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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 39,410 10.4 245 △64.6 328 △63.1 135 △69.8

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

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 10,140.81 ― 4.4 2.1 0.6
20年3月期 33,553.07 ― 15.7 7.3 1.9

（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 17,496 3,122 17.8 234,100.50
20年3月期 13,678 3,055 22.3 229,021.31

（参考） 自己資本   21年3月期  3,122百万円 20年3月期  3,055百万円

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 337 △3,340 2,892 898
20年3月期 536 △2,755 2,173 1,009

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 ― 0.00 ― 5,000.00 5,000.00 66 14.9 2.3
21年3月期 ― 0.00 ― 4,000.00 4,000.00 53 39.4 1.7

22年3月期 
（予想）

― 0.00 ― 4,000.00 4,000.00 29.0

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 20,768 6.3 252 △14.1 211 △38.4 100 △38.2 7,496.25

通期 41,306 4.8 434 76.9 355 7.9 184 36.0 13,793.10



4.  その他 

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

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

（注）詳細は、17ページ「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更」をご覧ください。 

(3) 発行済株式数（普通株式） 

（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、23ページ「１株当たり情報」をご覧ください。 

① 会計基準等の改正に伴う変更 有

② ①以外の変更 有

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 21年3月期 13,340株 20年3月期 13,340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 39,410 10.4 134 △77.1 310 △64.2 141 △68.1

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

1株当たり当期純利益
潜在株式調整後1株当たり当期純

利益
円 銭 円 銭

21年3月期 10,636.24 ―

20年3月期 33,368.82 ―

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 17,419 3,080 17.7 230,934.43
20年3月期 13,599 3,006 22.1 225,359.81

（参考） 自己資本 21年3月期  3,080百万円 20年3月期  3,006百万円

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 

（将来に関する記述などについてのご注意） 
本資料に記載されている業績見通しなどの将来に関する記述は、当社が現在入手している情報及び合理的であると判断する一定の前提に基づいており、
実際の業績などは様々な要因により大きく異なる可能性があります。なお、上記予想に関する事項は、３ページ「１．経営成績（１）経営成績に関する分析」
をご覧下さい。 



  

(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、米国発の世界的な金融危機を背景とした輸出や生産の大幅な減少な

ど、実体経済に大きな影響が現れ、かつてない景気後退局面を迎えました。また、個人消費につきましても雇用

情勢の悪化を中心とした先行き不透明感から購買意欲が一段と冷え込む状況となりました。 

 当ドラッグストア業界におきましても、急激な消費マインドの冷え込み、店舗間競争の一層の激化を背景に、

価格競争が一段と激化し経営環境は予断を許さない状況となっております。 

 このような状況のもと、当社グループといたしましては、地域のお客さまのニーズにあった店舗づくりに努め

てまいりました。 

 店舗面では、店舗床面積500坪タイプのメガドラッグ２店舗、300坪タイプのスーパードラッグ６店舗、200坪タ

イプのドラッグストア６店舗及び調剤薬局１店舗を新設いたしました。一方、既存店の見直しのなかで８店舗の

閉店を行いました。これにより平成21年３月末日現在の店舗数は133店舗となりました。 

 これらの結果、当連結会計年度の売上高は394億10百万円（前年同期比10.4％増）となりました。一方、利益に

つきましては、個人消費が冷え込み小売業各社の需要喚起策を背景として価格競争が激化しました。このような

環境下、当社グループにおいても価格訴求を行ったこと及び暖冬の影響から季節商品の伸び悩み等もあったこと

が荒利益率の低下につながりました。また、新規出店による費用が増加したこと、需要喚起のために広告宣伝費

及び販売促進費が増加したことなどにより、販売費及び一般管理費は前年同期比9億96百万円増となり、営業利益

は２億45百万円（前年同期比64.6％減）、経常利益は3億28百万円（前年同期比63.1％減）、当期純利益は１億

35百万円（前年同期比69.8％減）となりました。 

  

（商品分類別販売実績） 

 当連結会計年度における分類別売上高の状況は、次のとおりであります。 

 （注）１．その他の主な内容は、ペット用品、飲食部門などであります。 

２．上記金額には、消費税等は含まれておりません。 

   (次期の見通し) 

 次期の見通しといたしましては、金融危機による景気低迷は続き、個人消費は依然厳しい状況で推移すること

が予想されます。 

 ドラッグストア業界におきましては、さらなる出店競争や小売業全体を巻きこんだ価格競争が激化すると思わ

れます。 

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

ス向上に努めるとともに、経営基盤強化のために業務改革推進室を新設し、業務効率向上を推進していく方針で

あります。 

 通期連結業績見通しといたしましては、売上高は413億６百万円、営業利益は４億34百万円、経常利益は３億55

百万円、当期純利益は１億84百万円を予想しております。 

  

  

１．経営成績

  （単位：千円）

分類 
前連結会計年度

（自平成19年４月１日 
至平成20年３月31日）

  当連結会計年度 
（自平成20年４月１日 
至平成21年３月31日） 

  

構成比（％） 構成比（％）

ヘルスケア  7,444,550  20.9  7,865,411  20.0

ビューティーケア  8,859,616  24.8  9,197,941  23.3

ベビーケア    1,044,735  2.9  1,058,381  2.7

ホームケア  5,321,948  14.9  5,795,256  14.7

フード  10,761,411  30.1  12,967,229  32.9

調剤  1,375,265  3.9  1,533,764  3.9

その他  887,176  2.5  992,128  2.5

合計  35,694,704  100.0  39,410,114  100.0



(2）財政状態に関する分析 

  ① 資産、負債及び純資産の状況 

ア．資産 

  流動資産は、前連結会計年度末に比べ、12.0％増加し、63億８百万円となりました。その主な要因は、新規出店に

より商品が５億２百万円増加したことなどによります。 

  固定資産は、前連結会計年度末に比べ、39.0％増加し、111億87百万円となりました。その主な要因は、新規出店

などにより有形固定資産が29億37百万円増加し、同様に差入保証金・敷金が１億47百万円増加したことなどによりま

す。 

  この結果、資産合計は、前連結会計年度末に比べ、27.9％増加し、174億96百万円となりました。 

イ．負債 

  流動負債は、前連結会計年度末に比べ、16.8％増加し、80億48百万円となりました。その主な要因は、買掛金が７

億25百万円、短期借入金が２億円、１年以内返済予定長期借入金が５億69百万円それぞれ増加したことなどによりま

す。 

  固定負債は、前連結会計年度末に比べ、69.3％増加し、63億25百万円となりました。その主な要因は、長期借入金

が22億19百万円増加したことなどによります。 

  この結果、負債合計は、前連結会計年度末に比べ、35.3％増加し、143億73百万円となりました。 

ウ．純資産  

  純資産合計は、前連結会計年度末に比べ、2.2％増加し、31億22百万円となりました。その主な要因は、当期純利

益により利益剰余金が１億35百万円増加し、配当金の支払により66百万円減少したことなどによります。 

  

② キャッシュ・フローの状況 

  当連結会計年度における現金及び現金同等物(以下、「資金」という。)は、前連結会計年度末に比べ、１億11百万

円減少し、当連結会計年度末には、８億98百万円となりました。 

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

ア．営業活動によるキャッシュ・フロー 

 当連結会計年度における営業活動による資金の獲得額は３億37百万円であり、前連結会計年度に比べ、１億98百万

円減少しました。その主な要因は、新規出店により仕入債務の増加額が前連結会計年度に比べ、６億51百円増加した

ものの、たな卸資産の増加額が前連結会計年度に比べ、３億69百万円増加し、営業利益減少により税金等調整前当期

純利益が前連結会計年度に比べ、５億32百万円減少したことなどによります。 

イ．投資活動によるキャッシュ・フロー 

 当連結会計年度における投資活動による資金の支出額は33億40百万円であり、前連結会計年度に比べ、５億85百万

円増加しました。その主な要因は、新規出店により、有形固定資産の取得による支出が31億32百万円と前連結会計年

度に比べ、５億３百万円増加したことなどによります。 

ウ．財務活動によるキャッシュ・フロー 

 当連結会計年度における財務活動による資金の獲得額は28億92百万円であり、前連結会計年度に比べ、７億18百万

円増加しました。その主な要因は、長期借入れによる収入が43億円と前連結会計年度に比べ、15億50百万円増加し、

長期借入金の返済における支出が15億11百万円と前連結会計年度に比べ、２億39百万円減少したことなどによりま

す。 



 キャッシュ・フロー関連指標の推移 

（注）１．自己資本比率：自己資本／総資産 

   ２．時価ベースの自己資本比率：株式時価総額／総資産 

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

   ４．インタレスト・カバレッジ・レシオ：キャッシュ・フロー／利払い 

  ※各指標は、いずれも連結ベースの財務数値により算出しております。 

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

  ※キャッシュ・フローは、営業キャッシュ・フローを利用しております。 

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

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

ます。 

  

(3）利益配分に関する基本方針及び当期・次期の配当 

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

えております。 

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

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

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

 当期の期末利益配当金につきましては、上記の方針に基づき、１株当たり4,000円とし第27回定時株主総会に提案

させていただく予定であります。 

 次期の配当予想につきましても、上記の基本方針を踏まえ決定する予定でありますが、現時点においては、１株当

たり年間配当金は4,000円を計画しております。 

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

しております。  

    

  平成18年３月期 平成19年３月期 平成20年３月期 平成21年３月期

自己資本比率（％）  22.6  24.8  22.3  17.8

時価ベースの自己資本比率（％）  38.5  29.8  19.1  6.4

キャッシュ・フロー対有利子負債比率（年）  684.9  5.3  11.2  27.8

インタレスト・カバレッジ・レシオ（倍）  0.1  13.7  8.8  3.0



 当社グループは、当社及び連結子会社１社から構成されており、医薬品・化粧品等を販売する小売業を主たる業務と

しております。 

 当社グループの事業内容及び当社と連結子会社の当該事業における位置付けは次のとおりであります。 

  

  

［事業系統図］ 

 
  

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

ッグサポートにおいては薬種商販売業許可に基づいて行っております。また、当社は同社と販売委託契約を締

結し、医薬品販売業務を同社に委託しており、同社店舗における売上は当社の売上高として計上しておりま

す。 

  

２．企業集団の状況



(1）会社の経営の基本方針 

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

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

ジマインドの経営」を基本方針としております。 

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

て「健康で明るい社会の実現に貢献」できるよう活動してまいります。 

  

(2）目標とする経営指標 

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

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

ます。 

  

(3）中長期的な会社の経営戦略 

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

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

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

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

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

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

確保し続ける強固な企業体質の構築を図ってまいります。 

  

(4）会社の対処すべき課題 

 ドラッグストア業界は、改正薬事法に関する対応、統合・再編成の動きをはじめ同業他社との出店競争、価格競争

など競合がますます激化することは必至であり、経営環境は厳しい状況に置かれるものと思われ、当社グループとし

て長期的な経営戦略上、業界内における競争力をさらに向上させることが必要であると考えております。 

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

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

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

「情報システムの構築」などから経営基盤の強化を図ってまいります。 

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

から信頼される企業としてコーポレート・ガバナンスの強化に取り組んでまいります。 

    

３．経営方針

経営指標 目標値 (％) 平成19年３月期 (％) 平成20年３月期 (％) 平成21年３月期 (％)

 売上高経常利益率  4.0 2.4 2.5 0.8 



４．連結財務諸表 
（１）連結貸借対照表 

（単位：千円）

前連結会計年度 
(平成20年３月31日) 

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 1,009,624 898,536

売掛金 356,248 446,628

商品 3,602,221 4,104,989

貯蔵品 4,134 3,265

繰延税金資産 122,206 127,089

その他 537,760 728,166

流動資産合計 5,632,197 6,308,677

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 ※1  2,199,420 ※1  3,466,772

減価償却累計額 △554,747 △711,807

建物及び構築物（純額） 1,644,673 2,754,964

車両運搬具 21,279 12,045

減価償却累計額 △14,201 △9,525

車両運搬具（純額） 7,077 2,519

工具、器具及び備品 940,317 1,199,968

減価償却累計額 △509,501 △711,124

工具、器具及び備品（純額） 430,816 488,844

土地 ※1  2,989,067 ※1  4,379,066

リース資産 － 429,590

減価償却累計額 － △30,333

リース資産（純額） － 399,257

建設仮勘定 75,405 59,984

有形固定資産合計 5,147,040 8,084,635

無形固定資産 38,976 91,606

投資その他の資産   

投資有価証券 46,583 45,205

差入保証金 1,531,421 1,613,411

敷金 1,187,452 1,253,387

繰延税金資産 123,900 125,872

その他 14,540 17,125

貸倒引当金 △43,500 △43,500

投資その他の資産合計 2,860,399 3,011,503

固定資産合計 8,046,415 11,187,745

資産合計 13,678,612 17,496,422



（単位：千円）

前連結会計年度 
(平成20年３月31日) 

当連結会計年度 
(平成21年３月31日) 

負債の部   

流動負債   

買掛金 3,154,499 3,880,068

短期借入金 1,350,000 1,550,000

1年内返済予定の長期借入金 1,241,296 1,810,569

リース債務 － 41,295

未払法人税等 190,658 23,487

未払消費税等 32,565 36,204

賞与引当金 180,756 228,335

ポイント引当金 27,057 31,178

その他 711,474 447,280

流動負債合計 6,888,307 8,048,417

固定負債   

長期借入金 ※1  3,391,946 ※1  5,611,168

リース債務 － 366,578

退職給付引当金 123,949 144,758

役員退職慰労引当金 101,125 101,125

長期リース資産減損勘定 38,116 16,375

その他 80,022 85,098

固定負債合計 3,735,160 6,325,104

負債合計 10,623,468 14,373,521

純資産の部   

株主資本   

資本金 439,589 439,589

資本剰余金 481,788 481,788

利益剰余金 2,133,247 2,201,825

株主資本合計 3,054,626 3,123,204

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 517 △303

評価・換算差額等合計 517 △303

純資産合計 3,055,144 3,122,900

負債純資産合計 13,678,612 17,496,422



（２）連結損益計算書 

（単位：千円）

前連結会計年度 
(自 平成19年４月１日 
 至 平成20年３月31日) 

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

売上高 35,694,704 39,410,114

売上原価 27,068,231 ※1  30,234,239

売上総利益 8,626,472 9,175,875

販売費及び一般管理費 ※2  7,934,122 ※2  8,930,476

営業利益 692,350 245,398

営業外収益   

受取利息 224 272

受取配当金 1,234 13,673

固定資産受贈益 23,558 53,019

受取手数料 116,997 12,124

不動産賃貸料 96,300 107,324

その他 83,865 68,616

営業外収益合計 322,180 255,032

営業外費用   

支払利息 60,944 111,199

不動産賃貸原価 45,405 50,907

その他 17,701 9,447

営業外費用合計 124,052 171,553

経常利益 890,478 328,876

特別利益   

貸倒引当金戻入額 3,557 －

固定資産売却益 － ※3  3,039

特別利益合計 3,557 3,039

特別損失   

固定資産売却損 － ※4  777

固定資産除却損 － ※5  238

店舗閉鎖損失 ※6  12,877 ※6  17,917

減損損失 ※7  91,808 ※7  35,355

たな卸資産評価損 － 20,752

特別損失合計 104,686 75,040

税金等調整前当期純利益 789,349 256,876

法人税、住民税及び事業税 363,689 127,896

法人税等調整額 △21,937 △6,298

法人税等合計 341,751 121,597

当期純利益 447,597 135,278



（３）連結株主資本等変動計算書 

（単位：千円）

前連結会計年度 
(自 平成19年４月１日 
 至 平成20年３月31日) 

当連結会計年度 
(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 439,589 439,589

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 439,589 439,589

資本剰余金   

前期末残高 481,788 481,788

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 481,788 481,788

利益剰余金   

前期末残高 1,739,009 2,133,247

当期変動額   

剰余金の配当 △53,360 △66,700

当期純利益 447,597 135,278

当期変動額合計 394,237 68,578

当期末残高 2,133,247 2,201,825

株主資本合計   

前期末残高 2,660,388 3,054,626

当期変動額   

剰余金の配当 △53,360 △66,700

当期純利益 447,597 135,278

当期変動額合計 394,237 68,578

当期末残高 3,054,626 3,123,204

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金   

前期末残高 2,301 517

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △1,783 △821

当期変動額合計 △1,783 △821

当期末残高 517 △303

評価・換算差額等合計   

前期末残高 2,301 517

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △1,783 △821

当期変動額合計 △1,783 △821

当期末残高 517 △303

純資産合計   

前期末残高 2,662,690 3,055,144

当期変動額   

剰余金の配当 △53,360 △66,700

当期純利益 447,597 135,278

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △1,783 △821

当期変動額合計 392,454 67,756

当期末残高 3,055,144 3,122,900



（４）連結キャッシュ・フロー計算書 

（単位：千円）

前連結会計年度 
(自 平成19年４月１日 
 至 平成20年３月31日) 

当連結会計年度 
(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利益 789,349 256,876

減価償却費 275,057 469,239

リース資産減損勘定の増減額（△は減少） △35,745 △32,131

店舗閉鎖損失 7,653 8,015

減損損失 91,808 35,355

貸倒引当金の増減額（△は減少） △3,557 －

賞与引当金の増減額（△は減少） 30,432 47,579

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △1,521 －

ポイント引当金の増減額（△は減少） 4,329 4,121

退職給付引当金の増減額（△は減少） 17,031 20,808

受取利息及び受取配当金 △1,458 △13,946

固定資産受贈益 △23,558 △53,019

支払利息 60,944 111,199

固定資産除却損 － 238

たな卸資産評価損 － 20,752

固定資産売却損益（△は益） － △2,261

売上債権の増減額（△は増加） △54,201 △90,380

たな卸資産の増減額（△は増加） △153,037 △522,650

仕入債務の増減額（△は減少） 74,042 725,568

未払消費税等の増減額（△は減少） △3,275 3,638

その他 △53,933 △256,505

小計 1,020,360 732,494

利息及び配当金の受取額 1,458 13,946

利息の支払額 △63,438 △117,327

法人税等の支払額 △422,259 △291,401

営業活動によるキャッシュ・フロー 536,121 337,712

投資活動によるキャッシュ・フロー   

定期預金の純増減額（△は増加） 4,492 －

投資有価証券の取得による支出 △1,400 －

有形固定資産の売却による収入 － 19,298

有形固定資産の取得による支出 △2,628,677 △3,132,169

無形固定資産の取得による支出 △13,569 △81,837

敷金及び保証金の差入による支出 △302,254 △296,301

敷金及び保証金の回収による収入 187,517 148,376

預り保証金の受入による収入 790 7,740

預り保証金の返還による支出 △2,664 △2,664

その他 － △3,393

投資活動によるキャッシュ・フロー △2,755,765 △3,340,950

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（△は減少） 850,000 200,000

長期借入れによる収入 2,750,000 4,300,000

長期借入金の返済による支出 △1,271,899 △1,511,505

リース債務の返済による支出 － △29,737

社債の償還による支出 △100,000 －

配当金の支払額 △53,349 △66,607

その他 △753 －

財務活動によるキャッシュ・フロー 2,173,997 2,892,150

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △45,646 △111,087

現金及び現金同等物の期首残高 1,055,271 1,009,624

現金及び現金同等物の期末残高 ※  1,009,624 ※  898,536



 該当事項はありません。 

  

  

継続企業の前提に重要な疑義を抱かせる事象又は状況

連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項

項目 
前連結会計年度

（自 平成19年４月１日 
至 平成20年３月31日） 

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 

株式会社サッポロドラッグサポート 

(1) 連結子会社の数 １社 

同左 

  (2）非連結子会社の名称等 

該当事項はありません。 

(2）非連結子会社の名称等 

同左 

２．持分法の適用に関する事

項 

 該当事項はありません。 同左 

３．連結子会社の事業年度等

に関する事項 

 すべての連結子会社の事業年度の末日

は、連結決算日と一致しております。 

同左 

４．会計処理基準に関する事

項 

    

(1）重要な資産の評価基準

及び評価方法 

① 有価証券 

その他有価証券 

① 有価証券 

その他有価証券 

  イ．時価のあるもの 

決算日の市場価格等に基づく時価法

（評価差額は全部純資産直入法により

処理し、売却原価は移動平均法により

算定）を採用しております。  

イ．時価のあるもの 

同左 

  ロ．時価のないもの 

 移動平均法による原価法を採用して

おります。 

ロ．時価のないもの 

同左 

  ② たな卸資産 

商品 

 売価還元法による原価法を採用してお

ります。 

② たな卸資産 

商品 

  売価還元法による原価法（貸借対照表

価額は収益性の低下に基づく簿価切下げ

の方法により算出）を採用しておりま

す。 

  貯蔵品 

 終仕入原価法を採用しております。

貯蔵品 

同左 



  

項目 
前連結会計年度

（自 平成19年４月１日 
至 平成20年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日） 

(2）重要な減価償却資産の

減価償却の方法 

① 有形固定資産 

 定率法（ただし、平成10年４月１日以

降に取得した建物（附属設備を除く）に

ついては、定額法）を採用しておりま

す。なお、主な耐用年数は以下のとおり

であります。 

 建物及び構築物 ８年～39年 

 器具備品    ３年～17年 

① 有形固定資産(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）を採用しておりま

す。なお、主な耐用年数は以下のとおり

であります。 

 建物及び構築物 ８年～39年 

 器具備品    ３年～17年 

  (会計方針の変更) 

 法人税法の改正に伴い、当連結会計年

度より、平成19年４月１日以降に取得し

た有形固定資産について、改正後の法人

税法に基づく減価償却の方法に変更して

おります。 

 これにより営業利益、経常利益及び税

金等調整前当期純利益は、それぞれ

15,036千円減少しております。 

  

  (追加情報) 

 法人税法改正に伴い、平成19年３月31

日以前に取得した資産については、改正

前の法人税法に基づく減価償却の方法の

適用により取得価額の５％に到達した連

結会計年度の翌連結会計年度より、取得

価額の５％相当額と備忘価額との差額を

５年間にわたり均等償却し、減価償却費

に含めて計上しております。 

 これにより営業利益、経常利益及び税

金等調整前当期純利益に与える影響は軽

微であります。 

  

  ② 無形固定資産 

 定額法を採用しております。 

なお、自社利用のソフトウェアについて

は、社内における利用可能期間（５年）

に基づいております。 

② 無形固定資産(リース資産を除く) 

同左 

  ③ 長期前払費用 

 法人税法に規定する方法と同一の基準

により均等償却を行っております。 

③ 長期前払費用 

同左 

  ④ リース資産 

     ────── 

④ 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平

成20年３月31日以前のリース取引につい

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。  



  

項目 
前連結会計年度

（自 平成19年４月１日 
至 平成20年３月31日） 

当連結会計年度 
（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 貸倒引当金 

 売上債権、貸付金等の貸倒損失に備え

るため、一般債権については貸倒実績率

により、貸倒懸念債権等については個別

に回収可能性を検討し、回収不能見込額

を計上しております。 

① 貸倒引当金 

同左 

  ② 賞与引当金 

 従業員に対して支給する賞与の支出に

充てるため、賞与支給見込額のうち当連

結会計年度負担額を計上しております。

② 賞与引当金 

同左 

  ③ ポイント引当金 

 ポイントカードにより顧客に付与した

ポイントの使用に備えるため、ポイント

未使用残高に対し、使用実績率等に基づ

き算出した将来支出されると見込まれる

額を計上しております。 

③ ポイント引当金 

同左 

  ④ 退職給付引当金 

 従業員の退職給付に備えるため、当連

結会計年度末における退職給付債務及び

年金資産の見込額に基づき、計上してお

ります。 

 数理計算上の差異は、各連結会計年度

の発生時における従業員の平均残存勤務

期間以内の一定の年数（３年）による定

額法により按分した額をそれぞれ発生の

翌連結会計年度から費用処理しておりま

す。 

④ 退職給付引当金 

同左 

  ⑤ 役員退職慰労引当金 

 役員の退職慰労金の支給に備えるた

め、当社の役員退職慰労金規程に基づく

当連結会計年度末要支給額を計上してお

ります。 

 なお当社は、平成17年６月に役員退職

慰労金制度を廃止しており、平成17年４

月以降対応分については引当金計上を行

っておりません。 

⑤ 役員退職慰労引当金 

同左 

(4）重要なリース取引の処

理方法 

 リース物件の所有権が借主に移転すると

認められるもの以外のファイナンス・リー

ス取引については、通常の賃貸借取引に係

る方法に準じた会計処理によっておりま

す。 

       ──────



  

項目 
前連結会計年度

（自 平成19年４月１日 
至 平成20年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日） 

(5）重要なヘッジ会計の方

法 

① ヘッジ会計の方法 

 特例処理の条件を満たしている金利ス

ワップについて特例処理を採用しており

ます。 

① ヘッジ会計の方法          

同左 

  ② ヘッジ手段とヘッジ対象 

ヘッジ手段 

金利スワップ取引 

② ヘッジ手段とヘッジ対象 

同左 

  ヘッジ対象 

借入金利息 

  

  ③ ヘッジ方針 

 当社は、リスク管理に関する社内規程

に基づき、金融債務に係る将来の金利リ

スクを効果的に回避する目的で、金利ス

ワップ取引を行うこととしており、投機

目的の取引は行わない方針であります。

③ ヘッジ方針 

同左 

  ④ ヘッジ有効性評価の方法 

 金利スワップの特例処理の要件に該当

するため、その判定をもって有効性の判

定に代えております。 

④ ヘッジ有効性評価の方法 

同左 

(6）その他連結財務諸表作

成のための重要な事項

消費税等の会計処理 

 消費税及び地方消費税の会計処理は税抜

処理によっております。 

消費税等の会計処理 

同左 

５．連結子会社の資産及び負

債の評価に関する事項 

 連結子会社の資産及び負債の評価につい

ては、全面時価評価法を採用しておりま

す。 

同左 

６．連結キャッシュ・フロー

計算書における資金の範

囲 

 手許現金、随時引き出し可能な預金及び

容易に換金可能であり、かつ、価値の変動

について僅少なリスクしか負わない取得日

から３ヶ月以内に償還期限の到来する短期

投資からなっております。 

同左 



  

連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更

                    前連結会計年度 
（自 平成19年４月１日 
至 平成20年３月31日） 

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） 

──────  (たな卸資産の評価に関する会計基準) 

通常の販売目的で保有するたな卸資産につきましては、

従来、主として売価還元法(連続意見書第四の売価還元

原価法）による原価法によっておりましたが、当連結会

計年度より「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）が適用されたこと

に伴い、収益性の低下に基づく簿価切下げに対応するた

め、主として売価還元法(連続意見書第四の売価還元低

価法）による原価法により算定しております。 

 なお、期首在庫に含まれる変更差額（20,752千円）は

特別損失に計上しております。 

この変更により、従来の方法によった場合に比べ、当連

結会計年度の売上総利益、営業利益及び経常利益が

64,297千円減少し、税金等調整前当期純利益は、85,049

千円減少しております。 

──────  (リース取引に関する会計基準)  

 所有権移転外ファイナンス・リース取引につきまして

は、従来、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処

理によっておりましたが、当連結会計年度より「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会計

処理によっております。 

 なお、リース取引開始日が適用初年度開始前の所有権

移転外ファイナンス・リース取引につきましては、通常

の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理を引き続き採

用しております。 

 この変更により、有形固定資産が399,257千円、流動

負債が41,295千円、固定負債が366,578千円それぞれ計

上されておりますが、損益に与える影響は軽微でありま

す。 

──────  (ＥＯＳ手数料の会計処理) 

 従来、ＥＯＳ（電子発注システム）手数料収入は、営

業外収益として処理しておりましたが、当連結会計年度

より売上原価から控除する方法に変更しております。 

 この変更は、ＥＯＳ手数料収入が増加傾向にあること

及び在庫計算システムの入替で商品分類別に売上原価へ

の反映が可能となったことを契機に、費用収益の合理的

な対応を図るためであります。 

 この変更により、当連結会計年度の営業利益は

119,439千円増加し、営業外収益は同額減少しておりま

す。 



  

注記事項

（連結貸借対照表関係）

前連結会計年度 
（平成20年３月31日） 

当連結会計年度 
（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は次のとおりであります。 

※１ 担保資産及び担保付債務 

 担保に供している資産は次のとおりであります。 

建物 260,899千円

土地 472,888千円

計 733,788千円

建物 246,594千円

土地 472,888千円

計 719,483千円

 担保付債務は以下のとおりであります。  担保付債務は以下のとおりであります。 

長期借入金    698,643千円

(１年以内返済予定長期借入金を含む) 

長期借入金       719,483千円

(１年以内返済予定長期借入金を含む) 

２ 当社は、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀

行３行と貸出コミットメント契約を締結しておりま

す。この契約に基づく当連結会計年度末の借入未実行

残高は次のとおりであります。 

２ 当社は、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀

行３行と貸出コミットメント契約を締結しておりま

す。この契約に基づく当連結会計年度末の借入未実行

残高は次のとおりであります。 

貸出コミットメントの総額 2,500,000千円

借入実行残高 2,500,000千円

差引額 －千円

貸出コミットメントの総額 2,500,000千円

借入実行残高 2,500,000千円

差引額 －千円



   

  

（連結損益計算書関係）

前連結会計年度 
（自 平成19年４月１日 
至 平成20年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日） 

※１        ────── ※１ たな卸資産の収益性の低下に基づく簿価切下げ額は

次のとおりであります。 

  売上原価      64,297千円

※２ 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。 

※２ 販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額は

次のとおりであります。 

販売促進費 470,386千円

広告宣伝費 469,888千円

ポイント引当金繰入額 4,329千円

給与及び諸手当 2,806,341千円

賞与引当金繰入額      180,756千円

退職給付費用   21,097千円

減価償却費 261,990千円

地代家賃 1,548,076千円

販売促進費       584,027千円

広告宣伝費      549,203千円

ポイント引当金繰入額      4,121千円

給与及び諸手当     3,042,223千円

賞与引当金繰入額       228,335千円

退職給付費用       32,116千円

減価償却費       453,513千円

地代家賃     1,637,616千円

※３            ────── ※３  固定資産売却益の内容は次のとおりであります。 

 

 

   

建物及び構築物 2,591千円

器具備品 

その他 

      369千円

 78千円

計         3,039千円

※４            ────── ※４  固定資産売却損の内容は次のとおりであります。 

    車輌運搬具      777千円

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

   

    

    

建物及び構築物      25千円

器具備品        212千円

計       238千円

※６ 店舗閉鎖損失の内容は次のとおりであります。 ※６ 店舗閉鎖損失の内容は次のとおりであります。 

原状復帰費用 5,224千円

退店違約金等    7,653千円

計     12,877千円

原状復帰費用     9,901千円

退店違約金等         8,015千円

計        17,917千円



  

  

前連結会計年度 
（自 平成19年４月１日 
至 平成20年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日） 

※７ 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。 

※７ 減損損失 

 当連結会計年度において、当社グループは以下の資

産グループについて減損損失を計上いたしました。 

場所 用途 種類 その他

道内各地10
店舗 

店舗 建物等 －

場所 用途 種類 その他

道内各地５
店舗 

店舗 建物等 －

 当社グループは、キャッシュ・フローを生み出す

小の単位として店舗を基本単位とし、遊休資産につい

ては物件単位ごとにグルーピングしております。 

 上記資産グループについては、収益性が著しく低下

した店舗の帳簿価額を回収可能額まで減額し、当該減

少額91,808千円を減損損失として計上いたしました。

 その内訳は次のとおりであります。 

 当社グループは、キャッシュ・フローを生み出す

小の単位として店舗を基本単位とし、遊休資産につい

ては物件単位ごとにグルーピングしております。 

 上記資産グループについては、収益性が著しく低下

した店舗の帳簿価額を回収可能額まで減額し、当該減

少額35,355千円を減損損失として計上いたしました。

 その内訳は次のとおりであります。 

建物及び構築物 54,863千円

器具備品  11,304千円

リース資産    25,641千円

計     91,808千円

建物及び構築物 20,821千円

器具備品    4,144千円

リース資産       10,389千円

計      35,355千円

 なお、資産グループの回収可能価額は使用価値で測

定し、将来キャッシュ・フローを6.17％で割引いて算

定しております。 

 なお、資産グループの回収可能価額は使用価値で測

定し、将来キャッシュ・フローを3.30％で割引いて算

定しております。 



前連結会計年度（自 平成19年４月１日  至 平成20年３月31日） 

１．発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項 

  

 ２．配当に関する事項 

（１）配当金支払額 

  

（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 

  

（連結株主資本等変動計算書関係）

  
前連結会計年度末
株式数（株） 

当連結会計年度増加
株式数（株） 

当連結会計年度減少
株式数（株） 

当連結会計年度末
株式数（株） 

 発行済株式                    

   普通株式  13,340  －  －  13,340  

合計 13,340  －  －  13,340  

 自己株式                    

   普通株式  －  －  －  －  

合計 －  －  －  －  

 （決議） 株式の種類 
配当金の総額
（千円） 

１株当たり
  配当額（円） 

基準日 効力発生日

平成19年６月28日 

定時株主総会 
普通株式 53,360  4,000   平成19年３月31日  平成19年６月29日

 （決議） 株式の種類 
配当金の総額

(千円) 
配当の原資

１株当たり
配当額(円) 

基準日 効力発生日

 平成20年６月27日 

定時株主総会 
 普通株式 66,700   利益剰余金 5,000   平成20年３月31日  平成20年６月30日 



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並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項 

  

 ２．配当に関する事項 

（１）配当金支払額 

  

（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 

  

  

 前連結会計年度（自 平成19年４月１日 至 平成20年３月31日）及び当連結会計年度（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、事業の種類別セグメントの記載は困

難であるため、記載を省略しております。 

  

 前連結会計年度（自 平成19年４月１日 至 平成20年３月31日）及び当連結会計年度（自 平成20年４月１

日 至 平成21年３月31日） 

 本邦以外の国また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。 

  

 前連結会計年度（自 平成19年４月１日 至 平成20年３月31日）及び当連結会計年度（自 平成20年４月１

日 至 平成21年３月31日） 

 海外売上高はないため、該当事項はありません。 

  
前連結会計年度末
株式数（株） 

当連結会計年度増加
株式数（株） 

当連結会計年度減少
株式数（株） 

当連結会計年度末
株式数（株） 

 発行済株式                    

   普通株式  13,340  － － 13,340  

合計 13,340  － － 13,340  

 自己株式                    

   普通株式  － － － － 

合計 － － － － 

 （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27日 

定時株主総会 
普通株式 66,700  5,000   平成20年３月31日  平成20年６月30日

 （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26日 

定時株主総会(予定) 
 普通株式 53,360   利益剰余金 4,000   平成21年３月31日  平成21年６月29日 

（連結キャッシュ・フロー計算書関係）

前連結会計年度 
（自 平成19年４月１日 
至 平成20年３月31日） 

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） 

※ 現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表に掲

記されている科目の金額との関係 

（平成20年３月31日現在）

※ 現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表に掲

記されている科目の金額との関係 

（平成21年３月31日現在）

  

現金及び預金勘定 1,009,624千円

現金及び現金同等物 1,009,624千円
  

現金及び預金勘定 898,536千円

現金及び現金同等物 898,536千円

（セグメント情報）

ａ．事業の種類別セグメント情報

ｂ．所在地別セグメント情報

ｃ．海外売上高



  

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

  

  

  

（１株当たり情報）

前連結会計年度 
（自 平成19年４月１日 
至 平成20年３月31日） 

当連結会計年度 
（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 229,021円31銭 

１株当たり当期純利益金額 33,553円07銭 

１株当たり純資産額 234,100円50銭 

１株当たり当期純利益金額 10,140円81銭 

 なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額につい

ては、希薄化効果を有している潜在株式が存在しないため

記載しておりません。 

同左 

  
前連結会計年度

（自 平成19年４月１日 
至 平成20年３月31日） 

当連結会計年度
（自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日） 

１株当たり当期純利益金額      

 当期純利益（千円）  447,597  135,278

 普通株主に帰属しない金額（千円）  －  －

 普通株式に係る当期純利益（千円）  447,597  135,278

 期中平均株式数（株）  13,340  13,340

希薄化効果を有しないため、潜在株式

調整後１株当たり当期純利益の算定に

含めなかった潜在株式の概要 

 平成17年６月29日定時株主総会決

議によるストック・オプション(新株

予約権の数591個) 

  

同左 

（重要な後発事象）

前連結会計年度 
（自 平成19年４月１日 

至 平成20年３月31日） 

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） 

          ──────  （自己株式の取得） 

  当社は、平成21年５月15日開催の取締役会におい

て、会社法第165条第３項の規定により読み替えて適用

される同法156条の規定に基づき、自己株式取得に係る

事項を決議いたしました。 

 １.自己株式の取得を行う理由 

 資本効率の向上を図るとともに、経営環境の変化に

対応した機動的な資本政策の遂行を可能とするため、

自己株式の取得を行うものであります。 

 ２．取得の内容 

  

(１)取得対象株式の種類 ：当社普通株式 

(２)取得しうる株式の総数 ：500株（上限とする） 

 (発行済株式総数(自己株を除く)に対する割合3.74％)

(３)株式の取得価額の総額 ：50百万円（上限とする）

(４)取得する期間 
：平成21年５月18日より平

成22年２月10日まで 



  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、税効果会計、企業結合

等、関連当事者との取引に関する注記事項については、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、開示を省略します。 

（開示の省略）



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 921,797 812,567

売掛金 356,248 446,628

商品 3,602,221 4,104,989

貯蔵品 4,134 3,266

前払費用 182,133 198,233

未収入金 351,747 529,933

繰延税金資産 121,024 125,853

その他 3,880 －

流動資産合計 5,543,188 6,221,470

固定資産   

有形固定資産   

建物 1,880,169 3,037,739

減価償却累計額 △424,688 △546,752

建物（純額） 1,455,481 2,490,987

構築物 319,251 429,032

減価償却累計額 △130,059 △165,055

構築物（純額） 189,191 263,977

車両運搬具 21,279 12,045

減価償却累計額 △14,201 △9,525

車両運搬具（純額） 7,077 2,519

工具、器具及び備品 940,317 1,199,968

減価償却累計額 △509,501 △711,124

工具、器具及び備品（純額） 430,816 488,844

土地 2,989,067 4,379,066

リース資産 － 429,590

減価償却累計額 － △30,333

リース資産（純額） － 399,257

建設仮勘定 75,405 59,984

有形固定資産合計 5,147,040 8,084,635

無形固定資産   

電話加入権 5,554 5,191

ソフトウエア 33,421 86,415

無形固定資産合計 38,976 91,606

投資その他の資産   

投資有価証券 46,583 45,205

関係会社株式 10,000 10,000

長期前払費用 6,293 7,896

差入保証金 1,531,421 1,613,411

敷金 1,187,452 1,253,387

繰延税金資産 123,900 125,872

その他 8,246 9,229

貸倒引当金 △43,500 △43,500

投資その他の資産合計 2,870,399 3,021,503

固定資産合計 8,056,415 11,197,745

資産合計 13,599,603 17,419,216



（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) 

負債の部   

流動負債   

買掛金 3,154,499 3,880,068

短期借入金 1,350,000 1,550,000

1年内返済予定の長期借入金 1,241,296 1,810,569

リース債務 － 41,295

未払金 482,342 198,757

未払費用 222,788 244,448

未払法人税等 177,000 9,200

賞与引当金 180,756 228,335

ポイント引当金 27,057 31,178

その他 22,303 19,495

流動負債合計 6,858,043 8,013,346

固定負債   

長期借入金 3,391,946 5,611,168

リース債務 － 366,578

退職給付引当金 123,949 144,758

役員退職慰労引当金 101,125 101,125

長期リース資産減損勘定 38,116 16,375

その他 80,122 85,198

固定負債合計 3,735,260 6,325,204

負債合計 10,593,303 14,338,550

純資産の部   

株主資本   

資本金 439,589 439,589

資本剰余金   

資本準備金 481,788 481,788

資本剰余金合計 481,788 481,788

利益剰余金   

利益準備金 3,400 3,400

その他利益剰余金   

別途積立金 1,519,600 1,819,600

繰越利益剰余金 561,403 336,590

利益剰余金合計 2,084,403 2,159,590

株主資本合計 3,005,781 3,080,969

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 517 △303

評価・換算差額等合計 517 △303

純資産合計 3,006,299 3,080,665

負債純資産合計 13,599,603 17,419,216



（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 35,694,704 39,410,114

売上原価   

商品期首たな卸高 3,448,253 3,581,469

当期商品仕入高 27,262,586 30,811,967

合計 30,710,840 34,393,436

他勘定振替高 40,386 54,208

商品期末たな卸高 3,602,221 4,104,989

商品売上原価 27,068,231 30,234,239

売上総利益 8,626,472 9,175,875

販売費及び一般管理費 8,036,316 9,040,908

営業利益 590,156 134,966

営業外収益   

受取利息 224 272

受取配当金 31,234 57,673

固定資産受贈益 23,558 53,019

受取手数料 116,997 12,124

不動産賃貸料 282,806 425,110

業務受託料 47,400 47,400

その他 83,864 68,394

営業外収益合計 586,086 663,996

営業外費用   

支払利息 60,944 111,199

不動産賃貸原価 231,311 368,093

その他 17,701 9,447

営業外費用合計 309,958 488,739

経常利益 866,284 310,223

特別利益   

貸倒引当金戻入額 3,557 －

固定資産売却益 － 3,039

特別利益合計 3,557 3,039

特別損失   

固定資産売却損 － 777

固定資産除却損 － 238

店舗閉鎖損失 12,877 17,917

減損損失 91,808 35,355

たな卸資産評価損 － 20,752

特別損失合計 104,686 75,040

税引前当期純利益 765,155 238,223

法人税、住民税及び事業税 341,629 102,579

法人税等調整額 △21,613 △6,243

法人税等合計 320,015 96,335

当期純利益 445,140 141,887



（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 439,589 439,589

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 439,589 439,589

資本剰余金   

資本準備金   

前期末残高 481,788 481,788

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 481,788 481,788

資本剰余金合計   

前期末残高 481,788 481,788

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 481,788 481,788

利益剰余金   

利益準備金   

前期末残高 3,400 3,400

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 3,400 3,400

その他利益剰余金   

別途積立金   

前期末残高 1,219,600 1,519,600

当期変動額   

別途積立金の積立 300,000 300,000

当期変動額合計 300,000 300,000

当期末残高 1,519,600 1,819,600

繰越利益剰余金   

前期末残高 469,623 561,403

当期変動額   

別途積立金の積立 △300,000 △300,000

剰余金の配当 △53,360 △66,700

当期純利益 445,140 141,887

当期変動額合計 91,780 △224,812

当期末残高 561,403 336,590

利益剰余金合計   

前期末残高 1,692,623 2,084,403

当期変動額   

剰余金の配当 △53,360 △66,700

当期純利益 445,140 141,887

当期変動額合計 391,780 75,187

当期末残高 2,084,403 2,159,590



（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) 

株主資本合計   

前期末残高 2,614,001 3,005,781

当期変動額   

剰余金の配当 △53,360 △66,700

当期純利益 445,140 141,887

当期変動額合計 391,780 75,187

当期末残高 3,005,781 3,080,969

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金   

前期末残高 2,301 517

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △1,783 △821

当期変動額合計 △1,783 △821

当期末残高 517 △303

評価・換算差額等合計   

前期末残高 2,301 517

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △1,783 △821

当期変動額合計 △1,783 △821

当期末残高 517 △303

純資産合計   

前期末残高 2,616,303 3,006,299

当期変動額   

剰余金の配当 △53,360 △66,700

当期純利益 445,140 141,887

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △1,783 △821

当期変動額合計 389,996 74,365

当期末残高 3,006,299 3,080,665



 該当事項はありません。   

  

継続企業の前提に重要な疑義を抱かせる事象又は状況

注記事項

（重要な後発事象）

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） 

          ──────  （自己株式の取得） 

  当社は、平成21年５月15日開催の取締役会におい

て、会社法第165条第３項の規定により読み替えて適用

される同法156条の規定に基づき、自己株式取得に係る

事項を決議いたしました。 

 １.自己株式の取得を行う理由 

 資本効率の向上を図るとともに、経営環境の変化に

対応した機動的な資本政策の遂行を可能とするため、

自己株式の取得を行うものであります。 

 ２．取得の内容 

  

(１)取得対象株式の種類 ：当社普通株式 

(２)取得しうる株式の総数 ：500株（上限とする） 

 (発行済株式総数(自己株を除く)に対する割合3.74％)

(３)株式の取得価額の総額 ：50百万円（上限とする）

(４)取得する期間 
：平成21年５月18日より平

成22年２月10日まで 



(1）役員の異動 

  ① 代表者の異動 

      該当事項はありません。 

  

  ② その他の役員の異動（平成21年６月26日付予定） 

      新任役員候補 

     取締役開発本部長 大和谷 悟 （現 執行役員開発本部長）  

  

６．その他
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