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1.  23年2月期の連結業績（平成22年4月1日～平成23年2月15日） 

（注）23年２月期より決算期を毎年３月31日から毎年２月15日に変更しております。これに伴い、決算期変更の経過期間となる23年２月期は10.5ヶ月決算と
なっておりますので、対前期増減率は記載しておりません。また、23年２月期の1株当たり当期純利益、自己資本当期純利益率及び総資産経常利益率に
ついては、10.5ヶ月間の利益に対する数値となっております。 

(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 ％

23年2月期 37,092 ― 775 ― 724 ― 330 ―

22年3月期 41,120 4.3 794 223.8 725 120.5 337 149.5

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 ％ ％ ％

23年2月期 25,635.38 ― 9.5 4.0 2.1
22年3月期 25,691.83 ― 10.4 4.1 1.9

（参考） 持分法投資損益 23年2月期  ―百万円 22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

23年2月期 18,621 3,625 19.5 282,179.39
22年3月期 17,907 3,362 18.8 259,377.15

（参考） 自己資本   23年2月期  3,625百万円 22年3月期  3,362百万円

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

23年2月期 1,248 △517 △478 1,511
22年3月期 1,306 △595 △350 1,259

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 ％ ％

22年3月期 ― 0.00 ― 4,000.00 4,000.00 51 15.6 1.6
23年2月期 ― 0.00 ― 4,200.00 4,200.00 53 16.4 1.6

24年2月期 
（予想）

― 0.00 ― 4,200.00 4,200.00 ―

3.  24年2月期の連結業績予想（平成23年2月16日～平成24年2月15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）

（注）23年２月期は、決算期変更により10.5ヶ月決算となっておりますのです、24年2月期の連結業績予想の第2四半期連結累計期間及び通期の対前年増
減率については記載しておりません。 

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

21,105 ― 373 ― 327 ― 181 ― 14,086.70

通期 42,947 ― 972 ― 900 ― 456 ― 35,489.14



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、15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、22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 無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 23年2月期 13,340株 22年3月期 13,340株

② 期末自己株式数 23年2月期  491株 22年3月期  378株

（参考）個別業績の概要 

1.  23年2月期の個別業績（平成22年4月1日～平成23年2月15日） 

（注）23年２月期は、決算期変更により10.5ヶ月決算となっておりますので、対前期増減率は記載しておりません。また、23年２月期の1株当たり当期純利益
については、10.5ヶ月間の利益に対する数値となっております。 

(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 ％

23年2月期 37,237 ― 730 ― 723 ― 334 ―

22年3月期 41,425 5.1 694 414.6 727 134.4 353 149.2

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

23年2月期 25,966.66 ―

22年3月期 26,923.74 ―

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

23年2月期 18,607 3,603 19.4 280,484.19
22年3月期 17,877 3,335 18.7 257,367.12

（参考） 自己資本 23年2月期  3,603百万円 22年3月期  3,335百万円

※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、企業業績の改善や設備投資の回復など、一部で回復基調を示しているも

のの、雇用環境も依然として厳しく、個人消費も政府の消費刺激策もありましたが継続的な回復には至っておら

ず、先行きが不透明な状況でした。 

 当ドラッグストア業界におきましても、業界の垣根を越えた小売業全体での競争が激化する中、消費者の生活防

衛意識や節約志向の高まりもあり、小売業全体での低価格競争が続いており、経営環境はなお予断を許さない状況

となっております。 

 このような情勢の中、当社グループ（当社及び連結子会社）といたしましては、お客様に選ばれる店づくりとし

て全面改装および医薬品売場を中心にした買いやすい売場作りのための部分改装を実施し、満足いただけるサービ

スを提供する人づくりのための従業員教育を行ってまいりました。 

販売面では、毎日安心してお買い物をしていただける環境づくりとして、チラシの削減および毎月1ヶ月間の特

売価格を設定しエブリデー・セイム・ロープライスの実現を目指し販売活動を行いました。 

店舗運営面では、ローコスト・オペレーションの実現のための作業改善および自動発注システムの実験運用を開

始いたしました。 

店舗面では、シティドラッグ１店舗とドラッグストア２店舗、スーパードラッグストア２店舗の５店舗を新設い

たしました。一方、既存店の見直しの中３店舗の閉店を行いました。これにより平成23年２月15日現在の店舗数は

ドラッグストア120店舗、調剤薬局11店舗の計131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370億92百万円、営業利益は７億75百万円、経常利益は７億24百万

円、当期純利益は３億30百万円となりました。 

なお、当連結会計年度は、決算期変更により10.5ヶ月決算となっておりますので、前年同期比については記載

しておりません。  

 セグメント別の業績は次のとおりであります。 

（ドラッグストア事業） 

 ドラッグストア事業におきましては、消費者の生活防衛意識や節約志向の高まりから、消費は低調に推移いたし

ましたが、猛暑の影響による飲料等の夏物商材の売上は好調に推移いたしました。しかし、昨年度の新型インフル

エンザによる特需の反動でマスク等の売上は減少いたしました。そのような状況の中、改装等による既存店の活性

化及び営業時間の延長を19店舗で実施したことなどにより、売上高は354億25百万円となりました。売上総利益に

つきましては、前期のマスク等の特需による反動で当連結会計年度は売上総利益率が前期比で低下し売上総利益は

81億50百万円となりました。経費面では、チラシの削減などローコスト運営を行い販売費及び一般管理費は75億28

百万円でした。それらの結果、営業利益は６億22百万円となりました。 

（調剤薬局事業） 

 調剤薬局事業におきましては、薬価の改正により薬価の引き下げが行われましたが、既存店の売上は前年並みを

維持し、昨年度出店の薬局の売上が伸張したことなどにより売上高は15億50百万円となりました。経費面では、前

期出店の新店経費負担が無くなり販売費及び一般管理費は３億77百万円となり、営業利益は１億16百万円となりま

した。 

（その他） 

 その他の主たる事業である不動産賃貸業におきましては、売上高は１億16百万円、営業利益は36百万円となりま

した。 

１．経営成績
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（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) 

 今後の見通しといたしましては、北海道経済は持ち直しの動きが見られるものの雇用や所得環境は依然として厳

しく、個人消費につきましても節約傾向は続き、経営環境は依然として厳しい状況で推移することが予想されま

す。また、東北地方太平洋沖地震の国内経済に与える甚大な影響は計りしれないものがあり、予断を許さない状況

であると考えております。 

当社の属するドラッグストア業界におきましては、他の小売業の医薬品販売への参入や業務提携・資本提携、Ｍ

＆Ａ等の企業統合、企業再編、小売業全体を巻き込んだ出店競争や価格競争が継続すると思われます。 

 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善による業務効率向上を推進していく方針であります。  

 東北地方太平洋沖地震が当社に与える影響は現在のところ予測困難ですが、全社一体となってより一層の収益改

善に取組むことにより、通期連結業績見通しといたしましては、売上高は429億47百万円、営業利益は９億72百万

円、経常利益は９億円、当期純利益は４億56百万円を予想しております。  

   

(2）財政状態に関する分析 

  ① 資産、負債及び純資産の状況 

ア．資産 

  流動資産は、前連結会計年度末に比べ、5.2％増加し、67億86百万円となりました。その主な要因は、現金及び預

金が２億51百万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、3.3％増加し、118億34百万円となりました。その主な要因は、新規出店な

どにより有形固定資産が２億17百万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、4.0％増加し、186億21百万円となりました。 

イ．負債 

  流動負債は、前連結会計年度末に比べ、6.9％増加し、90億82百万円となりました。その主な要因は、買掛金が４

億44百万円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、2.2％減少し、59億13百万円となりました。その主な要因は、長期借入金

が３億81百万円減少しましたが、リース債務が１億72百万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、3.1％増加し、149億95百万円となりました。 

ウ．純資産  

  純資産合計は、前連結会計年度末に比べ、7.8％増加し、36億25百万円となりました。その主な要因は、利益剰余

金が当期純利益により３億30百万円増加し、配当金の支払により51百万円減少したことなどによります。 

                   （単位：千円） 

  
分類 

  

前連結会計年度
（自平成21年４月１日 
至平成22年３月31日）

  当連結会計年度 
（自平成22年４月１日 
至平成23年２月15日） 

  

構成比（％） 構成比（％）

  

商  

  

品  

  

  

  

ヘルスケア  8,226,705  20.0  7,088,279  19.1

ビューティーケア  9,172,212  22.3  8,203,032  22.1

ベビーケア  1,100,549  2.7  923,130  2.5

ホームケア  6,191,573  15.0  5,714,166  15.4

フード  13,722,759  33.4  12,707,708  34.3

調剤  1,752,664  4.3  1,614,119  4.4

その他  824,914  2.0  725,712  1.9

 小計  40,991,378  99.7  36,976,148  99.7

不動産賃貸料   129,429  0.3  116,578  0.3

 合計   41,120,807  100.0  37,092,726  100.0
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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、２億51百万

円増加し、当連結会計年度末には、15億11百万円となりました。 

  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12億48百万円であり、その主な要因は、税金等調整前当期

純利益が５億85百万円、仕入債務が４億44百万円増加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５億17百万円であり、その主な要因は、有形固定資産の取

得により３億69百万円支出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支出額は４億78百万円であり、その主な要因は、長期借入れによる

収入が12億50百万円、長期借入金の返済による支出が14億97百万円あったことなどによります。 

  

（参考）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。 

※平成23年２月期は、決算期変更により10.5ヶ月決算となっておりますので、キャッシュ・フロー対有利子負債比率

およびインタレスト・カバレッジ・レシオについては、10.5ヶ月のキャッシュ・フロー及び利払いに対する数値と

なっております。 

  

(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4,200円とし第29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4,200円を計画しております。 

 また、株主優待制度を設け、２月15日現在の１単元以上の株主さまに対しては、有効期間12ヶ月の5％割引株主優

待カードおよび自社商品券又は名産品の贈呈を予定しております。  

  

(4）事業等のリスク 

 近の有価証券報告書（平成22年6月30日提出）における「事業等のリスク」から重要な変更がないため開示を省

略します。   

  平成20年３月期 平成21年３月期 平成22年３月期 平成23年２月期

自己資本比率（％）  22.3  17.8  18.8  19.5

時価ベースの自己資本比率（％）  19.1  6.4  10.3  10.8

キャッシュ・フロー対有利子負債比率（年）  11.2  27.8  7.2  7.4

インタレスト・カバレッジ・レシオ（倍）  8.8  3.0  10.7  12.6
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 当社グループは、当社及び連結子会社１社ならびにその他の関係会社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ならびにその他の関係会社の当該事業における位置付けは次のとおり

であります。 

  

（注）1.当社発行済株式総数の30.7％を所有しておりますが、役員の兼任、持株以外の関係（販売・技術・生産 

    ・人事等）はありません。 

   2.「主要な事業の内容」欄は、当社株式の保管、運用を目的とした会社であるため該当なしとしておりま 

    す。      

  

［事業系統図］ 

 
  

２．企業集団の状況

名称  主要な事業の内容 

 ㈱サッポロドラッグストアー  薬局および店舗販売業に基づく医薬品等の販売 

 ㈱サッポロドラッグサポート  店舗販売業に基づく医薬品等の販売 

 ㈱トミーコーポレーション（注）1.2          ────── 
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(1）会社の経営の基本方針 

(2）目標とする経営指標 

(3）中長期的な会社の経営戦略 

 上記の各項目につきましては、平成21年３月期決算短信（平成21年５月15日開示）により開示を行った内容から重

要な変更がないため開示を省略します。 

 当該決算短信は、次のＵＲＬからご覧いただくことができます。 

（当社ホームページ） 

http://www.sapporo-drug.co.jp/ 

（大阪証券取引所 上場会社情報） 

http://www.ose.or.jp/listed_company_info/ 

  

(4）会社の対処すべき課題 

 ドラッグストア業界は、改正薬事法の影響により、医薬品販売における他の小売業の参入が容易になり、統合・再

編成の動きをはじめ小売業全体を巻きこんだ出店競争、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
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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22年３月31日) 

当連結会計年度 
(平成23年２月15日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 1,259,200 1,511,187

売掛金 308,143 362,841

商品 4,158,642 4,285,832

貯蔵品 3,372 9,785

繰延税金資産 148,255 116,604

その他 570,936 500,536

流動資産合計 6,448,550 6,786,788

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 ※1  3,862,479 ※1  3,943,704

減価償却累計額 △926,027 △1,107,613

建物及び構築物（純額） 2,936,452 2,836,091

車両運搬具 12,045 12,744

減価償却累計額 △10,344 △9,234

車両運搬具（純額） 1,701 3,509

工具、器具及び備品 1,242,734 1,281,268

減価償却累計額 △867,598 △936,812

工具、器具及び備品（純額） 375,135 344,455

土地 ※1  4,606,930 ※1  4,766,593

リース資産 639,567 891,165

減価償却累計額 △83,731 △149,404

リース資産（純額） 555,835 741,760

建設仮勘定 － 1,575

有形固定資産合計 8,476,054 8,693,986

無形固定資産 77,268 84,340

投資その他の資産   

投資有価証券 45,851 56,233

差入保証金 1,496,385 1,505,423

敷金 1,264,269 1,341,951

繰延税金資産 138,569 171,936

その他 33,947 27,874

貸倒引当金 △73,244 △47,244

投資その他の資産合計 2,905,779 3,056,175

固定資産合計 11,459,103 11,834,502

資産合計 17,907,653 18,621,290
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（単位：千円）

前連結会計年度 
(平成22年３月31日) 

当連結会計年度 
(平成23年２月15日) 

負債の部   

流動負債   

買掛金 3,762,570 4,206,886

短期借入金 ※1  1,900,000 ※1  1,800,000

1年内返済予定の長期借入金 ※1  1,735,453 ※1  1,869,608

リース債務 62,854 102,959

未払法人税等 259,259 112,023

未払消費税等 14,536 66,591

繰延税金負債 － 94

賞与引当金 216,947 172,840

ポイント引当金 25,158 42,080

その他 521,183 709,451

流動負債合計 8,497,962 9,082,534

固定負債   

長期借入金 ※1  5,159,980 ※1  4,778,690

リース債務 515,031 687,330

退職給付引当金 168,018 142,964

役員退職慰労引当金 101,125 81,187

長期リース資産減損勘定 6,951 1,078

資産除去債務 － 135,250

その他 96,536 86,532

固定負債合計 6,047,644 5,913,033

負債合計 14,545,606 14,995,568

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 2,485,928 2,764,699

自己株式 △45,341 △60,533

株主資本合計 3,361,965 3,625,544

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 81 178

評価・換算差額等合計 81 178

純資産合計 3,362,046 3,625,722

負債純資産合計 17,907,653 18,621,290
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（２）連結損益計算書 

（単位：千円）

前連結会計年度 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成22年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成23年２月15日) 

売上高 41,120,807 37,092,726

売上原価 ※1  31,418,316 ※1  28,401,187

売上総利益 9,702,491 8,691,538

販売費及び一般管理費 ※2  8,907,953 ※2  7,916,122

営業利益 794,538 775,416

営業外収益   

受取利息 74 431

受取配当金 1,167 1,127

固定資産受贈益 11,648 16,971

受取手数料 11,521 9,334

その他 37,626 28,846

営業外収益合計 62,039 56,711

営業外費用   

支払利息 122,159 98,924

その他 9,387 8,613

営業外費用合計 131,547 107,538

経常利益 725,030 724,588

特別損失   

減損損失 ※5  51,093 ※5  65,579

店舗閉鎖損失 ※4  22,377 ※4  15,002

貸倒引当金繰入額 29,744 －

貸倒損失 1,660 －

投資有価証券売却損 － 242

固定資産除却損 － ※3  194

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 58,046

特別損失合計 104,876 139,066

税金等調整前当期純利益 620,153 585,521

法人税、住民税及び事業税 316,814 256,589

法人税等調整額 △34,122 △1,687

法人税等合計 282,691 254,902

少数株主損益調整前当期純利益 － 330,619

当期純利益 337,462 330,619
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（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21年４月１日 
 至 平成22年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成23年２月15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 2,201,825 2,485,928

当期変動額   

剰余金の配当 △53,360 △51,848

当期純利益 337,462 330,619

当期変動額合計 284,102 278,771

当期末残高 2,485,928 2,764,699

自己株式   

前期末残高 － △45,341

当期変動額   

自己株式の取得 △45,341 △15,192

当期変動額合計 △45,341 △15,192

当期末残高 △45,341 △60,533

株主資本合計   

前期末残高 3,123,204 3,361,965

当期変動額   

剰余金の配当 △53,360 △51,848

当期純利益 337,462 330,619

自己株式の取得 △45,341 △15,192

当期変動額合計 238,760 263,579

当期末残高 3,361,965 3,625,544

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金   

前期末残高 △303 81

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 385 96

当期変動額合計 385 96

当期末残高 81 178

評価・換算差額等合計   

前期末残高 △303 81

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 385 96

当期変動額合計 385 96

当期末残高 81 178
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（単位：千円）

前連結会計年度 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成22年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成23年２月15日) 

純資産合計   

前期末残高 3,122,900 3,362,046

当期変動額   

剰余金の配当 △53,360 △51,848

当期純利益 337,462 330,619

自己株式の取得 △45,341 △15,192

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 385 96

当期変動額合計 239,145 263,676

当期末残高 3,362,046 3,625,722
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（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21年４月１日 
 至 平成22年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成23年２月15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 620,153 585,521

減価償却費 518,384 438,314

リース資産減損勘定の増減額（△は減少） △13,226 △5,873

店舗閉鎖損失 7,646 －

減損損失 51,093 65,579

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 58,046

貸倒引当金の増減額（△は減少） 29,744 －

賞与引当金の増減額（△は減少） △11,388 △44,107

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） － △19,938

ポイント引当金の増減額（△は減少） △6,020 16,922

退職給付引当金の増減額（△は減少） 23,260 △25,054

受取利息及び受取配当金 △1,242 △1,559

固定資産受贈益 △11,648 △16,971

支払利息 122,159 98,924

貸倒損失 1,660 －

固定資産除却損 － 194

投資有価証券売却損益（△は益） － 242

売上債権の増減額（△は増加） 138,484 △54,697

たな卸資産の増減額（△は増加） △53,759 △133,603

仕入債務の増減額（△は減少） △117,497 444,315

未払消費税等の増減額（△は減少） △21,667 52,054

その他 121,855 290,585

小計 1,397,993 1,748,897

利息及び配当金の受取額 1,242 1,559

利息の支払額 △92,757 △94,434

法人税等の還付額 86,977 341

法人税等の支払額 △86,789 △408,155

営業活動によるキャッシュ・フロー 1,306,665 1,248,208

投資活動によるキャッシュ・フロー   

投資有価証券の取得による支出 － △12,592

投資有価証券の売却による収入 － 2,130

有形固定資産の取得による支出 △690,836 △369,944

無形固定資産の取得による支出 △10,258 △17,372

敷金及び保証金の差入による支出 △44,084 △221,583

敷金及び保証金の回収による収入 140,467 108,863

預り保証金の受入による収入 14,590 7,354

預り保証金の返還による支出 △3,152 △17,358

その他 △2,270 2,632

投資活動によるキャッシュ・フロー △595,544 △517,871
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（単位：千円）

前連結会計年度 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成22年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成23年２月15日) 

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） 350,000 △100,000

長期借入れによる収入 1,330,000 1,250,000

長期借入金の返済による支出 △1,856,304 △1,497,135

リース債務の返済による支出 △50,145 △64,200

自己株式の取得による支出 △45,341 △15,192

配当金の支払額 △53,309 △51,821

その他 △25,357 －

財務活動によるキャッシュ・フロー △350,458 △478,349

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 360,663 251,987

現金及び現金同等物の期首残高 898,536 1,259,200

現金及び現金同等物の期末残高 ※  1,259,200 ※  1,511,187
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 該当事項はありません。 

  

  近の有価証券報告書（平成22年６月30日提出）における記載から重要な変更がないため開示を省略します。 

  

  

   

継続企業の前提に関する注記

連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項

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21年４月１日 
至 平成22年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成22年４月１日 
至 平成23年２月15日） 

（退職給付に係る会計基準）   

 当連結会計年度より、「「退職給付に係る会計基準」

の一部改正（その３）」（企業会計基準第19号 平成20

年７月31日）を適用しております。 

 なお、これによる営業利益、経常利益及び税金等調整

前当期純利益に与える影響はありません。  

             ──────  

（不動産賃貸料及び不動産賃貸料原価の会計処理）   

 不動産賃貸料及び不動産賃貸料原価については、従

来、営業外収益及び営業外費用に計上しておりました

が、自社物件の賃貸料収入が会社の主たる事業目的に付

随する業務により生じた収入であり、店舗網の拡大等に

伴って今後とも増加することが予想されることから、経

営成績をより適切に表示するため、当連結会計年度より

売上高及び売上原価に含めて計上する方法に変更してお

ります。 

 この変更により、従来の方法によった場合に比べ、売

上高は129,429千円、売上総利益及び営業利益は52,945千

円それぞれ増加しておりますが、経常利益及び税金等調

整前当期純利益に与える影響はありません。 

             ──────  

            ──────   （資産除去債務に関する会計基準の適用）  

 当連結会計年度より、「資産除去債務に関する会計基

準」（企業会計基準第18号 平成20年３月31日）及び「資

産除去債務に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準

適用指針第21号 平成20年３月31日）を適用しておりま

す。 

 これにより、当連結会計年度の営業利益、経常利益は

8,722千円、税金等調整前当期純利益は、66,769千円減少し

ております。また、当会計基準等の適用開始による資産除

去債務の変動額は、130,160千円であります。  

表示方法の変更

                    前連結会計年度 
（自 平成21年４月１日 
至 平成22年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成22年４月１日 
至 平成23年２月15日） 

            ──────   （連結損益計算書関係）  

 「連結財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第22

号 平成20年12月26日）に基づく「財務諸表等の用語、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21年３月24日 内閣府令第５号）の適用によ

り、当連結会計年度では、「少数株主損益調整前当期純利

益」の科目で表示しております。 
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注記事項

（連結貸借対照表関係）

前連結会計年度 
（平成22年３月31日） 

当連結会計年度 
（平成23年２月15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 千円233,424

土地 千円472,888

計 千円706,313

建物 千円221,875

土地 千円472,888

計 千円694,764

 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        千円706,313

(１年以内返済予定長期借入金を含む) 

 なお、上記借入金に係る抵当権は2,540千円、根

抵当権極度額は820,000千円であります。  

短期借入金      千円1,200,000

長期借入金      千円3,576,148

(１年以内返済予定長期借入金を含む) 

計      千円4,776,148

２ 当社は、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀

行８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 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。 

8

貸出コミットメントの総額 千円1,500,000

借入実行残高 千円－

差引額 千円1,500,000

貸出コミットメントの総額 千円1,500,000

借入実行残高 千円900,000

差引額 千円600,000

３ 財務制限条項 

平成21年12月30日付のコミットメント契約 

個別貸借対照表及び連結貸借対照表における「純資

産の部」の金額を平成21年３月決算期末日（純資産の

部合計 千円・ 千円）の ％以上に

維持することとされております。 

また、個別損益計算書及び連結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とさ

れております。   

3,080,665 3,122,900 75

３ 財務制限条項 

         同左 
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（連結損益計算書関係）

前連結会計年度 
（自 平成21年４月１日 
至 平成22年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成22年４月１日 
至 平成23年２月15日） 

※１ 通常の販売目的で保有する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。 

※１ 通常の販売目的で保有する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       千円9,747 売上原価       千円12,455

※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        千円629,714

広告宣伝費       千円522,245

給与及び諸手当      千円3,029,378

賞与引当金繰入額        千円216,947

退職給付費用        千円36,084

減価償却費        千円481,236

地代家賃      千円1,601,206

販売促進費        千円606,198

広告宣伝費       千円386,091

ポイント引当金繰入額      千円16,922

給与及び諸手当      千円2,785,947

賞与引当金繰入額        千円172,840

退職給付費用        千円36,582

減価償却費        千円406,778

地代家賃      千円1,366,015

 ３         ────── ※３ 固定資産除却損の内容は次のとおりであります。 

    車輌運搬具       千円160

器具備品          千円33

計         千円194

※４ 店舗閉鎖損失の内容は次のとおりであります。 ※４ 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       千円11,505

退店違約金等          千円10,872

計         千円22,377

原状復帰費用       千円6,622

退店違約金等          千円8,379

計         千円15,002

※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いたしました。 

※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いたしました。 

場所 用途 種類 その他

道内各地
店舗 

12
店舗 建物等 －

場所 用途 種類 その他

道内各地
店舗 

6
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 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。 

51,093

 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 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。 

65,579

建物及び構築物 千円35,411

器具備品     千円9,528

建設仮勘定  千円2,350

リース資産        千円3,802

計       千円51,093

建物及び構築物 千円39,398

器具備品     千円23,152

リース資産 千円1,879

ソフトウェア        千円1,150

計       千円65,579

 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 ％で割引いて算

定しております。  

4.47

 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 ％で割引いて算

定しております。  

4.56
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前連結会計年度（自 平成21年４月１日  至 平成22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 

   （注）普通株式の自己株式の株式数の増加378株は、取締役会決議による自己株式の取得によるものであります。 

  

 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（注）  －  378  －  378

合計  －  378  －  378

 （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21年６月26日 

定時株主総会 
普通株式    53,360          4,000  平成21年３月31日  平成21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22年６月29日 

定時株主総会 
 普通株式   51,848  利益剰余金   4,000  平成22年３月31日  平成22年６月30日 
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当連結会計年度（自 平成22年４月１日  至 平成23年２月15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113株は、取締役会決議による自己株式の取得によるものであります。 

  

 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（注）  378  113  －  491

合計  378  113  －  491

 （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22年６月29日 

定時株主総会 
普通株式    51,848          4,000  平成22年３月31日  平成22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23年５月13日 

定時株主総会 
 普通株式   53,965  利益剰余金   4,200  平成23年２月15日  平成23年５月16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21年４月１日 
至 平成22年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成22年４月１日 
至 平成23年２月15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22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23年２月15日現在）

  

現金及び預金勘定 千円1,259,200

現金及び現金同等物 千円1,259,200

現金及び預金勘定 千円1,511,187

現金及び現金同等物 千円1,511,187
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 前連結会計年度（自 平成21年４月１日 至 平成22年３月31日）  

 医薬品・化粧品等の小売事業の売上高、営業利益及び資産の金額は、全セグメントの売上高の合計、営業利益

及び全セグメントの資産の金額の合計額に占める割合がいずれも90％超であるため、事業の種類別セグメント情

報の記載を省略しております。  

 前連結会計年度（自 平成21年４月１日 至 平成22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21年４月１日 至 平成22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（自 平成21年４月１日 至 平成22年３月31日） 

１．報告セグメントの概要 

 当社グループの報告セグメントは、当社の構成単位のうち分離された財務情報が入手可能であり、取締役会

が、経営資源配分の決定及び業績を評価するために、定期的に検討を行う対象となっているものであります。  

 当社グループは、本社に事業別の部署を置き、各部署は、包括的な戦略を立案し、事業展開をしております。

 したがって、当社グループは、事業別のセグメントから構成されており、「ドラッグストア事業」及び「調剤

薬局事業」の２つを報告セグメントとしております。 

 「ドラッグストア事業」は、医薬品・化粧品等を販売しており、「調剤薬局事業」は、調剤薬局を運営してお

ります。   

  

２．報告セグメントの利益（又は損失）、資産の額の測定方法 

 報告されている事業セグメントの会計処理の方法は、「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項」に

おける記載と概ね同一であります。又、報告セグメントの利益は、営業利益ベースの数値であります。 

  

３．報告セグメントの利益（又は損失）、資産に関する情報 

                                           （単位：千円）  

（注）1．「その他」の区分は、報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、不動産事業等であります。 

２. セグメント資産の調整額は、各報告セグメントに配分していない全社資産であります。 

   

４．報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報 

                                 （単位：千円）  

（セグメント情報等）

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

（セグメント情報）

  
  

報告セグメント 
その他  

 （注1） 
調整額  

   (注2） 
連結財務諸表
計上額   ドラッグストア

事業  
調剤薬局事業 合計  

 売上高     

 外部顧客への売上高    39,273,615  1,717,763  40,991,378   129,429  － 41,120,807

 セグメント間の内部売上 

 高又は振替高 
 － － －   －  －  －

 計  39,273,615  1,717,763  40,991,378  129,429  － 41,120,807

  セグメント利益 666,171 87,421 753,593   40,945  － 794,538

  セグメント資産 14,640,394 278,357 14,918,752   1,156,413  1,832,487 17,907,653

  その他の項目                                    

   減価償却費 455,575 25,661 481,236   37,147  － 518,384

  
  

ドラッグストア
事業   

調剤薬局事業 合計  

 減損損失 49,896 1,197  51,093
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当連結会計年度（自 平成22年４月１日 至 平成23年２月15日） 

１．報告セグメントの概要 

 当社グループの報告セグメントは、当社の構成単位のうち分離された財務情報が入手可能であり、取締役会

が、経営資源配分の決定及び業績を評価するために、定期的に検討を行う対象となっているものであります。  

 当社グループは、本社に事業別の部署を置き、各部署は、包括的な戦略を立案し、事業展開をしております。

 したがって、当社グループは、事業別のセグメントから構成されており、「ドラッグストア事業」及び「調剤

薬局事業」の２つを報告セグメントとしております。 

 「ドラッグストア事業」は、医薬品・化粧品等を販売しており、「調剤薬局事業」は、調剤薬局を運営してお

ります。   

  

２．報告セグメントの利益（又は損失）、資産の額の測定方法 

 報告されている事業セグメントの会計処理の方法は、「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項」に

おける記載と概ね同一であります。又、報告セグメントの利益は、営業利益ベースの数値であります。 

  

３．報告セグメントの利益（又は損失）、資産に関する情報 

                                           （単位：千円）  

（注）1．「その他」の区分は、報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、不動産事業等であります。 

２. セグメント資産の調整額は、各報告セグメントに配分していない全社資産であります。 

   

３．報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報 

                                 （単位：千円）  

  

（追加情報） 

 当連結会計年度より、「セグメント情報等の開示に関する会計基準」（企業会計基準第17号 平成21年３月27

日）及び「セグメント情報等の開示に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第20号 平成20年３

月21日）を適用しております。 

  

  
  

報告セグメント 
その他  

 （注1） 
調整額  

   (注2） 
連結財務諸表
計上額   ドラッグストア

事業  
調剤薬局事業 合計  

 売上高     

 外部顧客への売上高    35,425,910  1,550,237  36,976,148   116,578  － 37,092,726

 セグメント間の内部売上 

 高又は振替高 
 － － －   －  －  －

 計  35,425,910  1,550,237  36,976,148  116,578  － 37,092,726

  セグメント利益 622,206 116,469 738,675   36,740  － 775,416

  セグメント資産 15,047,805 352,337 15,400,143   1,128,084  2,093,063 18,621,290

  その他の項目                                    

   減価償却費 386,344 20,434 406,778   31,535  － 438,314

  
  

ドラッグストア
事業   

調剤薬局事業 合計  

 減損損失 43,673 21,906  65,579
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 （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。 

  

 該当事項はありません。  

  

 リース取引、金融商品関係、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、資産除去債務、賃貸等不動産関係、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。 

（１株当たり情報）

前連結会計年度 
（自 平成21年４月１日 
至 平成22年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成22年４月１日 
至 平成23年２月15日） 

１株当たり純資産額 円 銭 259,377 15

１株当たり当期純利益金額 円 銭 25,691 83

１株当たり純資産額 円 銭 282,179 39

１株当たり当期純利益金額 円 銭 25,635 38

 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。 

 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

（自 平成21年４月１日 
至 平成22年３月31日） 

当連結会計年度
（自 平成22年４月１日 
至 平成23年２月15日） 

１株当たり当期純利益金額      

 当期純利益（千円）  337,462  330,619

 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）  337,462  330,619

 期中平均株式数（株）  13,135  12,897

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 

      ────── 

  

      ────── 

  

（重要な後発事象）

（開示の省略）
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５．個別財務諸表 
（１）貸借対照表 

（単位：千円）

前事業年度 
(平成22年３月31日) 

当事業年度 
(平成23年２月15日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 1,218,795 1,489,989

売掛金 308,143 362,841

商品 4,158,642 4,285,832

貯蔵品 3,372 9,785

前払費用 189,380 103,827

未収入金 381,495 394,296

繰延税金資産 148,215 116,604

その他 － 2

流動資産合計 6,408,045 6,763,178

固定資産   

有形固定資産   

建物 3,394,718 3,431,144

減価償却累計額 △709,255 △849,292

建物（純額） 2,685,462 2,581,852

構築物 467,761 512,560

減価償却累計額 △216,772 △258,321

構築物（純額） 250,989 254,238

車両運搬具 12,045 12,744

減価償却累計額 △10,344 △9,234

車両運搬具（純額） 1,701 3,509

工具、器具及び備品 1,242,734 1,281,268

減価償却累計額 △867,598 △936,812

工具、器具及び備品（純額） 375,135 344,455

土地 4,606,930 4,766,593

リース資産 639,567 891,165

減価償却累計額 △83,731 △149,404

リース資産（純額） 555,835 741,760

建設仮勘定 － 1,575

有形固定資産合計 8,476,054 8,693,986

無形固定資産   

電話加入権 5,191 5,191

ソフトウエア 72,077 72,001

リース資産 － 7,148

無形固定資産合計 77,268 84,340

投資その他の資産   

投資有価証券 45,851 56,233

関係会社株式 10,000 10,000

長期前払費用 27,718 21,955

差入保証金 1,496,385 1,505,423

敷金 1,264,269 1,341,951

繰延税金資産 138,569 171,936

その他 6,228 5,919

貸倒引当金 △73,244 △47,244

投資その他の資産合計 2,915,779 3,066,175

固定資産合計 11,469,103 11,844,502

資産合計 17,877,148 18,607,681
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（単位：千円）

前事業年度 
(平成22年３月31日) 

当事業年度 
(平成23年２月15日) 

負債の部   

流動負債   

買掛金 3,762,570 4,206,886

短期借入金 1,900,000 1,800,000

1年内返済予定の長期借入金 1,735,453 1,869,608

リース債務 62,854 102,959

未払金 265,759 617,527

未払費用 241,969 69,940

未払法人税等 259,000 112,000

未払消費税等 － 66,591

賞与引当金 216,947 172,840

ポイント引当金 25,158 42,080

その他 23,700 30,173

流動負債合計 8,493,412 9,090,606

固定負債   

長期借入金 5,159,980 4,778,690

リース債務 515,031 687,330

退職給付引当金 168,018 142,964

役員退職慰労引当金 101,125 81,187

長期リース資産減損勘定 6,951 1,078

資産除去債務 － 135,250

その他 96,636 86,632

固定負債合計 6,047,744 5,913,133

負債合計 14,541,156 15,003,740

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 1,919,600 2,219,600

繰越利益剰余金 536,873 519,917

利益剰余金合計 2,459,873 2,742,917

自己株式 △45,341 △60,533

株主資本合計 3,335,911 3,603,762

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 81 178

評価・換算差額等合計 81 178

純資産合計 3,335,992 3,603,941

負債純資産合計 17,877,148 18,607,681
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（２）損益計算書 

（単位：千円）

前事業年度 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成22年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成23年２月15日) 

売上高 41,425,771 37,237,707

売上原価   

商品期首たな卸高 4,104,989 4,158,642

当期商品仕入高 31,839,616 28,704,546

合計 35,944,606 32,863,189

他勘定振替高 63,283 31,713

商品期末たな卸高 4,158,642 4,285,832

商品売上原価 31,722,679 28,545,643

売上総利益 9,703,091 8,692,063

販売費及び一般管理費 9,008,547 7,961,161

営業利益 694,544 730,902

営業外収益   

受取利息 74 431

受取配当金 40,167 16,127

固定資産受贈益 11,648 16,971

受取手数料 11,521 9,334

業務受託料 63,137 28,599

その他 37,610 28,839

営業外収益合計 164,160 100,303

営業外費用   

支払利息 122,159 98,924

その他 9,387 8,613

営業外費用合計 131,547 107,538

経常利益 727,157 723,667

特別損失   

減損損失 51,093 65,579

店舗閉鎖損失 22,377 15,002

貸倒引当金繰入額 29,744 －

貸倒損失 1,660 －

固定資産除却損 － 194

投資有価証券売却損 － 242

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 58,046

特別損失合計 104,876 139,066

税引前当期純利益 622,281 584,600

法人税、住民税及び事業税 303,957 251,529

法人税等調整額 △35,320 △1,820

法人税等合計 268,637 249,708

当期純利益 353,643 334,892
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（３）株主資本等変動計算書 

（単位：千円）

前事業年度 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成22年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成23年２月15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 1,819,600 1,919,600

当期変動額   

別途積立金の積立 100,000 300,000

当期変動額合計 100,000 300,000

当期末残高 1,919,600 2,219,600

繰越利益剰余金   

前期末残高 336,590 536,873

当期変動額   

別途積立金の積立 △100,000 △300,000

剰余金の配当 △53,360 △51,848

当期純利益 353,643 334,892

当期変動額合計 200,283 △16,955

当期末残高 536,873 519,917

利益剰余金合計   

前期末残高 2,159,590 2,459,873

当期変動額   

剰余金の配当 △53,360 △51,848

当期純利益 353,643 334,892

当期変動額合計 300,283 283,044

当期末残高 2,459,873 2,742,917
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（単位：千円）

前事業年度 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成22年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成23年２月15日) 

自己株式   

前期末残高 － △45,341

当期変動額   

自己株式の取得 △45,341 △15,192

当期変動額合計 △45,341 △15,192

当期末残高 △45,341 △60,533

株主資本合計   

前期末残高 3,080,969 3,335,911

当期変動額   

剰余金の配当 △53,360 △51,848

当期純利益 353,643 334,892

自己株式の取得 △45,341 △15,192

当期変動額合計 254,941 267,851

当期末残高 3,335,911 3,603,762

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金   

前期末残高 △303 81

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 385 96

当期変動額合計 385 96

当期末残高 81 178

評価・換算差額等合計   

前期末残高 △303 81

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 385 96

当期変動額合計 385 96

当期末残高 81 178

純資産合計   

前期末残高 3,080,665 3,335,992

当期変動額   

剰余金の配当 △53,360 △51,848

当期純利益 353,643 334,892

自己株式の取得 △45,341 △15,192

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 385 96

当期変動額合計 255,327 267,948

当期末残高 3,335,992 3,603,941
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 該当事項はありません。   

  

 該当事項はありません。  

継続企業の前提に関する注記

注記事項

（重要な後発事象）

㈱サッポロドラッグストアー（2786）　平成23年２月期決算短信



(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 

     該当事項はありません。 

   

６．その他
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