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

 

(2) 連結財政状態 

 

(3) 連結キャッシュ・フローの状況 

  

(1) 連結経営成績 （％表示は対前期増減率）

売上高 営業利益 経常利益 当期純利益
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

21年3月期 39,003 ― 258 ― 296 ― △747 ―
20年3月期 ― ― ― ― ― ― ― ―

1株当たり当期純利益
潜在株式調整後1株当たり

当期純利益
自己資本当期純利

益率
総資産経常利益率 売上高営業利益率

円 銭 円 銭 ％ ％ ％

21年3月期 △39,505.79 ― ― 1.0 0.8
20年3月期 ― ― ― ― ―

（参考） 持分法投資損益 21年3月期  ―百万円 20年3月期  ―百万円

総資産 純資産 自己資本比率 1株当たり純資産
百万円 百万円 ％ 円 銭

21年3月期 24,446 3,085 12.6 145,126.02
20年3月期 ― ― ― ―

（参考） 自己資本   21年3月期  3,085百万円 20年3月期  ―百万円

営業活動によるキャッシュ・フロー 投資活動によるキャッシュ・フロー 財務活動によるキャッシュ・フロー 現金及び現金同等物期末残高
百万円 百万円 百万円 百万円

21年3月期 △451 26 555 881
20年3月期 ― ― ― ―

2.  配当の状況 

 

1株当たり配当金 配当金総額
（年間）

配当性向
（連結）

純資産配当
率（連結）（基準日） 第1四半期末 第2四半期末 第3四半期末 期末 年間

円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 百万円 ％ ％

20年3月期 ― 1,000.00 ― 1,000.00 2,000.00 31 ― ―
21年3月期 ― 1,000.00 ― 1,000.00 2,000.00 42 ― ―
22年3月期 

（予想）
― 1,000.00 ― 1,000.00 2,000.00 ―

3.  22年3月期の連結業績予想（平成21年4月1日～平成22年3月31日） 
（％表示は通期は対前期、第2四半期連結累計期間は対前年同四半期増減率）

 

売上高 営業利益 経常利益 当期純利益
1株当たり当期

純利益
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 円 銭

第2四半期 
連結累計期間

27,301 ― 440 ― 462 ― 118 ― 5,550.59

通期 54,391 39.5 1,183 358.5 1,230 314.2 419 ― 19,709.30



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）  有  

（注）詳細は7ページ「企業集団の状況」をご覧下さい。 

(2) 連結財務諸表作成に係る会計処理の原則・手続、表示方法等の変更（連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変
更に記載されるもの） 

（注）詳細は16ページ「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更」をご覧下さい。 

(3) 発行済株式数（普通株式） 

(注)１株当たり当期純利益（連結）の算定の基礎となる株式数については、25ページ「１株当たり情報」をご覧下さい。 

新規 1社 （社名 (株)メディコ・二十一 ） 除外 ―社 （社名 ）

① 会計基準等の改正に伴う変更 有
② ①以外の変更 無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 21年3月期 21,259株 20年3月期 15,659株
② 期末自己株式数 21年3月期  ―株 20年3月期  ―株

（参考）個別業績の概要 

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

 

(2) 個別財政状態 

  

(1) 個別経営成績 （％表示は対前期増減率）

売上高 営業利益 経常利益 当期純利益
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

21年3月期 24,986 △3.4 299 △16.6 267 △19.4 △714 ―
20年3月期 25,652 1.1 359 △38.2 332 △45.8 113 △62.6

1株当たり当期純利益
潜在株式調整後1株当たり当期純

利益
円 銭 円 銭

21年3月期 △37,785.52 ―
20年3月期 7,257.97 7,234.87

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

21年3月期 17,301 3,115 18.0 146,561.08
20年3月期 17,009 3,234 19.0 206,558.38

（参考） 自己資本 21年3月期  3,115百万円 20年3月期  3,234百万円

2.  22年3月期の個別業績予想（平成21年4月1日～平成22年3月31日） 
（％表示は通期は対前期、第2四半期累計期間は対前年同四半期増減率）

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
・本資料に記載されている業績見通し等の将来に関する記述は、当社が現在入手している情報及び合理的であると判断する一定の前提に基づいており、
実際の業績等は、今後様々な要因によって大きく異なる可能性があります。業績予想の前提となる仮定等につきましては、3ページ「１．経営成績（１）経営
成績に関する分析」をご覧ください。 
・平成20年9月1日付での（株）メディコ・二十一の子会社化にともない、平成21年3月期第3四半期決算より連結決算に移行しております。 

売上高 営業利益 経常利益 当期純利益
1株当たり当期

純利益
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 円 銭

第2四半期 
累計期間

12,749 2.6 213 ― 223 ― 62 ― 2,916.41

通期 25,859 3.5 576 92.3 598 123.4 249 ― 11,712.69



１．経営成績

(1）経営成績に関する分析

　当連結会計年度におけるわが国経済は、上半期における資源価格等の高騰に加え、下半期に起こった金融市場の世

界的混乱が実体経済に波及し、企業収益が急速に悪化する等、景気後退が鮮明になりました。

　当ドラッグストア業界におきましても、雇用情勢の悪化や生活防衛意識の高まりによる個人消費縮小の影響を受け

厳しい経営環境が続いております。また、出店競争及び価格競争も激化しており、当社グループの事業エリアにおき

ましても、競合状態は厳しさを増しております。

　このような状況のもと当社グループは、中国四国地方での強固な地域ドミナントを築くべく、同地域に基盤を置く

有力ドラッグストアである株式会社メディコ・二十一を第３四半期連結会計期間より連結子会社といたしました。ま

た、店舗運営におきましてはオペレーションの効率化を中心とした業務改善、商品政策においてはプライスラインの

見直しを行ない、環境変化への対応に取り組んでまいりました。

　出退店につきましては、提出会社では、香川県で２店舗、徳島県で１店舗を出店し、愛媛県で２店舗、香川県で１

店舗のリニューアルを行いました。また店舗配置の見直しとして香川県で１店舗、広島県で１店舗、リニューアルの

ため愛媛県で１店舗を閉店しました。子会社では香川県で１店舗、徳島県で１店舗を閉店いたしました。これにより、

当連結会計年度末の店舗数は、当社96店舗、子会社105店舗の合計201店舗となりました。

　　　以上の結果、当連結会計年度の業績は売上高39,003,752千円、営業利益は258,381千円、経常利益は296,959

　　千円、当期純損失は747,054千円となりました。

 

 　当連結会計年度における部門別売上高は以下の通りであります。

事業部門別 金額（千円） 前期比（％）

 ドラッグストア部門 36,696,790 －

　調剤部門 2,306,961 －

 合計 39,003,752 －

 　

　（次期の見通し）

　景気の減速局面は今後も続くことが予想され、個人消費においても厳しい環境が続くものと思われます。

　このような環境のなかで、当社グループとしましては、売場からの情報発信力を強化し専門性を高めるとともに、

ＰＢ商品比率の引き上げや購買履歴等の情報分析を商品政策に反映させていくことにより競争力を高めてまいります。

また、人的資源に関する最適配分の推進や費用の見直しを継続しながら収益力の底上げを図ってまいります。　

(2）財政状態に関する分析

  ①資産、負債、純資産に関する分析

　当連結会計年度末の総資産は、24,446,887千円となりました。そのうち流動資産は10,741,593千円、固定資産は

13,705,294千円となりました。負債につきましては、21,361,653千円となりました。そのうち流動負債は12,551,526

千円、固定負債8,810,126千円となりました。純資産につきましては3,085,234千円となり、自己資本比率は12.6％と

なりました。また、１株当たり純資産は145,126円02銭となりました。

　なお、当社グループは、当第３四半期連結会計期間より連結財務諸表を作成しているため、前連結会計年度末との

対比の記載はしておりません。

  ②キャッシュ・フローの状況に関する分析

　当連結会計年度における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、881,398千円となりました。　

（営業活動によるキャッシュフロー）

　営業活動の結果使用した資金は451,437千円となりました。これは主として税金等調整前当期純損失が731,067千円、

仕入債務の減少額が990,678千円に対し、減損損失が926,296千円となったことによるものです。 

（投資活動によるキャッシュフロー）

　投資活動の結果得られた資金は26,238千円となりました。

　これは、主として連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入499,832千円に対して、有形固定資産の取得

による支出が408,340千円となったことによるものです。 

（財務活動によるキャッシュフロー）

　財務活動の結果得られた資金は555,515千円となりました。

　これは主として短期借入れによる収入9,102,319千円、長期借入れによる収入2,800,000千円に対し、短期借入金の

返済による支出が8,838,319千円、長期借入金の返済による支出が2,432,417千円となったことによるものです。 
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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21年３月期

自己資本比率（％） 　12.6

時価ベースの自己資本比率（％） 8.0　

キャッシュ・フロー対有利子負債比率（％） △2,722.4　

インタレスト・カバレッジ・レシオ（倍） △1.9　

　　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

 

　　※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。

　　※有利子負債は、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。

　　※営業キャッシュ・フロー及び利払いは、キャッシュ・フロー計算書に計上されている「営業活動によるキャッシュ・

フロー」及び「利息の支払額」を用いております。

(3）利益配分に関する基本方針及び当期・次期の配当

　    当社は、株主への安定した配当の継続を最重要課題とし、あわせて経営体質の改善及び継続的な企業成長に対応す

    るために内部留保の拡充を図ることを基本方針としております。

      なお、当期については、平成20年12月10日に中間配当として１株当たり1,000円を実施しており、期末配当1,000円

    と合計で1株当たり2,000円の利益配当を予定しております。

      内部留保につきましては、相談薬局としての基盤を固め競争力を高めながら多店舗展開を実施していくために、適

　  切な配分を行ってまいります。

 

(4）事業等のリスク

①競合と出店の状況について

　当社グループは平成21年３月31日現在、大衆薬、化粧品、日用生活品等を取扱う「ドラッグストア」188店

（うち調剤併設店16店）を運営しております。さらに、医師の処方箋に基づいて調剤を行う調剤専門店13店舗（ド

ラッグストア及び専門店の併設店を除く）を運営しております。

　出店地域は中国四国地方であり、平成21年３月31日現在、愛媛県111店（うち調剤専門店12店・調剤併設９店）、

香川県38店（うち調剤専門店１店・調剤併設４店）、徳島県16店（うち調剤併設１店）、高知県5店、広島県26店

（うち調剤併設２店）、山口県5店を展開しております。

　ここ数年、当社グループはドラッグストアを中心とした出店を行うことで業容の拡大を図っております。今後

とも同様に店舗数の拡大等を図っていく方針でありますが、ドラッグストア業界では、同業他社の積極的な出店

による競合に加え、スーパーマーケットやコンビニエンスストアなど他業種との競合も激化しており、来店客数

の減少、売上単価の低下などにより当社グループ業績に影響を及ぼす可能性があります。なお、調剤店舗におい

ては、競合に加えて、近隣の医療機関の移転や廃業により業績が悪化する可能性があります。

　また、同業他社及び他業種の積極的な出店による不動産物件の獲得競争の激化により賃料等が高騰しておりま

す。このような状況の中、当社グループの新規出店の選定において、出店基準に合致する物件がなければ出店予

定数を変更することも予想されるため、当社グループの業績拡大や業績見通しに影響を及ぼす可能性もあります。

　さらに、他社との競合激化により業績が悪化し退店する場合や、賃借先の経営不振により店舗営業の継続が困

難となり、差入保証金や敷金の返還に支障が生じるような場合には、当社グループの事業計画や業績に影響を及

ぼす可能性があります。

 ②特有の法的規制等が及ぼす影響について

a.「薬事法」等による規制について

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

免許、登録または届出を必要としております。また、その他毒物劇物や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しており、これらの法令の改正等により店舗の営業等に影響を及

ぼすことがあります。

　その主な内容は、以下のとおりであります。
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許可、登録、届出の種類 有効期間 関連する法律 登録等の交付者

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

毒物劇物一般販売業登録 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

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

保険薬局指定 ６年 健康保険法 各所轄厚生局長

麻薬小売業者指定 ２年 麻薬及び向精神薬取締法 各都道府県知事

動物用医薬品一般販売業許

可
６年 薬事法 各都道府県知事

農薬販売業届 無期限 農薬取締法 各都道府県知事

 b.有資格者の確保について

　ドラッグストア及び調剤薬局等、医薬品を取り扱う店舗運営には、薬事法により薬剤師（及び平成21年６月１

日以降は登録販売者）の配置が義務付けられております。これらの有資格者の確保は業界における重要な課題で

あり、確保の状況により当社グループの業績及び出店計画等に影響を及ぼす可能性があります。

 c.医薬品の販売における規制緩和について

　医薬品の販売につきましては、近年、規制緩和が進行しております。平成21年６月１日施行の改正薬事法では、

一般医薬品のうちリスクの低いグループについては、薬剤師の管理の下でなくとも、新設の登録販売者資格を有

するものであれば、販売が可能となります。これにより、一般医薬品販売における参入障壁が低くなり、他業種

との競争が激化する可能性があります。今後も医薬品販売規制の動向により当社グループの業績に影響を及ぼす

可能性があります。

 d.出店に関する規制について

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

及び既存店の変更について、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、

交通渋滞及びごみ処理等地域の生活環境への配慮が審査事項となります。

 

 ③調剤過誤について

　厚生労働省の医薬分業政策により、医薬分業が進展するとともに処方箋の応需枚数が増加しております。当社に

おいては、薬剤師の技術向上、医薬品の知識充実に積極的に取り組んでおります。

　当社グループでは、社内の調剤部会において、調剤過誤が発生しないよう改善及び検討を行っております。今後

の調剤過誤を防止すべく交差鑑査体制（一人が処方箋に基づき調剤作業を実施し、別人が調剤鑑査を実施する体制）

の強化及び散薬鑑査システム（粉薬の調剤を実施する際、過誤の無いよう確認する機器）を全調剤薬局に設置し、

調剤及び交差鑑査の記録を残す体制を取っております。また、万一に備え、当社グループの全店舗において「薬剤

師賠償責任保険」に加入しております。

　しかしながら、今後、調剤薬の欠陥あるいは調剤過誤が発生し、それを原因として訴訟を受けた場合や訴訟に至

らなくとも当社グループの社会的信用を損なうこととなった場合には、当社グループの業績に重大な影響を及ぼす

可能性があります。

 ④有利子負債における財務制限条項について

　当社が平成17年５月25日付で合意した株式会社みずほ銀行をエージェントとする貸付限度額1,300,000千円のシン

ジケートローン及び平成19年６月25日付で合意した株式会社みずほ銀行をエージェントとする貸付限度額3,000,000

千円のシンジケートローンにおいて、一定の財務制限条項が付されております。前者の財務制限条項は、①貸借対

照表の資本の部の金額を平成16年３月決算期末における貸借対照表の資本の部の金額の75％及び直前の決算期末日

における貸借対照表の資本の部の金額の75％のいずれか高いほうの金額以上に維持すること、②損益計算書上の経

常損益につき、２期連続して損失を計上しないこと、の２項となっております。後者の財務制限条項は、①貸借対

照表の純資産の部の金額を平成18年３月決算期末における貸借対照表の資本の部の金額の75％及び直前の決算期末

日における貸借対照表の資本の部の金額または純資産の部の金額の75％のいずれか高いほうの金額以上に維持する

こと、②損益計算書上の経常損益につき、２期連続して損失を計上しないこと、の２項となっております。当該条

項に抵触した場合には期限の利益を喪失し、一括返済する契約となっております。その場合、当社は速やかに代替
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の借入を行う必要がありますが、代替の資金調達ができなかった場合には当社グループの事業継続に影響を及ぼす

可能性があります。また、代替の資金調達ができたとしても、それまでと異なる調達条件となった場合には、当社

グループのその後の業績に影響を及ぼす可能性があります。

 ⑤役員との重要な取引関係

　当社グループは一部の店舗等の賃貸借契約について、平成21年３月31日現在、代表取締役社長三橋信也の連帯保

証を受けております。なお、連帯保証に伴う保証料は支払っておりません。

　これらの賃料月額総額は10,795千円であり、毎月末に翌月分を前払いで支払う契約となっているため、月末なら

びに期末での債務保証残高はありません。

　今後は、賃貸先との交渉により当該連帯保証を解消していく方針であります。
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２．企業集団の状況

　当社グループは、当社、子会社２社及びその他の関係会社１社で構成されており、医薬品、化粧品、日用雑貨品等の

販売及び薬局の経営を主たる事業としております。

 

　　事業の系統図は次のとおりです。

 

一般消費者

当　社

商品
・

調剤

その他の関係会社
㈱フジ

不動産賃貸借
不動産賃貸借

連結子会社
㈱メディコ・二十一

商品
・

調剤

子会社
㈲ドラッグストアメディコ

出資

 

名称 住所
資本金

（百万円）
主要な事業の内容

議決権の割合
（％）

関係内容

(連結子会社)    　（所有）  

株式会社

メディコ・二十一
愛媛県松山市 100 ドラッグストア業 100.0 　役員の兼任３名

（その他の関係会社）    　（被所有）  

株式会社フジ 愛媛県松山市 15,921 総合小売業 34.78 　役員の兼任１名

　（注）平成20年９月１日付で、当社を親会社、㈱メディコ・二十一を完全子会社とする株式交換を行いました。な

　　　お、同社は特定子会社であります。本株式交換により㈱フジの当社に対する持分比率が34.78％となり、同社

　　　は、当社のその他の関係会社となりました。なお、㈱フジは有価証券報告書提出会社です。
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３．経営方針

(1）会社の経営の基本方針

 　当社グループは、経営理念を「お客様の『健康と美』を追及し、『喜びと感動と安心』を提供する企業を目指しま

す。社員の成長と豊かさを実現し、地域社会と地域の人々に貢献する企業を目指します。」としており、「治す」と

いうことを基本コンセプトに企業価値の向上を図っていきます。

　当社グループでは、医薬品に限らず、化粧品、日用雑貨、健康食品等も「治す」という性質をもった機能改善型商

品と位置付けており、これらの販売には相談が必要不可欠と考えます。また、ドラッグストアー部門だけではなく調

剤部門も拡充し、「相談できる『治す』薬局」の拡大に挑戦を続けてまいります。当社が目指しているのは、地域の

お客様が病気の予防や治療に、生活全般の健康管理について、どこよりも気軽に、身近に、信頼できる、健康相談窓

口としての薬局であります。 

(2）目標とする経営指標

　当社グループは、売上高経常利益率3.0％以上を当面の経営目標としております。

(3）中長期的な会社の経営戦略

　他社との強まる競争状況を勝ち進むために、店舗での相談実施の強化を図ってまいります。そのためには、社員の

相談能力の向上、社員の意識向上及び店舗オペレーションの改善による相談能力の発揮、相談に裏打ちされた競争力

を背景とした多店舗展開を実施してまいります。

　平成21年３月期より子会社となった㈱メディコ・二十一と一体化した経営を推し進め、ドミナントによるメリット

を追求してまいります。

　また、経営ビジョンとして以下の実現を図ってまいります。

①ドラッグストアの専門性を活かして、健康と美に関するトータル・アドバイザーを目指す。

②様々な媒体を使った情報発信により企業イメージを高め、来店数・来店頻度の向上を図る。

③中四国でトップシェアの地位を確立するとともに、高い競争力の実現が可能な収益構造への転換を図る。

④株主利益の拡大のためには顧客満足度の向上を最優先とする。また、これを実現するために社員の満足度を高め士

　気の高揚を図る。

(4）会社の対処すべき課題

競合状態の激化について

　ドラッグストア業界は、セルフメディケーションの進展とともに健康に関し求められる役割が高まりつつあります

が、一方では出店競争が続いており店舗数が飽和状態となる地域も見られております。当社グループの地盤である中

国四国地方でも、ここ数年で内外の企業の店舗数は増加しており、競合状態は厳しくなっております。

　当社グループといたしましては、データ分析に基づく効率的な販促政策、商品政策の実施、シェア拡大及び採算性

重視によるコスト削減、社員の能力発揮及び本部・現場の一体化による組織力向上を推進し、他社に対する競争力を

高めてまいります。

(5）内部管理体制の整備・運用状況

  当該事項につきましては、コーポレート・ガバナンスに関する報告書の「内部統制システムに関する基本的な考え

方及びその整備状況」をご参照ください。
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４．連結財務諸表 
（１）連結貸借対照表 

（単位：千円）

当連結会計年度 
(平成21年３月31日) 

資産の部  

流動資産  

現金及び預金 ※2  1,061,398

売掛金 493,895

商品 8,110,016

繰延税金資産 118,608

その他 957,674

流動資産合計 10,741,593

固定資産  

有形固定資産  

建物及び構築物 ※2  6,613,315

減価償却累計額 △2,649,450

建物及び構築物（純額） 3,963,864

車両運搬具 8,213

減価償却累計額 △6,988

車両運搬具（純額） 1,224

土地 ※2  4,914,892

リース資産 325,635

減価償却累計額 △14,429

リース資産（純額） 311,206

建設仮勘定 51,911

その他 1,392,130

減価償却累計額 △1,126,578

その他（純額） 265,552

有形固定資産合計 9,508,652

無形固定資産 67,560

投資その他の資産  

投資有価証券 ※1, ※2  213,271

長期貸付金 1,658,729

繰延税金資産 355,266

差入敷金保証金 1,471,239

その他 430,574

投資その他の資産合計 4,129,081

固定資産合計 13,705,294

資産合計 24,446,887



（単位：千円）

当連結会計年度 
(平成21年３月31日) 

負債の部  

流動負債  

支払手形及び買掛金 7,172,297

短期借入金 1,854,980

1年内返済予定の長期借入金 2,520,853

1年内償還予定の社債 30,000

リース債務 22,451

未払法人税等 67,703

賞与引当金 150,584

その他 732,654

流動負債合計 12,551,526

固定負債  

社債 25,000

長期借入金 7,859,274

リース債務 336,493

退職給付引当金 217,386

役員退職慰労引当金 25,215

負ののれん 12,835

その他 333,921

固定負債合計 8,810,126

負債合計 21,361,653

純資産の部  

株主資本  

資本金 573,141

資本剰余金 1,294,616

利益剰余金 1,220,660

株主資本合計 3,088,418

評価・換算差額等  

その他有価証券評価差額金 △3,184

評価・換算差額等合計 △3,184

純資産合計 3,085,234

負債純資産合計 24,446,887



（２）連結損益計算書 

（単位：千円）

当連結会計年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

売上高 39,003,752

売上原価 28,898,765

売上総利益 10,104,986

販売費及び一般管理費  

広告宣伝費 1,167,217

給料及び手当 3,263,704

賞与引当金繰入額 150,584

退職給付引当金繰入額 94,224

役員退職慰労引当金繰入額 2,305

地代家賃 2,012,917

その他 3,155,651

販売費及び一般管理費合計 9,846,604

営業利益 258,381

営業外収益  

受取利息 28,666

受取賃貸料 219,549

受取手数料 94,593

雑収入 107,904

営業外収益合計 450,714

営業外費用  

支払利息 237,208

賃貸費用 162,287

雑損失 12,640

営業外費用合計 412,135

経常利益 296,959

特別損失  

固定資産売却損 ※1  22

固定資産除却損 ※2  63,601

減損損失 ※3  926,296

その他 38,106

特別損失合計 1,028,027

税金等調整前当期純損失（△） △731,067

法人税、住民税及び事業税 56,033

法人税等調整額 △40,046

法人税等合計 15,987

当期純損失（△） △747,054



（３）連結株主資本等変動計算書 

（単位：千円）

当連結会計年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

株主資本  

資本金  

前期末残高 573,141

当期変動額  

当期変動額合計 －

当期末残高 573,141

資本剰余金  

前期末残高 656,216

当期変動額  

株式交換による増加 638,400

当期変動額合計 638,400

当期末残高 1,294,616

利益剰余金  

前期末残高 2,004,632

当期変動額  

剰余金の配当 △36,918

当期純損失（△） △747,054

当期変動額合計 △783,972

当期末残高 1,220,660

株主資本合計  

前期末残高 3,233,991

当期変動額  

剰余金の配当 △36,918

当期純損失（△） △747,054

株式交換による増加 638,400

当期変動額合計 △145,572

当期末残高 3,088,418

評価・換算差額等  

その他有価証券評価差額金  

前期末残高 506

当期変動額  

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △3,690

当期変動額合計 △3,690

当期末残高 △3,184

評価・換算差額等合計  

前期末残高 506

当期変動額  

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △3,690

当期変動額合計 △3,690

当期末残高 △3,184



（単位：千円）

当連結会計年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

純資産合計  

前期末残高 3,234,497

当期変動額  

剰余金の配当 △36,918

当期純損失（△） △747,054

株式交換による増加 638,400

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △3,690

当期変動額合計 △149,263

当期末残高 3,085,234



（４）連結キャッシュ・フロー計算書 

（単位：千円）

当連結会計年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

営業活動によるキャッシュ・フロー  

税金等調整前当期純損失（△） △731,067

減価償却費 378,940

賞与引当金の増減額（△は減少） △82,259

退職給付引当金の増減額（△は減少） △9,742

前払年金費用の増減額（△は増加） △1,401

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 1,241

固定資産受贈益 △42,235

投資有価証券評価損益（△は益） 961

受取利息及び受取配当金 △44,236

支払利息 237,208

有形固定資産売却損益（△は益） 22

有形固定資産除却損 63,601

店舗閉鎖損失 37,119

減損損失 926,296

売上債権の増減額（△は増加） △52,726

未収入金の増減額（△は増加） 23,033

たな卸資産の増減額（△は増加） 67,072

仕入債務の増減額（△は減少） △990,678

その他 65,628

小計 △153,221

利息及び配当金の受取額 19,208

利息の支払額 △239,603

法人税等の支払額 △77,820

営業活動によるキャッシュ・フロー △451,437

投資活動によるキャッシュ・フロー  

定期預金の預入による支出 △210,000

定期預金の払戻による収入 210,000

有形固定資産の取得による支出 △408,340

有形固定資産の売却による収入 3,720

投資有価証券の取得による支出 △615

投資有価証券の売却による収入 193

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による
収入

※1  499,832

貸付けによる支出 △125,276

貸付金の回収による収入 110,305

敷金及び保証金の差入による支出 △98,407

敷金及び保証金の回収による収入 32,961

その他 11,864

投資活動によるキャッシュ・フロー 26,238



（単位：千円）

当連結会計年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

財務活動によるキャッシュ・フロー  

短期借入れによる収入 9,102,319

短期借入金の返済による支出 △8,838,319

長期借入れによる収入 2,800,000

長期借入金の返済による支出 △2,432,417

社債の発行による収入 △30,000

ファイナンス・リース債務の返済による支出 △9,148

配当金の支払額 △36,918

財務活動によるキャッシュ・フロー 555,515

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 130,316

現金及び現金同等物の期首残高 751,082

現金及び現金同等物の期末残高 ※2  881,398



  継続企業の前提に関する注記

　該当事項はありません。

連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項

項目
当連結会計年度

（自　平成20年４月１日
至　平成21年３月31日）

１．連結の範囲に関する事項 (1）連結子会社の数　１社
連結子会社の名称
株式会社メディコ・ニ十一

　平成20年９月１日付で株式会社メ

ディコ・二十一を完全子会社とした

ため、当連結会計年度より当該子会

社を連結の範囲に含めております。

 
(2）非連結子会社の名称

有限会社ドラッグストアメディコ

（連結の範囲から除いた理由）

　非連結子会社は小規模であり、合計の

総資産、売上高、当期純損益（持分に見

合う額）及び利益剰余金等（持分に見合

う額）は、いずれも連結財務諸表に重要

な影響を及ぼしておりません。

２．持分法の適用に関する事

項

持分法を適用しておりません。

非連結子会社は連結純損益（持分に見合

う額）及び利益剰余金等（持分に見合う

額）に及ぼす影響が軽微であり重要性が

ないため、持分法の適用範囲から除外し

ております。

３．連結子会社の事業年度等

に関する事項

連結子会社の決算日は２月末日でありま

す。連結財務諸表の作成にあたっては、

同日現在の財務諸表を使用し、連結決算

日との間に生じた重要な取引については、

連結上必要な調整を行っております。

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　有価証券

　その他有価証券

　　時価のあるもの

　連結会計年度末の市場価格等に基づ

く時価法

（評価差額は全部純資産直入法により

処理し、売却原価は移動平均法により

算定）

　　時価のないもの

　　移動平均法による原価法

 ②　デリバティブ

　　時価法
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項目
当連結会計年度

（自　平成20年４月１日
至　平成21年３月31日）

 ③　たな卸資産

 　当社は移動平均法による原価法（貸借

対照表価額は収益性の低下による簿価切

下げの方法により算定）を、また、連結

子会社は売価還元平均原価法による原価

法（貸借対照表価額は収益性の低下によ

る簿価切下げの方法により算定）を採用

しております。

(2）重要な減価償却資産の

減価償却の方法

①　有形固定資産

　定率法

　ただし、平成10年4月1日以降に取得し

た建物(附属設備を除く)については

定額法

　なお、主な耐用年数は以下のとおりで

あります。

　建物５年～47年

 ②　無形固定資産（リース資産を除く）

 　定額法

　　自社利用のソフトウェアについては、

社内における利用可能期間（５年）に基

づいております。

 ③　リース資産

　　リース期間を耐用年数とし、残存価額

を零とする定額法を採用しておりま

す。

　なお、所有権移転外ファイナンス・

リース取引のうち、リース取引開始日が

企業会計基準第13号「リース取引に関す

る会計基準」の適用初年度開始前のリー

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　長期前払費用

　定額法
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項目
当連結会計年度

（自　平成20年４月１日
至　平成21年３月31日）

(3）重要な引当金の計上基

準

①　賞与引当金

　従業員の賞与の支給に充てるため、支

給見込額のうち当連結会計年度負担額を

計上しております。

②　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、当連結会計

年度末に発生していると認められる額を

計上しております。

　会計基準変更時差異（69,009千円）に

ついては10年による均等額を費用処理し

ております。

　数理計算上の差異は、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（7～10年）による定額法により按

分した額をそれぞれ発生の翌連結会計年

度から費用処理することにしております。

③　役員退職慰労引当金　

　当社は役員の退職慰労金の支給に備え

るため、旧内規に基づく平成19年3月31

日現在要支給額を計上し、役員の退職時

に取崩しを行っております。

　なお、平成19年6月27日の株主総会決

議をもって役員退職慰労金制度を廃止し

ております。

連結子会社は、役員に対する退職慰労金

の支給に備えるため、内規に基づく当連

結会計年度末要支給額を計上しておりま

す。

(4）その他連結財務諸表作

成のための重要な事項

消費税等の会計処理

　消費税及び地方消費税の会計処理は、税

抜方式によっております。

５．連結子会社の資産及び負

債の評価に関する事項

　連結子会社の資産及び負債の評価につい

ては、全面時価評価法を採用しております。

６．負ののれんの償却に関す

る事項

　負ののれんの償却については、５年間の

定額法により償却を行っております。

７．連結キャッシュ・フロー

計算書における資金の範

囲

　手許現金、随時引き出し可能な預金及び

容易に換金可能であり、かつ、価値の変動

について僅少なリスクしか負わない取得日

から３ヶ月以内に償還期限の到来する短期

投資からなっております。
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注記事項

（連結貸借対照表関係）

当連結会計年度
（平成21年３月31日）

 

※１．非連結子会社に対するものは次のとおりであります。

　　　投資有価証券（株式）　　　       　2,473千円

※２．担保資産及び担保付債務

担保に供している資産

定期預金 180,000千円

建物及び構築物 1,054,665千円

土地 4,508,694千円

計 5,743,359千円

担保付債務

短期借入金 600,000千円

１年内返済予定長期借入金   922,866千円

長期借入金   2,047,705千円

計 3,570,571千円

上記の他営業保証金として、投資有価証券9,140千

円を差し入れております。

　３．配当制限

　借入金のうち3,387,496千円には財務制限条項が付

されており、特定の条項に抵触した場合、その条項に

該当する借入先に対し借入金を一括返済することに

なっております。当該条項のうち配当支払に関するも

のは以下のとおりであります。

（１）平成17年５月25日付シンジケートローン契約

　平成16年３月決算期末における貸借対照表の資本の

部の金額の75％及び直前の決算期末日における貸借対

照表の資本の部の金額の75％のいずれか高いほうの金

額を下回る場合

（２）平成19年６月25日付シンジケートローン契約

　平成18年３月決算期末における貸借対照表の資本の

部の金額の75％及び直前の決算期末日における貸借対

照表の資本の部の金額または純資産の部の金額の75％

のいずれか高いほうの金額を下回る場合
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（連結損益計算書関係）

当連結会計年度
（自　平成20年４月１日
至　平成21年３月31日）

 

※１. 固定資産売却損

車両運搬具       22千円

計        22千円

※２．固定資産除却損 

建物及び構築物 39,905千円

その他 23,696千円

計 63,601千円

※３.減損損失

 　　当連結会計度において、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。

 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：千円）

用途 種類 場所 減損損失

事業用資産

 土地、建物、構築

物、器具備品、ソ

フトウェア、リー

ス資産

　愛媛県 401,057

 建物、構築物、器

具備品、リース資

産

　香川県 11,392

 建物、器具備品、

ソフトウェア、

リース資産

　徳島県 36,567

 建物、構築物、器

具備品、リース資

産

　広島県 45,314

賃貸用資産
 土地、建物、構築

物、器具備品
　愛媛県 431,964

    合　　計  926,296

　　　資産を用途により事業用資産、賃貸用資産及び遊休

資産に区分し、事業用資産は店舗単位、賃貸用資産及

び遊休資産は個別の物件毎にグルーピングしておりま

す。その結果、事業用資産は収益性の悪化、賃貸用資

産及び遊休資産は地価の下落等により帳簿価額を回収

可能価額まで減額し、当該減少額を減損損失として特

別損失に計上しております。

  なお、事業用資産及び賃貸用資産の回収可能価額は、

使用価値により測定しており、将来キャッシュフロー

を4.7％で割り引いて算定しております。また、遊休

資産の回収可能価額は不動産鑑定士による評価額等を

もとに正味売却価額により測定しております。
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（連結株主資本等変動計算書関係）

当連結会計年度（自平成20年４月１日　至平成21年３月31日）

１．発行済株式の種類及び総数に関する事項

前事業年度末株式数
（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 15,659 5,600 － 21,259

合計 15,659 5,600 － 21,259

（注）普通株式の発行済株式数の増加5,600株は、株式交換における株式の交付による増加であります。

２．配当に関する事項

(1）配当金支払額

（決議）
株式の種類

配当金の総額
（千円）

１株当たり配当
額（円）

基準日 効力発生日

平成20年6月25日

定時株主総会
普通株式 15,659 1,000 平成20年3月31日 平成20年6月26日

平成20年11月14日

取締役会
普通株式 21,259 1,000 平成20年9月30日 平成20年12月10日

(2）基準日が当期に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌期となるもの　

（決議）
株式の種類

配当金の総額
（千円）

配当の原資
１株当たり配
当額（円）

基準日 効力発生日

平成21年6月24日

定時株主総会
普通株式 21,259 利益剰余金 1,000 平成21年3月31日　 平成21年6月25日
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（連結キャッシュ・フロー計算書関係）

当連結会計年度
（自　平成20年４月１日
至　平成21年３月31日）

※１．株式交換により新たに連結子会社となった会社の資
産及び負債の主な内訳
　株式交換により新たに株式会社メディコ・ニ十一を
連結したことに伴う連結開始時の資産及び負債の内訳
並びに株式会社メディコ・ニ十一株式の取得価額と株
式会社メディコ・ニ十一株式取得のための支出（純
額）との関係は次のとおりであります。

（千円）
流動資産 5,387,106
固定資産 3,040,179
流動負債 △5,498,684
固定負債 △2,254,101
負ののれん △14,261

株式の取得価額 660,238
株式交換による当社株式の
発行価額

△638,400

株式会社メディコ・ニ十一
の現金及び現金同等物

521,670

差引：取得による収入 499,832

※２．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21年3月31日現在）　

（千円）　

現金及び預金勘定 1,061,398

預入期間が３ヶ月を超える定期預金 180,000

現金及び現金同等物 881,398

　３．重要な非資金取引の内容

　当連結会計年度に新たに計上したファイナンス・

リース取引に係る資産及び債務の額は、それぞれ

329,453千円であります。
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（税効果会計関係）

１．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

 
当連結会計年度

（平成21年３月31日）

 流動  固定

 （千円）  （千円）

繰延税金資産    

減損損失 －  544,829

賞与引当金 62,138  －

未払事業税 7,116  －

役員退職慰労引当金 －  10,369

退職給付引当金 －  91,565

その他有価証券評価差額金 －  2,088

その他 49,876  73,097

小計 119,131  721,951

評価性引当額 －  △314,591

合計 119,131  407,359

繰延税金負債    

特別償却準備金 △523  △186

固定資産圧縮積立金 －  △12,630

固定資産圧縮特別勘定積立金 －  △6,827

その他 －  △32,448

合計 △523  △52,092

繰延税金資産の純額 118,608  355,266

２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異の原因となった主な項目別の内訳

　          当連結会計年度につきましては、税金等調整前当期純損失を計上しているため、記載を省略しております。
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（企業結合等関係）

    当連結会計年度（自平成20年４月１日　至平成21年３月31日）

パーチェス法の適用

１．被取得企業の名称及びその事業の内容、企業結合を行った主な理由、企業結合日、企業結合の法的形式並び

に結合後企業の名称及び取得した議決権比率

（1）被取得企業の名称及びその事業の内容

被取得企業の名称　　株式会社メディコ・二十一

事業の内容　　　　　医薬品、化粧品、雑貨、食品等の販売及び処方箋調剤

（2）企業結合を行った主な理由

経営基盤の充実、ノウハウの相乗効果による企業価値の向上、中四国エリアのドミナント形成のため。

（3）企業結合日

平成20年９月１日

（4）企業結合の法的形式並びに結合後企業の名称

企業結合の法的形式　　株式交換

結合後企業の名称　　　株式会社メディコ・二十一

（5）取得した議決権比率

100％

２．連結財務諸表に含まれている被取得企業の業績の期間

平成20年９月１日から平成21年２月28日まで

３．被取得企業の取得原価及びその内訳

取得の対価 株式会社メディコ・二十一の普通株式 638,400千円

取得に直接要した費用 アドバイザリー費用等 21,838千円

取得原価  660,238千円

４．株式の種類別の交換比率及びその算定方法並びに交付した株式数及びその評価額

（1）株式の種類別の交換比率

株式会社メディコ・二十一の普通株式１株：株式会社レデイ薬局の普通株式1.4株

（2）株式交換比率の算定方法

当社は株式会社KPMG FAS、株式会社メディコ・二十一は野村證券株式会社をそれぞれ第三者機関として選

定して株式交換比率の算定を依頼し、その算定結果をもとに当事者間で協議の上、算定しました。

（3）交付した株式数及びその評価額

交付した株式数　　　　　5,600株

交付した株式の評価額　　638,400千円

５．発生した負ののれんの金額、発生原因、償却方法及び償却期間

（1）発生した負ののれんの金額

14,261千円

（2）発生原因

被取得企業の資産及び負債を企業統合日の時価で算定した額（純額）が、取得原価合計を上回ることによ

り発生しております。

（3）償却方法及び償却期間

５年間で均等償却

６．企業結合日に受け入れた資産及び引き受けた負債の額並びにその主な内訳

流動資産　　 　　　　　　5,387,106千円

固定資産　　 　　　　　　3,040,179千円

資産合計　　 　　　　　　8,427,285千円

流動負債　　 　　　　　　5,498,684千円

固定負債　　 　　　　　　2,254,101千円

負債合計　　 　　　　　　7,752,785千円

－ 9 －



７．企業結合が当連結会計年度の開始の日に完了したと仮定した場合の当連結会計年度の連結損益計算書に及ぼ

す影響の概算額

売上高　　　　　　　　　14,672百万円

経常利益　　　　　　　　  　 8百万円

税金等調整前当期純損失　　 161百万円

（概算額の算定方法）

企業結合が連結会計年度開始の日に完了したと仮定して算定された売上高及び損益情報と取得企業の連結

損益計算書における売上高及び損益情報との差額を、影響の概算額としております。

　なお、当該注記は監査証明を受けておりません。

（セグメント情報）

ａ．事業の種類別セグメント情報

当連結会計年度（自平成20年４月１日　至平成21年３月31日）

　当社グループは医薬品・化粧品等の小売業という単一事業を営んでおり、当該事業以外に事業の種類がない

ため記載を省略しております。

ｂ．所在地別セグメント情報

当連結会計年度（自平成20年４月１日　至平成21年３月31日）

　          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。

ｃ．海外売上高

当連結会計年度（自平成20年４月１日　至平成21年３月31日）

　          海外売上高がないため、該当事項はありません。

（１株当たり情報）

当連結会計年度
（自　平成20年４月１日
至　平成21年３月31日）

１株当たり純資産額       145,126.02円

１株当たり当期純損失金額       39,505.79円

  なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額に

ついては、潜在株式は存在するものの１株当たり当期

純損失であるため記載しておりません。

　（注）　１株当たり当期純損失金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

当連結会計年度
（自　平成20年４月１日
至　平成21年３月31日）

当期純損失（千円） 747,054

普通株主に帰属しない金額（千円） －

普通株式に係る当期純損失（千円） 747,054

期中平均株式数（株） 18,910

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後

１株当たり当期純利益の算定に含めなかった

潜在株式の概要

　旧商法第280条の19の規定に基

づく新株引受権（新株予約権の数

275個）及び旧商法第280条の20ま

たは旧商法第280条の21の規定に

基づく新株予約権（新株予約権の

数300個）。　

－ 10 －



（重要な後発事象）

　　　該当事項はありません。

　（開示の省略）

　　　リース取引、有価証券、デリバティブ取引、退職給付、ストック・オプション等、関連当事者との取引に関する注

記事項につきましては、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、開示を省略しております。

－ 11 －



５．個別財務諸表 
（１）貸借対照表 

（単位：千円）

前事業年度 
(平成20年３月31日) 

当事業年度 
(平成21年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 ※1  931,082 ※1  729,183

売掛金 274,554 317,264

商品 4,325,221 4,440,659

前払費用 131,312 134,400

繰延税金資産 62,710 42,782

未収入金 181,483 148,019

その他 36,030 71,240

流動資産合計 5,942,394 5,883,551

固定資産   

有形固定資産   

建物 ※1  4,308,065 ※1  4,252,505

減価償却累計額 △1,739,132 △1,796,580

建物（純額） 2,568,932 2,455,924

構築物 360,537 366,681

減価償却累計額 △139,851 △168,853

構築物（純額） 220,686 197,828

車両運搬具 403 －

減価償却累計額 △373 －

車両運搬具（純額） 30 －

工具、器具及び備品 449,921 426,592

減価償却累計額 △375,139 △355,536

工具、器具及び備品（純額） 74,782 71,056

土地 ※1  5,573,357 ※1  4,914,892

リース資産 － 305,734

減価償却累計額 － △13,737

リース資産（純額） － 291,996

建設仮勘定 16,060 51,911

有形固定資産合計 8,453,850 7,983,610

無形固定資産   

借地権 34,015 34,015

商標権 431 323

ソフトウエア 469 1,254

電話加入権 16,148 16,148

無形固定資産合計 51,063 51,741



（単位：千円）

前事業年度 
(平成20年３月31日) 

当事業年度 
(平成21年３月31日) 

投資その他の資産   

投資有価証券 ※1  173,272 ※1  162,820

関係会社株式 － 660,238

出資金 2,869 2,869

長期貸付金 1,036,364 1,230,570

長期前払費用 226,847 273,031

繰延税金資産 100,401 147,073

差入敷金保証金 960,654 841,115

その他 62,238 64,764

投資その他の資産合計 2,562,648 3,382,485

固定資産合計 11,067,562 11,417,838

資産合計 17,009,957 17,301,389

負債の部   

流動負債   

支払手形 1,589,038 1,248,979

買掛金 2,434,406 2,466,883

短期借入金 1,224,980 1,124,980

1年内返済予定の長期借入金 2,043,858 2,149,343

1年内償還予定の社債 30,000 30,000

リース債務 － 17,906

未払金 182,645 184,353

未払費用 109,452 104,238

未払法人税等 46,988 63,380

預り金 24,896 22,861

賞与引当金 79,105 55,164

その他 46,692 26,249

流動負債合計 7,812,063 7,494,341

固定負債   

社債 55,000 25,000

長期借入金 5,531,007 5,956,859

リース債務 － 317,974

退職給付引当金 187,603 177,343

役員退職慰労引当金 13,027 11,963

その他 176,758 202,164

固定負債合計 5,963,396 6,691,305

負債合計 13,775,460 14,185,647



（単位：千円）

前事業年度 
(平成20年３月31日) 

当事業年度 
(平成21年３月31日) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 573,141 573,141

資本剰余金   

資本準備金 656,216 1,294,616

資本剰余金合計 656,216 1,294,616

利益剰余金   

利益準備金 16,875 16,875

その他利益剰余金   

特別償却準備金 1,815 1,045

固定資産圧縮積立金 － 18,602

固定資産圧縮特別勘定積立金 28,873 10,056

別途積立金 1,877,000 1,927,000

繰越利益剰余金 80,068 △720,389

利益剰余金合計 2,004,632 1,253,190

株主資本合計 3,233,991 3,120,949

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 506 △5,207

評価・換算差額等合計 506 △5,207

純資産合計 3,234,497 3,115,742

負債純資産合計 17,009,957 17,301,389



（２）損益計算書 

（単位：千円）

前事業年度 
(自 平成19年４月１日 
 至 平成20年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

売上高 25,862,045 24,986,628

売上原価   

商品期首たな卸高 4,095,625 4,325,221

当期商品仕入高 19,369,903 18,512,125

合計 23,465,528 22,837,347

商品期末たな卸高 4,325,221 4,440,659

商品売上原価 19,140,307 18,396,687

売上総利益 6,721,738 6,589,940

販売費及び一般管理費   

広告宣伝費 627,941 569,185

役員報酬 95,588 88,793

給料及び手当 2,181,228 2,156,093

賞与 224,875 190,217

賞与引当金繰入額 79,105 55,164

退職給付引当金繰入額 74,133 70,516

福利厚生費 266,486 259,001

支払手数料 296,739 316,192

減価償却費 245,384 257,829

地代家賃 1,085,632 1,161,638

賃借料 326,976 317,115

水道光熱費 332,784 358,268

その他 525,701 490,443

販売費及び一般管理費合計 6,362,577 6,290,460

営業利益 359,161 299,480

営業外収益   

受取利息 19,163 23,787

受取賃貸料 137,976 174,604

受取手数料 36,024 38,850

受取保険金 1,117 2,057

固定資産受贈益 30,042 30,309

雑収入 58,638 46,619

営業外収益合計 282,963 316,227

営業外費用   

支払利息 187,762 202,635

賃貸費用 93,787 136,270

雑損失 28,491 9,175

営業外費用合計 310,041 348,080

経常利益 332,082 267,627



（単位：千円）

前事業年度 
(自 平成19年４月１日 
 至 平成20年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

特別利益   

投資有価証券売却益 48 －

収用補償金 47,399 －

固定資産売却益 ※1  52,822 －

特別利益合計 100,269 －

特別損失   

投資有価証券評価損 356 961

投資有価証券売却損 － 24

固定資産売却損 ※2  20,521 ※2  22

固定資産除却損 ※3  60,523 ※3  61,089

店舗閉鎖損失 － 22,435

減損損失 ※4  82,764 ※4  855,229

特別損失合計 164,165 939,763

税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） 268,186 △672,136

法人税、住民税及び事業税 111,676 65,253

法人税等調整額 42,857 △22,865

法人税等合計 154,533 42,387

当期純利益又は当期純損失（△） 113,652 △714,524



（３）株主資本等変動計算書 

（単位：千円）

前事業年度 
(自 平成19年４月１日 
 至 平成20年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

株主資本   

資本金   

前期末残高 573,141 573,141

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 573,141 573,141

資本剰余金   

資本準備金   

前期末残高 656,216 656,216

当期変動額   

株式交換による増加 － 638,400

当期変動額合計 － 638,400

当期末残高 656,216 1,294,616

資本剰余金合計   

前期末残高 656,216 656,216

当期変動額   

株式交換による増加 － 638,400

当期変動額合計 － 638,400

当期末残高 656,216 1,294,616

利益剰余金   

利益準備金   

前期末残高 16,875 16,875

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 16,875 16,875

その他利益剰余金   

特別償却準備金   

前期末残高 2,586 1,815

当期変動額   

特別償却準備金の取崩 △770 △770

当期変動額合計 △770 △770

当期末残高 1,815 1,045

固定資産圧縮積立金   

前期末残高  －

当期変動額   

固定資産圧縮積立金の積立 － 18,816

固定資産圧縮積立金の取崩 － △213

当期変動額合計 － 18,602

当期末残高 － 18,602

固定資産圧縮特別勘定積立金   

前期末残高 － 28,873

当期変動額   

固定資産圧縮特別勘定積立金の積立 28,873 －



（単位：千円）

前事業年度 
(自 平成19年４月１日 
 至 平成20年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

固定資産圧縮特別勘定積立金の取崩 － △18,816

当期変動額合計 28,873 △18,816

当期末残高 28,873 10,056

別途積立金   

前期末残高 1,602,000 1,877,000

当期変動額   

別途積立金の積立 275,000 50,000

当期変動額合計 275,000 50,000

当期末残高 1,877,000 1,927,000

繰越利益剰余金   

前期末残高 304,751 80,068

当期変動額   

特別償却準備金の取崩 770 770

固定資産圧縮積立金の積立 － △18,816

固定資産圧縮積立金の取崩 － 213

固定資産圧縮特別勘定積立金の積立 △28,873 －

固定資産圧縮特別勘定積立金の取崩 － 18,816

別途積立金の積立 △275,000 △50,000

剰余金の配当 △35,232 △36,918

当期純利益又は当期純損失（△） 113,652 △714,524

当期変動額合計 △224,682 △800,457

当期末残高 80,068 △720,389

利益剰余金合計   

前期末残高 1,926,212 2,004,632

当期変動額   

特別償却準備金の取崩 － －

固定資産圧縮積立金の積立 － －

固定資産圧縮積立金の取崩 － －

固定資産圧縮特別勘定積立金の積立 － －

固定資産圧縮特別勘定積立金の取崩 － －

別途積立金の積立 － －

剰余金の配当 △35,232 △36,918

当期純利益又は当期純損失（△） 113,652 △714,524

当期変動額合計 78,419 △751,442

当期末残高 2,004,632 1,253,190

株主資本合計   

前期末残高 3,155,571 3,233,991

当期変動額   

剰余金の配当 △35,232 △36,918

当期純利益又は当期純損失（△） 113,652 △714,524

株式交換による増加 － 638,400

当期変動額合計 78,419 △113,042

当期末残高 3,233,991 3,120,949



（単位：千円）

前事業年度 
(自 平成19年４月１日 
 至 平成20年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金   

前期末残高 8,515 506

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △8,009 △5,713

当期変動額合計 △8,009 △5,713

当期末残高 506 △5,207

評価・換算差額等合計   

前期末残高 8,515 506

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △8,009 △5,713

当期変動額合計 △8,009 △5,713

当期末残高 506 △5,207

純資産合計   

前期末残高 3,164,086 3,234,497

当期変動額   

剰余金の配当 △35,232 △36,918

当期純利益又は当期純損失（△） 113,652 △714,524

株式交換による増加 － 638,400

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △8,009 △5,713

当期変動額合計 70,410 △118,755

当期末残高 3,234,497 3,115,742



（４）キャッシュ・フロー計算書 

（単位：千円）

前事業年度 
(自 平成19年４月１日 
 至 平成20年３月31日) 

営業活動によるキャッシュ・フロー  

税引前当期純利益 268,186

減価償却費 263,715

賞与引当金の増減額（△は減少） △3,507

退職給付引当金の増減額（△は減少） △11,188

固定資産受贈益 △30,042

投資有価証券評価損益（△は益） 356

投資有価証券売却損益（△は益） △48

受取利息及び受取配当金 △22,086

支払利息 187,762

収用補償金 △47,399

有形固定資産売却損益（△は益） △32,300

有形固定資産除却損 60,523

減損損失 82,764

売上債権の増減額（△は増加） △92,485

未収入金の増減額（△は増加） △4,005

たな卸資産の増減額（△は増加） △226,973

仕入債務の増減額（△は減少） △212,405

その他 △98,462

小計 82,403

利息及び配当金の受取額 6,747

利息の支払額 △186,524

法人税等の支払額 △199,000

営業活動によるキャッシュ・フロー △296,373

投資活動によるキャッシュ・フロー  

定期預金の預入による支出 △210,000

定期預金の払戻による収入 210,000

有形固定資産の取得による支出 △357,101

有形固定資産の売却による収入 253,034

投資有価証券の取得による支出 △609

投資有価証券の売却による収入 238

貸付けによる支出 △320,660

貸付金の回収による収入 68,810

差入敷金保証金の増加による支出 △307,785

差入敷金保証金の減少による収入 172,623

その他 8,017

投資活動によるキャッシュ・フロー △483,430



（単位：千円）

前事業年度 
(自 平成19年４月１日 
 至 平成20年３月31日) 

財務活動によるキャッシュ・フロー  

短期借入れによる収入 5,200,000

短期借入金の返済による支出 △5,690,000

長期借入れによる収入 3,300,000

長期借入金の返済による支出 △1,918,110

社債の償還による支出 △30,000

配当金の支払額 △35,232

財務活動によるキャッシュ・フロー 826,656

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 46,852

現金及び現金同等物の期首残高 704,229

現金及び現金同等物の期末残高 ※  751,082



継続企業の前提に関する注記

　該当事項はありません。

重要な会計方針

項目
第42期事業年度

（自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日）

第43期事業年度
（自　平成20年４月１日
至　平成21年３月31日）

１．有価証券の評価基準及び

評価方法

―――――

 

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）

子会社株式

　移動平均法による原価法

その他有価証券

時価のあるもの

同左

 時価のないもの

　移動平均法による原価法

時価のないもの

同左

２．デリバティブ等の評価基

準及び評価方法

デリバティブ

時価法

デリバティブ

同左

３．たな卸資産の評価基準及

び評価方法

商品

移動平均法による原価法

商品

　移動平均法による原価法（貸借対照表価

額は収益性の低下による簿価切下げの方法

により算定）

４．固定資産の減価償却の方

法

(1）有形固定資産

定率法

　ただし、平成10年４月１日以降に取得

した建物（附属設備を除く）については

定額法

　なお、主な耐用年数は以下のとおりで

あります。

建物７～47年

（会計方針の変更）

　法人税法の改正に伴い、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。

　これによる損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、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ておりま

す。

　これによる損益に与える影響は軽微で

あります。

(1）有形固定資産（リース資産を除く）

定率法

　ただし、平成10年４月１日以降に取得

した建物（附属設備を除く）については

定額法

　なお、主な耐用年数は以下のとおりで

あります。

建物７～47年
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項目
第42期事業年度

（自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日）

第43期事業年度
（自　平成20年４月１日
至　平成21年３月31日）

 (2）無形固定資産

定額法

　自社利用のソフトウェアについては、

社内における利用可能期間（５年）に基

づいております。

(2）無形固定資産（リース資産を除く）

同左

 (3）　　　　 ―――――

 

 

(3）リース資産

  リース期間を耐用年数とし、残存価額を

零とする定額法を採用しております。

なお、所有権移転外ファイナンス・リース

取引のうち、リース取引開始日が企業会計

基準第13号「リース取引に関する会計基

準」の当事業年度開始前のリース取引につ

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）長期前払費用

定額法

(4）長期前払費用

同左

５．引当金の計上基準 (1）賞与引当金

　従業員の賞与の支給に充てるため、支

給見込額のうち当事業年度負担額を計上

しております。

(1）賞与引当金

同左

 (2）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、当事業年度末に

発生していると認められる額を計上して

おります。

　会計基準変更時差異（69,009千円）に

ついては、10年による均等額を費用処理

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（７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にしており

ます。

(2）退職給付引当金

同左

 (3）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、

旧内規に基づく平成19年３月31日現在要

支給額を計上しております。

  なお、平成19年６月27日開催の株主総

会決議をもって役員退職慰労金制度を廃

止しております。

(3）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、

旧内規に基づく平成19年3月31日現在要

支給額を計上し、役員の退職時に取崩し

を行っております。

  なお、平成19年６月27日開催の株主総

会決議をもって役員退職慰労金制度を廃

止しております。

６．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。

―――――
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項目
第42期事業年度

（自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日）

第43期事業年度
（自　平成20年４月１日
至　平成21年３月31日）

７．キャッシュ・フロー計算

書における資金の範囲

　手許現金、随時引き出し可能な預金及び

容易に換金可能であり、かつ、価値の変動

について僅少なリスクしか負わない取得日

から３ヶ月以内に償還期限の到来する短期

投資からなっております。

―――――

８．その他財務諸表作成のた

めの基本となる重要な事

項

消費税等の会計処理

　消費税及び地方消費税の会計処理は税抜

方式によっております。

消費税等の会計処理

同左

会計処理方法の変更

第42期事業年度
（自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日）

第43期事業年度
（自　平成20年４月１日
至　平成21年３月31日）

――――― 　（棚卸資産の評価に関する会計基準の適用）

　通常の販売目的で保有するたな卸資産については、従来、

移動平均法による原価法によっておりましたが、当事業年

度より「棚卸資産の評価に関する会計基準」（企業会計基

準第９号（平成18年７月５日公表分）が適用されたことに

伴い、移動平均法による原価法（貸借対照表価額について

は収益性の低下に基づく簿価切り下げの方法）により算定

しております。

　これにより、営業利益及び経常利益はそれぞれ6,435千

円減少し、税引前当期純損失は6,435千円増加しておりま

す。

 

　（リース取引に関する会計基準の適用）

　所有権移転外ファイナンス・リース取引については、従

来、賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっており

ましたが、当事業年度より「リース取引に関する会計基

準」（企業会計基準第13号（平成５年６月17日（企業会計

審議会第一部会）、平成19年３月30日改正））及び「リー

ス取引に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用

指針第16号（平成６年１月18日（日本公認会計士協会　会

計制度委員会）、平成19年３月30日改正））を適用し、通

常の売買取引に係る方法に準じた会計処理によっておりま

す。

　なお、リース取引開始日が当事業年度開始前の所有権移

転外ファイナンス・リース取引については、引き続き通常

の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理を適用しており

ます。

　これにより、営業利益は15,114千円増加した一方で経常

利益は6,686千円減少し、税引前当期純損失は6,686千円増

加しております。
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表示方法の変更

第42期事業年度
（自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日）

第43期事業年度
（自　平成20年４月１日
至　平成21年３月31日）

 （損益計算書）

　「賃借料」は前事業年度まで販売費及び一般管理費の

「その他」に含めて表示しておりましたが、当事業年度

より金額的重要性が増したため区分掲記しております。

なお、前事業年度における「賃借料」の金額は273,739

千円であります。

 ―――――

　

追加情報

第42期事業年度
（自　平成19年４月１日

至　平成20年３月31日）

第43期事業年度
（自　平成20年４月１日
至　平成21年３月31日）

 （受取賃貸料に対応する費用の計上） 

　従来、営業外収益の受取賃貸料に対応する費用は、営

業外費用の賃貸費用として計上していた減価償却費を除

き、販売費及び一般管理費に含めて計上しておりました

が、受取賃貸料の重要性が高まってきたことから、受取

賃貸料に対応する費用をより適正に表示するため、当事

業年度より営業外費用の賃貸費用に含めて計上しており

ます。

　この変更により、従来の方法によった場合と比べ営業

利益が73,247千円増加しておりますが、経常利益及び税

引前当期純利益に対する影響はありません。

 ―――――
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注記事項

（貸借対照表関係）

第42期事業年度
（平成20年３月31日）

第43期事業年度
（平成21年３月31日）

※１．担保資産及び担保付債務

担保に供している資産

※１．担保資産及び担保付債務

担保に供している資産

定期預金 180,000千円

建物 1,104,889千円

土地 5,208,130千円

計 6,493,020千円

定期預金 180,000千円

建物  1,054,665千円

土地 4,508,694千円

計 5,743,359千円

担保付債務 担保付債務

短期借入金 500,000千円

１年内返済予定長期借入金 1,133,312千円

長期借入金 2,425,381千円

計 4,058,693千円

短期借入金 600,000千円

１年内返済予定長期借入金   922,866千円

長期借入金  2,047,705千円

計 3,570,571千円

上記の他営業保証金として、投資有価証券9,885千

円を差し入れております。

上記の他営業保証金として、投資有価証券9,140千

円を差し入れております。

　２．配当制限

　借入金のうち2,820,831千円には財務制限条項が付

されており、特定の条項に抵触した場合、その条項に

該当する借入先に対し借入金を一括返済することに

なっております。当該条項のうち配当支払に関するも

のは以下のとおりであります。

（１）平成17年５月25日付シンジケートローン契約

　平成16年３月決算期末における貸借対照表の資本の

部の金額の75％及び直前の決算期末日における貸借対

照表の資本の部の金額の75％のいずれか高いほうの金

額を下回る場合

（２）平成19年６月25日付シンジケートローン契約

　平成18年３月決算期末における貸借対照表の資本の

部の金額の75％及び直前の決算期末日における貸借対

照表の資本の部の金額または純資産の部の金額の75％

のいずれか高いほうの金額を下回る場合

　２．配当制限

　借入金のうち3,387,496千円には財務制限条項が付

されており、特定の条項に抵触した場合、その条項に

該当する借入先に対し借入金を一括返済することに

なっております。当該条項のうち配当支払に関するも

のは以下のとおりであります。

（１）平成17年５月25日付シンジケートローン契約

同左

 

 

 

（２）平成19年６月25日付シンジケートローン契約

同左
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（損益計算書関係）

第42期事業年度
（自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日）

第43期事業年度
（自　平成20年４月１日
至　平成21年３月31日）

※１. 固定資産売却益

土地 52,822千円

計  52,822千円

　１．　　　　　　　　―――――

       

       

※２. 固定資産売却損 ※２. 固定資産売却損

車両運搬具   14千円

土地 20,507千円

計    20,521千円

車両運搬具   22千円

計       22千円

※３．固定資産除却損 

建物 54,342千円

構築物 3,083千円

器具備品 1,979千円

その他 1,117千円

計    60,523千円

※３．固定資産除却損 

建物 37,741千円

構築物 2,163千円

器具備品 1,227千円

その他 19,956千円

計   61,089千円

※４.減損損失 ※４.減損損失

 　　当事業年度において、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。

 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：千円）

用途 種類 場所 減損損失

事業用資産
 器具備品、リース

資産
　愛媛県 286

賃貸用資産

 建物、構築物、器

具備品
　愛媛県 16,423

 土地、建物、器具

備品
　香川県 66,054

    合　　計  82,764

　　　当社は、資産を用途により事業用資産、賃貸用資産

　　及び遊休資産に区分し、事業用資産は店舗単位、賃貸

　　用資産及び遊休資産は個別の物件毎にグルーピングし

　　ております。その結果、事業用資産は収益性の悪化、

　　賃貸用資産及び遊休資産は地価の下落等により帳簿価

　　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しております。

　　　なお、事業用資産及び賃貸用資産の回収可能価額

　　は、使用価値により測定しており、将来キャッシュフ

　　ローを3.9％で割り引いて算定しております。また、遊

　　休資産の回収可能価額は不動産鑑定士による評価額等

　　をもとに正味売却価額により測定しております。

 　　当事業年度において、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。

 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：千円）

用途 種類 場所 減損損失

事業用資産

 土地、建物、構築

物、器具備品、

リース資産

　愛媛県 389,342

 建物、構築物、器

具備品、リース資

産

　香川県 11,392

 建物、構築物、器

具備品、リース資

産

　広島県 26,867

賃貸用資産
 土地、建物、構築

物、器具備品
　愛媛県 427,627

    合　　計  855,229

　　　当社は、資産を用途により事業用資産、賃貸用資産及

び遊休資産に区分し、事業用資産は店舗単位、賃貸用資

産及び遊休資産は個別の物件毎にグルーピングしており

ます。その結果、事業用資産は収益性の悪化、賃貸用資

産及び遊休資産は地価の下落等により帳簿価額を回収可

能価額まで減額し、当該減少額を減損損失として特別損

失に計上しております。

　なお、事業用資産及び賃貸用資産の回収可能価額は、

使用価値により測定しており、将来キャッシュフローを

4.7％で割り引いて算定しております。また、遊休資産

の回収可能価額は不動産鑑定士による評価額等をもとに

正味売却価額により測定しております。
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（株主資本等変動計算書関係）

第42期事業年度（自平成19年４月１日　至平成20年３月31日）

１．発行済株式の種類及び総数に関する事項

前事業年度末株式数
（株）

当事業年度増加株式
数（株）

当事業年度減少株式
数（株）

当事業年度末株式数
（株）

発行済株式

普通株式 15,659 － － 15,659

合計 15,659 － － 15,659

 

２．配当に関する事項

(1）配当金支払額

（決議）
株式の種類

配当金の総額
（千円）

１株当たり配当
額（円）

基準日 効力発生日

平成19年6月27日

定時株主総会
普通株式 19,573 1,250 平成19年3月31日 平成19年6月28日

平成19年11月15日

取締役会
普通株式 15,659 1,000 平成19年9月30日 平成19年12月10日

(2）基準日が当期に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌期となるもの　

（決議）
株式の種類

配当金の総額
（千円）

配当の原資
１株当たり配
当額（円）

基準日 効力発生日

平成20年6月25日

定時株主総会
普通株式 15,659 利益剰余金 1,000 平成20年3月31日 平成20年6月26日

第43期事業年度（自平成20年４月１日　至平成21年３月31日）

　　該当事項はありません。
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（キャッシュ・フロー計算書関係）

第42期事業年度
（自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日）

１．現金及び現金同等物の期末残高と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3月31日現在）

（千円）

現金及び預金勘定 931,082

預入期間が３ヶ月を超える定期預金 △180,000

現金及び現金同等物 751,082
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（税効果会計関係）

１．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

 
第42期事業年度

（平成20年３月31日）
 

第43期事業年度

（平成21年３月31日）

 流動  固定  流動  固定

 （千円）  （千円）  （千円）  （千円）

繰延税金資産        

減損損失 －  66,482  －  403,252

賞与引当金 31,988  －  22,307  －

未払事業税 5,941  －  7,116  －

前受金 13,466  －  －  －

役員退職慰労引当金 －  5,268  －  4,837

退職給付引当金 －  75,863  －  71,714

その他有価証券評価差額金 －  －  －  3,535

その他 11,836  14,991  13,881  20,956

小計 63,233  162,605  43,305  504,297

評価性引当額 －  △21,381  －  △309,060

合計 63,233  141,224  43,305  195,236

繰延税金負債        

特別償却準備金 △523  △709  △523  △186

固定資産圧縮積立金 －  －  －  △12,630

固定資産圧縮特別勘定積立金 －  △19,604  －  △6,827

その他有価証券評価差額金 －  △343  －  －

その他 －  △20,165  －  △28,518

合計 △523  △40,822  △523  △48,163

繰延税金資産の純額 62,710  100,401  42,782  147,073

２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異の原因となった主な項目別の内訳

 
第42期事業年度

（平成20年３月31日）
 

第43期事業年度
（平成21年３月31日）

法定実効税率  40.4％   　当事業年度につきましては、

税引前当期純損失を計上して

いるため、記載を省略してお

ります。

（調整）     

住民税均等割額  8.6％   

税額控除  △0.1％   

交際費等永久に損金に算入されない額  1.1％      

評価性引当額  6.9％      

その他  0.7％      

税効果会計適用後の法人税等の負担率  57.6％      
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（１株当たり情報）

第42期事業年度
（自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日）

第43期事業年度
（自　平成20年４月１日
至　平成21年３月31日）

１株当たり純資産額  206,558.38円

１株当たり当期純利益金額  7,257.97円

潜在株式調整後１株当たり当期

純利益金額

 7,234.87円

１株当たり純資産額       146,561.08円

１株当たり当期純損失金額 37,785.52円

　なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額に

ついては、潜在株式は存在するものの１株当たり当期

純損失であるため記載しておりません。

　（注）　１株当たり当期純利益金額または１株当たり当期純損失金額及び潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額の

算定上の基礎は、以下のとおりであります。

第42期事業年度
（自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日）

第43期事業年度
（自　平成20年４月１日
至　平成21年３月31日）

１株当たり当期純利益金額または１株当たり当

期純損失金額

当期純利益又は当期純損失（△）（千円） 113,652 △714,524

普通株主に帰属しない金額（千円） －  －　

普通株式に係る当期純利益又は当期純損失

（△）（千円）
       113,652 △714,524

期中平均株式数（株）          15,659 18,910

潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額

普通株式増加数（株）      50 －　

（うち新株予約権） （50）  －　

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後１

株当たり当期純利益の算定に含めなかった潜在

株式の概要

　旧商法第280条の19の規定に基

づく新株引受権（新株予約権の数

290個）。

　旧商法第280条の19の規定に基

づく新株引受権（新株予約権の数

275個）及び旧商法第280条の20ま

たは旧商法第280条の21の規定に

基づく新株予約権（新株予約権の

数300個）。
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（重要な後発事象）

 　　第42期事業年度（自平成19年４月１日　至平成20年３月31日）

 　　株式会社メディコ・二十一の株式交換による完全子会社化及び株式会社フジとの資本業務提携の強化

 　　当社は平成20年5月12日開催の取締役会において、株式会社フジの100％子会社である株式会社メディコ・二十一を

当社の完全子会社とする株式交換を行うことを決定し、同日、当社と株式会社メディコ・二十一は株式交換契約を締

結いたしました。また、株式会社フジとの更なる資本関係及び業務提携関係の強化を図るための資本業務提携を行う

ことを決定し、同日、当社と株式会社フジは資本業務提携契約を締結いたしました。

 　　１．株式交換及び資本業務提携の強化の目的

 　　株式交換によりメディコ・二十一を当社の完全子会社とすることにより、経営基盤の充実、ノウハウの相乗効果

による企業価値の向上、中四国エリアのドミナント形成を図ってまいります。

　また、フジとの資本業務提携の強化により中四国エリアでの強固な体質・体力をもった企業及び企業集団づくり

を目指しながら、両社の経営資源やノウハウの総合活用を強化してまいります。

 　　２．株式交換する対象会社の概要（平成20年2月末現在）

 　　（1）商号

 　　　　 株式会社メディコ・二十一

 　　（2）主な事業内容

 　　　　 医薬品、化粧品、雑貨、食品等の販売及び処方箋調剤

 　　（3）資本金の額

 　　　　 100百万円

 　　（4）発行済株式総数

 　　　　 4,000株

 　　３．株式交換の方法、内容及び時期

 　　（1）当社を完全親会社としメディコ・二十一を完全子会社とする株式交換を行います。

 　　（2）当社は、本株式交換に際して普通株式5,600株を新たに発行し、本株式交換の日の前日におけるメディコ・二

十一の株主名簿に記載された株主に対し、その所有するメディコ・二十一の普通株式１株につき、当社の株式

1.4株の割合をもって割当交付いたします。なお、交付する株式の評価額は638,400千円となります。

 　  （3）株式交換の日は、平成20年９月１日といたします。

 　　４．資本業務提携の概要

 　　（1）業務提携の内容

①店舗開発戦略（エリア、業態）の検討

②コストメリットの追求（物流、営業資材等）

③ＭＤマスメリットの追求

④情報システム戦略の検討

また、フジ代表取締役副社長一ノ宮武文氏が当社の監査役へ就任。

 　　（2）資本提携の内容

  本件株式交換により、株式交換効力発生日をもってフジは当社の普通株式5,600株を新たに取得することにな

り、既に保有している1,795株と合計して7,395株を保有することとなります。その結果フジが保有する当社普通

株式数の発行済株式総数（21,259株）に対する割合は34.8％となる予定です。

 　　第43期事業年度（自平成20年４月１日　至平成21年３月31日）

 　　該当事項はありません。

　（開示の省略）

　　　リース取引、有価証券に関する注記事項につきましては、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、開示を省略しております。
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６．その他

(1）役員の異動

① 代表取締役の異動

　　該当事項はありません。

② その他の役員の異動 

 ・新任取締役候補 

 　　取締役　一ノ宮武文　（現　監査役） 

 　　取締役　池水　信也　（現　㈱メディコ・二十一常務取締役営業本部長）　

 ・新任監査役候補

　 （常勤）　監査役　小池　昭彦（現　㈱メディコ・二十一監査役）

 　（非常勤）監査役　石﨑　秀喜（現　㈱フジ監査役）

　　　　　　（石﨑秀喜氏は会社法第２条第16号に規定する社外監査役であります。）　　　　

 ・退任予定監査役

 　（常　勤）監査役　中野　伸二

 　（非常勤）監査役　一ノ宮武文

　　　　　　（一ノ宮氏は会社法第２条第16号に規定する社外監査役であります。）

③ 就任予定日

 　平成21年６月25日

(2）その他

 　 該当事項はありません。
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