
平成22年2月期 決算短信 
平成22年4月13日

（百万円未満切捨て）

上場会社名 スギホールディングス株式会社 上場取引所 東 名 

コード番号 7649 URL http://www.drug-sugi.co.jp/hd
代表者 （役職名） 代表取締役社長 （氏名） 米田 幸正

問合せ先責任者 （役職名） 代表取締役副社長 （氏名） 杉浦 昭子 TEL 0566-73-6300
定時株主総会開催予定日 平成22年5月20日 配当支払開始予定日 平成22年5月21日

有価証券報告書提出予定日 平成22年5月21日

1.  22年2月期の連結業績（平成21年3月1日～平成22年2月28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 ％

22年2月期 293,511 7.8 10,145 △14.3 12,277 △9.7 5,180 △3.6

21年2月期 272,197 9.7 11,845 8.9 13,601 12.7 5,374 △21.7

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 ％ ％ ％

22年2月期 81.82 ― 7.2 10.2 3.5
21年2月期 84.88 ― 7.9 11.9 4.4

（参考） 持分法投資損益 22年2月期  ―百万円 21年2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

22年2月期 124,888 74,570 59.7 1,177.71
21年2月期 116,367 70,323 60.4 1,110.64

（参考） 自己資本   22年2月期  74,570百万円 21年2月期  70,323百万円

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

22年2月期 5,505 △7,195 △834 21,700
21年2月期 8,368 1,436 △3,926 23,757

2.  配当の状況 

 

1株当たり配当金 配当金総額
（合計）

配当性向
（連結）

純資産配当
率（連結）第1四半期末 第2四半期末 第3四半期末 期末 合計

円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 百万円 ％ ％

21年2月期 ― 6.00 ― 6.00 12.00 759 14.1 1.1
22年2月期 ― 6.00 ― 6.00 12.00 759 14.7 1.0

23年2月期 
（予想）

― 6.00 ― 6.00 12.00 11.3

3.  23年2月期の連結業績予想（平成22年3月1日～平成23年2月28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

154,500 3.7 5,900 △5.3 6,700 △6.6 3,500 34.1 55.28

通期 308,500 5.1 11,200 10.4 13,000 5.9 6,750 30.3 106.61
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4.  その他 

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

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

(注) 詳細は、 21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」、26ページ「会計方針の変更」及び27ページ「表示方法の変更」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、42ページ「1株当たり情報」をご覧ください。 

新規 ―社 （社名 ） 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 有

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 22年2月期 63,330,838株 21年2月期 63,330,838株

② 期末自己株式数 22年2月期  13,011株 21年2月期  12,662株

（参考）個別業績の概要 

1.  22年2月期の個別業績（平成21年3月1日～平成22年2月28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 ％

22年2月期 22,753 △76.7 9,828 85.8 9,971 57.8 4,120 43.3
21年2月期 97,473 ― 5,288 ― 6,320 ― 2,875 ―

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

22年2月期 65.08 ―

21年2月期 45.41 ―

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

22年2月期 116,539 69,890 60.0 1,103.80
21年2月期 77,105 66,526 86.3 1,050.67

（参考） 自己資本 22年2月期  69,890百万円 21年2月期  66,526百万円

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 

上記の予想は本資料の発表日現在において入手可能な情報及び将来の業績に影響を与える不確実な要因に係る本資料発表日現在における仮定を前
提としています。実際の業績は、今後様々な要因によって大きく異なる結果となる可能性があります。業績予想の前提となる仮定及び業績予想のご利用に
あたっての注意事項につきましては、添付資料4、5ページを参照してください。 
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(1）経営成績に関する分析 

（当期の経営成績）  

当連結会計年度（平成21年３月１日～平成22年２月28日）におけるわが国の経済は、輸出や生産が増加し一部の

製造業の業績に持ち直しの動きが見られるものの、失業率が高水準で推移し、雇用者所得が大幅に減少するなど、依

然として厳しい状況が続いておりました。 

当社グループが属する薬局・ドラッグストア業界においては、各種経済対策の効果は限定的であり、個人消費の

低迷と消費者物価の下落の中でより一層厳しい状況でありました。 

特に当社グループの中核をなす中部エリアにおいては、失業率が高水準で推移し、雇用者所得は大幅に減少する

など、過去例のない厳しい経営環境でありました。 

  

このような状況の中で、当社はグループとしての共同仕入・共同販促を拡充し、価格政策や販売促進策を強化す

るとともに、３拠点のグループ・トレーニングセンターを新設し、社員の接客等の資質向上に努めることにより、価

格や商品・サービスに対する消費者の厳しい目に応えられる店作りに努めてまいりました。 

また、一人でも多くのお客様・患者様のお役に立てるよう、積極的な店舗展開を実施し、関東エリアに 24店舗、

中部エリアに 20店舗、関西エリアに 27店舗、合計 71店舗の新規出店を行うとともに、一部店舗のリプレイスや不

採算店舗等の統廃合により 24店舗を退店いたしました。その結果、当連結会計年度末における総店舗数は 725店舗

（前期末対比 47店舗増）となりました。 

以上の結果、当連結会計年度における業績は、売上高2,935億11百万円（前年同期比 7.8％増、213億14百万円

増）、営業利益 101億45百万円（同 14.3％減、16億99百万円減）、経常利益 122億77百万円（同 9.7％減、13億24

百万円減）となりました。 

次に、当社はグループ内の資産効率の改善を目指し、子会社の土地・建物等を当社（スギホールディングス）に

集約したことに伴い、固定資産売却損16億27百万円を計上いたしました。 

また、治験事業の将来性を鑑み、のれん及び固定資産を減損処理し、12億29百万円の特別損失を計上いたしまし

た。 

会計基準の変更に伴い、ドラッグ事業の棚卸資産の評価方法に低価法を適用したことにより、期首在庫の評価差

額３億64百万円の特別損失を計上いたしました。 

その他、不採算店舗の統廃合等に伴う固定資産除却損等で５億44百万円、不採算店舗の減損処理により３億71百

万円の特別損失を計上いたしました。 

以上の結果、当期純利益は 51億80百万円（同 3.6％減、１億94百万円減）となりました。 

  

 事業の種類別セグメントの業績は次のとおりであります。 

  

・ファーマシー事業 

 当連結会計年度においては、積極的な店舗展開を行うとともに、老朽化した店舗や不採算店舗の統廃合を実施

し、期末店舗数は 510店舗（前期末比 54店舗増）となりました。 

 売上高は、失業率が高水準で推移し、雇用者所得も大幅に減少するなど、引き続き厳しい消費環境の中、処方

箋調剤の大幅な伸びに牽引され、既存店売上高の伸び率は、前年同期比 1.0％増と堅調に推移いたしました。 

その結果、当連結会計年度におけるファーマシー事業の売上高は 2,049億50百万円（前年同期比 10.2％増、

189億72百万円増）となりました。 

 売上総利益率は、価格競争の激化の影響を受け、食品や日用雑貨の粗利率が低下したことを主因に、28.5％

１．経営成績
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（前年同期より 0.1ポイント低下）となり、売上総利益は 583億79百万円（同 9.9％増、52億56百万円増）とな

りました。 

売上高販管費比率は、積極的な人材採用と教育に注力する一方で、コスト削減に取り組んだ結果、23.0％（前

年同期と同水準）となり、販売費及び一般管理費は 470億89百万円（同 10.1％増、43億36百万円増）となりま

した。 

以上の結果、ファーマシー事業の営業利益率は 5.5％（前年同期より0.1ポイント低下）となり、営業利益は 

112億89百万円（同 8.9％増、９億19百万円増）となりました。 

  

  

・ドラッグ事業 

 当連結会計年度においては、新規出店を行う一方で、不採算店舗等の統廃合を積極的に実施したことにより、

期末店舗数は 215店舗（前期末比７店舗減）となりました。 

 売上高は、866億７百万円（前年同期比 0.4％増、３億60百万円増）となりました。 

 売上総利益率は、厳しい消費環境の中で、販売促進策を強化した結果、20.6％（前年同期より 0.4ポイント低

下）、売上総利益は 178億70百万円（同 1.4％減、２億44百万円減）となりました。 

 売上高販管費比率は、販売促進策を強化したこと等により、19.2％（前年同期より 0.3ポイント増）、販売費

及び一般管理費は 166億68百万円（同 2.2％増、３億62百万円増）となりました。 

 以上の結果、ドラッグ事業の営業利益率は 1.4％（前年同期より 0.7ポイント低下）となり、営業利益は 12

億２百万円（同 33.5％減、６億７百万円減）となりました。 

  

  

・治験事業 

 治験事業は、当連結会計年度より連結対象となっております。 

  

治験事業への取り組みを開始して間もない当連結会計年度においては、積極的な新規受託契約の獲得に取り

組み、年間 28億23百万円の契約を得たものの、人件費等のコストが先行した結果、当連結会計年度の業績は、

売上高 20億32百万円、営業損失 12億32百万円となりました。 

なお、来期以降に売上が計上される予定の受注残高は 22億80百万円であります。 

  

  

（次期の見通し） 

平成23年２月期の見通しにつきましては、個人消費は厳しい状況が続き、当社グループが属する小売業界におきま

しては、出店競争、価格競争の激化等の厳しい状況が継続するものと思われます。 

このような状況のなか、当社グループは『医療提供施設』としての専門性を追及し質を高めるとともに、グループ

としての連携を強化し、引き続き積極的な店舗展開を推進してまいります。 

  

その結果、平成23年２月期における業績の見通しは  

  連結売上高、   第２四半期連結累計期間 1,545億00百万円（同  3.7%増） 

           通期           3,085億00百万円（同  5.1%増） 

  連結営業利益、  第２四半期連結累計期間   59億00百万円（同  5.3%減） 

           通期            112億00百万円（同 10.4%増） 

  連結経常利益、  第２四半期連結累計期間    67億00百万円（同  6.6%減） 

           通期            130億00百万円（同  5.9%増） 

  連結当期純利益、 第２四半期連結累計期間   35億00百万円（同 34.1%増） 

           通期             67億50百万円（同 30.3%増） 
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の達成を目指してまいります。 

なお、前提として、新規出店 90店舗、設備投資 92億円を予定しております。  

（参考）１株当たり予想当期純利益（通期）   106円 61銭 

  

（注意事項） 

業績の見通しにつきましては、当社が現時点で合理的と判断する一定の前提に基づいており、実際の業績は見通し

と大きく異なることがあります。 

その要因のうち、主なものは以下のとおりです。 

● 当社営業地域の経済状況の急激な変動 

● 薬事法・大規模店舗立地法等の各種規制の大幅な変更 

● 薬剤師有資格者の労働市場における需給関係の急激な変動 など 

  

  

（中期経営計画等の進捗状況） 

当社グループは、2015年度に店舗数1,500店舗、売上高5,000億円を目標に掲げております。 

当連結会計年度においては、積極的な新規出店体制を堅持することにより、期末における店舗数は 725店舗（前期

末比 47店舗増）となりました。 

今後とも積極的な新規出店を継続するとともに、Ｍ＆Ａも含めたあらゆる成長の機会を迅速に捉え、2015年度の目

標に向けて邁進してまいります。 

  
  

（目標とする経営指標の達成状況） 

当社グループは、事業規模の拡大とともに、高収益を実現し株主価値の向上を図るため、その経営指標として連結

ＲＯＥ（自己資本当期純利益率）10％以上を目標に掲げております。 

当連結会計年度においては、治験事業に関する減損処理、低価法の影響による特別損失の発生等、一時的な特別損

失の発生により当期純利益が減少し、連結ＲＯＥは前年同期の7.9％から7.2％へ、0.7ポイント低下いたしました。 

今後につきましても、更なる株主価値の向上に努めてまいります。 

   

(2）財政状態に関する分析 

① 資産、負債及び純資産の状況 

当連結会計年度末における資産は、前連結会計年度末に比べ 85億20百万円増加し、1,248億88百万円となりま

した。 

流動資産は、有価証券が減少したものの、売掛金や商品が増加したため、65億26百万円増加いたしました。 

固定資産は、長期貸付金が減少したものの、繰延税金資産や差入保証金が増加したため、19億94百万円増加い

たしました。 

負債につきましては、前連結会計年度末に比べ 42億74百万円増加し、503億18百万円となりました。 

流動負債は、買掛金や賞与引当金が増加したため、33億30百万円増加いたしました。 

固定負債は、退職給付引当金や負ののれんが増加したため、９億43百万円増加いたしました。 

純資産につきましては、前連結会計年度末に比べ 42億46百万円増加し、745億70百万円となりました。 

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、20億57百万円減少し、217億円

（前年同期比 8.7％減）となりました。 

これは主に税金等調整前当期純利益が 80億61百万円（同 26.1％減、28億54百万円減）となり、それに加え減

価償却費及び特別損失の計上、仕入債務の増加等があった一方で、新規出店による売上債権の増加及びたな卸資

産の増加、有形固定資産の取得等があったことによるものであります。 

（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、55億５百万（同 34.2％減、28億63百万円減）となりました。これは主に税

  連結売上高 連結営業利益 連結経常利益  連結当期純利益 

  百万円 百万円 百万円  百万円

第２四半期 

連結累計期間 
 154,500  5,900  6,700  3,500

通期  308,500  11,200  13,000  6,750
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金等調整前当期純利益が 80億61百万円となり、仕入債務の増加額が７億82百万円等があった一方で、たな卸

資産の増加額が 32億円、法人税等の支払額が 67億19百万円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、71億95百万円（前年同期は 14億36百万円の収入）となりました。これは主

に新規出店による有形固定資産の取得による支出が 41億55百万円、差入保証金の差入による支出が 10億50百万

円あったこと等によるものであります。 

（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

財務活動の結果使用した資金は、８億34百万円（同 78.8%減、30億91百万円減）となりました。これは主に配

当金の支払が７億57百万円あったこと等によるものであります。 

（参考）キャッシュ・フロー関連指標の推移 

自己資本比率：自己資本／総資産 

時価ベースの自己資本比率：株式時価総額／総資産 

キャッシュ・フロー対有利子負債比率：有利子負債/キャッシュ・フロー 

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 

（注１）いずれも連結ベースの財務数値より換算しております。  

（注２）株式時価総額は自己株式を除く発行済株式数をベースに計算しております。 

（注３）キャッシュ・フローは、営業キャッシュ・フローを使用しております。 

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

当社は、株主への利益還元の充実と安定した配当を継続していくことを基本方針とし、あわせて今後の事業展開

に備えるために内部留保の充実による財務体質の強化などを総合的に勘案して利益配分を決定しております。 

当期における配当につきましては、上記の方針に基づき、中間配当を1株につき６円00銭の普通配当を行うとと

もに、期末配当を１株につき６円00銭とする予定であります。 

次期における配当につきましては、上記方針に基づき、中間配当、期末配当とも1株につき６円00銭とし、通期

12円00銭の普通配当の実施を予定しております。 

なお、内部留保金につきましては、競争が激化する薬局・ドラッグストア業界で勝ち残るために、Ｍ＆Ａも含め

たあらゆる成長の機会を迅速に捉えるとともに、積極的な店舗展開や、それをサポートする営業・内部管理体制の

構築、及び「かかりつけ薬局」を実践できる有能な社員の育成のために活用し、更なる企業価値の向上に努めてま

いります。 

  

  平成18年２月期  平成19年２月期 平成20年２月期 平成21年２月期 平成22年２月期

 自己資本比率（％）  51.1  52.4  58.6  60.4  59.7

 時価ベースの自己資本比率 

（％） 
 168.8  127.5  159.4  112.9  109.1

 キャッシュ・フロー対有利

子負債比率（年） 
 －  0.6  0.3  －  －

 インタレスト・カバレッ

ジ・レシオ（倍) 
 －  388.2  128.9  687.8  390.0
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(4）事業等のリスク 

当社グループの経営成績、財政状態及び株価等に重要な影響を及ぼす可能性のある事項には、以下のようなもの

があります。なお、文中の将来に関する事項は、当連結会計年度末現在において、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 

（「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・登録・指定・免許及び届出

を必要としております。また、食品、酒類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。その主なものは、以下のとおりであります。 

 従って、これら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。 

  

  

（医療制度の改革について ） 

近年、健康保険法の改定のほか、その他の医療制度の改革が実施されており、今後も各種の医療制度改革の実施

が予想されます。その動向によっては、当社グループの業績に影響を及ぼす可能性があります。 

  

（医薬品の販売規制緩和について） 

平成21年６月１日に「改正薬事法」が施行されました。  

当法律によれば、一般用医薬品について、リスクの程度に応じて３つのグループに分類され、このうち、リスク

の程度が低い２つのグループについては、「登録販売者」の資格を有する者でも販売が可能となっております。 

これにより、リスクの低い２つのグループの一般用医薬品の販売に対し、異業種参入が頻繁となり、競争が激化

しております。 

今後とも、一般用医薬品の販売に対し、様々の業種参入が増加するものと予想され、その動向によっては、当社

グループの業績に影響を及ぼす可能性があります。 

  

（調剤報酬及び薬価基準の改正について） 

当社グループの調剤売上は、薬剤に係る収入と調剤技術に係る収入から成り立っております。 

薬剤に係る収入は、健康保険法に定められた「薬価基準」という公定価格によっております。また、調剤技術に

よる収入も健康保険法により定められた調剤報酬の点数によっております。 

今後、薬価基準や調剤報酬の点数等が変更になった場合には、当社グループの業績に影響を及ぼす可能性があり

ます。 

  

許可・登録・指定・ 

免許・届出の別 

有効 

期限 
関連する法令 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 

 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 

 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 

 麻薬小売業者免許   ２年  麻薬及び向精神薬取締法  各都道府県知事 

 高度管理医療機器等 

 販売業及び賃貸業 
  ６年  薬事法  各都道府県知事又は所轄保健所長 

 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 

 農薬販売業届出  無期限  農薬取締法  各都道府県知事 
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②薬剤師の確保について 

地域医療対応型ドラッグストアを目指す当社では、「薬事法」等に定められた必要員数を確保するだけでなく、

適切なカウンセリング及び正確な調剤ができる質の高い薬剤師の確保が不可欠であります。 

必要な薬剤師が確保できない場合には、店舗の営業時間や出展計画に重大な影響を及ぼす可能性があります。 

  

③調剤過誤の防止について 

当社グループは薬事研修センター（東京校・名古屋校・大阪校）を開設し、薬剤師の資質向上を図るとともに、

調剤業務に導入した複数鑑査システムの徹底活用を図り、また、調剤業務のバックアップ体制を構築することによ

り、調剤過誤の防止に努めております。 

しかし、万が一、調剤過誤が発生した場合には、当社グループの業績に影響を及ぼす可能性があります。 

  

④大規模災害による影響について 

現在のところ、当社の店舗の多くは近い将来大規模地震の発生により影響を受けると予想される地域で営業を行

っております。防災対策には、人・物・金・情報の面で万全を期しておりますが、懸念される地震等が発生した場

合は、店舗の営業に支障をきたし業績に影響を及ぼす可能性があります。 

  

⑤個人情報の漏洩防止について 

当社グループでは、処方箋やポイント会員の個人情報を扱っており、個人情報の保護については、十分な対策を

講じておりますが、万が一漏洩されることとなった場合には、訴訟を受けたり、社会的な信用を失うこと等により

当社グループの業績に影響を及ぼす可能性があります。 

  

⑥減損会計の適用について 

当社グループは「固定資産の減損に係る会計基準」の適用により、今後においても競合の激化や予期せぬ商圏の

変動などにより店舗の収益性に変化があった場合には、固定資産の減損処理が必要になる場合があります。 

その場合、特別損失が計上され当社グループの業績に影響を及ぼす可能性があります。 
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 当社グループ（当社及び当社の関係会社）は、当社（スギホールディングス株式会社）、子会社11社及び関連会社１
社により構成されており、ファーマシー事業、ドラッグ事業及び治験事業の経営を主たる業務としております。 

なお、当連結会計年度よりスギメディカル株式会社、スギメディカルリサーチ株式会社、スギメディカルサポート株

式会社及びスギ生物科学研究所株式会社の重要性が増したため、連結の範囲に含めるとともに、新たに治験事業として

追加しております。 

また、連結範囲の変更を伴う子会社の異動については、スギメディカル株式会社が、平成21年3月31日付でテムリッ

クＣＲＯ株式会社の全株式を取得し連結の範囲に含めたのち、平成21年６月１日付でスギメディカルリサーチ株式会社

がテムリックＣＲＯ株式会社を吸収合併しております。  

   

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

   

［事業系統図］  

当社グループの事業系統図は次のとおりです。 

  

２．企業集団の状況

事業内容 会社名 摘要 

 ファーマシー事業 
 株式会社スギ薬局 

 スギメディカル株式会社 

医薬品・健康食品・化粧品・日用品等を販売するととも

に、処方箋調剤や地域の医療関係者と連携した在宅医療に

取り組む『地域医療対応型ドラッグストア』の経営を主と

しております。 

 ドラッグ事業 

 株式会社ジャパン 

 飯塚薬品株式会社 

 株式会社ドラッグイイズカ 

日用雑貨・食品を中心として、医薬品・健康食品・化粧品

等を販売するドラッグストアの経営を行っております。 

 治験事業 

 スギメディカル株式会社 

 スギメディカルリサーチ株式会社 

 スギメディカルサポート株式会社 

 スギ生物科学研究所株式会社 

非臨床試験や臨床治験など、医薬品等の開発支援を主たる

業務としております。 
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(1）会社の経営の基本方針 

 当社グループは、 

『お客様・患者様の幸せを願い、地域社会に貢献できる会社づくりを目指します』 

『社員の幸せを願い、社員とともに成長する会社づくりを目指します』 

を、グループ共通の経営理念として掲げ、その実現をとおして、企業価値の向上を図ることを経営の基本方針として

おります。 

   

今やわが国は、世界に類を見ないスピードで高齢化が進み、総人口に占める65歳以上の人口比率は22.9%（総務

省、平成22年3月1日概算値）に達しております。 

また、高齢者の急速な増加とともに、生活習慣に起因する疾病の増加や、要介護者の増加が、大きな社会的問題

になっております。 

  

このような社会環境のもと、当社グループの中核を担うファーマシー事業においては、『スギ薬局』のブランド

の下に、従来の“調剤併設型ドラッグストア”から“地域医療対応型ドラッグストア”へ事業領域の拡大を図って参

ります。 

そして、地域のお客様・患者様に対し、薬剤師が主体となり、日々の健康相談窓口機能や、病気予防のための啓

発活動を担うとともに、処方箋調剤や、ＯＴＣ（一般薬）・健康食品のカウンセリング販売、さらには、在宅医療へ

の対応や地域の医療関係者との連携など、超高齢社会を迎えた地域社会により一層の貢献を目指して参ります。 

  

一方、ドラッグ事業においては、自分の健康は自分で守るという「セルフメディケーション」の意識が浸透する

中、登録販売者が主体となり、医薬品・健康食品・化粧品等の品揃え、ならびにカウンセリング販売をより強化して

まいります。 

  

  

(2）目標とする経営指標 

   

当社グループは、2015年度に店舗数1,500店舗、売上高5,000億円を目標に掲げております。 

また、事業規模の拡大とともに、高収益を実現し株主価値の向上を図るため、連結ＲＯＥ（自己資本当期純利益

率）10％以上を目標に掲げております。 

  

なお、過去５年間及び当期における経営指標は下記のとおりとなりました。 

  

３．経営方針

  経営数値 

平成17年 

（2005年）

２月期 

平成18年 

（2006年）

２月期 

平成19年 

（2007年）

２月期 

平成20年 

（2008年） 

２月期 

平成21年 

（2009年） 

２月期 

平成22年 

(2010年) 

2月期 

当社グループ 

総店舗数 （店舗）  － －  510  624  672  725

連結売上高 （百万円）  －  －  217,229  248,134  272,197  293,511

連結ＲＯＥ （％）  －  －  7.5  11.6  7.9  7.2

当社単体 

旧㈱スギ薬局 

店舗数 （店舗）  286  328  368  395  －  －

売上高 （百万円）  105,051  122,928  144,999  167,976  －  －

ＲＯＥ （％）  14.3  10.1  7.0  9.9  －  －
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(3）中長期的な会社の経営戦略 

当社グループは、中長期的にあるべき企業像として、優秀な人材を惹きつけ地域社会から信頼され尊敬される企業

でありたいと考え、『Admired Company（アドマイアード・カンパニー）』を掲げております。 

また、当社グループは、「2015年度、1,500店舗・売上高5,000億円」を目標に掲げ、積極的な出店を行うととも

に、Ｍ＆Ａも含めたあらゆる成長の機会を迅速に捉え、成長スピードを維持してまいります。  

    

 (4）会社の対処すべき課題 

世界に類を見ないスピードで進む高齢化や、医薬分業のさらなる進展など、当社を取り巻く環境は、より一層飛躍

するための追い風と考えております。その追い風を業績の向上に結びつけ企業価値の向上を図るためには、いくつか

の課題があると考えております。 

その第一は、『地域医療対応型ドラッグストア』の確立であります。 

当社グループの中核をなすスギ薬局においては、従来『調剤併設型ドラッグストア』を標榜し、“来店されるお客

様・患者様”に対し、処方箋調剤や医薬品・健康食品・化粧品のカウンセリング販売等を通して、地域社会への貢献

を目指してまいりました。 

今や高齢者の人口増加や医療制度改革等によって、ご自宅や施設等で療養される患者様が増加しております。 

そのような社会構造の変化を要因として生ずるニーズの変化に対応するためには、薬局薬剤師が、患者様のご自宅

や施設等を訪問し、医薬品や衛生材料等をお届けするなど、地域毎の医療関係者と連携した在宅医療も提供できる

『地域医療対応型ドラッグストア』へ事業領域の拡大を図り、“来店されるお客様・患者様”のみならず、“ご自宅

等で療養される患者様とそのご家族様”、ひいては地域にお住まいの全てのお客様・患者様のお役に立てるビジネス

モデルを確立する必要があると考えております。 

第二は、人材の採用と育成の強化であります。 

『地域医療対応型ドラッグストア』として地域社会への貢献を目指すには、質の高い人材を確保し育成する必要が

あると考えております。 

当社グループは、積極的な採用活動を行うとともに、薬事研修センター（東京・名古屋・大阪）やトレーニングセ

ンター（埼玉・群馬・大阪）を活用し、薬剤師やビューティアドバイザーへの専門教育、店長教育、パート社員教育

をより一層強化してまいります。 

第三は、経営基盤の強化と経営効率の向上であります。 

2015年度に1,500店舗、売上高5,000億円を目標に掲げる当社グループは、経営基盤の強化と経営効率の向上が必要

であると考えております。 

当期においては、グループ企業運営体制を見直し、グループ各社の経営管理機能を当社（スギホールディングス）

に集中させる機構改革を実施するとともに、2015年度の目標に向けた政策部門及びコントロール部門等を設置し、グ

ループの企業統治・コントロール強化、ならびにコンプライアンス体制の推進に取り組んでおります。 

また、グループ共通仕入の拡充やシステム・物流などインフラの共有化による業務の合理化を図り、グループとし

ての経営基盤の強化と経営効率の向上に取り組んでおります。 

  

(5）その他、会社の経営上重要な事項 

該当事項はありません。 
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４．連結財務諸表 
（１）連結貸借対照表 

（単位：百万円）

前連結会計年度 
(平成21年２月28日) 

当連結会計年度 
(平成22年２月28日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 19,357 18,900

売掛金 3,692 5,622

有価証券 8,400 7,000

たな卸資産 32,214 －

商品 － 35,391

繰延税金資産 402 767

未収入金 － 6,386

その他 5,427 1,985

貸倒引当金 △9 △42

流動資産合計 69,484 76,011

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 ※2  28,857 ※2  28,500

減価償却累計額 △12,238 △11,072

建物及び構築物（純額） 16,619 17,428

土地 6,641 5,514

建設仮勘定 750 179

その他 5,832 7,670

減価償却累計額 △3,813 △4,890

その他（純額） 2,019 2,780

有形固定資産合計 26,031 25,903

無形固定資産   

のれん 788 505

その他 2,245 2,556

無形固定資産合計 3,034 3,062

投資その他の資産   

投資有価証券 ※1  443 ※1  317

長期貸付金 754 155

繰延税金資産 1,938 4,386

差入保証金 12,812 13,552

その他 2,528 2,171

貸倒引当金 △610 △671

投資損失引当金 △48 －

投資その他の資産合計 17,818 19,912

固定資産合計 46,883 48,877

資産合計 116,367 124,888
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（単位：百万円）

前連結会計年度 
(平成21年２月28日) 

当連結会計年度 
(平成22年２月28日) 

負債の部   

流動負債   

買掛金 29,603 30,610

未払法人税等 2,657 2,604

繰延税金負債 18 －

賞与引当金 241 297

受注損失引当金 － 4

その他 9,754 12,089

流動負債合計 42,275 45,605

固定負債   

繰延税金負債 － 54

退職給付引当金 1,384 1,937

役員退職慰労引当金 627 681

負ののれん 491 778

その他 ※2  1,264 ※2  1,261

固定負債合計 3,769 4,712

負債合計 46,044 50,318

純資産の部   

株主資本   

資本金 15,434 15,434

資本剰余金 24,632 24,632

利益剰余金 30,282 34,444

自己株式 △32 △32

株主資本合計 70,317 74,478

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 5 91

評価・換算差額等合計 5 91

純資産合計 70,323 74,570

負債純資産合計 116,367 124,888
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（２）連結損益計算書 

（単位：百万円）

前連結会計年度 
(自 平成20年３月１日 
 至 平成21年２月28日) 

当連結会計年度 
(自 平成21年３月１日 
 至 平成22年２月28日) 

売上高 272,197 293,511

売上原価 200,956 217,222

売上総利益 71,241 76,289

販売費及び一般管理費   

給料及び手当 24,485 27,151

賞与引当金繰入額 241 228

役員退職慰労引当金繰入額 43 59

退職給付費用 363 534

賃借料 12,205 13,266

貸倒引当金繰入額 29 27

その他 22,025 24,875

販売費及び一般管理費合計 59,396 ※1  66,143

営業利益 11,845 10,145

営業外収益   

受取利息 255 168

受取配当金 13 1

負ののれん償却額 163 278

広告宣伝用器具受贈益 374 －

固定資産受贈益 － 519

受取賃貸料 1,310 1,257

受取手数料 647 692

その他 177 413

営業外収益合計 2,943 3,332

営業外費用   

支払利息 12 14

賃貸収入原価 1,059 962

その他 115 223

営業外費用合計 1,186 1,200

経常利益 13,601 12,277

特別利益   

固定資産売却益 ※2  0 －

役員退職慰労引当金戻入額 10 －

貸倒引当金戻入額 21 －

受取補償金 8 －

店舗賃貸解約益 6 －

その他 4 －

特別利益合計 51 －
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（単位：百万円）

前連結会計年度 
(自 平成20年３月１日 
 至 平成21年２月28日) 

当連結会計年度 
(自 平成21年３月１日 
 至 平成22年２月28日) 

特別損失   

固定資産売却損 ※3  6 ※3  1,627

固定資産除却損 ※4  152 ※4  311

減損損失 ※5  1,584 ※5  1,601

商品評価損 930 364

賃貸借契約解約損 37 114

その他 25 195

特別損失合計 2,737 4,215

税金等調整前当期純利益 10,916 8,061

法人税、住民税及び事業税 5,060 5,721

法人税等調整額 481 △2,840

法人税等合計 5,541 2,881

当期純利益 5,374 5,180
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（３）連結株主資本等変動計算書 

（単位：百万円）

前連結会計年度 
(自 平成20年３月１日 
 至 平成21年２月28日) 

当連結会計年度 
(自 平成21年３月１日 
 至 平成22年２月28日) 

株主資本   

資本金   

前期末残高 15,434 15,434

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 15,434 15,434

資本剰余金   

前期末残高 24,632 24,632

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 24,632 24,632

利益剰余金   

前期末残高 25,794 30,282

当期変動額   

剰余金の配当 △886 △759

当期純利益 5,374 5,180

連結範囲の変動 － △259

当期変動額合計 4,488 4,161

当期末残高 30,282 34,444

自己株式   

前期末残高 △27 △32

当期変動額   

自己株式の取得 △4 △0

当期変動額合計 △4 △0

当期末残高 △32 △32

株主資本合計   

前期末残高 65,834 70,317

当期変動額   

剰余金の配当 △886 △759

当期純利益 5,374 5,180

自己株式の取得 △4 △0

連結範囲の変動 － △259

当期変動額合計 4,483 4,160

当期末残高 70,317 74,478
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（単位：百万円）

前連結会計年度 
(自 平成20年３月１日 
 至 平成21年２月28日) 

当連結会計年度 
(自 平成21年３月１日 
 至 平成22年２月28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 16 5

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △10 86

当期変動額合計 △10 86

当期末残高 5 91

評価・換算差額等合計   

前期末残高 16 5

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △10 86

当期変動額合計 △10 86

当期末残高 5 91

純資産合計   

前期末残高 65,851 70,323

当期変動額   

剰余金の配当 △886 △759

当期純利益 5,374 5,180

自己株式の取得 △4 △0

連結範囲の変動 － △259

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △10 86

当期変動額合計 4,472 4,246

当期末残高 70,323 74,570
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（４）連結キャッシュ・フロー計算書 

（単位：百万円）

前連結会計年度 
(自 平成20年３月１日 
 至 平成21年２月28日) 

当連結会計年度 
(自 平成21年３月１日 
 至 平成22年２月28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 10,916 8,061

減価償却費 2,347 3,305

減損損失 1,584 1,601

のれん償却額 394 610

負ののれん償却額 △163 △278

賞与引当金の増減額（△は減少） 10 △9

退職給付引当金の増減額（△は減少） 244 387

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △47 50

貸倒引当金の増減額（△は減少） 9 103

投資損失引当金の増減額（△は減少） 2 △48

受取利息及び受取配当金 △269 △170

広告宣伝用器具受贈益 △255 －

固定資産受贈益 － △329

支払利息 12 14

固定資産売却損益（△は益） 6 1,627

固定資産除却損 81 232

売上債権の増減額（△は増加） △496 △1,561

たな卸資産の増減額（△は増加） △2,449 △3,200

仕入債務の増減額（△は減少） 2,487 782

その他 650 366

小計 15,064 11,546

利息及び配当金の受取額 185 70

利息の支払額 △4 △4

法人税等の支払額 △6,876 △6,719

法人税等の還付額 － 611

営業活動によるキャッシュ・フロー 8,368 5,505

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 △17,000 △4,000

定期預金の払戻による収入 27,000 5,000

有価証券の取得による支出 △3,000 △9,500

有価証券の償還による収入 2,000 8,500

有形固定資産の取得による支出 △4,350 △4,155

有形固定資産の売却による収入 13 0

無形固定資産の取得による支出 △533 △684

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による
支出

－ ※3  △1,000

貸付けによる支出 △604 △31

貸付金の回収による収入 3 19

差入保証金の差入による支出 △1,520 △1,050

差入保証金の回収による収入 209 227

その他 △782 △521

投資活動によるキャッシュ・フロー 1,436 △7,195
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（単位：百万円）

前連結会計年度 
(自 平成20年３月１日 
 至 平成21年２月28日) 

当連結会計年度 
(自 平成21年３月１日 
 至 平成22年２月28日) 

財務活動によるキャッシュ・フロー   

長期借入金の返済による支出 △3,000 －

自己株式の取得による支出 △4 △0

ファイナンス・リース債務の返済による支出 － △38

割賦債務の返済による支出 △38 △36

配当金の支払額 △882 △757

財務活動によるキャッシュ・フロー △3,926 △834

現金及び現金同等物に係る換算差額 △0 －

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 5,879 △2,524

現金及び現金同等物の期首残高 17,988 23,757

会社分割による現金及び現金同等物の減少額 ※4  △109 －

連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減
額（△は減少）

－ 467

現金及び現金同等物の期末残高 ※1  23,757 ※1  21,700
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該当事項はありません。  

   

継続企業の前提に関する注記
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連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項

項目 
前連結会計年度

（自 平成20年３月１日 
至 平成21年２月28日） 

当連結会計年度 
（自 平成21年３月１日 
至 平成22年２月28日） 

１．連結の範囲に関する事項 （1）連結子会社の数  4社 

連結子会社の名称 

㈱スギ薬局 

㈱ジャパン 

飯塚薬品㈱ 

㈱ドラッグイイズカ       

 株式会社スギ薬局は、平成20年９月１日

に当社の会社分割（新設分割）により設立

された会社であります。 

（1）連結子会社の数  8社 

連結子会社の名称 

㈱スギ薬局 

㈱ジャパン 

飯塚薬品㈱ 

㈱ドラッグイイズカ 

スギメディカル㈱ 

スギメディカルリサーチ㈱ 

スギメディカルサポート㈱ 

スギ生物科学研究所㈱ 

 当連結会計年度からスギメディカル

㈱、スギメディカルリサーチ㈱、スギ

メディカルサポート㈱及びスギ生物科

学研究所㈱の重要性が増したことによ

り、連結の範囲に含めております。 

また、平成21年3月31日付でスギメデ

ィカル株式会社が、テムリックＣＲＯ

株式会社の全株式を取得したことによ

り連結の範囲に含めておりましたが、

平成21年６月１日付でスギメディカル

リサーチ株式会社がテムリックＣＲＯ

株式会社を吸収合併したことにより、

連結の範囲から除外しております。 

  （2）非連結子会社の名称等 

非連結子会社 

スギメディカル㈱ 

スギメディカルリサーチ㈱ 

スギメディカルサポート㈱ 

スギ生物科学研究所㈱ 

㈲西三河調剤支援センター 

（2）非連結子会社の名称等 

非連結子会社 

スギスマイル㈱ 

㈲西三河調剤支援センター 

㈲リマイン地域ケアサービス  

  （連結の範囲から除いた理由） 

非連結子会社は、いずれも小規模で

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（持分に見合う額）等は、いずれも

連結財務諸表に重要な影響を及ぼして

いないためであります。 

（連結の範囲から除いた理由） 

同左 

２．持分法の適用に関する事

項 

（1）持分法を適用した非連結子会社及び

関連会社の数 

該当事項はありません。 

（1）持分法を適用した非連結子会社及び

関連会社の数 

同左 

  （2）持分法を適用していない非連結子会

社及び関連会社の名称等 

非連結子会社 

スギメディカル㈱ 

スギメディカルリサーチ㈱ 

スギメディカルサポート㈱ 

スギ生物科学研究所㈱ 

㈲西三河調剤支援センター 

（2）持分法を適用していない非連結子会

社及び関連会社の名称等 

非連結子会社 

スギスマイル㈱ 

㈲西三河調剤支援センター 

㈲リマイン地域ケアサービス 

   関連会社 

 ICS KOREA Co.,Ltd. 

 関連会社 

 ICS KOREA Co.,Ltd. 
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項目 
前連結会計年度

（自 平成20年３月１日 
至 平成21年２月28日） 

当連結会計年度 
（自 平成21年３月１日 
至 平成22年２月28日） 

  （持分法を適用しない理由） 

持分法非適用会社は、いずれも当期

純損益（持分に見合う額）及び利益剰

余金（持分に見合う額）等からみて、

持分法の対象から除いても連結財務諸

表に及ぼす影響が軽微であり、かつ、

全体としても重要性がないため持分法

の適用範囲から除外しております。 

（持分法を適用しない理由） 

同左 

３．連結子会社の事業年度等

に関する事項 

連結子会社の事業年度の末日は、連結決

算日と一致しております。 

同左 

４．会計処理基準に関する事

項 

    

(1）重要な資産の評価基準

及び評価方法 

イ 有価証券 

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） 

イ 有価証券 

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 

  ロ たな卸資産 

（イ）商品 

平成20年９月１日新設分割会社は売

価還元低価法、それ以外は売価還元原

価法 

ロ たな卸資産 

（イ）商品 

売価還元低価法 

   (追加情報）  

 当社の会社分割により設立された株式

会社スギ薬局（以下、スギ薬局とい

う。）は「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、

売価還元低価法を採用しております。 

 会社分割に伴いスギ薬局に期首商品と

して移転した商品価額は当社において売

価還元原価法によって算定されたもので

あることから、移転した商品について売

価還元低価法を適用して算定された価額

と当社から引き継いだ価額との差額を

「棚卸資産の評価に関する会計基準第21

項（1）」に規定する変更差額に準じて、

特別損失に商品評価損として計上してお

ります。 

 なお、スギ薬局の保有する商品につい

て従来の会計処理方法を適用した場合と

比較して、営業利益、経常利益がそれぞ

れ228百万円増加し、税金等調整前当期純

利益が701百万円減少しております。ま

た、セグメント情報に与える影響は、当

該箇所に記載しております。 

(会計方針の変更）  

 一部の連結子会社において、通常の販

売目的で保有する商品については、従

来、売価還元原価法を採用しておりまし

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日公表分）が適

用されたことに伴い、売価還元低価法に

変更しております。 

 なお、期首在庫に含まれる変更差額364

百万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63百万円減

少し、税金等調整前当期純利益は428百万

円減少しております。 

なお、セグメント情報に与える影響

は、当該箇所に記載しております。 
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項目 
前連結会計年度

（自 平成20年３月１日 
至 平成21年２月28日） 

当連結会計年度 
（自 平成21年３月１日 
至 平成22年２月28日） 

  （ロ）   ────── （ロ）仕掛品 

個別法による原価法（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定） 

  （ハ）貯蔵品 

終仕入原価法による原価法 

（ハ）貯蔵品 

終仕入原価法による原価法（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定） 

     (会計方針の変更）  

 一部の連結子会社において、貯蔵品に

ついては、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日公表分）

を適用しております。 

 これによる損益に与える影響はありま

せん。 

(2）重要な減価償却資産の

減価償却の方法 

イ 有形固定資産 

定率法（ただし、当社の平成10年４月

１日以降に取得した建物（建物附属設備

を除く）については定額法) 

なお、主な耐用年数は次のとおりであ

ります。 

建物及び構築物   ８～39年 

イ 有形固定資産（リース資産は除く） 

同左 

  ロ 無形固定資産 

定額法 

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。 

ロ 無形固定資産（リース資産は除く） 

同左 

  ハ リース資産 

────── 

ハ 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21年２月28日以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。 

  ニ 長期前払費用 

定額法 

ニ 長期前払費用 

同左 
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項目 
前連結会計年度

（自 平成20年３月１日 
至 平成21年２月28日） 

当連結会計年度 
（自 平成21年３月１日 
至 平成22年２月28日） 

(3）重要な引当金の計上基

準 

イ 貸倒引当金 

債権の貸倒損失に備えるため、一般債

権については貸倒実績率により、貸倒懸

念債権等特定の債権については、個別に

回収可能性を勘案し、回収不能見込額を

計上しております。 

イ 貸倒引当金 

同左 

  ロ 投資損失引当金 

関係会社への投資に対する損失に備え

るため、当該会社の財政状態等を勘案

し、損失見込額を計上しております。 

ロ     ────── 

  

  ハ 賞与引当金 

従業員の賞与の支給に充てるため、将

来の支給見込額に基づき当連結会計年度

負担額を計上しております。 

ハ 賞与引当金 

同左 

  ニ     ────── ニ 受注損失引当金 

受注契約に係る将来の損失に備えるた

め、当連結会計年度における受注契約に

係る損失見込額を計上しております。 

  ホ 退職給付引当金 

従業員の退職給付に備えるため、主と

して当連結会計年度末における退職給付

債務の見込額に基づき計上しておりま

す。 

 なお、過去勤務債務は、その発生時の

従業員の平均残存勤務期間以内の一定の

年数（５年）による定額法により費用処

理しております。 

 また、数理計算上の差異は、その発生

時の従業員の平均残存勤務期間以内の一

定の年数（３～５年）による定額法によ

り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。 

ホ 退職給付引当金 

同左 

  ヘ 役員退職慰労引当金 

役員の退職慰労金の支出に備えるた

め、内規に基づく連結会計年度末要支給

額を計上しております。 

ヘ 役員退職慰労引当金 

同左 

(4）重要な外貨建の資産又

は負債の本邦通貨への

換算の基準 

外貨建金銭債権債務は、連結決算日の直

物為替相場により円貨に換算し、換算差額

は損益として処理しております。 

────── 
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項目 
前連結会計年度

（自 平成20年３月１日 
至 平成21年２月28日） 

当連結会計年度 
（自 平成21年３月１日 
至 平成22年２月28日） 

(5）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。 

なお、当社の会社分割により設立された

スギ薬局は「リース取引に関する会計基

準」(企業会計基準第13号)が適用されてお

りますが、会社設立以後に新たに契約した

ファイナンス・リース取引はありません。

────── 

(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 

税抜方式によっております。 

ただし、資産に係る控除対象外消費税等

は、当連結会計年度の期間費用としており

ます。 

 消費税等の会計処理 

同左 

５．連結子会社の資産及び負

債の評価に関する事項 

連結子会社の資産及び負債の評価につい

ては、全面時価評価法を採用しておりま

す。 

同左  

６．のれん及び負ののれんの

償却に関する事項 

のれん及び負ののれんは、５年間で均等

償却することとしております。 

 ただし、金額的重要性の乏しいものにつ

いては、当該勘定が生じた連結会計年度の

損益として処理しております。 

同左  

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、随時引出可能な預金及び容易

に換金可能であり、かつ、価値の変動につ

いて僅少なリスクしか負わない取得日から

３ヶ月以内に償還期限の到来する短期投資

からなっております。  

同左 
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会計方針の変更

前連結会計年度 
（自 平成20年３月１日 
至 平成21年２月28日） 

当連結会計年度 
（自 平成21年３月１日 
至 平成22年２月28日） 

 ──────  （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。 

これによる当連結会計年度の営業利益、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。 
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表示方法の変更

前連結会計年度 
（自 平成20年３月１日 
至 平成21年２月28日） 

当連結会計年度 
（自 平成21年３月１日 
至 平成22年２月28日） 

（連結貸借対照表） 

────── 

（連結貸借対照表） 

１．「財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則

等の一部を改正する内閣府令」（平成20年８月７日 

内閣府令第50号）が適用となることに伴い、前連結会

計年度において、「たな卸資産」として掲記されてい

たものは、当連結会計年度から「商品」「その他（貯

蔵品）」に区分掲記しております。なお、前連結会計

年度の「たな卸資産」に含まれる「商品」「貯蔵品」

は、それぞれ31,973百万円、241百万円であります。

２．前連結会計年度まで流動資産の「その他」に含めて

表示しておりました「未収入金」は、当連結会計年度

において、資産の総額の100分の５を超えたため区分

掲記しております。 

なお、前連結会計年度末の「未収入金」は3,964百

万円であります。  

（連結損益計算書） 

 前連結会計年度まで区分掲記しておりました「リース解

約損」（当連結会計年度１百万円）は営業外費用の総額の

100分の10以下となったため、営業外費用の「その他」に

含めて表示しております。  

（連結損益計算書） 

前連結会計年度において、「広告宣伝用器具受贈益」と

して掲記されていたものは、ＥＤＩＮＥＴへのＸＢＲＬ導

入に伴い連結財務諸表の比較可能性を向上させるため、当

連結会計年度より「固定資産受贈益」として表示しており

ます。 

（連結キャッシュ・フロー計算書） 

 投資活動によるキャッシュ・フローの「貸付による支

出」、「貸付金の回収による収入」は、前連結会計年度は

「その他」に含めて表示しておりましたが、金額的重要性

が増したため区分掲記しております。 

 なお、前連結会計年度の「その他」に含まれている「貸

付による支出」、「貸付金の回収による収入」は、それぞ

れ△374百万円、３百万円であります。 

（連結キャッシュ・フロー計算書） 

前連結会計年度において、営業活動によるキャッシュ・

フローの「広告宣伝用器具受贈益」として掲記されていた

ものは、ＥＤＩＮＥＴへのＸＢＲＬ導入に伴い連結財務諸

表の比較可能性を向上させるため、当連結会計年度より

「固定資産受贈益」として表示しております。 

スギホールディングス㈱（7649）平成22年2月期　決算短信

－27－



注記事項

（連結貸借対照表関係）

前連結会計年度 
（平成21年２月28日） 

当連結会計年度 
（平成22年２月28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。 

※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） 百万円 382 投資有価証券（株式） 百万円 20

※２ 担保に供している資産 ※２ 担保に供している資産 

 上記物件は、預り保証金271百万円、長期前受収益

44百万円の担保に供しております。 

建物及び構築物  百万円  176

 上記物件は、預り保証金262百万円、長期前受収益

41百万円の担保に供しております。 

建物及び構築物  百万円  170

 ３ 当座貸越契約  ３ 当座貸越契約 

──────  当社は、運転資金の効率的な調達を行なうため、取

引銀行８行と当座貸越契約を締結しております。当連

結会計年度における当座貸越契約は、次のとおりであ

ります。  

  

当座貸越限度額  百万円  19,000

借入実行残高  百万円  －

差引額  百万円  19,000

（連結損益計算書関係）

前連結会計年度  
（自 平成20年３月１日 
至 平成21年２月28日） 

当連結会計年度  
（自 平成21年３月１日 
至 平成22年２月28日） 

※１ 一般管理費に含まれる研究開発費  

────── 

※１ 一般管理費に含まれる研究開発費  

  百万円  4

※２ 固定資産売却益の内訳  

車両運搬具 百万円  0

※２ 固定資産売却益の内訳 

────── 

 ※３ 固定資産売却損の内訳 

建物及び構築物 百万円  6

 ※３ 固定資産売却損の内訳 

土地 百万円  1,230

建物及び構築物 百万円  397

その他 百万円  0

 ※４ 固定資産除却損の内訳  ※４ 固定資産除却損の内訳 

 建物及び構築物 百万円  69

店舗解体費用 百万円 70

 その他 百万円 12

 ソフトウェア 百万円  121

 建物及び構築物 百万円  85

店舗解体費用 百万円 78

 その他 百万円 24
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前連結会計年度  
（自 平成20年３月１日 

至 平成21年２月28日） 

当連結会計年度  
（自 平成21年３月１日 
至 平成22年２月28日） 

 ※５ 減損損失 

 当連結会計年度において、当社グループは以下の資

産グループについて減損損失を計上しました。 

 ※５ 減損損失 

 当連結会計年度において、当社グループは以下の資

産グループについて減損損失を計上しました。 

場所 用途 種類 減損損失 

愛知県、 
滋賀県等 
15店舗 

 ファーマシ
ー事業用店
舗  

 建物及び構築
物等 

百万円 219

 群馬県、 
埼玉県等 
2箇所99店舗 

 共用資産、
ドラッグ事
業用店舗等 

 のれん、 
建物及び構築
物等 

百万円 1,258

 埼玉県、 
 群馬県等 
28物件  

 賃貸資産 
 建物及び構築
物等 

百万円 106

場所 用途 種類 減損損失 

愛知県、
埼玉県等 
1箇所30店舗

ファーマシ
ー事業用店
舗等  

建物及び構築
物等 

百万円 278

群馬県、
埼玉県等 
45店舗 

ドラッグ事
業用店舗等 

建物及び構築
物等 

  百万円 65

東京都、
山梨県等 
３箇所 

共用資産、
治験事業用
施設等 

のれん、 
建物及び構築 
物等 

百万円 1,229

愛知県、
 大阪府 
６物件  

賃貸資産
建物及び構築
物等 

百万円 27

当社グループは、キャッシュ・フローを生み出す 小

単位として店舗を基本単位とし、賃貸資産及び遊休資産

については物件単位ごとにグルーピングしております。

また本社等については、独立したキャッシュ・フローを

生み出さないことから共用資産としております。 

営業活動から生ずる利益が継続してマイナスである資

産グループについては、帳簿価額を回収可能価額まで減

額しております。また、飯塚薬品株式会社について、事

業計画において当初想定していた収益の獲得が見込めな

くなったことから、共用資産を含むより大きなグループ

において減損損失を認識し帳簿価格を回収可能価額まで

減額するとともに、のれんの帳簿価格を回収可能価額ま

で減額しております。 

以上の結果、当該減少額1,584百万円を減損損失として

特別損失に計上いたしました。  

当社グループは、キャッシュ・フローを生み出す 小

単位として店舗を基本単位とし、賃貸資産及び遊休資産

については物件単位ごとにグルーピングしております。

また本社等については、独立したキャッシュ・フローを

生み出さないことから共用資産としております。 

営業活動から生ずる利益が継続してマイナスである資

産グループについては、帳簿価額を回収可能価額まで減

額しております。また、スギメディカルリサーチ株式会

社及びスギ生物科学研究所株式会社について、事業計画

において当初想定していた収益の獲得が見込めなくなっ

たことから、共用資産を含むより大きなグループにおい

て減損損失を認識し帳簿価格を回収可能価額まで減額す

るとともに、のれんの帳簿価格を回収可能価額まで減額

しております。 

以上の結果、当該減少額1,601百万円を減損損失として

特別損失に計上いたしました。  

 建物及び構築物 百万円 947  

 のれん 百万円 253  

 その他 百万円 382  

  計 百万円 1,584  

 建物及び構築物 百万円 643  

 のれん 百万円 739  

 その他 百万円 218  

  計 百万円 1,601  

なお、資産グループごとの回収可能価額は、正味売却

価額と使用価値とのいずれか高い方の価額で測定してお

ります。 

回収可能価額を正味売却価額により測定している場合

には、固定資産税評価額を基礎に算定しております。ま

た、使用価値により測定している場合には、将来キャッ

シュ・フローを4.0～9.5％で割り引いて算定しておりま

す。  

なお、資産グループごとの回収可能価額は、正味売却

価額と使用価値とのいずれか高い方の価額で測定してお

ります。 

回収可能価額を正味売却価額により測定している場合

には、固定資産税評価額を基礎に算定しております。ま

た、使用価値により測定している場合には、将来キャッ

シュ・フローを2.5～9.0％で割り引いて算定しておりま

す。  
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前連結会計年度（自平成20年３月１日 至平成21年２月28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 

（注）普通株式の自己株式の株式数の増加1,663株は単元未満株式の買取りにより取得したものであります。 

  

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 

（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  63,330,838  －  －  63,330,838

合計  63,330,838  －  －  63,330,838

自己株式     

普通株式（注）  10,999  1,663  －  12,662

合計  10,999  1,663  －  12,662

（決議） 株式の種類 
配当金の総額
（百万円） 

１株当たり  
配当額（円） 

基準日 効力発生日

平成20年4月11日 

取締役会 
普通株式  506  8 平成20年２月29日 平成20年５月30日

平成20年10月10日 

取締役会 
普通株式  379  6 平成20年８月31日 平成20年11月６日

（決議） 株式の種類 
配当金の総額
（百万円） 

配当の原資
１株当たり
配当額(円) 

基準日 効力発生日

平成21年４月14日 

取締役会 
普通株式  379  利益剰余金  6 平成21年２月28日 平成21年５月26日
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当連結会計年度（自平成21年３月１日 至平成22年２月28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 

（注）普通株式の自己株式の株式数の増加349株は単元未満株式の買取りにより取得したものであります。 

  

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 

（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  63,330,838  －  －  63,330,838

合計  63,330,838  －  －  63,330,838

自己株式     

普通株式（注）  12,662  349  －  13,011

合計  12,662  349  －  13,011

（決議） 株式の種類 
配当金の総額
（百万円） 

１株当たり  
配当額（円） 

基準日 効力発生日

平成21年4月14日 

取締役会 
普通株式  379  6 平成21年２月28日 平成21年５月26日

平成21年10月９日 

取締役会 
普通株式  379  6 平成21年８月31日 平成21年11月６日

（決議） 株式の種類 
配当金の総額
（百万円） 

配当の原資
１株当たり
配当額(円) 

基準日 効力発生日

平成22年４月13日 

取締役会 
普通株式  379  利益剰余金  6 平成22年２月28日 平成22年５月21日
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（連結キャッシュ・フロー計算書関係）

前連結会計年度  
（自 平成20年３月１日 
至 平成21年２月28日） 

当連結会計年度  
（自 平成21年３月１日 
至 平成22年２月28日） 

※1 現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表に

掲記されている科目の金額との関係 

※1 現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表に

掲記されている科目の金額との関係 

(平成21年２月28日現在)  (平成22年２月28日現在) 

  （百万円） 

現金及び預金勘定   19,357

有価証券  8,400

預入期間が３ケ月を超える定期

預金及び有価証券  
 △4,000

現金及び現金同等物   23,757

  （百万円） 

現金及び預金勘定   18,900

有価証券  7,000

預入期間が３ケ月を超える定期

預金及び有価証券  
 △4,200

現金及び現金同等物   21,700

 2              ──────   2 重要な非資金の内容 

 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負債の額は、それぞれ217百

万円であります。 

※3              ──────  ※3 株式の取得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 

 株式の取得により新たにテムリックＣＲＯ株式会社

を連結したことに伴う連結開始時の資産及び負債の内

訳並びにテムリックＣＲＯ株式会社の取得価額とテム

リックＣＲＯ株式会社取得のための支出（純額）との

関係は次のとおりであります。 

    （百万円）  

 流動資産    222

 固定資産  23

のれん  831

 流動負債  △78

 固定負債  －

 子会社株式の取得価額  1,000

 子会社の現金及び現金同等物  －

 差引：子会社株式の取得による

支出 
 1,000

※4 当連結会計年度に会社分割により非連結子会社とな

った会社の資産及び負債の主な内訳 

 当社の会社分割により設立された子会社のうち、非

連結子会社となったスギメディカル株式会社の分割時

の資産及び負債の主な内訳は次のとおりであります。

 なお、会社分割による現金及び現金同等物の減少額

は、109百万円であります。 

※4              ────── 

  

  （百万円）  

 流動資産  323

 固定資産  86

資産合計  409

   

 流動負債  22

 固定負債  11

 負債合計  33
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（リース取引関係）

前連結会計年度 
（自 平成20年３月１日 
至 平成21年２月28日） 

当連結会計年度 
（自 平成21年３月１日 
至 平成22年２月28日） 

１．リース物件の所有権が借主に移転すると認められるも

の以外のファイナンス・リース取引 

（1）リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当

額、減損損失累計額相当額及び期末残高相当額 

（2）未経過リース料期末残高相当額等 

（3）支払リース料、リース資産減損勘定の取崩額、減価

償却費相当額、支払利息相当額及び減損損失 

（4）減価償却費相当額の算定方法 

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定

額法によっております。 

（5）利息相当額の算定方法 

リース料総額とリース物件の取得価額相当額との差

額を利息相当額とし、各期への配分方法については、

利息法によっております。 

２．オペレーティング・リース取引 

未経過リース料 

  

  
取得価額 
相当額 
（百万円） 

減価償却 
累計額相 
当額 
（百万円） 

減損損失 
累計額相 
当額 
（百万円） 

期末残高
相当額 
（百万円）

有形固定資産
「その他」  3,825  2,207  83 1,534

無形固定資産
「その他」  137  117  8 11

合計  3,963  2,325  92 1,545

未経過リース料期末残高相当額 

  １年内 百万円771

  １年超 百万円845

  合計 百万円1,616

リース資産減損勘定の残高 百万円73

支払リース料 百万円1,010

リース資産減損勘定の取崩額 百万円101

減価償却費相当額 百万円974

支払利息相当額 百万円25

減損損失 百万円139

１年内   百万円1,806

１年超 百万円15,508

合計 百万円17,315

１．ファイナンス・リース取引（借主側） 

所有権移転外ファイナンス・リース取引 

① リース資産の内容 

（ア）有形固定資産 

主として、ファーマシー事業における建物及び構

築物、ドラッグ事業における器具備品であります。

（イ）無形固定資産  

ソフトウェアであります。  

② リース資産の減価償却の方法 

連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項

「４．会計処理基準に関する事項 （2）重要な減価償

却資産の減価償却の方法」に記載のとおりでありま

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21年２月28日以前のリー

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、その内容は次のとおりで

あります。  

（1）リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当

額、減損損失累計額相当額及び期末残高相当額 

（2）未経過リース料期末残高相当額等 

（3）支払リース料、リース資産減損勘定の取崩額、減価

償却費相当額、支払利息相当額及び減損損失 

（4）減価償却費相当額の算定方法 

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定

額法によっております。 

（5）利息相当額の算定方法 

リース料総額とリース物件の取得価額相当額との差

額を利息相当額とし、各期への配分方法については、

利息法によっております。 

２．オペレーティング・リース取引 

未経過リース料 

 
取得価額
相当額 
（百万円）

減価償却 
累計額相 
当額 
（百万円） 

減損損失 
累計額相 
当額 
（百万円） 

期末残高
相当額 
（百万円）

建物及び構築
物 520  75  － 444

有形固定資産
「その他」 2,676  1,852  48 775

無形固定資産
「その他」 18  11  1 5

合計 3,215  1,940  49 1,225

未経過リース料期末残高相当額 

  １年内 百万円495

  １年超   百万円811

  合計 百万円1,307

リース資産減損勘定の残高 百万円15

支払リース料 百万円815

リース資産減損勘定の取崩額 百万円58

減価償却費相当額 百万円736

支払利息相当額 百万円87

減損損失 百万円4

１年内 百万円442

１年超 百万円3,022

合計 百万円3,464
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 前連結会計年度（平成21年２月28日） 

 １．その他有価証券で時価のあるもの 

  

 ２．当連結会計年度中に売却したその他有価証券については、金額的重要性が乏しいため記載を省略しております。 

   

 ３．時価評価されていない主な有価証券の内容 

 ４．その他有価証券のうち満期があるものの今後の償還予定額 

（有価証券関係）

  種類 取得原価（百万円）
連結貸借対照表計上額

（百万円） 差額（百万円） 

連結貸借対照表計

上額が取得原価を

超えるもの 

(1）株式  6  15  9

(2）債券    

① 国債・地方債等  －  －  －

② 社債  －  －  －

③ その他  －  －  －

(3）その他  －  －  －

小計  6  15  9

連結貸借対照表計

上額が取得原価を

超えないもの 

(1）株式  20  19  △0

(2）債券    

① 国債・地方債等  －  －  －

② 社債  －  －  －

③ その他  －  －  －

(3）その他  26  23  △3

小計  47  43  △4

合計  54  59  5

  連結貸借対照表計上額（百万円） 

 その他有価証券 

譲渡性預金  8,400

  
１年以内 
（百万円） 

１年超５年以内
（百万円） 

５年超10年以内
（百万円） 

10年超 
（百万円） 

譲渡性預金  8,400  －  －  －  
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 当連結会計年度（平成22年２月28日） 

 １．その他有価証券で時価のあるもの 

  

 ２．当連結会計年度中に売却したその他有価証券（自 平成21年３月１日 至 平成22年２月28日） 

  

 ３．時価評価されていない主な有価証券の内容 

 ４．その他有価証券のうち満期があるものの今後の償還予定額 

前連結会計年度（自平成20年３月１日 至平成21年２月28日） 

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

当連結会計年度（自平成21年３月１日 至平成22年２月28日） 

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

  種類 取得原価（百万円）
連結貸借対照表計上額

（百万円） 差額（百万円） 

連結貸借対照表計

上額が取得原価を

超えるもの 

(1）株式  112  260  147

(2）債券    

① 国債・地方債等  －  －  －

② 社債  －  －  －

③ その他  －  －  －

(3）その他  26  29  2

小計  139  289  150

連結貸借対照表計

上額が取得原価を

超えないもの 

(1）株式  8  7  △1

(2）債券    

① 国債・地方債等  －  －  －

② 社債  －  －  －

③ その他  －  －  －

(3）その他  －  －  －

小計  8  7  △1

合計  148  296  148

売却額（百万円） 売却益の合計額（百万円） 売却損の合計額（百万円） 

 1  1  －

  連結貸借対照表計上額（百万円） 

 その他有価証券 

譲渡性預金  7,000

  
１年以内 
（百万円） 

１年超５年以内
（百万円） 

５年超10年以内
（百万円） 

10年超 
（百万円） 

譲渡性預金  7,000  －  －  －  

（デリバティブ取引関係）
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１．採用している退職給付制度の概要 

当社グループは、確定給付型の制度として退職一時金制度を設けております。 

一部の連結子会社は、確定給付型の制度として、適格退職年金制度及び退職一時金制度を設けております。 

２．退職給付債務に関する事項 

  ３．退職給付費用に関する事項 

４．退職給付債務等の計算の基礎に関する事項 

前連結会計年度（自平成20年３月１日 至平成21年２月28日） 

該当事項はありません。 

当連結会計年度（自平成21年３月１日 至平成22年２月28日） 

該当事項はありません。 

（退職給付関係）

  
前連結会計年度 

（平成21年２月28日） 
当連結会計年度

（平成22年２月28日）

  (1) 退職給付債務（百万円）  △1,763  △2,391

  (2) 年金資産（百万円）  172  210

  (3) 未積立退職給付債務(１)＋(２) （百万円）  △1,590  △2,181

  (4) 未認識数理計算上の差異（百万円）  207  245

  (5) 未認識過去勤務債務（百万円）  △2  △1

  (6) 連結貸借対照表計上額純額(３)＋(４)＋(５) （百万円）  △1,384  △1,937

  (7) 前払年金費用（百万円）  －  －

  (8) 退職給付引当金(６)－(７) （百万円）  △1,384  △1,937

  
前連結会計年度

 （自 平成20年３月１日 
至 平成21年２月28日） 

当連結会計年度
 （自 平成21年３月１日 

至 平成22年２月28日） 

 退職給付費用（百万円）  363  552

  (1) 勤務費用（百万円）   315  451

  (2) 利息費用（百万円）  24  31

  (3) 期待運用収益（減算）（百万円）  △2  △2

  (4) 数理計算上の差異の費用処理額（百万円）  27  73

  (5) 過去勤務債務の費用処理額（百万円）  △0  △0

  
前連結会計年度

（平成21年２月28日） 
当連結会計年度

（平成22年２月28日） 

  (1) 退職給付見込額の期間配分方法 期間定額基準 同左 

  (2) 割引率（％） 1.5％～2.0％ 同左 

  (3) 期待運用収益率（％） 1.5％ 同左 

  (4) 過去勤務債務の額の処理年数（年） ５年 同左 

  (5) 数理計算上の差異の処理年数（年） ３年～５年 同左 

（ストック・オプション等関係）
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（税効果会計関係）

前連結会計年度 
（平成21年２月28日） 

当連結会計年度 
（平成22年２月28日） 

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 

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 

  （百万円） 

繰延税金資産（流動） 

未払事業税  224

賞与引当金   109

一括償却資産限度超過額  33

未払事業所税  35

その他  145

小計  548

評価性引当額     △136

合計  411

繰延税金負債（流動） 

未収還付事業税   △25

その他  △2

合計  △28

繰延税金資産（固定） 

 貸倒引当金  233

役員退職慰労引当金  250

退職給付引当金  544

減価償却超過額  215

減損損失  1,737

資産調整勘定   189

その他  517

小計  3,688

評価性引当額  △1,698

合計  1,989

繰延税金負債（固定） 

長期前払家賃  △51

その他有価証券評価差額金  △0

合計  △51

繰延税金資産の純額  2,321

  （百万円） 

繰延税金資産（流動） 

未払事業税  287

賞与引当金   121

一括償却資産限度超過額  61

未払事業所税  60

商品評価損  217

その他  177

小計  927

評価性引当額     △159

合計  767

繰延税金資産（固定） 

 貸倒引当金  259

役員退職慰労引当金  271

退職給付引当金  780

減価償却超過額  294

減損損失  922

資産調整勘定   400

繰越欠損金   3,929

その他  164

小計  7,022

評価性引当額  △2,552

合計  4,469

繰延税金負債（固定） 

長期前払家賃  △80

その他有価証券評価差額金  △57

合計  △137

繰延税金資産の純額  5,099

 ２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率

との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因とな

った主要な項目別の内訳 

 法定実効税率   39.9％ 

 （調整）   

  交際費の損金不算入額   0.8

 のれん及び負ののれん償却額   0.8

 のれんの減損額   0.9

連結修正による影響   2.4

 住民税均等割額   2.1

 評価性引当額の増加    2.9

 その他   1.0

 税効果会計適用後の法人税等の

負担率 
  50.8

 ２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率

との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因とな

った主要な項目別の内訳 

  

 法定実効税率   39.9％ 

 （調整）   

  交際費の損金不算入額   1.2

 のれん及び負ののれん償却額   1.1

 住民税均等割額   2.4

 連結修正による影響   △19.1

 評価性引当額の増加    10.0

 その他   0.2

 税効果会計適用後の法人税等の

負担率 
  35.7
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（企業結合等関係）

前連結会計年度 
（自 平成20年３月１日 
至 平成21年２月28日） 

当連結会計年度 
（自 平成21年３月１日 
至 平成22年２月28日） 

 （共通支配下の取引等） 

当社は、平成20年５月29日開催の定時株主総会におい

て新設分割計画の承認を受け、平成20年９月１日付で当

社のすべての事業を会社分割（新設分割）により、新設

会社２社に分社し持株会社体制へ移行しております。 

 （共通支配下の取引等） 

 １．結合当事企業の名称及びその事業の内容、企業結合 

  の法的形式、結合後企業の名称並びに取引の目的を含 

  む取引の概要 

  （1）結合当事企業の名称及びその事業の内容  

 １．対象となった事業の名称及びその事業の内容、企業

結合の法的形式、結合後企業の名称並びに取引の目的

を含む取引の概要 

    ①結合企業 

     名称    スギメディカルリサーチ株式会社 

          （当社の連結子会社）  

（1) 対象となった事業の名称及びその事業の内容 

 事業の名称：ファーマシー事業 

   事業の内容：主として保険調剤並びに医薬品、健康

食品、化粧品及び日用雑貨の販売を行っ

ております。 

     事業の内容 臨床ＣＲＯ事業 

    ②被結合企業 

     名称    テムリックＣＲＯ株式会社 

          （当社の連結子会社） 

     事業の内容 臨床ＣＲＯ事業  

（2）企業結合の法的形式 

 当社を分割会社とし、新たに設立する株式会社スギ

薬局とスギメディカル株式会社を新設会社とする分社

型の新設分割 

  （2）企業結合の法的形式 

      スギメディカルリサーチ株式会社を吸収合併 

     承継会社、テムリックＣＲＯ株式会社を吸収合併

     消滅会社とする吸収合併  

  

 （3）結合後企業の名称 

 株式会社スギ薬局 

 スギメディカル株式会社 

  （3）結合後企業の名称 

     スギメディカルリサーチ株式会社 

  （4）取引の目的を含む取引の概要 

     ①吸収合併の目的 

        より専門領域に強い臨床ＣＲＯ事業を経営す 

           るため 

（4）取引の目的を含む取引の概要 

 当社は、地域に密着した『かかりつけ薬局』として、

「地域社会への貢献」を経営理念とし、企業価値の向上

を図ってまいりました。また、当社は中期経営計画とし

て、「2010年度、店舗数1,000店舗・売上高3,500億円」

を掲げ、平成19年３月には株式会社ジャパンを、平成20

年２月には飯塚薬品株式会社をそれぞれ完全子会社化す

る等、当社グループ力の強化、充実に努めてまいりまし

た。 

 当社を取り巻く環境は、経営のスピード化と透明性・

健全性が、年々強く求められております。また、高齢化

が進むなか、医療法等の改正により、調剤を実施する薬

局に対して、『医療提供施設』としての社会的役割が求

められております。 

 このような状況のなか、当社は、今後も地域社会への

貢献を推進するとともに、業容を拡大し、継続的な企業

価値の向上を追求するためには、持株会社体制に移行す

ることが 適であると判断し、当社のすべての事業を会

社分割により分社化することといたしました。  

    ②合併の時期 

      平成21年６月１日 

２．実施した会計処理の概要 

  「企業結合に係る会計基準」（企業会計審議会 平

成15年10月31日公表分）及び「企業結合会計基準及び

事業分離等会計基準に関する適用指針」（企業会計基

準適用指針第10号 平成19年11月15日公表分）に基づ

き、共通支配下の取引として処理しております。  

 ２．実施した会計処理の概要 

 「企業結合に係る会計基準」（企業会計審議会 平

成15年10月31日公表分）及び「企業結合会計基準及び

事業分離等会計基準に関する適用指針」（企業会計基

準適用指針第10号 終改正平成19年11月15日）に基

づき、共通支配下の取引として会計処理を行っており

ます。 
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前連結会計年度（自平成20年３月１日 至平成21年２月28日） 

 （注）１．事業の区分の方法 

事業区分は、事業の内容の種類により区分しております。 

２．各事業区分の主な内容  

３．営業費用のうち、消去又は全社の項目に含めた配賦不能営業費用の金額は436百万円であり、その主なも

のは当社の広報、ＩＲ及び役員報酬等に要した費用であります。 

 ４．資産のうち、消去又は全社の項目に含めた全社資産の金額は、30,702百万円であり、その主なものは、当社

での余資運用資金（現預金及び有価証券）及び賃貸資産に係る資産であります。 

 ５．減価償却費及び資本的支出には長期前払費用と同費用に係る償却額が含まれております。 

 ６．減価償却費の消去又は全社の項目の金額のうち、128百万円は賃貸資産に係るものであります。なお、当該

資産に係る減価償却費は、営業外費用に計上しているため営業費用には含まれておりません。 

７．「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項 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 ロ たな卸資産(追加情報)」に記載のとおり、当社の会社分割により設立された㈱スギ

薬局は「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、売価還元低価法を採用しております。これにより、ファーマシー事業において、営業利益が228百

万円増加しております。 

  

（セグメント情報）

ａ．事業の種類別セグメント情報

  
ファーマシー
事業 
（百万円） 

ドラッグ事業
（百万円） 

計
（百万円） 

消去又は全社 
（百万円） 

連結
（百万円） 

Ⅰ．売上高及び営業利益  

売上高  

(1）外部顧客に対する売上高  185,964  86,207  272,172  －  272,172

(2）セグメント間の内部売上

高又は振替高 
 12  39  51  △26  25

計  185,977  86,246  272,224  △26  272,197

営業費用  175,607  84,436  260,044  307  260,352

営業利益  10,369  1,809  12,179  △333  11,845

Ⅱ．資産、減価償却費、減損損

失及び資本的支出 
 

資産  60,015  25,685  85,701  30,666  116,367

減価償却費  1,794  424  2,218  128  2,347

減損損失  219  1,258  1,478  106  1,584

資本的支出  4,859  367  5,227  12  5,240

事業区分 事業の内容

ファーマシー事業 調剤併設型ドラッグストア 

ドラッグ事業 ドラッグストア 
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当連結会計年度（自平成21年３月１日 至平成22年２月28日） 

 （注）１．事業の区分の方法 

事業区分は、事業の内容の種類により区分しております。 

当連結会計年度より、新たに治験事業を追加しておりますが、これは連結子会社の増加によりセグメントを

追加したことによるものであります。  

２．各事業区分の主な内容  

３．営業費用のうち、消去又は全社の項目に含めた配賦不能営業費用の金額は1,161百万円であり、その主な

ものは当社の管理部門に係る費用であります。 

 ４．資産のうち、消去又は全社の項目に含めた全社資産の金額は、27,963百万円であり、その主なものは、当社

での余資運用資金（現預金及び有価証券）及び賃貸資産に係る資産であります。 

 ５．減価償却費及び資本的支出には長期前払費用と同費用に係る償却額が含まれております。 

 ６．減価償却費の消去又は全社の項目の金額のうち、121百万円は賃貸資産に係るものであります。なお、当該

資産に係る減価償却費は、営業外費用に計上しているため営業費用には含まれておりません。 

７．「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項 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 ロ たな卸資産(会計方針の変更)」に記載のとおり、一部の連結子会社において、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日公表分）が適

用されたことに伴い、売価還元低価法を採用しております。これにより、ドラッグ事業において、営業利益が

63百万円減少しております。 

  
ファーマシー 
事業 
（百万円） 

ドラッグ事業
（百万円） 

治験事業
（百万円） 

計
（百万円） 

消去又は全社 
（百万円） 

連結
（百万円） 

Ⅰ．売上高及び営業利益   

売上高   

(1）外部顧客に対する

売上高 
 204,863  86,543  2,032  293,440  －  293,440

(2）セグメント間の内

部売上高又は振替

高 

 86  63  －  149  △78  71

計  204,950  86,607  2,032  293,589  △78  293,511

営業費用  193,660  85,404  3,265  282,330  1,035  283,366

営業利益又は営業損

失 (△) 
 11,289  1,202  △1,232  11,259  △1,113  10,145

Ⅱ．資産、減価償却費、

減損損失及び資本的

支出 

  

資産  67,891  27,975  1,197  97,064  27,824  124,888

減価償却費  2,400  540  146  3,087  218  3,305

減損損失  278  65  1,229  1,574  27  1,601

資本的支出  3,855  914  1,022  5,792  599  6,392

事業区分 事業の内容

ファーマシー事業 処方箋調剤、在宅医療、医薬品、健康食品、化粧品、日用品等の販売 

ドラッグ事業 医薬品、健康食品、化粧品、日用品等の販売 

治験事業 非臨床試験や臨床試験等の医薬品等の開発支援 
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前連結会計年度（自平成20年３月１日 至平成21年２月28日）及び当連結会計年度（自平成21年３月１日 至平

成22年２月28日） 

本邦以外の国又は地域に所在する連結子会社及び重要な在外支店がないため、該当事項はありません。 

前連結会計年度（自平成20年３月１日 至平成21年２月28日）及び当連結会計年度（自平成21年３月１日 至平

成22年２月28日） 

  海外売上高がないため該当事項はありません。  

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。 

ｂ．所在地別セグメント情報

ｃ．海外売上高

（関連当事者情報）
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（注）１．１株当たり純資産額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。 

２．１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。 

  

該当事項はありません。  

（１株当たり情報）

前連結会計年度 
（自 平成20年３月１日 
至 平成21年２月28日） 

当連結会計年度 
（自 平成21年３月１日 
至 平成22年２月28日） 

 １株当たり純資産額 円 銭 1,110 64

 １株当たり当期純利益金額 円 銭 84 88

 １株当たり純資産額 円 銭 1,177 71

 １株当たり当期純利益金額 円 銭 81 82

 なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額につ

いては、潜在株式が存在しないため記載しておりませ

ん。 

 なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額につ

いては、潜在株式が存在しないため記載しておりませ

ん。 

  
前連結会計年度末

 （平成21年２月28日） 
当連結会計年度末

 （平成22年２月28日） 

純資産の部の合計額（百万円）  70,323  74,570

純資産の部の合計額から控除する金額 

（百万円） 
 －  －

普通株式に係る期末の純資産額（百万円）  70,323  74,570

１株当たり純資産額の算定に用いられた期末

の普通株式の数（株） 
 63,318,176  63,317,827

  
前連結会計年度

（自 平成20年３月１日 
至 平成21年２月28日） 

当連結会計年度
（自 平成21年３月１日 
至 平成22年２月28日） 

 当期純利益（百万円）  5,374  5,180

 普通株主に帰属しない金額（百万円）  －  －

 普通株式に係る当期純利益（百万円）  5,374  5,180

 期中平均株式数（株）  63,318,976  63,318,027

（重要な後発事象）
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５．個別財務諸表 
（１）貸借対照表 

（単位：百万円）

前事業年度 
(平成21年２月28日) 

当事業年度 
(平成22年２月28日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 13,124 11,701

売掛金 140 1,235

有価証券 8,400 7,000

前払費用 686 786

繰延税金資産 － 151

未収入金 1,014 ※1  37,707

その他 210 571

貸倒引当金 △9 △281

流動資産合計 23,566 58,872

固定資産   

有形固定資産   

建物 16,896 19,977

減価償却累計額 △4,627 △5,580

建物（純額） 12,269 14,396

構築物 2,024 2,273

減価償却累計額 △1,184 △1,339

構築物（純額） 839 933

車両運搬具 7 7

減価償却累計額 △6 △6

車両運搬具（純額） 0 0

工具、器具及び備品 3 122

減価償却累計額 △3 △39

工具、器具及び備品（純額） 0 83

土地 1,112 5,279

リース資産  14

減価償却累計額  △0

リース資産（純額）  14

建設仮勘定 389 179

有形固定資産合計 14,612 20,888

無形固定資産   

借地権 386 438

ソフトウエア － 376

リース資産 － 2

その他 25 23

無形固定資産合計 412 840
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（単位：百万円）

前事業年度 
(平成21年２月28日) 

当事業年度 
(平成22年２月28日) 

投資その他の資産   

投資有価証券 35 41

関係会社株式 24,106 23,348

出資金 8 8

長期貸付金 2 2

関係会社長期貸付金 2,964 2,825

長期前払費用 796 943

繰延税金資産 2,262 1,357

差入保証金 7,640 8,799

その他 1,219 906

貸倒引当金 △472 △2,294

投資損失引当金 △48 －

投資その他の資産合計 38,514 35,938

固定資産合計 53,539 57,666

資産合計 77,105 116,539

負債の部   

流動負債   

短期借入金 ※1  9,078 ※1  14,582

リース債務 － 3

未払金 494 ※1  31,025

繰延税金負債 19 －

前受金 22 23

預り金 7 18

賞与引当金 － 1

その他 16 －

流動負債合計 9,638 45,655

固定負債   

リース債務 － 13

退職給付引当金 － 17

役員退職慰労引当金 611 650

長期預り保証金 299 －

その他 29 311

固定負債合計 940 993

負債合計 10,579 46,649
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（単位：百万円）

前事業年度 
(平成21年２月28日) 

当事業年度 
(平成22年２月28日) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 15,434 15,434

資本剰余金   

資本準備金 24,632 24,632

資本剰余金合計 24,632 24,632

利益剰余金   

利益準備金 90 90

その他利益剰余金   

別途積立金 23,540 25,540

繰越利益剰余金 2,862 4,223

利益剰余金合計 26,493 29,854

自己株式 △33 △34

株主資本合計 66,526 69,886

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 0 3

評価・換算差額等合計 0 3

純資産合計 66,526 69,890

負債純資産合計 77,105 116,539
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（２）損益計算書 

（単位：百万円）

前事業年度 
(自 平成20年３月１日 
 至 平成21年２月28日) 

当事業年度 
(自 平成21年３月１日 
 至 平成22年２月28日) 

売上高   

商品売上高 ※4  92,364 －

関係会社賃貸収入 ※4  4,491 10,398

売上高合計 96,856 10,398

営業収益   

経営管理料 98 4,739

関係会社受取配当金 ※5  518 7,589

その他の営業収益 － 26

営業収益合計 617 12,354

売上高・営業収益合計 97,473 22,753

売上原価   

商品売上原価   

商品期首たな卸高 21,073 －

当期商品仕入高 67,170 －

合計 88,243 －

商品期末たな卸高 21,830 －

商品売上原価 ※4  66,413 －

関係会社賃貸原価 ※4  4,327 9,838

売上原価合計 70,740 9,838

売上総利益 ※6  26,116 ※6  559

販売費及び一般管理費   

広告宣伝費 1,549 －

景品費 498 －

貸倒引当金繰入額 9 25

役員報酬 198 206

給料手当及び賞与 9,039 1,208

役員退職慰労引当金繰入額 29 40

退職給付費用 132 18

法定福利及び厚生費 1,185 158

賃借料 3,872 －

減価償却費 803 41

水道光熱費 859 －

交際費 － 242

消耗品費 515 －

租税公課 590 331

支払手数料 780 256

その他 1,380 556

販売費及び一般管理費合計 21,444 3,086

営業利益 5,288 9,828
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（単位：百万円）

前事業年度 
(自 平成20年３月１日 
 至 平成21年２月28日) 

当事業年度 
(自 平成21年３月１日 
 至 平成22年２月28日) 

営業外収益   

受取利息 214 146

有価証券利息 21 44

受取配当金 ※1  368 －

広告宣伝用器具受贈益 146 －

受取賃貸料 364 269

受取手数料 278 －

その他 74 81

営業外収益合計 1,469 541

営業外費用   

支払利息 23 ※1  45

賃貸収入原価 342 287

店舗開発費用 44 －

その他 27 65

営業外費用合計 437 398

経常利益 6,320 9,971

特別利益   

貸倒引当金戻入額 21 －

受取補償金 8 －

その他 2 －

特別利益合計 32 －

特別損失   

固定資産売却損 ※2  6 －

固定資産除却損 ※3  121 ※3  88

減損損失 ※7  278 ※7  191

関係会社株式評価損 1,453 1,646

貸倒引当金繰入額 － 2,043

その他 21 48

特別損失合計 1,882 4,018

税引前当期純利益 4,470 5,952

法人税、住民税及び事業税 1,760 1,100

法人税等調整額 △164 731

法人税等合計 1,595 1,831

当期純利益 2,875 4,120
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（３）株主資本等変動計算書 

（単位：百万円）

前事業年度 
(自 平成20年３月１日 
 至 平成21年２月28日) 

当事業年度 
(自 平成21年３月１日 
 至 平成22年２月28日) 

株主資本   

資本金   

前期末残高 15,434 15,434

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 15,434 15,434

資本剰余金   

資本準備金   

前期末残高 24,632 24,632

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 24,632 24,632

資本剰余金合計   

前期末残高 24,632 24,632

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 24,632 24,632

利益剰余金   

利益準備金   

前期末残高 90 90

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 90 90

その他利益剰余金   

別途積立金   

前期末残高 19,040 23,540

当期変動額   

別途積立金の積立 4,500 2,000

当期変動額合計 4,500 2,000

当期末残高 23,540 25,540

繰越利益剰余金   

前期末残高 5,374 2,862

当期変動額   

別途積立金の積立 △4,500 △2,000

剰余金の配当 △886 △759

当期純利益 2,875 4,120

当期変動額合計 △2,511 1,360

当期末残高 2,862 4,223

利益剰余金合計   

前期末残高 24,504 26,493

当期変動額   

別途積立金の積立 － －

剰余金の配当 △886 △759

当期純利益 2,875 4,120

当期変動額合計 1,988 3,360

当期末残高 26,493 29,854
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（単位：百万円）

前事業年度 
(自 平成20年３月１日 
 至 平成21年２月28日) 

当事業年度 
(自 平成21年３月１日 
 至 平成22年２月28日) 

自己株式   

前期末残高 △29 △33

当期変動額   

自己株式の取得 △4 △0

当期変動額合計 △4 △0

当期末残高 △33 △34

株主資本合計   

前期末残高 64,542 66,526

当期変動額   

剰余金の配当 △886 △759

当期純利益 2,875 4,120

自己株式の取得 △4 △0

当期変動額合計 1,983 3,360

当期末残高 66,526 69,886

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金   

前期末残高 14 0

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △14 3

当期変動額合計 △14 3

当期末残高 0 3

評価・換算差額等合計   

前期末残高 14 0

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △14 3

当期変動額合計 △14 3

当期末残高 0 3

純資産合計   

前期末残高 64,557 66,526

当期変動額   

剰余金の配当 △886 △759

当期純利益 2,875 4,120

自己株式の取得 △4 △0

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △14 3

当期変動額合計 1,969 3,364

当期末残高 66,526 69,890
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 該当事項はありません。  

   

継続企業の前提に関する注記
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重要な会計方針

項目 
前事業年度

（自 平成20年３月１日 
至 平成21年２月28日） 

当事業年度 
（自 平成21年３月１日 
至 平成22年２月28日） 

１．有価証券の評価基準及び

評価方法 

（1）子会社株式 

移動平均法による原価法 

（1）子会社株式 

同左 

  （2）その他有価証券 

時価のあるもの 

決算日の市場価格等に基づく時価

法（評価差額は全部純資産直入法に

より処理し、売却原価は移動平均法

により算定） 

（2）その他有価証券 

時価のあるもの 

同左 

  時価のないもの 

移動平均法による原価法 

時価のないもの 

同左 

２．たな卸資産の評価基準及

び評価方法 

（1）商品 

売価還元法による原価法 

（1）商品 

────── 

  （2）貯蔵品 

終仕入原価法による原価法 

（2）貯蔵品  

──────  

３．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（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      ８～39年  

構築物     10～20年  

器具備品    ３～10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（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      ８～39年  

構築物     10～20年  

  

  （2）無形固定資産 

定額法 

なお、主な耐用年数は以下のとおりで

あります。  

ソフトウェア    ５年 

（2）無形固定資産（リース資産を除く） 

同左 

  （3）リース資産 

────── 

（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

が平成21年２月28日以前のリース取引

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 
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項目 
前事業年度

（自 平成20年３月１日 
至 平成21年２月28日） 

当事業年度 
（自 平成21年３月１日 
至 平成22年２月28日） 

４．引当金の計上基準 （1）貸倒引当金 

  債権の貸倒損失に備えるため、一般

債権については貸倒実績率により、貸

倒懸念債権等特定の債権については個

別に回収可能性を勘案し、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）投資損失引当金  

 関係会社への投資に対する損失に備

えるため、当該会社の財政状態等を勘

案し、損失見込額を計上しておりま

す。 

（2）投資損失引当金  

────── 

  （3）賞与引当金  

────── 

（3）賞与引当金  

従業員の賞与の支給に充てるため、

将来の支給見込額に基づき当事業年度

負担額を計上しております。 

  （4）退職給付引当金 

────── 

（4）退職給付引当金 

従業員の退職給付に備えるため、当

事業年度末における退職給付債務の見

込額に基づき計上しております。 

なお、過去勤務債務は、その発生時

の従業員の平均残存勤務期間以内の一

定の年数（５年）による定額法により

費用処理しております。 

また、数理計算上の差異は、その発

生時の従業員の平均残存勤務期間以内

の一定の年数（５年）による定額法に

より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。 

  （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、内規に基づく期末要支給額を計上

しております。 

（5）役員退職慰労引当金 

同左 

５．リース取引の処理方法 リース物件の所有権が借主に移転すると

認められるもの以外のファイナンス・リー

ス取引については、通常の賃貸借取引に係

る方法に準じた会計処理によっておりま

す。 

────── 

６．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 

税抜方式によっております。 

ただし、資産に係る控除対象外消費税等

は、当事業年度の期間費用としておりま

す。 

消費税等の会計処理 

税抜方式によっております。  
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会計方針の変更

前事業年度 
（自 平成20年３月１日 
至 平成21年２月28日） 

当事業年度 
（自 平成21年３月１日 
至 平成22年２月28日） 

────── （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。 

これによる当事業年度の営業利益、経常利益及び税引

前当期純利益に与える影響は軽微であります。 

  

表示方法の変更

前事業年度 
（自 平成20年３月１日 
至 平成21年２月28日） 

当事業年度 
（自 平成21年３月１日 
至 平成22年２月28日） 

 (貸借対照表） 

────── 

 (貸借対照表） 

前事業年度まで区分掲記しておりました「長期預り保

証金」（当事業年度283百万円）は負債及び純資産の合

計額の100分の１以下となったため、固定負債の「その

他」に含めて表示することにしました。 

  

 (損益計算書） 

１．前事業年度まで区分掲記しておりました「店舗賃借解

約損」（当事業年度19百万円）は特別損失の総額の100

分の10以下となったため、特別損失の「その他」に含め

て表示することにしました。  

２．前事業年度まで区分掲記しておりました「投資損失引

当金繰入額」（当事業年度２百万円）は特別損失の総額

の100分の10以下となったため、特別損失の「その他」

に含めて表示することにしました。 

 (損益計算書） 

１．前事業年度まで区分掲記しておりました「広告宣伝

費」「賃借料」「水道光熱費」「消耗品費」は販売費及

び一般管理費の総額の100分の５以下となったため、販

売費及び一般管理費の「その他」に含めて表示すること

にしました。  

なお、当事業年度における「広告宣伝費」「賃借料」

「水道光熱費」「消耗品費」は、それぞれ22百万円、

144百万円、２百万円、120百万円であります。 

２．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「交際費」当事業年度におい

て、販売費及び一般管理費の総額の100分の５を超えた

ため区分掲記することにしました。 

なお、前事業年度における「交際費」は156百万円で

あります。  

３．前事業年度まで区分掲記しておりました「受取配当

金」（当事業年度０百万円）は営業外収益の総額の100

分の10以下となったため、営業外収益の「その他」に含

めて表示することにしました。 
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注記事項

（貸借対照表関係）

前事業年度 
（平成21年２月28日） 

当事業年度 
（平成22年２月28日） 

※１ 関係会社項目 

 関係会社に対する負債には区分掲記されたもののほ

か次のものがあります。 

※１ 関係会社項目 

 関係会社に対する資産及び負債には区分掲記された

もののほか次のものがあります。 

短期借入金 百万円9,078 流動資産 

売掛金 百万円1,233

未収入金 百万円30,929

流動負債 

未払金 百万円4,627

短期借入金 百万円14,582

２  債務保証           

 次の子会社について、特定の取引先からの仕入債務

に対し債務保証を行っております。 

２  債務保証  

────── 

株式会社ジャパン 百万円21

飯塚薬品株式会社 百万円520

  

３ 当座貸越契約        

────── 

３ 当座貸越契約  

当社は、運転資金の効率的な調達を行なうため、取

引銀行８行と当座貸越契約を締結しております。当事

業年度における当座貸越契約は、次のとおりでありま

す。  

  

当座貸越限度額  百万円  19,000

借入実行残高  百万円  －

差引額  百万円  19,000

（損益計算書関係）

前事業年度 
（自 平成20年３月１日 
至 平成21年２月28日） 

当事業年度 
（自 平成21年３月１日 
至 平成22年２月28日） 

※１．関係会社との取引に係るものが次のとおり含まれて

おります。  

 受取配当金 百万円  368

※１．関係会社との取引に係るものが次のとおり含まれて

おります。  

 支払利息 百万円  42

※２．固定資産売却損は、建物6百万円であります。  ※２．       ────── 

※３．固定資産除却損は、建物52百万円、構築物１百万

円、器具備品０百万円、借地権１百万円、長期前払費

用２百万円、店舗解体費用62百万円であります。 

※３．固定資産除却損は、建物58百万円、構築物３百万

円、店舗解体費用26百万円であります。 

※４．「商品売上高」、「商品売上原価」はそれぞれ会社

分割以前の計上額を示し、「関係会社賃貸収入」、

「営業収益」、「関係会社賃貸原価」は会社分割後の

計上額を示しております。 

※４．       ────── 

※５．「関係会社受取配当金」は会社分割後の関係会社か

らの配当金受取額を示しております。   

※５．       ──────   

※６．「売上総利益」は「売上高」から「売上原価」を控

除した金額を示しております。 

※６．       同左 
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前事業年度（自平成20年３月１日 至平成21年２月28日） 

自己株式の種類及び株式数に関する事項 

  （注）普通株式の自己株式の増加1,663株は単元未満株式の買取りによるものであります。 

当事業年度（自平成21年３月１日 至平成22年２月28日） 

自己株式の種類及び株式数に関する事項 

  （注）普通株式の自己株式の増加349株は単元未満株式の買取りによるものであります。 

前事業年度 
（自 平成20年３月１日 
至 平成21年２月28日） 

当事業年度 
（自 平成21年３月１日 
至 平成22年２月28日） 

※７．減損損失 

当事業年度において、当社は以下の資産の資産グルー

プについて減損損失を計上しました。 

※７．減損損失 

当事業年度において、当社は以下の資産の資産グルー

プについて減損損失を計上しました。 

場所 用途 種類 減損損失 

 愛知県等 

 ８店舗 
店舗  

建物及び構

築物等  
百万円 121

 岐阜県、 

 大阪府等 

 12物件 

賃貸資産  
建物及び構

築物等   
百万円 157

場所 用途 種類 減損損失 

 愛知県等 

 15店舗 
店舗  

建物及び構

築物等  
百万円 158

 愛知県、 

 大阪府 

 ６物件 

賃貸資産  
建物及び構

築物等   
百万円 33

当社は、キャッシュ・フローを生み出す 小単位とし

て店舗を基本単位とし、賃貸資産及び遊休資産について

は物件単位ごとにグルーピングしております。 

営業活動から生ずる利益が継続してマイナスである資

産グループについては、帳簿価格を回収可能価額まで減

額し、当該減少額278百万円を減損損失として特別損失

に計上いたしました。 

その内訳は、次のとおりであります。 

当社は、キャッシュ・フローを生み出す 小単位とし

て店舗を基本単位とし、賃貸資産及び遊休資産について

は物件単位ごとにグルーピングしております。 

営業活動から生ずる利益が継続してマイナスである資

産グループについては、帳簿価格を回収可能価額まで減

額し、当該減少額191百万円を減損損失として特別損失

に計上いたしました。 

その内訳は、次のとおりであります。 

 建物 221 百万円 

 構築物  32 百万円 

 器具備品  12 百万円 

 その他  12 百万円 

  計 278 百万円 

 建物 178 百万円 

 構築物  6 百万円 

 借地権  0 百万円 

 長期前払費用  5 百万円 

  計 191 百万円 

なお、資産グループごとの回収可能価額は、正味売却

価額と使用価値とのいずれか高い方の価値で測定してお

ります。 

回収可能価額を正味売却価額により測定している場合

には、固定資産税評価額を基礎に算定しております。ま

た、使用価値により測定している場合には、将来キャッ

シュ・フローを9.5％で割り引いて算定しております。 

なお、資産グループごとの回収可能価額は、正味売却

価額と使用価値とのいずれか高い方の価値で測定してお

ります。 

回収可能価額を正味売却価額により測定している場合

には、固定資産税評価額を基礎に算定しております。ま

た、使用価値により測定している場合には、将来キャッ

シュ・フローを8.0％で割り引いて算定しております。 

（株主資本等変動計算書関係）

株式の種類  
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）  10,999  1,663  －  12,662

合計  10,999  1,663  －  12,662

株式の種類  
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）  12,662  349  －  13,011

合計  12,662  349  －  13,011
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（リース取引関係）

前事業年度 
（自 平成20年３月１日 
至 平成21年２月28日） 

当事業年度 
（自 平成21年３月１日 
至 平成22年２月28日） 

１．リース物件の所有権が借主に移転すると認められるも

の以外のファイナンス・リース取引 

（1）リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当

額、減損損失累計額相当額及び期末残高相当額 

────── 

（2）未経過リース料期末残高相当額等 

────── 

（3）支払リース料、リース資産減損勘定の取崩額、減価

償却費相当額、支払利息相当額及び減損損失 

（4）減価償却費相当額の算定方法 

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定

額法によっております。 

（5）利息相当額の算定方法 

リース料総額とリース物件の取得価額相当額との差

額を利息相当額とし、各期への配分方法については、

利息法によっております。 

（減損損失について） 

  リース資産に配分された減損損失はありません。 

２．オペレーティング・リース取引 

未経過リース料 

  

支払リース料 百万円331

減価償却費相当額 百万円323

支払利息相当額 百万円5

１年内 百万円1,363

１年超 百万円12,555

合計 百万円13,919

１．ファイナンス・リース取引（借主側） 

 所有権移転外ファイナンス・リース取引 

① リース資産の内容 

有形固定資産  

ファーマシー事業における賃貸建物であります。 

② リース資産の減価償却の方法 

重要な会計方針「３．固定資産の減価償却の方法」

に記載のとおりであります。  

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21年２月28日以前のリ

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、その内容は次のとおり

であります。  

（1）リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当

額及び期末残高相当額 

（2）未経過リース料期末残高相当額等 

（3）支払リース料、リース資産減損勘定の取崩額、減価

償却費相当額、支払利息相当額及び減損損失 

（4）減価償却費相当額の算定方法 

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定

額法によっております。 

（5）利息相当額の算定方法 

リース料総額とリース物件の取得価額相当額との差

額を利息相当額とし、各期への配分方法については、

利息法によっております。 

（減損損失について） 

  リース資産に配分された減損損失はありません。 

２．オペレーティング・リース取引 

未経過リース料 

  

  

取得価額
相当額 
（百万円） 

減価償却
累計額相
当額 
（百万円） 

期末残高
相当額 
（百万円）

建物  520  75  444

合計  520  75  444

１年内 百万円12

１年超 百万円483

合計 百万円495

支払リース料 百万円80

減価償却費相当額 百万円29

支払利息相当額 百万円69

１年内 百万円232

１年超 百万円1,870

合計 百万円2,103
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前事業年度（自 平成20年３月１日 至 平成21年２月28日）及び当事業年度（自 平成21年３月１日 至 平成22

年２月28日）における子会社株式で時価のあるものはありません。 

  

（有価証券関係）

（税効果会計関係）

前事業年度 
（平成21年２月28日） 

当事業年度 
（平成22年２月28日） 

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 

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 

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

との差異の原因となった主な項目別の内訳 

  （百万円）

繰延税金資産（流動） 

貸倒引当金  3

一括償却資産限度超過額  2

合計  6

繰延税金負債（流動） 

未収還付事業税  △25

合計  △25

繰延税金資産（固定） 

 貸倒引当金  188

役員退職慰労引当金  244

関係会社株式評価損  580

会社分割に伴う関係会社株式  887

減価償却超過額  102

減損損失  259

その他  32

合計  2,294

繰延税金負債（固定） 

長期前払家賃  △32

その他有価証券評価差額金  △0

合計  △32

繰延税金資産の純額  2,242

 法定実効税率   39.9％ 

 （調整）   

 交際費等の損金不算入額   1.9

受取配当金の益金不算入額    △7.9

 住民税均等割額   1.0

 その他   0.8

 税効果会計適用後の法人税等の

負担率 
  35.7

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

との差異の原因となった主な項目別の内訳 

  

  （百万円）

繰延税金資産（流動） 

未払事業税  55

貸倒引当金  10

一括償却資産限度超過額  9

未払金  75

その他  0

合計  151

繰延税金資産（固定） 

 貸倒引当金  1,017

役員退職慰労引当金  259

関係会社株式評価損  1,241

会社分割に伴う関係会社株式  887

減価償却超過額  117

減損損失  250

その他  18

小計  3,793

評価性引当額  △2,372

合計  1,421

繰延税金負債（固定） 

長期前払家賃  △61

その他有価証券評価差額金  △2

合計  △64

繰延税金資産の純額  1,508

 法定実効税率   39.9％ 

 （調整）   

 交際費等の損金不算入額   1.7

受取配当金の益金不算入額    △50.9

 住民税均等割額   0.2

 評価性引当額の増加   39.9

 その他   0.1

 税効果会計適用後の法人税等の

負担率 
  30.8
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（注）１．１株当たり純資産額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。 

２．１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。 

  

該当事項はありません。 

（１株当たり情報）

前事業年度 
（自 平成20年３月１日 
至 平成21年２月28日） 

当事業年度 
（自 平成21年３月１日 
至 平成22年２月28日） 

１株当たり純資産額 円 銭1,050 67

１株当たり当期純利益金額 円 銭45 41

１株当たり純資産額   円 銭1,103 80

１株当たり当期純利益金額 円 銭65 08

なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益について

は、潜在株式がないため記載しておりません。 

なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益について

は、潜在株式がないため記載しておりません。 

  
前事業年度末

 （平成21年２月28日） 
当事業年度末

 （平成22年２月28日） 

純資産の部の合計額（百万円）  66,526  69,890

純資産の部の合計額から控除する金額 

（百万円） 
 －  －

普通株式に係る期末の純資産額（百万円）  66,526  69,890

１株当たり純資産額の算定に用いられた期末

の普通株式の数（株） 
 63,318,176  63,317,827

  
前事業年度

(自 平成20年３月１日 
至 平成21年２月28日) 

当事業年度
(自 平成21年３月１日 
至 平成22年２月28日) 

当期純利益（百万円）  2,875  4,120

普通株主に帰属しない金額（百万円）  －  －

普通株式に係る当期純利益（百万円）  2,875  4,120

期中平均株式数（株）  63,318,976  63,318,027

（重要な後発事象）
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