

おります。 

なお、主な耐用年数は、建物及び

構築物８年～34年であります。 

（会計方針の変更） 

平成19年度の法人税法の改正（「所

得税法等の一部を改正する法律」

（平成19年３月30日 法律第６号）

及び「法人税法施行令の一部を改正

する政令」（平成19年３月30日 政

令第83号））に伴い、平成19年４月

１日以降に取得したものについて

は、改正後の法人税法に基づく方法

に変更しております。 

これに伴う損益への影響は軽微

であります。 

 

 

 

同  左 

 

 

 

――――――― 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（追加情報） 

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％に到達した連結会計年

度の翌連結会計年度より、取得価額

の５％相当額と備忘価額との差額

を５年間にわたり均等償却し、減価

償却費に含めて計上しております。

これに伴う損益への影響は軽微

であります。 

 

 

 

同  左 

 

 

 

（会計方針の変更） 

平成19年度の法人税法の改正（「所

得税法等の一部を改正する法律」

（平成19年３月30日 法律第６号）

及び「法人税法施行令の一部を改正

する政令」（平成19年３月30日 政

令第83号））に伴い、平成19年４月

１日以降に取得したものについて

は、改正後の法人税法に基づく方法

に変更しております。 

これに伴う損益への影響は軽微

であります。 

 

 ②無形固定資産 ②無形固定資産 ②無形固定資産 

 定額法を採用しております。 

なお、自社利用のソフトウェア

については、社内における利用可

能期間（５年）に基づく定額法を

採用しております。 

また、のれんについては、５年

で均等償却しております。 

定額法を採用しております。 

なお、自社利用のソフトウェア

については、社内における利用可

能期間（５年）に基づく定額法を

採用しております。 

また、のれんについては、５年で

均等償却しております。 

定額法を採用しております。 

なお、自社利用のソフトウェア

については、社内における利用可

能期間（５年）に基づく定額法を

採用しております。 

また、のれんについては、５年

で均等償却しております。 

    

 

 

 

 



 

 

 

 

－  － 
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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） 

 (3)重要な引当金の計上基準 (3)重要な引当金の計上基準 (3)重要な引当金の計上基準 

 ①貸倒引当金 ①貸倒引当金 ①貸倒引当金 

 債権の貸倒れによる損失に備え

るため、一般債権については貸倒

実績率により、貸倒懸念債権等特

定の債権については個別に回収可

能性を検討し、回収不能見込額を

計上しております。 

 

 

同  左 

 

 

 

 

 

同  左 

 

 

 

    

 ②賞与引当金 ②賞与引当金 ②賞与引当金 

 従業員の賞与の支給に備えるた

め、支給見込額に基づき計上して

おります。 

 

同  左 

 

 

同  左 

 

 ③閉店損失引当金 ③閉店損失引当金 ③閉店損失引当金 

 店舗の閉鎖に伴い発生する損失

に備えるため、店舗閉店により見

込まれる閉店関連損失額を計上し

ております。 

(追加情報) 

当中間連結会計期間において店

舗閉店に伴い損失の発生が見込ま

れることとなったため、閉店に関

連して見込まれる損失を引当計上

することと致しました。これによ

り、特別損失として閉店関連損失

見込額49,204千円を計上したため

税金等調整前中間純利益が同額減

少しております。 

 

店舗の閉鎖に伴い発生する損失

に備えるため、店舗閉店により見

込まれる閉店関連損失額を計上し

ております。 

 

店舗の閉鎖に伴い発生する損失

に備えるため、店舗閉店により見

込まれる閉店関連損失額を計上し

ております。 

(追加情報) 

当連結会計年度において店舗閉

店に伴い損失の発生が見込まれる

こととなったため、閉店に関連し

て見込まれる損失を引当計上する

ことと致しました。これにより、

特別損失として閉店関連損失見込

額4,608千円を計上したため税金

等調整前中間純利益が同額減少し

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  ――――――― ④ポイント引当金 ④ポイント引当金 

 

 販売促進を目的とするポイン

トカード制度に基づき、顧客に

付与したポイントの利用による

費用負担に備えるため、当中間

連結会計期間末において将来使

用されると見込まれる額を計上

しております。 

販売促進を目的とするポイン

トカード制度に基づき、顧客に

付与したポイントの利用による

費用負担に備えるため、当連結

会計年度末において将来使用さ

れると見込まれる額を計上して

おります。 

(追加情報) 

ポイントカード制度により顧

客に付与したポイントの会計処

理については、従来、ポイント

が使用された会計期間の売上高

より控除する方法によっており

ましたが、当連結会計年度より、

顧客に対しポイントを付与した

会計期間の販売費及び一般管理

費（ポイント販売促進費）とし

て処理することとし、当連結会

計年度末現在の未使用残高のう

ち、将来使用されると見込まれ

る額をポイント引当金として計

上しております。この変更は、

カード会員が増加しポイント残

高の重要性が増したこと、及び

将来のポイント使用見込額を合

理的に算定することが可能とな

ったことによるものでありま

す。なお、過年度において顧客

に付与したポイントのうち、当

連結会計年度に使用されたポイ

ント相当額は特別損失に計上し

ております。 

この結果、従来の方法に比べ

売 上 高 及 び 売 上 総 利 益 は

238,080千円、販売費及び一般管

理費は265,534千円それぞれ増

加し、営業利益及び経常利益は

27,453千円、税金等調整前当期

純利益は111,125千円それぞれ

減少しております。 

なお、当下期において将来使

用されると見込まれる額を合理

的に見積もることが可能となっ

たため、当中間連結会計期間は

従来の方法によっております。
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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） 

⑤退職給付引当金 ⑤退職給付引当金 ⑤退職給付引当金 

 

従業員の退職給付に備えるた

め、当連結会計年度末における

退職給付債務及び年金資産の見

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。 

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。 

 

 

 

 

同  左 

 

従業員の退職給付に備えるた

め、当連結会計年度末における

退職給付債務及び年金資産の見

込額に基づき計上しておりま

す。 

数理計算上の差異は、各連結

会計年度の発生時における従業

員の平均残存勤務期間以内の一

定の年数（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。 

 

 ⑥役員退職慰労引当金 ⑥役員退職慰労引当金 ⑤役員退職慰労引当金 

 

役員の退職慰労金の支給に備

えるため、役員退職慰労金規程

（内規）に基づく中間期末要支

給見込額を計上しております。

 

 

 

同  左 

 

役員の退職慰労金の支給に備

えるため、役員退職慰労金規程

（内規）に基づく期末要支給見

込額を計上しております。 

 (4)重要なリース取引の処理方法 (4)重要なリース取引の処理方法 (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 

 

 

 

 

 

同  左 

 

 

 (5)その他中間連結財務諸表作成の

ための基本となる重要な事項 

(5)その他中間連結財務諸表作成の

ための基本となる重要な事項 

(5)その他連結財務諸表作成のため

の基本となる重要な事項 

 消費税等の会計処理 消費税等の会計処理 消費税等の会計処理 

 消費税及び地方消費税の会計処

理は、税抜方式によっております。

 

同  左 

 

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 

資金（現金及び現金同等物）は、

手許現金、随時引き出し可能な預

金及び容易に換金可能であり、か

つ、価値の変動について僅少なリ

スクしか負わない取得日から３か

月以内に償還期限の到来する短期

投資からなっております。 

 

 

 

同  左 

 

 

 

 

 

 

同  左 
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表示方法の変更 

 
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20年３月１日 

至 平成21年２月29日） 

（中間連結キャッシュ・フロー計算書） 

｢その他営業外収益｣(当中間連結会計

期間△65,617千円)、｢その他営業外費

用｣(同11,417千円)、｢その他特別利益｣

(同△9,912千円)、｢その他特別損失｣(同

14,045千円)、｢賃貸料の受取額｣(同

30,431千円)、｢災害による保険金収

入](同2,668千円)、｢その他の営業活動

収入｣(同41,082千円)、｢その他の営業活

動支出｣(同△25,463千円)は、従来区分

掲記しておりましたが、金額の重要性が

乏しいことから、当中間連結会計期間か

ら営業活動によるキャッシュ･フローの

｢その他｣に含めて表示しております。ま

た、｢その他の投資活動支出](同△

20,483千円)、｢その他の投資活動収入｣

(同1,263千円)についても同様の理由に

より、当中間連結会計期間から投資活動

によるキャッシュ･フローの｢その他｣に

含めて表示しております。 

財務活動によるキャッシュ・フローの

｢短期借入金の純増減額｣は、前中間連結

会計期間は｢短期借入れによる収入」及

び「短期借入金の返済による支出」とし

て表示しておりましたが、借入から返済

までの期間が短く、かつ借入と返済が頻

繁に行われていることから、回転が速い

項目として、当中間連結会計期間より

｢短期借入金の純増減額｣として表示し

ております。 

なお、当中間連結会計期間における

｢短期借入れによる収入｣は130,000千

円、｢短期借入金の返済による支出｣は△

262,000千円であります。 

 

――――――― 

 

 

（連結キャッシュ・フロー計算書） 

｢その他営業外収益｣(当連結会計年度

△122,544千円)、｢その他営業外費用｣

(同35,032千円)、｢その他特別利益｣(同

△2,814千円)、｢その他特別損失｣(同

70,322千円)、｢賃貸料の受取額｣(同

45,671千円)、｢災害による保険金収入｣

(同3,544千円)、｢その他の営業活動収

入｣(同62,679千円)、｢その他の営業活動

支出｣(同△106,084千円)は、従来区分掲

記しておりましたが、金額の重要性が乏

しいことから、当連結会計年度から営業

活動によるキャッシュ･フローの｢その

他｣に含めて表示しております。また、

「貸付けによる支出」（同△450千円）、

「貸付金の回収による収入」（同2,244

千円）、｢その他の投資活動支出｣(同△

26,803千円)についても同様の理由によ

り、当連結会計年度から投資活動による

キャッシュ･フローの｢その他｣に含めて

表示しております。 

財務活動によるキャッシュ・フローの

｢短期借入金の純増減額｣は、前連結会計

年度は｢短期借入れによる収入｣及び「短

期借入金の返済による支出」として表示

しておりましたが、借入から返済までの

期間が短く、かつ借入と返済が頻繁に行

われていることから、回転が速い項目と

して、当連結会計年度より｢短期借入金

の純増減額｣として表示しております。 

なお、当連結会計年度における｢短期

借入れによる収入｣は455,000千円、｢短

期借入金の返済による支出 ｣は△

901,000千円であります。 
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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 ※１ 有形固定資産の減価償却累計額 ※１ 有形固定資産の減価償却累計額 

1,631,591千円 1,916,581千円 1,796,097千円 

   

※２ 担保資産及び担保付債務 ※２ 担保資産及び担保付債務 ※２ 担保資産及び担保付債務 

担保に供している資産は次のとおりで

あります。 

担保に供している資産は次のとおりで

あります。 

担保に供している資産は次のとおりで

あります。 
 

預     金 120,000千円

建物及び構築物 199,889 

土     地 235,179 

計 555,068千円
  

 
預     金 120,000千円

建物及び構築物 188,731 

土     地 235,179 

計 543,910千円
  

 
預     金 120,000千円

建物及び構築物 193,658 

土     地 235,179 

計 548,838千円
  

担保付債務は次のとおりであります。 担保付債務は次のとおりであります。 担保付債務は次のとおりであります。
 

短期借入金 612,000千円

長期借入金 1,129,854 

計 1,741,854千円
  

 
短期借入金 412,000千円

長期借入金 1,418,372 

計 1,830,372千円
  

 
短期借入金 212,000千円

長期借入金 1,461,484 

計 1,673,484千円
  

（注）長期借入金には、一年以内返済予定長

期借入金が含まれております。 

（注）長期借入金には、一年以内返済予定長

期借入金が含まれております。 

（注）長期借入金には、一年以内返済予定長

期借入金が含まれております。 

   



 

 

 

 

－  － 

 

 

24

㈱ミドリ薬品（2718）平成 21 年 2 月期中間決算短信 

 

（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。 

※１ 販売費及び一般管理費のうち主要な費

目及び金額は次のとおりであります。 

※１ 販売費及び一般管理費のうち主要な費

目及び金額は次のとおりであります。 
 

広告宣伝費 307,218千円

貸倒引当金繰入額 7,597 

貸倒損失 6,000 

役員報酬 67,680 

給与手当 889,440 

雑給 309,394 

賞与引当金繰入額 74,900 

退職給付費用 25,071 

役員退職慰労引当金

繰入額 
3,610 

法定福利費 124,897 

水道光熱費 202,294 

消耗品費 63,995 

減価償却費 151,301 

地代家賃 612,881 

リース料 194,912 
  

 
広告宣伝費 303,947千円

貸倒引当金繰入額 6,844 

ポイント販売促進費 142,351 

役員報酬 51,750 

給与手当 916,562 

雑給 326,631 

賞与引当金繰入額 75,000 

退職給付費用 30,802 

役員退職慰労引当金

繰入額 
3,940 

法定福利費 115,001 

水道光熱費 238,412 

消耗品費 52,276 

減価償却費 162,100 

地代家賃 683,860 

リース料 185,301 
  

 
広告宣伝費 596,644千円

ポイント販売促進費 265,534 

貸倒引当金繰入額 6,279 

貸倒損失 5,000 

役員報酬 124,960 

給与手当 1,796,389 

雑給 626,628 

賞与 77,233 

賞与引当金繰入額 72,000 

退職給付費用 50,142 

役員退職慰労引当金

繰入額 
7,090 

法定福利費 242,200 

水道光熱費 439,188 

消耗品費 137,209 

減価償却費 332,585 

地代家賃 1,270,050 

リース料 397,070 
  

 なお、上記のポイント販売促進費には

ポイント引当金繰入額2,292千円が含ま

れております。 

   なお、上記のポイント販売促進費には

ポイント引当金繰入額111,125千円が含

まれております。 

※２ 固定資産除却損の内訳は、建物及び構

築物の除却損5,263千円ほかであります。 

※２    ――――――― ※２ 固定資産除却損の内訳は、建物及び構

築物の除却損5,263千円であります。 
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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） 

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 減損損失 

当中間連結会計期間において、当社グルー

プは以下の資産グループについて減損損失を

計上いたしました。 

場所 用途 種類 

福岡県 

1件 
店舗 建物及びその他 

熊本県 

2件 
店舗 建物及びその他 

 

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

を基本単位として資産のグルーピングを行

っております。また、遊休資産については、

個々の物件ごとに資産のグルーピングを行

っております。 

収益性等の観点から撤退の意思決定を行っ

た店舗で保有する資産のうち、将来の使用見

込みがなく、廃棄することが決定された資産

について、回収可能価額をゼロとしてその帳

簿価額の全額を減損損失として特別損失に計

上しております。 

固定資産の種類 金額 

建物及び構築物 17,910千円 

合計 17,910千円 
 

※３ 減損損失 

当中間連結会計期間において、当社グルー

プは以下の資産グループについて減損損失を

計上いたしました。 

場所 用途 種類 

鹿児島県

2件 
店舗 建物及びその他

その他 

2件 
店舗 建物及びその他

 

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

を基本単位として資産のグルーピングを行

っております。また、遊休資産については、

個々の物件ごとに資産のグルーピングを行

っております。 

営業活動から生じる損益が継続してマイナ

スとなっている店舗や収益性等の観点から撤

退の意思決定を行った店舗を対象とし、将来

使用見込みがないもの及び廃棄することが決

定された資産について、回収可能価額をゼロ

としてその帳簿価額の全額を減損損失として

特別損失に計上しております。 

固定資産の種類 金額 

建物及び構築物 18,082千円

その他 2,832千円

リース資産 4,277千円

合計 25,192千円

 

 

※３ 減損損失 

当連結会計年度において、当社グループは

以下の資産グループについて減損損失を計上

いたしました。 

場所 用途 種類 

鹿児島県 

2件 
店舗 建物及びその他

熊本県 

2件 
店舗 建物及びその他

その他 

3件 
店舗 建物及びその他

 

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

を基本単位として資産のグルーピングを行

っております。また、遊休資産については、

個々の物件ごとに資産のグルーピングを行

っております。 

営業活動から生じる損益が継続してマイ

ナスとなっている店舗や収益性等の観点か

ら撤退の意思決定を行った店舗を対象とし、

将来使用見込みがないもの及び廃棄するこ

とが決定された資産について、回収可能価額

をゼロとしてその帳簿価額の全額を減損損

失として特別損失に計上しております。 

固定資産の種類 金額 

建物及び構築物 67,062千円

その他 4,128千円

リース資産 3,270千円

合計 74,462千円
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（中間連結株主資本等変動計算書関係） 

 
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） 

 

１ 発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項 

 
前連結会計年度末 

株式数（株） 

当中間連結会計期間

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 20,360 － － 20,360 

合計 20,360 － － 20,360 

自己株式     

普通株式（注） 848 36 － 884 

合計 848 36 － 884 

（注）普通株式の自己株式の増加36株は、取締役会の決議に基づく取得による増加であります。 

 

２ 新株予約権及び自己新株予約権に関する事項 

該当事項はありません。 

 

３ 配当に関する事項 

 

(１)配当金支払額 

決議 株式の種類 配当金の総額 １株当たり配当額 基準日 効力発生日 

平成19年5月24日 
（定時株主総会） 

普通株式 48,780千円 2,500円 平成19年2月28日 平成19年5月25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末後となるもの 

該当事項はありません。 
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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） 

 

１ 発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項 

 前連結会計年度末 
株式数（株） 

当中間連結会計期間
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 20,360 － － 20,360 

合計 20,360 － － 20,360 

自己株式     

普通株式（注） 884 18 － 902 

合計 884 18 － 902 

（注）普通株式の自己株式の増加18株は、取締役会の決議に基づく取得による増加であります。 

 

２ 新株予約権及び自己新株予約権に関する事項 

該当事項はありません。 

 

３ 配当に関する事項 

 

(１)配当金支払額 

決議 株式の種類 配当金の総額 １株当たり配当額 基準日 効力発生日 

平成20年5月23日 
（定時株主総会） 

普通株式 48,690千円 2,500円 平成20年2月29日 平成20年5月26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末後となるもの 

該当事項はありません。 
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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及び株式数に関する事項 

 

 前連結会計年度末 
株式数（株） 

当連結会計年度 
増加株式数（株）

当連結会計年度減少 
株式数（株） 

当連結会計年度末 
株式数（株） 

発行済株式     

普通株式 20,360 － － 20,360 

合計 20,360 － － 20,360 

自己株式     

普通株式（注） 848 36 － 884 

合計 848 36 － 884 

（注）普通株式の自己株式の増加36株は、取締役会の決議に基づく取得による増加であります。 

 

２ 新株予約権及び自己新株予約権に関する事項 

該当事項はありません。 

 

３ 配当に関する事項 

 

(１)配当金支払額 

決議 株式の種類 配当金の総額 １株当たり配当額 基準日 効力発生日 

平成19年5月24日 
（定時株主総会） 

普通株式 48,780千円 2,500円 平成19年2月28日 平成19年5月25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 配当の原資 1株当たり配当額 基準日 効力発生日 

平成19年5月24日 

（定時株主総会） 
普通株式 48,690千円 利益剰余金 2,500円 平成20年2月29日 平成20年5月26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 

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 

現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借

対照表に掲記されている科目の金額との関係

 
現金及び預金勘定 2,783,409千円

預入期間が３か月 

を超える定期性預金 
△506,182 

現金及び現金同等物 2,277,227千円

  
  

 
現金及び預金勘定 2,726,503千円

預入期間が３か月 

を超える定期性預金 
△506,182 

現金及び現金同等物 2,220,320千円

  
  

 
現金及び預金勘定 2,511,153千円

預入期間が３か月 

を超える定期性預金 
△506,782 

現金及び現金同等物 2,004,370千円
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（有価証券関係） 

 

Ⅰ 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 

 取得原価（千円） 
中間連結貸借対照表計
上額（千円） 

差額（千円） 

(1) 株式 10,567 15,521 4,954 

(2) その他 2,826 2,639 △186 

合計 13,393 18,160 4,767 

 

２．時価評価されていない有価証券の内容 

 中間連結貸借対照表計上額（千円） 

その他有価証券  

非上場株式 50,500 

 

 

Ⅱ 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 

 取得原価（千円） 
中間連結貸借対照表計
上額（千円） 

差額（千円） 

(1) 株式 10,567 12,632 2,064 

(2) その他 2,826 2,517 △308 

合計 13,393 15,149 1,755 

 

２．時価評価されていない有価証券の内容 

 中間連結貸借対照表計上額（千円） 

その他有価証券  

非上場株式 50,500 
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Ⅲ 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 

 取得原価（千円） 
連結貸借対照表計上額
（千円） 

差額（千円） 

(1) 株式 10,567 13,952 3,384 

(2) その他 2,826 2,566 △259 

合計 13,393 16,518 3,124 

 

２．時価評価されていない有価証券の内容 

 連結貸借対照表計上額（千円） 

その他有価証券  

非上場株式 50,500 

 

 

（セグメント情報） 

１．事業の種類別セグメント情報 

 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、当社グループは医薬品、化粧

品、日用雑貨品等の小売業という単一事業として営んでいるため、該当事項はありません。 

 

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はないため、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、海外売上高はないため、該当

事項はありません。 

 

 

（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 107,385 円 02 銭 

1株当たり中間純利益 679 円 14 銭 

なお、潜在株式調整後 1 株当たり中間純

利益については、潜在株式が存在しないた

め記載しておりません。 

 

1 株当たり純資産額 97,027 円 78 銭

1株当たり中間純利益 △8,888 円 63 銭

なお、潜在株式調整後 1 株当たり中間純

利益については、潜在株式が存在しないた

め記載しておりません。 

 

1 株当たり純資産額 108,469円43銭

1 株当たり当期純利益   1,813円56銭

なお、潜在株式調整後 1株当たり当期純利

益については、潜在株式が存在しないため記

載しておりません。 

 

（注）1株当たり中間（当期）純利益の算定上の基礎は、以下のとおりであります。 

項目 

前中間連結会計期間 

(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) 

中間(当期)純利益(千円) 13,238 △173,050 35,337 

普通株主に帰属しない金額(千円) － － － 

普通株式に係る中間(当期)純利益(千円) 13,238 △173,050 35,337 

期中平均株式数(株) 19,492 19,468 19,484 
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（開示の省略） 

リース取引、デリバティブ取引、ストック・オプション等に関する注記事項については、中間決算短信におけ

る開示の必要性が大きくないと考えられるため開示を省略します。 

 

 

 

（重要な後発事象） 

該当事項はありません。 
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５．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 ※2 2,741,510 2,685,110 2,468,701 

2 売掛金  43,274 48,831 47,184 

3 たな卸資産  4,659,277 4,785,598 5,052,873 

4 その他 ※３ 419,347 433,497 469,909 

貸倒引当金  △142 △135 △134 

流動資産合計   7,863,266 55.0 7,952,902 54.5  8,038,534 55.2

Ⅱ 固定資産    

1 有形固定資産   

(1) 建物 ※1.2 2,670,598 2,515,442 2,596,623 

(2) 土地 ※2 451,228 451,228 451,228 

(3) その他 ※1 546,404 569,388 533,987 

計  3,668,230 3,536,059 3,581,838 

2 無形固定資産  140,867 147,362 146,280 

3 投資その他の資産    

(1) 敷金及び保証金  2,202,351 2,420,536 2,332,382 

(2) その他  434,268 559,587 480,863 

貸倒引当金  △7,613 △35,946 △6,303 

計  2,629,006 2,944,178 2,806,943 

固定資産合計   6,438,104 45.0 6,627,599 45.5 6,535,062 44.8

資産合計   14,301,371 100.0 14,580,502 100.0 14,573,596 100.0
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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 支払手形  5,767 4,558  4,836 

2 買掛金  3,995,803 4,042,829  3,549,701 

3 短期借入金 ※2 868,000 764,000  554,000 

4 一年以内返済予定長期
借入金 

※2 1,666,768 1,579,393  1,714,088 

5 未払法人税等  84,851 12,679  73,341 

6 賞与引当金  74,900 75,000  72,000 

7 閉店損失引当金  49,204 51,833  4,608 

8 ポイント引当金  － 113,417  111,125 

9 その他 ※3 489,152 496,930  420,177 

流動負債合計   7,234,447 50.6 7,140,642 49.0  6,503,878 44.6

Ⅱ 固定負債     

1 長期借入金 ※2 4,704,212 5,271,699  5,678,176 

2 退職給付引当金  150,713 153,634  149,470 

3 役員退職慰労引当金  106,800 112,300  110,280 

4 その他  40,949 38,764  42,145 

固定負債合計   5,002,674 35.0 5,576,397 38.2  5,980,071 41.1

負債合計   12,237,121 85.6 12,717,040 87.2  12,483,950 85.7

     

（純資産の部）     

Ⅰ 株主資本     

1 資本金   352,218 2.5 352,218 2.4  352,218 2.4

2 資本剰余金     

(1)資本準備金  341,813 341,813  341,813 

資本剰余金合計   341,813 2.4 341,813 2.3  341,813 2.3

3 利益剰余金     

(1)利益準備金  8,218 8,218  8,218 

(2)その他利益剰余金     

繰越利益剰余金  1,450,918 1,253,954  1,477,294 

利益剰余金合計   1,459,136 10.2 1,262,172 8.7  1,485,512 10.2

4 自己株式   △91,760 △0.7 △93,788 △0.6  △91,760 △0.6

株主資本合計   2,061,408 14.4 1,862,416 12.8  2,087,784 14.3

Ⅱ 評価・換算差額等     

 その他有価証券評価
差額金 

  2,841 0.0 1,046 0.0  1,862 0.0

評価・換算差額等合計   2,841 0.0 1,046 0.0  1,862 0.0

純資産合計   2,064,249 14.4 1,863,462 12.8  2,089,646 14.3

負債純資産合計   14,301,371 100.0 14,580,502 100.0  14,573,596 100.0
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(2)中間損益計算書 

 
  

前中間会計期間 

(平成19年３月１日 

平成19年８月31日) 

当中間会計期間 

(平成20年３月１日 

平成20年８月31日) 

前事業年度の 

要約損益計算書 

(平成19年３月１日 

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   11,726,486 100.0 12,516,359 100.0  23,788,822 100.0

Ⅱ 売上原価   8,137,239 69.4 8,941,206 71.4  16,272,876 68.4

売上総利益   3,589,246 30.6 3,575,152 28.6  7,515,946 31.6

Ⅲ 販売費及び一般管理費   3,421,084 29.2 3,697,955 29.6  7,194,458 30.2

営業利益又は営業損失（△）   168,162 1.4 △122,802 △1.0  321,487 1.4

Ⅳ 営業外収益 ※1  575,947 4.9 599,766 4.8  1,169,618 4.9

Ⅴ 営業外費用 ※2  533,201 4.5 574,380 4.6  1,106,372 4.7

経常利益又は経常損失（△）   210,907 1.8 △97,415 △0.8  384,733 1.6

Ⅵ 特別利益 ※3  9,912 0.1 6,751 0.1  10,059 0.0

Ⅶ 特別損失 ※4.6  86,753 0.8 111,159 0.9  238,657 1.0

税引前中間（当期）純利益 
又は中間（当期）純損失（△） 

  134,066 1.1 △201,823 △1.6  156,134 0.6

法人税、住民税及び事業税  68,569 4,840  133,515 

法人税等調整額 
 

54,842 123,411 1.0 △32,014 △27,173 △0.2 △14,411 119,103 0.5

中間（当期）純利益 
又は中間（当期）純損失（△） 

 
 10,655 0.1 △174,650 △1.4  37,031 0.1
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(3)中間株主資本等変動計算書 

 

前中間会計期間（自平成 19 年 3月 1日 至平成 19 年 8 月 31 日） 

                   

株  主  資  本 

資本剰余金 利益剰余金 

その他 

利益剰余金

 

資本金 資本 

準備金 

利益 

準備金 繰越利益 

剰余金 

利益剰余金

合計 

自己株式 
株主資本 

合計 

平成19年2月28日残高(千円) 352,218 341,813 8,218 1,489,043 1,497,261 △84,568 2,106,724

中間会計期間中の変動額   

剰余金の配当  △48,780 △48,780 △48,780

中間純利益  10,655 10,655 10,655

自己株式の取得   △7,192 △7,192

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) － － － △38,124 △38,124 △7,192 △45,316

平成19年8月31日残高(千円) 352,218 341,813 8,218 1,450,918 1,459,136 △91,760 2,061,408

 

評価・換算差額等 

その他有価証券 

評価差額金 

純資産合計 

平成19年２月28日残高(千円)   3,589 2,110,313

中間会計期間中の変動額 

剰余金の配当(注) △48,780

中間純利益 10,655

自己株式の取得 △7,192

株主資本以外の項目の中間会計

期間中の変動額(純額) 
△747 △747

中間会計期間中の変動額合計(千円) △747 △46,064

平成19年8月31日残高(千円)   2,841 2,064,249

 



 

 

 

 

－  － 

 

 

37

㈱ミドリ薬品（2718）平成 21 年 2 月期中間決算短信 

 

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 

資本剰余金 利益剰余金 

その他 

利益剰余金

 

資本金 資本 

準備金 

利益 

準備金 繰越利益 

剰余金 

利益剰余金

合計 

自己株式 
株主資本 

合計 

平成20年２月29日残高(千円) 352,218 341,813 8,218 1,477,294 1,485,512 △91,760 2,087,784

中間会計期間中の変動額   

剰余金の配当  △48,690 △48,690 △48,690

中間純利益  △174,650 △174,650 △174,650

自己株式の取得   △2,028 △2,028

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(千円) － － － △223,340 △223,340 △2,028 △225,368

平成20年8月31日残高(千円) 352,218 341,813 8,218 1,253,954 1,262,172 △93,788 1,862,416

 

評価・換算差額等 

その他有価証券 

評価差額金 

純資産合計 

平成20年2月29日残高(千円)   1,862 2,089,646

中間会計期間中の変動額 

剰余金の配当 △48,690

中間純利益 △174,650

自己株式の取得 △2,028

株主資本以外の項目の中間会計

期間中の変動額（純額） 
△815 △815

中間会計期間中の変動額合計（千円） △815 △226,183

平成20年8月31日残高(千円)  1,046 1,863,462
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前事業年度の株主資本等変動計算書（自平成 19 年 3月 1日 至平成 20 年 2 月 29 日）   

                 

株  主  資  本 

資本剰余金 利益剰余金 

その他 

利益剰余金

 

資本金 資本 

準備金 

利益 

準備金 繰越利益 

剰余金 

利益剰余金

合計 

自己株式 
株主資本 

合計 

平成19年2月28日残高(千円) 352,218 341,813 8,218 1,489,043 1,497,261 △84,568 2,106,724

事業年度中の変動額   

剰余金の配当  △48,780 △48,780 △48,780

当期純利益  37,031 37,031 37,031

自己株式の取得   △7,192 △7,192

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)  － － － △11,748 △11,748 △7,192 △18,940

平成20年２月29日残高(千円） 352,218 341,813 8,218 1,477,294 1,485,512 △91,760 2,087,784

 

評価・換算差額等 

その他有価証券 

評価差額金 

純資産合計 

平成19年２月28日残高(千円)   3,589 2,110,313

事業年度中の変動額 

剰余金の配当(注) △48,780

当期純利益 37,031

自己株式の取得 △7,192

株主資本以外の項目の事業年度中

の変動額（純額） 
△1,726 △1,726

事業年度中の変動額合計(千円)    △1,726 △20,667

平成20年２月29日残高(千円)   1,862 2,089,646
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③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)有価証券 (1)有価証券 (1)有価証券 

子会社株式 

 移動平均法による原価法 

 

子会社株式 

同  左 

 

子会社株式 

同  左 

 

その他有価証券 その他有価証券 その他有価証券 

時価のあるもの 時価のあるもの 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。）

 

同  左 

  期末日の市場価格等に基

づく時価法（評価差額は全部

純資産直入法により処理し、

売却原価は移動平均法により

算定しております。） 

時価のないもの 時価のないもの 時価のないもの 

１．資産の評価基準及び評価

方法 

 移動平均法による原価法 

 

同  左 

 

同  左 

 

(2)たな卸資産 (2)たな卸資産 (2)たな卸資産 

商品 商品 商品 

  売価還元原価法 同  左 同  左 

貯蔵品 貯蔵品 貯蔵品 

 

  最終仕入原価法 

 

同  左 

 

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） 

(1)有形固定資産 (1)有形固定資産 (1)有形固定資産 ２．固定資産の減価償却の方

法 定率法（但し、平成10年４月１

日以降に取得した建物（附属設備

を除く）については定額法）を採

用しております。 

なお、主な耐用年数は、建物８

年～34年、構築物10年～22年であ

ります。 

（会計方針の変更） 

平成19年度の法人税法の改正

（「所得税法等の一部を改正する

法律」（平成19年３月30日 法律

第６号）及び「法人税法施行令の

一部を改正する政令」（平成19年

３月30日 政令第83号））に伴い、

平成19年４月１日以降に取得した

ものについては、改正後の法人税

法に基づく方法に変更しておりま

す。 

これに伴う損益への影響は軽微

であります。 

 

 

 

同  左 

 

 

 

 

――――――― 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（追加情報） 

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％に到達した事業年

度の翌事業年度より、取得価額の

５％相当額と備忘価額との差額を

５年間にわたり均等償却し、減価

償却費に含めて計上しておりま

す。 

これに伴う損益への影響は軽微

であります。 

 

 

 

同  左 

 

 

 

 

（会計方針の変更） 

平成19年度の法人税法の改正

（「所得税法等の一部を改正する

法律」（平成19年３月30日 法律

第６号）及び「法人税法施行令の

一部を改正する政令」（平成19年

３月30日 政令第83号））に伴い、

平成19年４月１日以降に取得した

ものについては、改正後の法人税

法に基づく方法に変更しておりま

す。 

これに伴う損益への影響は軽微

であります。 

 

(2)無形固定資産 (2)無形固定資産 (2)無形固定資産  

定額法を採用しております。 

なお、自社利用のソフトウェア

については、社内における利用可

能期間（５年）に基づく定額法を

採用しております。 

また、のれんについては、５年

で均等償却しております。 

 

(3)長期前払費用 

定額法を採用しております。 

なお、自社利用のソフトウェア

については、社内における利用可

能期間（５年）に基づく定額法を

採用しております。 

また、のれんについては、５年

で均等償却しております。 

 

(3)長期前払費用 

定額法を採用しております。 

なお、自社利用のソフトウェア

については、社内における利用可

能期間（５年）に基づく定額法を

採用しております。 

また、のれんについては、５年

で均等償却しております 

。 

(3)長期前払費用 

 
均等償却しております。 

 

同  左 

 

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 (1)貸倒引当金 (1)貸倒引当金 

 債権の貸倒れによる損失に備え

るため、一般債権については貸倒

実績率により、貸倒懸念債権等特

定の債権については個別に回収可

能性を検討し、回収不能見込額を

計上しております。 

 

 

 

 

同  左 

 

 

 

 

 

 

同  左 

 

 

 

 (2)賞与引当金 (2)賞与引当金 (2)賞与引当金 

 従業員の賞与の支給に備えるた

め、支給見込額に基づき計上して

おります。 

 

 

同  左 

 

 

 

同  左 

 

 

 (3)閉店損失引当金 

店舗の閉鎖に伴い発生する損

失に備えるため、店舗閉店により

見込まれる閉店関連損失額を計

上しております。 

(追加情報) 

当中間会計期間において店舗

閉店に伴い損失の発生が見込ま

れることとなったため、閉店に関

連して見込まれる損失を引当計

上することと致しました。これに

より、特別損失として閉店関連損

失見込額49,204千円を計上した

ため税引前中間純利益が同額減

少しております。 
 

(3)閉店損失引当金 

店舗の閉鎖に伴い発生する損

失に備えるため、店舗閉店により

見込まれる閉店関連損失額を計

上しております。 

 

(3)閉店損失引当金 

店舗の閉鎖に伴い発生する損

失に備えるため、店舗閉店により

見込まれる閉店関連損失額を計

上しております。 

(追加情報) 

当事業年度において店舗閉店

に伴い損失の発生が見込まれる

こととなったため、閉店に関連し

て見込まれる損失を引当計上す

ることと致しました。これによ

り、特別損失として閉店関連損失

見込額4,608千円を計上したため

税引前当期純利益が同額減少し

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)  ――――――― （4）ポイント引当金 (4)ポイント引当金 

 

 販売促進を目的とするポイン

トカード制度に基づき、顧客に

付与したポイントの利用による

費用負担に備えるため、当中間

会計期間末において将来使用さ

れると見込まれる額を計上して

おります。 

販売促進を目的とするポイン

トカード制度に基づき、顧客に

付与したポイントの利用による

費用負担に備えるため、当事業

年度末において将来使用される

と見込まれる額を計上しており

ます。 

(追加情報) 

ポイントカード制度により顧

客に付与したポイントの会計処

理については、従来、ポイント

が使用された会計期間の売上高

より控除する方法によっており

ましたが、当事業年度より、顧

客に対しポイントを付与した会

計期間の販売費及び一般管理費

（ポイント販売促進費）として

処理することとし、当事業年度

末現在の未使用残高のうち、将

来使用されると見込まれる額を

ポイント引当金として計上して

おります。この変更は、カード

会員が増加しポイント残高の重

要性が増したこと、及び将来の

ポイント使用見込額を合理的に

算定することが可能となったこ

とによるものであります。なお、

過年度において顧客に付与した

ポイントのうち、当事業年度に

使用されたポイント相当額は特

別損失に計上しております。 

この結果、従来の方法に比べ

売 上 高 及 び 売 上 総 利 益 は

238,080千円、販売費及び一般管

理費は265,534千円それぞれ増

加し、営業利益及び経常利益は

27,453千円、税引前当期純利益

は111,125千円それぞれ減少し

ております。 

なお、当下期において将来使

用されると見込まれる額を合理

的に見積もることが可能となっ

たため、当中間会計期間は従来

の方法によっております。 
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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） 

 (5)退職給付引当金 (5)退職給付引当金 (5)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、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。 

 

 

 

 

同  左 

 

従業員の退職給付に備えるた

め、当事業年度末における退職給

付債務及び年金資産の見込額に

基づき計上しております。 

数理計算上の差異は、各事業年

度の発生時における従業員の平

均残存勤務期間以内の一定の年

数（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。 

 

 

 

(6)役員退職慰労引当金 

役員の退職慰労金の支給に備

えるため、役員退職慰労金規程

（内規）に基づく中間期末要支給

見込額を計上しております。 

 

(6)役員退職慰労引当金 

 

同  左 

 

 

(6)役員退職慰労引当金 

役員の退職慰労金の支給に備

えるため、役員退職慰労金規程

（内規）に基づく期末要支給見込

額を計上しております。 

 

４．リース取引の処理方法 リース物件の所有権が借主に

移転すると認められるもの以外

のファイナンス・リース取引につ

いては、通常の賃貸借取引に係る

方法に準じた会計処理によって

おります。 

 

 

 

 

同  左 

 

 

 

 

 

 

同  左 

 

 

 

消費税等の会計処理 消費税等の会計処理 消費税等の会計処理 ５．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 

消費税及び地方消費税の会計処

理は、税抜方式によっております。

 

 

同  左 

 

 

同  左 
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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 ※１ 有形固定資産の減価償却累計額 ※１ 有形固定資産の減価償却累計額 

1,631,591千円 1,916,581千円 1,796,097千円 

   

※２ 担保資産及び担保付債務 ※２ 担保資産及び担保付債務 ※２ 担保資産及び担保付債務 

担保に供している資産は次のとおりで

あります。 

担保に供している資産は次のとおりで

あります。 

担保に供している資産は次のとおりで

あります。 
 

預     金 120,000千円

建     物 199,889 

土     地 235,179 

計 555,068千円
  

 
預     金 120,000千円

建     物 188,731 

土     地 235,179 

計 543,910千円
  

 
預     金 120,000千円

建     物 193,658 

土     地 235,179 

計 548,838千円
  

担保付債務は次のとおりであります。 担保付債務は次のとおりであります。 担保付債務は次のとおりであります。
 

短期借入金 612,000千円

長期借入金 1,129,854 

計 1,741,854千円
  

 
短期借入金 412,000千円

長期借入金 1,418,372 

計 1,830,372千円
  

 
短期借入金 212,000千円

長期借入金 1,461,484 

計 1,673,484千円
  

（注）長期借入金には、一年以内返済予定長

期借入金が含まれております。 

 

（注）長期借入金には、一年以内返済予定長

期借入金が含まれております。 

 

（注）長期借入金には、一年以内返済予定長

期借入金が含まれております。 

 

※３ 消費税等の取扱い 

仮払消費税等及び仮受消費税等は

相殺し、その差額は流動資産「その他」

に含めて表示しております。 

※３ 消費税等の取扱い 

仮払消費税等及び仮受消費税等は

相殺し、その差額は流動負債「その他」

に含めて表示しております。 

※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 

受取利息 10,152千円

受取配当金 2,139 

不動産賃貸料収入 510,195 

発注処理手数料 23,077 
 

※１ 営業外収益のうち主要なもの 

受取利息 12,095千円

受取配当金 2,131 

不動産賃貸料収入 546,672 

発注処理手数料 23,645 
 

※１ 営業外収益のうち主要なもの 

受取利息 21,227千円

受取配当金 2,237 

不動産賃貸料収入 1,051,436 

発注処理手数料 46,089 
 

   

※２ 営業外費用のうち主要なもの 

支払利息 66,996千円

不動産賃貸費用 465,265 
 

※２ 営業外費用のうち主要なもの 

支払利息 75,663千円

不動産賃貸費用 495,456 
 

※２ 営業外費用のうち主要なもの 

支払利息 137,681千円

不動産賃貸費用 956,291 
 

   

※３ 特別利益のうち主要なもの 

賞与引当金戻入益 7,244千円

保険差益 2,668  
 

※３ 特別利益のうち主要なもの 

賞与引当金戻入益 6,751千円
 

※３ 特別利益のうち主要なもの 

賞与引当金戻入益 7,244千円  

保険差益 2,814   
 

   

※４ 特別損失のうち主要なもの 

固定資産除却損 5,592千円

減損損失 17,910 

店舗解約損 14,045 

閉店損失引当金繰入 49,204 
 

※４ 特別損失のうち主要なもの 

減損損失 25,192千円

店舗解約損 11,334 

閉店損失引当金繰入 51,833 

貸倒引当金繰入 22,800 
 

※４ 特別損失のうち主要なもの 

固定資産除却損 5,592千円

減損損失 74,462 

店舗解約損 70,322 

閉店損失引当金繰入 4,608 

ポイント関連費用 83,671 
 

   

５ 減価償却実施額 

有形固定資産 146,312千円

無形固定資産 2,697 
 

５ 減価償却実施額 

有形固定資産 156,725千円

無形固定資産 2,383 
 

５ 減価償却実施額 

有形固定資産 321,799千円

無形固定資産 5,511 
 

   

 



 

 

 

 

－  － 

 

 

46

㈱ミドリ薬品（2718）平成 21 年 2 月期中間決算短信 

 

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） 

※６ 減損損失 

当中間会計期間において、当社は以下の資

産グループについて減損損失を計上いたしま

した。 

場所 用途 種類 

福岡県 

1件 
店舗 建物及びその他 

熊本県 

2件 
店舗 建物及びその他 

 

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

位として資産のグルーピングを行っており

ます。また、遊休資産については、個々の物

件ごとに資産のグルーピングを行っており

ます。 

収益性等の観点から撤退の意思決定を行

った店舗で保有する資産のうち、将来の使用

見込みがなく、廃棄することが決定された資

産について、回収可能価額をゼロとしてその

帳簿価額の全額を減損損失として特別損失

に計上しております。 

固定資産の種類 金額 

建物 15,855千円 

その他 2,054千円 

合計 17,910千円 
 

※６ 減損損失 

当中間会計期間において、当社は以下の資

産グループについて減損損失を計上いたしま

した。 

場所 用途 種類 

鹿児島県

2件 
店舗 建物及びその他

その他 

2件 
店舗 建物及びその他

 

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

位として資産のグルーピングを行っており

ます。また、遊休資産については、個々の物

件ごとに資産のグルーピングを行っており

ます。 

営業活動から生じる損益が継続してマイ

ナスとなっている店舗や収益性等の観点か

ら撤退の意思決定を行った店舗を対象とし、

将来使用見込みがないもの及び廃棄するこ

とが決定された資産について、回収可能価額

をゼロとしてその帳簿価額の全額を減損損

失として特別損失に計上しております。 

固定資産の種類 金額 

建物 16,414千円

構築物 1,667千円

器具備品 2,532千円

その他 300千円

リース資産 4,277千円

合計 25,192千円

 

 

※６ 減損損失 

当事業年度において、当社は以下の資産グ

ループについて減損損失を計上いたしまし

た。 

場所 用途 種類 

鹿児島県 

2件 
店舗 建物及びその他

熊本県 

2件 
店舗 建物及びその他

その他 

3件 
店舗 建物及びその他

 

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

位として資産のグルーピングを行っており

ます。また、遊休資産については、個々の物

件ごとに資産のグルーピングを行っており

ます。 

営業活動から生じる損益等が継続してマ

イナスとなっている店舗や収益性等の観点

から撤退の意思決定を行った店舗を対象と

し、将来使用見込みがないもの及び廃棄する

ことが決定された資産について、回収可能価

額をゼロとしてその帳簿価額の全額を減損

損失として特別損失に計上しております。 

固定資産の種類 金額 

建物 61,198千円

構築物 5,864千円

器具備品 3,799千円

その他 329千円

リース資産 3,270千円

合計 74,462千円
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（中間株主資本等変動計算書関係） 

前中間会計期間（自 平成 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 

 
前事業年度末株式数
（株） 

当中間会計期間増加
株式数（株） 

当中間会計期間減少 
株式数（株） 

当中間会計期間末 
株式数（株） 

普通株式（注） 848 36 － 884 

合計 848 36 － 884 

(注)普通株式の自己株式の増加36株は、取締役会決議に基づく取得による増加であります。 

 

 

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 

 
前事業年度末株式数
（株） 

当中間会計期間増加
株式数（株） 

当中間会計期間減少 
株式数（株） 

当中間会計期間末 
株式数（株） 

普通株式（注） 884 18 － 902 

合計 884 18 － 902 

(注)普通株式の自己株式の増加18株は、取締役会決議に基づく取得による増加であります。 

 
 

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 

 
前事業年度末株式数
（株） 

当事業年度増加 
株式数（株） 

当事業年度減少 
株式数（株） 

当事業年度末 
株式数（株） 

普通株式（注） 848 36 － 884 

合計 848 36 － 884 

(注) 普通株式の自己株式の増加36株は、取締役会決議に基づく取得による増加であります。 
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（有価証券関係） 

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で時価のあるものはあり

ません。 

 

（重要な後発事象） 

該当事項はありません。 


