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第一部【企業情報】 
  

第１【企業の概況】 
  

１【主要な経営指標等の推移】 

(1）連結経営指標等 

（注）１．第24期連結会計年度より連結財務諸表を作成しているため、それ以前については記載しておりません。 

２．第24期連結会計年度は、連結財務諸表の作成初年度であり、連結子会社株式のみなし取得日が当連結会計年度の期末日で

あるため、連結貸借対照表のみを作成し、連結損益計算書及び、連結キャッシュ・フロー計算書については作成しており

ません。 

３．売上高には消費税等は含まれておりません。 

４．第25期中より「貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準」（企業会計基準第５号）及び「貸借対照表の純資産の

部の表示に関する会計基準等の適用指針」（企業会計基準適用指針第８号）を適用しております。 

５．潜在株式調整後１株当たり中間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。 

回次 第23期中 第24期中 第25期中 第23期 第24期

会計期間 

自平成16年 
３月１日 
至平成16年 
８月31日 

自平成17年
３月１日 
至平成17年 
８月31日 

自平成18年
３月１日 
至平成18年 
８月31日 

自平成16年 
３月１日 
至平成17年 
２月28日 

自平成17年
３月１日 
至平成18年 
２月28日 

売上高（百万円） － － 108,584 － －

経常利益（百万円） － － 4,987 － －

中間（当期）純利益（百万円） － － 2,018 － －

純資産額（百万円） － － 59,122 － 49,752

総資産額（百万円） － － 101,249 － 97,033

１株当たり純資産額（円） － － 861.95 － 1,663.99

１株当たり中間（当期）純利益金
額（円） 

－ － 33.77 － －

潜在株式調整後１株当たり中間
（当期）純利益金額（円） 

－ － － － －

自己資本比率（％） － － 50.9 － 51.3

営業活動によるキャッシュ・フロ
ー（百万円） 

－ － 7,764 － －

投資活動によるキャッシュ・フロ
ー（百万円） 

－ － △12,340 － －

財務活動によるキャッシュ・フロ
ー（百万円） 

－ － △5,334 － －

現金及び現金同等物の中間期末
（期末）残高（百万円） 

－ － 21,183 － －

従業員数 
（外、平均臨時雇用者数）（人） 

－ 
（－）

－
（－）

2,519
（3,504）

－ 
（－）

2,316
（3,279）



(2）提出会社の経営指標等 

（注）１．売上高には消費税等は含まれておりません。 

２．第25期中より「貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準」（企業会計基準第５号）及び「貸借対照表の純資産の

部の表示に関する会計基準等の適用指針」（企業会計基準適用指針第８号）を適用しております。 

３．平成18年３月１日付で、株式１株につき２株の株式分割を行っております。 

４．潜在株式調整後１株当たり中間（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。 

５．第25期中より連結キャッシュ・フロー計算書を作成しているため、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・フロー及び現金及び現金同等物の中間期末残高は記載しておりませ

ん。 

回次 第23期中 第24期中 第25期中 第23期 第24期

会計期間 

自平成16年 
３月１日 
至平成16年 
８月31日 

自平成17年
３月１日 
至平成17年 
８月31日 

自平成18年
３月１日 
至平成18年 
８月31日 

自平成16年 
３月１日 
至平成17年 
２月28日 

自平成17年
３月１日 
至平成18年 
２月28日 

売上高（百万円） 51,130 61,152 70,996 105,051 122,928

経常利益（百万円） 2,977 3,524 3,728 5,794 6,549

中間（当期）純利益（百万円） 1,665 2,023 1,857 3,139 3,744

資本金（百万円） 3,588 3,588 15,434 3,588 15,434

発行済株式総数（株） 26,144,000 26,144,000 59,788,000 26,144,000 29,894,000

純資産額（百万円） 21,297 24,368 51,353 22,526 49,746

総資産額（百万円） 41,361 51,793 81,660 41,569 80,864

１株当たり純資産額（円） 814.64 932.09 858.93 861.65 1,663.78

１株当たり中間（当期）純利益金額
（円） 

63.71 77.41 31.06 120.08 141.68

潜在株式調整後１株当たり中間（当
期）純利益金額（円） 

－ － － － －

１株当たり配当額（円） 6.00 6.00 4.00 12.00 14.00

自己資本比率（％） 51.5 47.0 62.9 54.2 61.5

営業活動によるキャッシュ・フロー
（百万円） 

2,607 3,429 － 3,072 3,618

投資活動によるキャッシュ・フロー
（百万円） 

△2,486 △2,174 － △6,012 △13,118

財務活動によるキャッシュ・フロー
（百万円） 

△130 4,843 － △287 33,240

現金及び現金同等物の中間期末(期
末)残高（百万円） 

9,271 12,152 － 6,053 29,795

従業員数 
（外、平均臨時雇用者数）（人） 

1,359 
（2,194）

1,620
（2,143）

1,797
（2,300）

1,418 
（1,936）

1,646
（2,157）



２【事業の内容】 

当中間連結会計期間において、当社グループ（当社及び当社の関係会社）が営む事業の内容について、重要な変更はありませ

ん。また、主要な関係会社における異動もありません。 

  

３【関係会社の状況】 

当中間連結会計期間において、重要な関係会社の異動はありません。 

  

４【従業員の状況】 

(1）連結会社の状況 

 （注）１．従業員数は就業人員であり、（  ）内に臨時雇用者数（パートタイマー及びアルバイト（1日8時間換算））は当中間

連結会計期間の平均人員を外数で記載しております。 

２．全社（共通）として、記載されている従業員数は、特定のセグメントに区分できない管理部門に所属しているものであ

ります。 

  

(2)提出会社の状況 

 （注）従業員数は就業人員であり、（ ）内に臨時雇用者数（パートタイマー及びアルバイト（１日８時間換算））を外数で記載

しております。 

  

(3）労働組合の状況 

連結子会社である㈱ジャパンは平成18年７月に『ＵＩゼンセン同盟ジャパンユニオン』を結成しております。労働組合との

間に特記すべき事項はありません。 

  

  

  平成18年８月31日現在

事業の種類別セグメントの名称 従業員数（人）

ドラッグストア事業 1,795（2,300） 

ディスカウントストア事業 722（1,204） 

全社（共通） 2（  －） 

合計 2,519（3,504） 

  平成18年８月31日現在

従業員数（人） 1,797（2,300） 



第２【事業の状況】 
  

１【業績等の概要】 

当中間連結会計期間より中間連結損益計算書及び中間連結キャッシュ・フロー計算書を作成しているため、前年同期比較につ

いての記載は行っておりません。 

  

（1）業績 

当中間連結会計期間におけるわが国経済は、企業収益が高水準で推移する中で引き続き回復基調にありました。また、雇用者

所得も緩やかに増加しており、それに伴い、個人消費も、増加基調にありました。 

このような経済環境の中にありながら、一般小売業は、４～６月の天候不順の影響もあって横ばい圏での動きとなりました。

また、当社を含むドラッグストア業界においても、昨年と比べて花粉の飛散量が大幅に減少したことや、競争激化の影響を受け

るなど引き続き厳しい経営環境下にありました。 

このような状況の中、当社グループは引き続き積極的な店舗展開を実施し、グループ合計で新規出店24店舗、退店4店舗を実施

し、当中間連結会計期間末の総店舗数は492店舗となりました。 

この結果、当中間連結会計期間の業績は、売上高108,584百万円、営業利益4,590百万円、経常利益4,987百万円、中間純利益

2,018百万円となりました。 

なお、当中間連結会計期間には、営業外費用としてリース解約損が123百万円及び特別損失として減損損失498百万円（ドラッ

グストア事業計上分430百万円、ディスカウントストア事業計上分68百万円）が計上されております。 

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。 

① ドラッグストア事業は、当社（株式会社 スギ薬局）のみで構成されており、当中間連結会計期間においては、関東エリア

において進出第一号となるスギ薬局和光店（埼玉県和光市）を出店するなど、積極的な店舗展開を実施し、22店舗を出店し、2

店舗を退店致しました。その結果、当中間連結会計期間末店舗数は348店舗となりました。また、当中間連結会計期間の売上高

は、前述の積極的な店舗展開に加えて、既存店の売上高が前年同期比 5.7％増と堅調に推移した結果、70,996百万円となりま

した。 

売上総利益率は、薬価改訂にともなう調剤の売上総利益率の低下、および、花粉症関連商材の売上減少などの要因により若

干低下しましたが、コスト削減に努めた結果、売上高販管費比率は改善しました。 

この結果、ドラッグストア事業の営業利益は3,603百万円となりました。 

② ディスカウントストア事業は、株式会社ジャパンのみで構成されており、当中間連結会計期間においては、現状のディスカ

ウントストアに医薬品・健康食品・化粧品等の品揃えを強化し収益改善を目指す中、ドラッグジャパン加古川店（兵庫県加古

川市）およびドラッグジャパン狭山店（大阪府狭山市）の2店舗を新規出店し、2店舗を退店いたしました。その結果、当中間

連結会計期間末店舗数は144店舗となりました。 

また、チケット販売の中止等の要因により既存店の売上高は若干の減となり、当中間連結会計期間の売上高は37,555百万円

となりました。 

売上総利益率は、棚卸ロスの削減、値入率の向上、物流の効率化等により改善しましたが、社員研修及び店舗運営方法の改

革などにより人件費等が増加いたしました。 

この結果、ディスカウントストア事業の営業利益は1,130百万円となりました。 

  



（2）キャッシュ・フロー 

当中間連結会計期間における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、税金等調整前中間純利益が4,344百万円あった

ものの、定期預金への資金運用及び短期借入金の返済を主因に期首残高に比べ9,897百万円減少し、当中間連結会計期間末では

21,183百万円となりました。 

  

当中間連結会計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は、次のとおりであります。 

  

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

営業活動の結果得られた資金は、7,764百万円となりました。 

これは主に、税金等調整前中間純利益4,344百万円に対し、資金増加要因として仕入債務の増加額5,925百万円、減価償却費897

百万円、資金減少要因としてたな卸資産の増加1,906百万円、法人税等の支払額1,571百万円があったこと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、12,340百万円となりました。 

これは主に、資金運用として定期預金等の預入11,227百万円、新規出店24店舗による有形固定資産の取得による支出1,334百万

円があったこと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、5,334百万円となりました。 

これは主に、短期借入金の返済による支出5,000百万円、配当金の支払額237百万円があったことによるものであります。 



２【仕入実績及び販売の状況】 

  当中間会計期間より連結損益計算書を作成しているため、前年同期比較についての記載は行っておりません。 

（1）商品仕入実績 

当社グループは生産を行っておりませんので、生産実績に代えて商品仕入実績を記載しております。 

当中間連結会計期間の商品仕入実績を事業の種類別セグメントごとに示すと、次のとおりであります。 

（注） 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

  

（2）販売実績 

当中間連結会計期間の販売実績を事業の種類別セグメントごとに示すと、次のとおりであります。 

（注）１．上記金額には消費税等は含まれておりません。 

２．セグメント間の取引については相殺消去前の金額を記載しております。  

  

３【対処すべき課題】 

当中間連結会計期間において、当社グループが対処すべき課題について、重要な変更はありません。 

  

４【経営上の重要な契約等】 

当中間連結会計期間において、新たに締結した経営上の重要な契約等はありません。 

  

５【研究開発活動】 

該当事項はありません。 

  

  

事業の種類別セグメントの名称
当中間連結会計期間

（自 平成18年３月１日 
至 平成18年８月31日） 

前年同期比（％） 

ドラッグストア事業（百万円） 53,602 － 

ディスカウントストア事業（百万円） 29,975 － 

合計 83,577 － 

事業の種類別セグメントの名称
当中間連結会計期間

（自 平成18年３月１日 
至 平成18年８月31日） 

前年同期比（％） 

ドラッグストア事業（百万円） 70,996 － 

ディスカウントストア事業（百万円） 37,555 － 

合計 108,551 － 



第３【設備の状況】 

１【主要な設備の状況】 

当中間連結会計期間において、主要な設備に重要な異動はありません。 

  

２【設備の新設、除却等の計画】 

（1）当中間連結会計期間において、前連結会計年度末に計画した重要な設備の新設、改装及び除却等について、重要な変更はあり

ません。 

  

（2）当中間連結会計期間において、前連結会計年度末に計画していた設備計画等のうち、完了したものは次のとおりであります。

  

［ドッラグストア事業］ 

愛知県（11店舗） 

〔名古屋市外〕 

岡崎コムタウン店（平成18年４月）、野白店（平成18年５月）、鴨田店（平成18年６月）、 

稲沢西店（平成18年６月）、榎戸店（平成18年７月）、ラフーズコア豊川店（平成18年７月）、 

パレマルシェ東郷店（平成18年７月） 

〔名古屋市内〕 

大須店（平成18年３月）、エスプラス・イオンナゴヤドーム前店（平成18年３月）、 

富が丘店（平成18年６月）、笠寺店（平成18年８月） 

  

三重県（３店舗） 

桑名中央店（平成18年３月）、桑名駅前店（平成18年４月）、大山田店（平成18年６月） 

  

岐阜県（１店舗） 

羽島正木店（平成18年７月） 

  

大阪府（４店舗） 

出戸店（平成18年４月）、千里丘店（平成18年５月）、高槻西冠店（平成18年７月）、 

豊中春日店（平成18年８月） 

  

兵庫県（１店舗） 

ロックタウン加古川店（平成18年６月） 

  

奈良県（１店舗） 

生駒店（平成18年７月） 

  

埼玉県（１店舗） 

和光店（平成18年８月） 

  

［ディスカウントストア事業］ 

大阪府（１店舗） 

大阪狭山店（平成18年６月） 

  

兵庫県（１店舗） 

加古川平野店（平成18年６月） 

  

（3）新たに確定した重要な設備の新設、除却等の計画はありません。 

  



第４【提出会社の状況】 
  

１【株式等の状況】 

(1）【株式の総数等】 

①【株式の総数】 

  

②【発行済株式】 

  

(2）【新株予約権等の状況】 

該当事項はありません。 

  

(3）【発行済株式総数、資本金等の状況】 

（注）株式分割（無償交付） 

   平成18年３月１日付をもって、１株から２株に分割しております。 

種類 発行可能株式総数（株） 

普通株式 200,000,000 

計 200,000,000 

種類 
中間会計期間末現在発行数 

（株） 
（平成18年８月31日） 

提出日現在発行数（株）
（平成18年11月17日） 

上場証券取引所名又は
登録証券業協会名 

内容 

普通株式 59,788,000 59,788,000
東京証券取引所
名古屋証券取引所 
（各市場第一部） 

－ 

計 59,788,000 59,788,000 － － 

年月日 
発行済株式
総数増減数 
（株） 

発行済株式総
数残高（株） 

資本金増減額
（百万円） 

資本金残高
（百万円） 

資本準備金 
増減額 
（百万円） 

資本準備金残
高（百万円） 

平成18年３月１日 
（注） 

29,894,000 59,788,000 － 15,434 － 17,677



(4）【大株主の状況】 

（注）株式会社スギ商事の住所は、平成18年10月７日より愛知県安城市三河安城町一丁目８番地４へ変更になっております。 

  

(5）【議決権の状況】 

①【発行済株式】 

（注）「完全議決権株式（その他）」の欄には、証券保管振替機構名義の株式が1,300株含まれております。また、「議決権の数」

欄には、同機構名義の完全議決権株式に係る議決権の数13個が含まれております。 

    （平成18年８月31日現在）

氏名又は名称 住所
所有株式数
（千株） 

発行済株式総数に
対する所有株式数
の割合（％） 

杉浦 広一 愛知県西尾市 8,112 13.56 

イオン株式会社 千葉県千葉市美浜区中瀬１丁目５番地１ 6,566 10.98 

杉浦 昭子 愛知県西尾市 6,560 10.97 

株式会社スギ商事 愛知県安城市二本木町二ツ池30番地10 6,000 10.03 

杉浦 克典 愛知県刈谷市 2,592 4.33 

杉浦 伸哉 愛知県刈谷市 2,592 4.33 

日本トラスティ・サービス信
託銀行株式会社(信託口) 

東京都中央区晴海１丁目８番11号 2,183 3.65 

株式会社ツルハ 
北海道札幌市東区北二十四条東20丁目１番
21号 

1,272 2.12 

日本マスタートラスト信託銀
行株式会社（信託口） 

東京都港区浜松町２丁目11番３号 1,029 1.72 

ザ バンク オブ ニューヨ
ーク ノントリーテイージャ
スデック アカウント（常任
代理人 株式会社三菱東京Ｕ
ＦＪ銀行カストデイ業務部） 

GLOBAL CUSTODY,32ND FLOOR ONE WALL 
STREET,NEW YORK NY 10286,U.S.A. 
（東京都千代田区丸の内２丁目７番１号） 

984 1.64 

計 － 37,890 53.33 

  （平成18年８月31日現在）

区分 株式数（株） 議決権の数（個） 内容 

無議決権株式 － － － 

議決権制限株式（自己株式等） － － － 

議決権制限株式（その他） － － － 

完全議決権株式（自己株式等） 普通株式     300 － － 

完全議決権株式（その他） 普通株式 59,785,300 597,853 － 

単元未満株式 普通株式   2,400 －
１単元（100株）未
満の株式 

発行済株式総数 59,788,000 － － 

総株主の議決権 － 597,853 － 



②【自己株式等】 

（注） 当社の住所は、平成18年10月７日より愛知県安城市三河安城町一丁目８番地４へ変更になっております。 

  

２【株価の推移】 

【当該中間会計期間における月別最高・最低株価】 

（注） 最高・最低株価は、東京証券取引所市場第一部におけるものであります。 

  

３【役員の状況】 

前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当半期報告書の提出日までにおいて、役員の異動はありません。 

  

     （平成18年８月31日現在）

所有者の氏名又は名称 所有者の住所 
自己名義所有
株式数（株） 

他人名義所有
株式数（株） 

所有株式数の
合計（株） 

発行済株式総数
に対する所有株
式数の割合 

（％） 

株式会社スギ薬局 
愛知県安城市二本木
町二ツ池30番地10 

300 － 300 0.00

計 － 300 － 300 0.00

月別 平成18年３月 ４月 ５月 ６月 ７月 ８月 

最高（円） 2,880 3,160 2,665 2,315 2,395 2,430 

最低（円） 2,415 2,645 2,285 2,020 1,968 2,080 



第５【経理の状況】 
  

１．中間連結財務諸表及び中間財務諸表の作成方法について 

（1）当社の中間連結財務諸表は、「中間連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」（平成11年大蔵省令第24号。以下

「中間連結財務諸表規則」という。）に基づいて作成しております。 

  

（2）当社の中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和52年大蔵省令第38号。以下「中間

財務諸表等規則」という。）に基づいて作成しております。 

なお、前中間会計期間（平成17年３月１日から平成17年８月31日まで）は、改正前の中間財務諸表等規則に基づき、当中間会

計期間（平成18年３月１日から平成18年８月31日まで）は、改正後の中間財務諸表等規則に基づいて作成しております。 

ただし、前中間会計期間（平成17年３月１日から平成17年８月31日まで）については、「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16年１月30日内閣府令第５号）附則第３項のただし書きにより、改正前の

中間財務諸表等規則に基づいて作成しております。 

  

（3）当中間連結会計期間（平成18年３月１日から平成18年８月31日まで）は、中間連結財務諸表の作成初年度であるため、以下に

掲げる中間連結貸借対照表、中間連結損益計算書及び中間連結キャッシュ・フロー計算書については、前中間連結会計期間との

対比は行っておりません。 

また、前連結会計年度（平成17年３月１日から平成18年２月28日）の下期に連結子会社株式を取得しましたが、期末日をみな

し取得日としているため、前連結会計年度は連結貸借対照表のみを作成し、連結損益計算書及び連結剰余金計算書並びに連結

キャッシュ・フロー計算書は作成しておりません。 

  

（4）当社の中間連結財務諸表及び中間財務諸表に掲記される科目、その他の事項の金額については、従来、千円単位で記載してお

りましたが、当中間連結会計期間及び当中間会計期間より百万円単位で記載することに変更しております。なお、比較を容易に

するため、前中間会計期間についても百万円単位に組替え表示しております。 

  

２．監査証明について 

当社は、証券取引法第193条の２の規定に基づき、当中間連結会計期間（平成18年３月１日から平成18年８月31日まで）の中間連

結財務諸表並びに前中間会計期間（平成17年３月１日から平成17年８月31日まで）及び当中間会計期間（平成18年３月１日から平

成18年８月31日まで）の中間財務諸表について、監査法人トーマツにより中間監査を受けております。 

  

  



１【中間連結財務諸表等】 

(1）【中間連結財務諸表】 

①【中間連結貸借対照表】 

  

   
当中間連結会計期間末
（平成18年８月31日） 

前連結会計年度の 
要約連結貸借対照表 
（平成18年２月28日） 

区分 
注記
番号 

金額（百万円）
構成比
（％） 

金額（百万円） 
構成比
（％） 

（資産の部）    

Ⅰ 流動資産    

１．現金及び預金   32,553 32,025 

２．売掛金   2,674 2,247 

３．たな卸資産   24,596 22,689 

４．その他   4,863 3,819 

貸倒引当金   － △0 

流動資産合計   64,687 63.9 60,781 62.6

Ⅱ 固定資産    

１．有形固定資産    

(1）建物及び構築物 ※1,2 14,442 14,388  

(2）土地 ※２ 5,965 6,066  

(3）その他 ※１ 1,523 21,932 1,397 21,852 

２．無形固定資産    

(1）連結調整勘定  1,774 1,978  

(2）その他  1,730 3,504 1,750 3,729 

３．投資その他の資産    

(1）差入保証金  8,732 8,253  

(2）その他  2,507 2,517  

投資損失引当金  △43 △43  

貸倒引当金  △72 11,125 △57 10,669 

固定資産合計   36,561 36.1 36,251 37.4

資産合計   101,249 100.0 97,033 100.0

     



  

  

   
当中間連結会計期間末
（平成18年８月31日） 

前連結会計年度の 
要約連結貸借対照表 
（平成18年２月28日） 

区分 
注記
番号 

金額（百万円）
構成比
（％） 

金額（百万円） 
構成比
（％） 

（負債の部）    

Ⅰ 流動負債    

１．買掛金   26,848 20,721 

２．短期借入金   － 5,000 

３．賞与引当金   171 120 

４．その他   8,086 7,285 

流動負債合計   35,106 34.7 33,127 34.1

Ⅱ 固定負債    

１．長期借入金   5,000 5,000 

２．退職給付引当金   783 677 

３．役員退職慰労引当金   586 564 

４．その他   650 700 

固定負債合計   7,021 6.9 6,941 7.2

負債合計   42,127 41.6 40,069 41.3

     
（少数株主持分）    

少数株主持分   － － 7,212 7.4

     
（資本の部）    

Ⅰ 資本金   － － 15,434 15.9

Ⅱ 資本剰余金   － － 17,677 18.2

Ⅲ 利益剰余金   － － 16,608 17.1

Ⅳ その他有価証券評価差額
金 

  － － 31 0.1

Ⅴ 自己株式   － － △0 △0.0

資本合計   － － 49,752 51.3

負債、少数株主持分及び
資本合計 

  － － 97,033 100.0

     

（純資産の部）    

Ⅰ 株主資本    

１．資本金   15,434 15.2 － －

２．資本剰余金   17,677 17.5 － －

３．利益剰余金   18,379 18.2 － －

４．自己株式   △0 △0.0 － －

株主資本合計   51,491 50.9 － －

Ⅱ 評価・換算差額等    

１．その他有価証券評価差
額金 

  21 0.0 － －

２．繰延ヘッジ損益   21 0.0 － －

評価・換算差額等合計   43 0.0 － －

Ⅲ 少数株主持分   7,588 7.5 － －

純資産合計   59,122 58.4 － －

負債純資産合計   101,249 100.0 － －

     



②【中間連結損益計算書】 

  

  

   
当中間連結会計期間

（自 平成18年３月１日 
至 平成18年８月31日） 

  

区分 
注記
番号 

金額（百万円）
百分比
（％） 

  

Ⅰ 売上高   108,584 100.0  

Ⅱ 売上原価   81,655 75.2  

売上総利益   26,928 24.8  

Ⅲ 販売費及び一般管理費 ※１  22,337 20.6  

営業利益   4,590 4.2  

Ⅳ 営業外収益    

１．受取利息  38  

２．受取手数料  231  

３．広告宣伝用器具受贈益  132  

４．賃貸料収入  330  

５．その他  73 807 0.8  

Ⅴ 営業外費用    

１．支払利息  11  

２．賃貸原価  213  

３．リース解約損  123  

４．店舗開発費用  47  

５．その他  13 410 0.4  

経常利益   4,987 4.6  

Ⅵ 特別利益    

１．固定資産売却益 ※２ 12 12 0.0  

Ⅶ 特別損失    

１．固定資産売却損 ※３ 6  

２．固定資産除却損 ※４ 83  

３．減損損失 ※５ 498  

４．その他  66 654 0.6  

税金等調整前中間純利
益 

  4,344 4.0  

法人税、住民税及び事
業税 

 1,921  

法人税等調整額  △21 1,899 1.7  

少数株主利益   426 0.4  

中間純利益   2,018 1.9  

     



③【中間連結株主資本等変動計算書】 

当中間連結会計期間（自平成18年３月１日 至平成18年８月31日） 

  

（注）平成18年５月の定時株主総会における利益処分項目であります。 

  

  
株主資本

資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計

平成18年２月28日 残高 
（百万円） 

15,434 17,677 16,608 △0 49,720

中間連結会計期間中の変動額   

剰余金の配当（注）  △239  △239

役員賞与（注）  △9  △9

中間純利益  2,018  2,018

自己株式の取得  △0 △0

株主資本以外の項目の中間連
結会計期間中の変動額（純
額） 

  

中間連結会計期間中の変動額合 
計         （百万円） 

－ － 1,770 △0 1,770

平成18年８月31日 残高 
（百万円） 

15,434 17,677 18,379 △0 51,491

  

評価・換算差額等 

少数株主持分 純資産合計 
その他 

有価証券 

評価差額金 

繰延ヘッジ

損益 

評価・換算差

額等合計 

平成18年２月28日 残高 
（百万円） 

31 － 31 7,212 56,964 

中間連結会計期間中の変動額      

剰余金の配当（注）     △239 

役員賞与（注）     △9 

中間純利益     2,018 

自己株式の取得     △0 

株主資本以外の項目の中間連
結会計期間中の変動額（純
額） 

△10 21 11 376 387 

中間連結会計期間中の変動額合 
計         （百万円） 

△10 21 11 376 2,158 

平成18年８月31日 残高 
（百万円） 

21 21 43 7,588 59,122 



④【中間連結キャッシュ・フロー計算書】 

  

    
当中間連結会計期間

（自 平成18年３月１日 
至 平成18年８月31日）

  

区分 
注記 
番号 

金額（百万円）   

Ⅰ 営業活動によるキャッシュ・フロー   

税金等調整前中間純利益   4,344

減価償却費   897

減損損失   498

連結調整勘定償却額   197

賞与引当金の増減額（減少：△）   51

退職給付引当金の増減額 
（減少：△） 

  106

役員退職慰労引当金の増減額
（減少：△） 

  22

貸倒引当金の増減額（減少：△）   14

受取利息及び受取配当金   △39

広告宣伝用器具受贈益   △86

支払利息   11

固定資産売却益   △12

固定資産売却損   6

固定資産除却損   74

売上債権の増減額（増加：△）   △427

たな卸資産の増減額（増加：△）   △1,906

仕入債務の増減額（減少：△）   5,925

役員賞与の支払額   △9

その他   △310

小計   9,359

利息及び配当金の受取額   △11

利息の支払額   △11

法人税等の支払額   △1,571

営業活動によるキャッシュ・フロー   7,764



  

  

  次へ 

    
当中間連結会計期間

（自 平成18年３月１日 
至 平成18年８月31日）

  

区分 
注記 
番号 

金額（百万円）   

Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー   

定期預金及び定期積金の預入によ
る支出 

  △11,227

定期預金及び定期積金の払戻によ
る収入 

  801

有形固定資産の取得による支出   △1,334

有形固定資産の売却による収入   62

無形固定資産の取得による支出   △109

投資有価証券の売却による収入   14

差入保証金による支出   △474

差入保証金の返還による収入   161

その他の投資増減額（増加：△）   △235

投資活動によるキャッシュ・フロー   △12,340

Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー   

短期借入金の返済による支出   △5,000

自己株式の取得による支出   △0

割賦債務等の支出   △28

配当金の支払額   △237

少数株主への配当金の支払額   △68

財務活動によるキャッシュ・フロー   △5,334

Ⅳ 現金及び現金同等物に係る換算差額   11

Ⅴ 現金及び現金同等物の増減額 
（減少：△） 

  △9,897

Ⅵ 現金及び現金同等物の期首残高   31,081

Ⅶ 現金及び現金同等物の中間期末残高 ※ 21,183

    



中間連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項 

  

項目 
当中間連結会計期間

（自 平成18年３月１日 
至 平成18年８月31日） 

前連結会計年度 
（自 平成17年３月１日 
至 平成18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 １社 （1）連結子会社の数 １社 

  連結子会社の名称 連結子会社の名称 

  ㈱ジャパン ㈱ジャパン 

  （2）非連結子会社の名称等 （2）非連結子会社の名称等 

  非連結子会社 非連結子会社 

  ㈲西三河調剤支援センター 

U.S.JAPAN CO.,LTD. 

㈲西三河調剤支援センター 

U.S.JAPAN CO.,LTD. 

  （連結の範囲から除いた理由） （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、中

間純損益（持分に見合う額）及び利

益剰余金（持分に見合う額）等は、

いずれも中間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。 

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。 

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 

（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。 該当事項はありません。 

  （2）持分法を適用していない非連結子

会社の名称等 

（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 非連結子会社 

  ㈲西三河調剤支援センター 

U.S.JAPAN CO.,LTD. 

㈲西三河調剤支援センター 

U.S.JAPAN CO.,LTD. 

    関連会社 

    ㈱イージャパンアンドカンパニ

ーズ 

  （持分法を適用しない理由） （持分法を適用しない理由） 

  持分法非適用会社は、いずれも中

間純損益（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中

間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。 

３．連結子会社の中間決算日

（決算日）等に関する事

項 

連結子会社の中間期の末日は、中間連

結決算日と一致しております。 

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。 



  

項目 
当中間連結会計期間

（自 平成18年３月１日 
至 平成18年８月31日） 

前連結会計年度 
（自 平成17年３月１日 
至 平成18年２月28日） 

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 イ 有価証券 

その他有価証券 その他有価証券 

  時価のあるもの 時価のあるもの 

  中間連結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） 

連結決算日の市場価格等に基づく

時価法（評価差額は全部資本直入法

により処理し、売却原価は移動平均

法により算定） 

  時価のないもの 時価のないもの 

  移動平均法による原価法 同左 

  ロ デリバティブ ロ デリバティブ 

  時価法 同左 

  ハ たな卸資産 ハ たな卸資産 

  （イ）商品 （イ）商品 

  売価還元法による原価法 同左 

  （ロ）貯蔵品 （ロ）貯蔵品 

  最終仕入原価法による原価法 同左 

(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 イ 有形固定資産 

定率法（ただし、当社は平成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。 

同左 

  建物及び構築物   ８～38年   

  ロ 無形固定資産 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。 

同左 



  

項目 
当中間連結会計期間

（自 平成18年３月１日 
至 平成18年８月31日） 

前連結会計年度 
（自 平成17年３月１日 
至 平成18年２月28日） 

(3）重要な引当金の計上基

準 

イ 貸倒引当金 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。 

同左 

  ロ 投資損失引当金 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。 

同左 

  ハ 賞与引当金 ハ 賞与引当金 

  従業員の賞与の支給に充てるため、

将来の支給見込額の当中間連結会計期

間の負担額を計上しております。 

従業員の賞与の支給に充てるため、

将来の支給見込額の当連結会計年度の

負担額を計上しております。 

  ニ 退職給付引当金 ニ 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

の見込額に基づき、当中間連結会計期

間末において発生していると認められ

る額を計上しております。 

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

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 役員退職慰労引当金 ホ 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、内規に基づく中間連結会計期間末

要支給額を計上しております。 

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。 

(4）重要なリース取引の処

理方法 

リース物件の所有権が借主に移転する

と認められるもの以外のファイナンス・

リース取引については、通常の賃貸借取

引に係る方法に準じた会計処理によって

おります。 

同左 

(5）重要なヘッジ会計の方

法 

イ ヘッジ会計の方法 イ ヘッジ会計の方法 

繰延ヘッジ処理によっております。 

ただし、為替予約等が付されている外

貨建金銭債権債務等については振当処理

を行っております。 

同左 



  

項目 
当中間連結会計期間

（自 平成18年３月１日 
至 平成18年８月31日） 

前連結会計年度 
（自 平成17年３月１日 
至 平成18年２月28日） 

  ロ ヘッジ手段とヘッジ対象 ロ ヘッジ手段とヘッジ対象 

  ヘッジ手段…デリバティブ取引（通貨

オプション取引、通貨ス

ワップ取引）、外貨預金 

同左 

  ヘッジ対象…外貨建取引（金銭債権債

務及び予定取引） 

  

  ハ ヘッジ方針 ハ ヘッジ方針 

  連結子会社は、為替相場の変動による

リスクをヘッジするために通貨オプショ

ン取引及び通貨スワップ取引を実施して

おります。 

なお、これらの取引については実需の

範囲内で行うこととし、投機目的の取引

は行わない方針であります。 

同左 

  ニ ヘッジの有効性評価の方法 ニ ヘッジの有効性評価の方法 

  ヘッジ手段及びヘッジ対象について、

当中間連結会計期間末にヘッジの有効性

を評価しております。 

同左 

(6）その他中間連結財務諸

表（連結財務諸表）作

成のための重要な事項 

イ 消費税等の会計処理 イ 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、当中間連結会計期間の期間費用と

しております。 

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。 

    ロ 固定資産の減損に係る会計基準に関

する事項 

連結子会社である㈱ジャパンは前事業

年度より固定資産の減損に係る会計基準

を適用しております。 

５．中間連結キャッシュ・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。 

────── 



会計方針の変更 

  

  

  次へ 

当中間連結会計期間 
（自 平成18年３月１日 
至 平成18年８月31日） 

前連結会計年度
（自 平成17年３月１日 
至 平成18年２月28日） 

（固定資産の減損に係る会計基準） ────── 

当中間連結会計期間より、当社は、「固定資産の減

損に係る会計基準」（「固定資産の減損に係る会計基

準の設定に関する意見書」（企業会計審議会 平成14

年８月９日））及び「固定資産の減損に係る会計基準

の適用指針」（企業会計基準適用指針第６号 平成15

年10月31日）を適用しております。 

  

これにより税金等調整前中間純利益は430百万円減

少しております。 

  

なお、減損損失累計額については、改正後の中間連

結財務諸表規則に基づき各資産の金額から直接控除し

ております。 

  

（貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準） ────── 

当中間連結会計期間より、「貸借対照表の純資産の

部の表示に関する会計基準」（企業会計基準第５号 

平成17年12月９日）及び「貸借対照表の純資産の部の

表示に関する会計基準等の適用指針」（企業会計基準

適用指針第８号 平成17年12月９日）を適用しており

ます。 

  

従来の資本の部の合計に相当する金額は、51,512百

万円であります。 

  

なお、中間連結財務諸表規則の改正により、当中間

連結会計期間における中間連結貸借対照表の純資産の

部については、改正後の中間連結財務諸表規則により

作成しております。 

  



注記事項 

（中間連結貸借対照表関係） 

  

（中間連結損益計算書関係） 

  

当中間連結会計期間末 
（平成18年８月31日） 

前連結会計年度
（平成18年２月28日） 

※１ 有形固定資産の減価償却累計額は、10,658百万円

であります。 

※１ 有形固定資産の減価償却累計額は、9,959百万円

であります。 

  ※２ 担保に供している資産 

建物及び構築物 742百万円 

土地 4,326百万円 

当中間連結会計期間 
（自 平成18年３月１日 
至 平成18年８月31日） 

※１ 販売費及び一般管理費のうち主要な費用及び金額

は次のとおりであります。 

  

  
給与手当 9,063百万円 

賞与引当金繰入額 171百万円 

役員退職慰労引当金繰入額 24百万円 

退職給付費用 146百万円 

賃借料 4,767百万円 

貸倒引当金繰入額 14百万円 

※２ 固定資産売却益の内訳 

建物及び構築物 12百万円 

  

※３ 固定資産売却損の内訳 

土地 6百万円 

  

※４ 固定資産除却損の内訳 

建物及び構築物 42百万円 

ソフトウェア 24百万円 

店舗解体費用 10百万円 

その他 7百万円 



  

当中間連結会計期間 
（自 平成18年３月１日 
至 平成18年８月31日） 

※５ 減損損失   

当中間連結会計期間において、当社グループは以

下の資産グループについて減損損失を計上しまし

た。 

  

  

場所 用途 種類 減損損失 

愛知県、
岐阜県、
三重県等
21店舗 

ドラッグ
ストア事
業用店舗
等 

土地、建物
及び構築物
等 

430百万円 

兵庫県、
埼玉県 

８店舗 

ディスカ
ウントス
トア事業
用店舗等 

建物及び構
築物等 

68百万円 

  

当社グループは、キャッシュ・フローを生み出す最

小単位として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

資産グループ及び土地等の時価が著しく下落している

資産グループ並びに遊休固定資産については、帳簿価

額を回収可能額まで減額し、当該減少額498百万円を

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。 

  

  
建物及び構築物 395百万円 

土地 44百万円 

その他 58百万円 

計 498百万円 

  

なお、資産グループごとの回収可能額は、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。 

回収可能額を正味売却価額により測定している場合

には、路線価、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6.0～10.0％で割り引

いて算定しております。 

  



（中間連結株主資本等変動計算書関係） 

当中間連結会計期間（自 平成18年３月１日 至 平成18年８月31日） 

１．発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項 

（注）１．普通株式の発行済株式数の増加29,894,000株は、平成18年３月１日付をもって１株を２株に株式分割したためでありま

す。 

２．普通株式の自己株式の株式数の増加200株のうち、146株は平成18年３月１日付の株式分割による増加であり、それ以外

の54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）基準日が当中間会計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が中間会計期間末後となるもの 

  

（中間連結キャッシュ・フロー計算書関係） 

  

  

  次へ 

  
前連結会計年度
末株式数（株） 

当中間連結会計期間
増加株式数（株） 

当中間連結会計期間
減少株式数（株） 

当中間連結会計期
間末株式数（株） 

発行済株式     

普通株式（注）１ 29,894,000 29,894,000 － 59,788,000 

合計 29,894,000 29,894,000 － 59,788,000 

自己株式     

普通株式（注）２ 146 200 － 346 

合計 146 200 － 346 

（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18年５月22日 

定時株主総会 
普通株式 239 ８ 平成18年２月28日 平成18年５月22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18年10月13日 

取締役会 
普通株式 239 利益剰余金 ４ 平成18年８月31日 平成18年10月27日 

当中間連結会計期間 
（自 平成18年３月１日 
至 平成18年８月31日） 

※現金及び現金同等物の中間期末残高と中間連結貸借対

照表に掲記されている科目の金額との関係 

  

（平成18年８月31日現在）  
  
現金及び預金勘定 32,553百万円

預入期間が３ケ月を超える定期預金
及び定期積金 

△11,369百万円

現金及び現金同等物 21,183百万円



（リース取引関係） 

  

当中間連結会計期間 
（自 平成18年３月１日 
至 平成18年８月31日） 

前連結会計年度 
（自 平成17年３月１日 
至 平成18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（借主

側） 

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（借主

側） 

  

(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中間期

末残高相当額 

(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 

  

  

  

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) 

中間期
末残高
相当額 
(百万円)

建物及
び構築
物 

148 48 － 99

有形固
定資産
「その
他」 

4,887 2,389 3 2,493

無形固
定資産
「その
他」 

31 13 － 17

合計 5,067 2,452 3 2,611

  

  

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 

148 43 － 104

有形固
定資産
「その
他」 

5,383 3,168 11 2,202

無形固
定資産
「その
他」 

32 15 － 17

合計 5,564 3,228 11 2,324

(2）未経過リース料中間期末残高

相当額等 

未経過リース料中間期末残高

相当額 

(2）未経過リース料期末残高相当

額等 

未経過リース料期末残高相当

額 

  

  

  

１年内 956百万円

１年超 1,747百万円 

合計 2,704百万円 

リース資産減

損勘定の残高 

1百万円 

  
１年内 949百万円

１年超 1,475百万円

合計 2,424百万円

リース資産減

損勘定の残高 

5百万円

  

(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 

(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 

  

  

  

支払リース料 568百万円

リース資産減

損勘定の取崩

額 

5百万円

減価償却費相

当額 

530百万円

支払利息相当

額 

32百万円

減損損失 2百万円

  
支払リース料 1,000百万円

リース資産減

損勘定の取崩

額 

7百万円

減価償却費相

当額 

948百万円

支払利息相当

額 

52百万円

減損損失 12百万円



  

  

  次へ 

当中間連結会計期間 
（自 平成18年３月１日 
至 平成18年８月31日） 

前連結会計年度 
（自 平成17年３月１日 
至 平成18年２月28日） 

  

(4）減価償却費相当額の算定方法 (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。 

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 (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。 

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 ２．オペレーティング・リース取引   

未経過リース料 未経過リース料   
  

１年内 1,259百万円

１年超 10,843百万円

合計 12,102百万円

  
１年内 1,481百万円

１年超 14,933百万円

合計 16,415百万円



（有価証券関係） 

当中間連結会計期間末（平成18年８月31日） 

  

１．その他有価証券で時価のあるもの 

  

２．時価評価されていない主な有価証券の内容 

 （注） 減損処理にあたっては、回復可能性があると認められる場合を除き、中間連結会計期間末における時価が取得原価の50％

以下に下落した場合には全て減損処理を行い、30％～50％程度下落した場合には、過去２年間の時価の推移を勘案して、減

損処理を行っております。 

  

前連結会計年度末（平成18年２月28日） 

  

１．その他有価証券で時価のあるもの 

  

２．時価評価されていない主な有価証券の内容 

 （注） 減損処理にあたっては、回復可能性があると認められる場合を除き、期末における時価が取得原価の50％以下に下落した

場合には全て減損処理を行い、30％～50％程度下落した場合には、過去２年間の時価の推移を勘案して、減損処理を行って

おります。 

  取得原価（百万円）
中間連結貸借対照表計上
額（百万円） 

差額（百万円） 

(1)株式 49 74 25 

(2)債券 

国債・地方債等 － － － 

社債 － － － 

その他 － － － 

(3)その他 26 55 28 

合計 76 129 53 

  中間連結貸借対照表計上額（百万円） 

(1）その他有価証券 

非上場株式 3 

  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） 

(1)株式 49 82 33 

(2)債券 

国債・地方債等 － － － 

社債 － － － 

その他 － － － 

(3)その他 26 57 30 

合計 76 139 63 

  連結貸借対照表計上額（百万円） 

(1)その他有価証券 

非上場株式 3 



（デリバティブ取引関係） 

当中間連結会計期間末（平成18年８月31日） 

デリバティブ取引の契約額等、時価及び評価差額の状況 

当社グループの利用しているデリバティブ取引は、ヘッジ会計を適用しているため記載しておりません。 

  

前連結会計年度末（平成18年２月28日） 

デリバティブ取引の契約額等、時価及び評価差額の状況 

当社グループの利用しているデリバティブ取引は、ヘッジ会計を適用しているため記載しておりません。 

  

（ストック・オプション等関係） 

当中間連結会計期間（自 平成18年３月１日 至 平成18年８月31日） 

該当事項はありません。 

  

  



（セグメント情報） 

【事業の種類別セグメント情報】 

当中間連結会計期間（自 平成18年３月１日 至 平成18年８月31日） 

  

前連結会計年度（自 平成17年３月１日 至 平成18年２月28日） 

連結子会社株式のみなし取得日が期末日のため連結財務諸表のうち連結貸借対照表のみを作成し、連結損益計算書は作成

していないため、該当事項はありません。 

  

 （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 

  

【所在地別セグメント情報】 

当中間連結会計期間（自 平成18年３月１日 至 平成18年８月31日）及び前連結会計年度（自 平成17年３月１日 至

平成18年２月28日）において、本邦以外の国又は地域に所在する連結子会社及び重要な在外支店がないため、該当事項はあ

りません。 

  

【海外売上高】 

当中間連結会計期間（自 平成18年３月１日 至 平成18年８月31日）において、海外売上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17年３月１日 至 平成18年２月28日） 

連結子会社株式のみなし取得日が期末日のため連結財務諸表のうち連結貸借対照表のみを作成し、連結損益計算書は作成

していないため、該当事項はありません。 

  

  
ドラッグスト
ア事業 
（百万円） 

ディスカウン
トストア事業 
（百万円） 

計
（百万円） 

消去又は全社 
（百万円） 

連結 
（百万円） 

売上高   

(1）外部顧客に対する売上高 70,996 37,555 108,551 － 108,551

(2）セグメント間の内部売上
高又は振替高 

－ － － 32 32

計 70,996 37,555 108,551 32 108,584

営業費用 67,393 36,424 103,817 176 103,993

営業利益 3,603 1,130 4,734 △143 4,590

事業区分 事業の内容 

ドラッグストア事業 調剤併設型ドラッグストア 

ディスカウントストア事業 ディスカウントストア 

  
当中間連結
会計期間 
（百万円） 

主な内容 

消去又は全社の項目に含め

た配賦不能営業費用の金額 
191 

企業イメージ広告に要した費用及び当社の社長室等の

管理部門に係る費用であります。 



（１株当たり情報） 

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

  

２．１株当たり純資産額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。 

  

当中間連結会計期間 
（自 平成18年３月１日 
至 平成18年８月31日） 

前連結会計年度
（自 平成17年３月１日 
至 平成18年２月28日） 

  
１株当たり純資産額 861円95銭

１株当たり中間純利

益金額 

33円77銭

 

  

１株当たり純資産額 1,663円99銭

   

なお、潜在株式調整後１株当たり

中間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。 

当社は、平成18年３月１日付で株

式１株につき２株の株式分割を行っ

ております。 

なお、当該株式分割が前期首に行

われたと仮定した場合の前連結会計

年度における１株当たり情報につい

ては、以下のとおりとなります。 

連結子会社株式のみなし取得日が

当連結会計年度期末日であるため、

連結貸借対照表のみを作成し、連結

損益計算書を作成していないため、

１株当たり当期純利益金額について

は、記載しておりません。 

  

前連結会計年度 

１株当たり純資産額 

832.00円 

    

  
当中間連結会計期間
(自 平成18年３月１日 
至 平成18年８月31日)

中間純利益（百万円） 2,018  

普通株主に帰属しない金額 
（百万円） 

－  

普通株式に係る中間（当期）純利益
（百万円） 

2,018  

期中平均株式数（株） 59,787,658  

  
当中間連結会計期間末
(平成18年８月31日) 

前連結会計年度末
(平成18年２月28日) 

  

純資産の部の合計額（百万円） 59,122 －  

純資産の部の合計額から控除する金
額（百万円） 

7,588 －  

（うち少数株主持分） （7,588） （  －）  

普通株式に係る中間期末（期末）の
純資産額（百万円） 

51,534 －  

１株当たり純資産額の算定に用いら

れた中間期末（期末）の普通株式の

数（株） 

59,787,654 －  



（重要な後発事象） 

  

当中間連結会計期間 
（自 平成18年３月１日 
至 平成18年８月31日） 

前連結会計年度
（自 平成17年３月１日 
至 平成18年２月28日） 

─────────── １ 平成18年１月10日開催の当社取締役会の決議に基づ

き、次のように株式分割による新株式を発行しており

ます。 

  （1）平成18年３月１日付をもって普通株式１株を２株

に分割しております。 

  ① 分割により増加する株式数 

  普通株式   29,894,000株 

  ② 分割方式 

  平成18年２月28日最終の株主名簿及び実質株主名

簿に記載または記録された株主の所有株式数を、１

株につき２株の割合をもって分割しております。 

  （2）配当起算日 

  平成18年３月１日 

  当該株式分割が当期首に行われたと仮定した場合

の当連結会計年度における１株当たり情報は、以下

のとおりとなります。 

  当連結会計年度 

１株当たり純資産額 832円00銭 



  

(2）【その他】 

該当事項はありません。 

  

  

当中間連結会計期間 
（自 平成18年３月１日 
至 平成18年８月31日） 

前連結会計年度
（自 平成17年３月１日 
至 平成18年２月28日） 

─────────── ２ 平成18年３月31日開催の当社取締役会の決議に基づ

き、当社とイオン株式会社（以下両社という。）との

業務・資本提携を解消することに合意しております。 

  （1）提携解消の経緯・理由 

  当社は、平成12年１月11日にジャスコ株式会社（現

イオン株式会社）及び株式会社ツルハ（現 株式会社

ツルハホールディングス）と業務・資本提携を締結し

ておりました。しかし、歳月の経過とともにイオン株

式会社との中期経営戦略協議の中で、少子高齢化への

対応、かかりつけ薬局の実現などの志は同じであるも

のの、両社の戦略構想に齟齬が生じ始めました。この

まま業務・資本提携を継続するより発展的に解消し、

それぞれ独自の成長戦略を推進することが両社の企業

価値向上に資すると判断したため解消することに合意

しております。 

  （2）業務・資本提携解消の合意日 

  平成18年３月31日 

  （3）両社の関係 

  両社の関係は、以下のとおりでありますが、円満な

業務・資本提携の解消に向けて、詳細事項の協議は進

めております。 

  ① 資本関係 

  イオン株式会社は、当社の株式6,566千株（持

株比率10.98％）を保有しております。 

  ② 人的関係 

  イオン株式会社は、当社へ非常勤取締役１名、

非常勤監査役１名を派遣しております。 

  ③ 取引関係 

  イオン株式会社は、当社へ一部商品供給及び一

部店舗で賃貸借契約を締結しております。 

なお、両社で築き上げてきた信頼を基に友好な

関係は継続していく予定です。 

  ④ 契約の解除が営業活動等に及ぼす重要な影響 

  業務・資本提携の解消が損益に与える影響は

軽微であると判断しております。 



２【中間財務諸表等】 

(1）【中間財務諸表】 

①【中間貸借対照表】 

    
前中間会計期間末 
（平成17年８月31日） 

当中間会計期間末
（平成18年８月31日） 

前事業年度の要約貸借対照表
（平成18年２月28日） 

区分 
注記 
番号 

金額（百万円） 
構成比
（％）

金額（百万円）
構成比
（％）

金額（百万円） 
構成比
（％）

（資産の部）       

Ⅰ 流動資産       

１．現金及び預金   12,509  27,603 30,199  

２．売掛金   1,753  2,471 2,089  

３．たな卸資産   14,998  18,371 16,333  

４．繰延税金資産   574  752 804  

５．未収入金   1,754  2,507 1,823  

６．その他   1,037  942 1,489  

流動資産合計    32,628 63.0 52,649 64.5  52,738 65.2

Ⅱ 固定資産       

(1）有形固定資産 ※１     

１．建物   8,305  9,408 9,228  

２．土地   460  415 460  

３．その他   2,435  2,204 2,082  

有形固定資産合計   11,201  12,028 11,770  

(2）無形固定資産   1,367  1,257 1,274  

(3）投資その他の資産       

１．関係会社株式   －  9,228 9,216  

２．差入保証金   4,397  5,107 4,509  

３．その他   2,198  1,432 1,397  

投資損失引当金   －  △43 △43  

投資その他の資産
合計 

  6,595  15,724 15,080  

固定資産合計    19,165 37.0 29,010 35.5  28,126 34.8

資産合計    51,793 100.0 81,660 100.0  80,864 100.0

        

（負債の部）       

Ⅰ 流動負債       

１．買掛金   15,548  17,369 13,687  

２．短期借入金   －  － 5,000  

３．未払金   2,135  2,324 2,209  

４．未払費用   1,902  2,529 2,206  

５．未払法人税等   1,449  1,456 1,656  

６．賞与引当金   147  － －  

７．その他 ※２ 237  322 235  

流動負債合計    21,419 41.4 24,002 29.4  24,995 30.9

Ⅱ 固定負債       

１．長期借入金   5,000  5,000 5,000  

２．退職給付引当金   436  584 496  

３．役員退職慰労引当
金 

  521  557 539  

４．その他   47  162 87  

固定負債合計    6,005 11.6 6,304 7.7  6,123 7.6

負債合計    27,425 53.0 30,307 37.1  31,118 38.5



  

  

    
前中間会計期間末 
（平成17年８月31日） 

当中間会計期間末
（平成18年８月31日） 

前事業年度の要約貸借対照表
（平成18年２月28日） 

区分 
注記 
番号 

金額（百万円） 
構成比
（％）

金額（百万円）
構成比
（％）

金額（百万円） 
構成比
（％）

（資本の部）       

Ⅰ 資本金    3,588 6.9 － －  15,434 19.1

Ⅱ 資本剰余金       

１．資本準備金   5,838  － 17,677  

資本剰余金合計    5,838 11.3 － －  17,677 21.9

Ⅲ 利益剰余金       

１．利益準備金   90  － 90  

２．任意積立金   12,542  － 12,542  

３．中間（当期）未処
分利益 

  2,412  － 3,975  

利益剰余金合計    15,045 29.0 － －  16,608 20.5

Ⅳ その他有価証券評価
差額金 

   △103 △0.2 － －  25 0.0

Ⅴ 自己株式    △0 △0.0 － －  △0 △0.0

資本合計    24,368 47.0 － －  49,746 61.5

負債資本合計    51,793 100.0 － －  80,864 100.0

        

（純資産の部）       

Ⅰ 株主資本       

１．資本金    － － 15,434 18.9  － －

２．資本剰余金       

（1）資本準備金   －  17,677 －  

資本剰余金合計    － － 17,677 21.7  － －

３．利益剰余金       

（1）利益準備金   －  90 －  

（2）その他利益剰余
金 

      

特別償却準備金   －  0 －  

別途積立金   －  15,540 －  

繰越利益剰余金   －  2,586 －  

利益剰余金合計    － － 18,217 22.3  － －

４．自己株式    － － △0 △0.0  － －

株主資本合計    － － 51,329 62.9  － －

Ⅱ 評価・換算差額等       

１．その他有価証券評
価差額金 

   － － 24 0.0  － －

評価・換算差額等合
計 

   － － 24 0.0  － －

純資産合計    － － 51,353 62.9  － －

負債純資産合計    － － 81,660 100.0  － －

        



②【中間損益計算書】 

  

  

    
前中間会計期間 

（自 平成17年３月１日 
至 平成17年８月31日） 

当中間会計期間
（自 平成18年３月１日 
至 平成18年８月31日） 

前事業年度の要約損益計算書
（自 平成17年３月１日 
至 平成18年２月28日） 

区分 
注記 
番号 

金額（百万円） 
百分比
（％）

金額（百万円）
百分比
（％）

金額（百万円） 
百分比
（％）

Ⅰ 売上高    61,152 100.0 70,996 100.0  122,928 100.0

Ⅱ 売上原価    44,134 72.2 51,565 72.6  87,908 71.5

売上総利益    17,018 27.8 19,431 27.4  35,020 28.5

Ⅲ 販売費及び一般管理
費 

   13,876 22.7 16,019 22.6  29,078 23.7

営業利益    3,141 5.1 3,411 4.8  5,941 4.8

Ⅳ 営業外収益 ※１  473 0.8 572 0.8  948 0.8

Ⅴ 営業外費用 ※２  89 0.2 255 0.4  340 0.3

経常利益    3,524 5.8 3,728 5.2  6,549 5.3

Ⅵ 特別利益    － － － －  0 0.0

Ⅶ 特別損失 ※3.5  24 0.0 512 0.7  137 0.1

税引前中間(当期)
純利益 

   3,500 5.7 3,215 4.5  6,413 5.2

法人税、住民税及
び事業税 

  1,398  1,351 2,872  

法人税等調整額   78 1,476 2.4 7 1,358 1.9 △203 2,668 2.2

中間(当期)純利益    2,023 3.3 1,857 2.6  3,744 3.0

前期繰越利益    388 －  388 

中間配当額    － －  156 

中間(当期)未処分
利益 

   2,412 －  3,975 

        



③【中間株主資本等変動計算書】 

当中間会計期間（自平成18年３月１日 至平成18年８月31日） 

  

（注）平成18年５月の定時株主総会における利益処分項目であります。 

  

  

株主資本

資本金

資本剰余金 利益剰余金

自己 
株式 

株主
資本 
合計 

資本 
準備金 

資本 
剰余金 
合計 

利益
準備金 

その他利益剰余金
利益 
剰余金 
合計 

特別
償却 
準備金 

別途
積立金 

繰越
利益 
剰余金 

平成18年２月28日 残高 
（百万円） 15,434 17,677 17,677 90 2 12,540 3,975 16,608 △0 49,720

中間会計期間中の変動額    

特別償却準備金の取崩（注)  △1 1 －  －

特別償却準備金の取崩  △0 0 －  －

別途積立金の積立（注)  3,000 △3,000 －  －

剰余金の配当（注)  △239 △239  △239

役員賞与（注)  △9 △9  △9

中間純利益  1,857 1,857  1,857

自己株式の取得   △0 △0

株主資本以外の項目の中間
会計期間中の変動額（純
額） 

   

中間会計期間中の変動額合計   
（百万円） － － － － △1 3,000 △1,389 1,608 △0 1,608

平成18年８月31日 残高 
（百万円） 15,434 17,677 17,677 90 0 15,540 2,586 18,217 △0 51,329

  

評価・換算差額等 

純資産合計その他
有価証券 
評価差額金 

評価・換算差
額等合計 

平成18年２月28日 残高 
（百万円） 25 25 49,746

中間会計期間中の変動額  

特別償却準備金の取崩（注)  －

特別償却準備金の取崩  －

別途積立金の積立（注)  －

剰余金の配当（注)  △239

役員賞与（注)  △9

中間純利益  1,857

自己株式の取得  △0

株主資本以外の項目の中間
会計期間中の変動額（純
額） 

△1 △1 △1

中間会計期間中の変動額合計   
（百万円） △1 △1 1,607

平成18年８月31日 残高 
（百万円） 24 24 51,353



④【中間キャッシュ・フロー計算書】 

    
前中間会計期間

（自 平成17年３月１日 
至 平成17年８月31日）

前事業年度の要約キャッシ
ュ・フロー計算書 

（自 平成17年３月１日 
至 平成18年２月28日） 

区分 
注記 
番号 

金額（百万円） 金額（百万円） 

Ⅰ 営業活動によるキャッシュ・フロー     

税引前中間(当期)純利益   3,500 6,413 

減価償却費   564 1,281 

賞与引当金の増減額(減少:△)   147 － 

退職給付引当金の増減額 
(減少:△) 

  54 114 

役員退職慰労引当金の増減額
(減少:△) 

  11 29 

投資損失引当金の増減額 
（減少：△） 

  － 43 

受取利息及び受取配当金   △27 △57 

広告宣伝用器具受贈益   △119 △228 

支払利息   8 21 

固定資産除却損   14 68 

売上債権の増減額(増加:△)   △354 △690 

たな卸資産の増減額(増加:△)   △1,823 △3,157 

その他流動資産増減額(増加:△)   △311 186 

仕入債務の増減額(減少:△)   2,908 1,318 

未払金の増減額(減少:△)   283 640 

未払費用の増減額(減少:△)   54 358 

未払消費税等の増減額(減少:△)   △198 △172 

その他   46 210 

小計   4,760 6,381 

利息及び配当金の受取額   27 57 

利息の支払額   △8 △20 

法人税等の支払額   △1,349 △2,798 

営業活動によるキャッシュ・フロー   3,429 3,618 



  

  

  次へ 

    
前中間会計期間

（自 平成17年３月１日 
至 平成17年８月31日）

前事業年度の要約キャッシ
ュ・フロー計算書 
（自 平成17年３月１日 
至 平成18年２月28日） 

区分 
注記 
番号 

金額（百万円） 金額（百万円） 

Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー     

定期預金及び定期積金の預入れに
よる支出 

  △215 △530 

定期預金及び定期積金の払戻によ
る収入 

  271 539 

有形固定資産の取得による支出   △1,051 △2,225 

無形固定資産の取得による支出   △667 △751 

関係会社の取得による支出   － △8,161 

貸付による支出   △2 △1,006 

差入保証金による支出   △367 △757 

差入保証金の返還による収入   69 157 

その他の投資増減額(増加:△)   △211 △382 

投資活動によるキャッシュ・フロー   △2,174 △13,118 

Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー     

短期借入金による収入   － 5,000 

長期借入金による収入   5,000 5,000 

株式の発行による収入   － 23,553 

配当金の支払額   △156 △312 

財務活動によるキャッシュ・フロー   4,843 33,240 

Ⅳ 現金及び現金同等物に係る換算差額   － － 

Ⅴ 現金及び現金同等物の増減額 
（減少:△) 

  6,098 23,741 

Ⅵ 現金及び現金同等物の期首残高   6,053 6,053 

Ⅶ 現金及び現金同等物の中間期末
（期末）残高 

  12,152 29,795 

      



中間財務諸表作成のための基本となる重要な事項 

  

項目 
前中間会計期間 

（自 平成17年３月１日 
至 平成17年８月31日） 

当中間会計期間
（自 平成18年３月１日 
至 平成18年８月31日） 

前事業年度 
（自 平成17年３月１日 
至 平成18年２月28日） 

１．資産の評価基準及び評価

方法 

（1）有価証券 （1）有価証券 （1）有価証券 

────── 子会社株式 子会社株式 

  移動平均法による原価法 移動平均法による原価法 

その他有価証券 その他有価証券 その他有価証券 

  時価のあるもの 時価のあるもの 時価のあるもの 

  中間決算日の市場価格

等に基づく時価法（評価

差額は全部資本直入法に

より処理し、売却原価は

移動平均法により算定） 

中間決算日の市場価格

等に基づく時価法（評価

差額は全部純資産直入法

により処理し、売却原価

は移動平均法により算

定） 

決算日の市場価格等に

基づく時価法（評価差額

は全部資本直入法により

処理し、売却原価は移動

平均法により算定） 

  時価のないもの 時価のないもの 時価のないもの 

  移動平均法による原価

法 

同左 同左 

  （2）たな卸資産 （2）たな卸資産 （2）たな卸資産 

  ① 商品 ① 商品 ① 商品 

  売価還元法による原価法 同左 同左 

  ② 貯蔵品 ② 貯蔵品 ② 貯蔵品 

  最終仕入原価法による原価

法 

同左 同左 

２．固定資産の減価償却の方

法 

（1）有形固定資産 （1）有形固定資産 （1）有形固定資産 

定率法（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） 

同左 同左 

  なお、主な耐用年数は以下

のとおりであります。 

なお、主な耐用年数は以下

のとおりであります。 

なお、主な耐用年数は以下

のとおりであります。 

  建物     ８～34年 建物     ８～38年 建物     ８～38年 

  その他 その他 その他 

  構築物   10～20年 構築物   10～20年 構築物   10～20年 

  器具備品  ３～８年 器具備品  ３～８年 器具備品  ３～８年 

  （2）無形固定資産 （2）無形固定資産 （2）無形固定資産 

  定額法 同左 同左 

  （3）長期前払費用 （3）長期前払費用 （3）長期前払費用 

  定額法 同左 同左 



項目 
前中間会計期間 

（自 平成17年３月１日 
至 平成17年８月31日） 

当中間会計期間
（自 平成18年３月１日 
至 平成18年８月31日） 

前事業年度 
（自 平成17年３月１日 
至 平成18年２月28日） 

３．引当金の計上基準 （1）投資損失引当金 （1）投資損失引当金 （1）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。 

同左 

  （2）賞与引当金 （2）賞与引当金 （2）賞与引当金 

  従業員に対して支給する賞

与の支給に充てるため、賞与

の支給見込額のうち当中間会

計期間の負担額を計上してお

ります。 

────── ────── 

  （3）退職給付引当金 （3）退職給付引当金 （3）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、

当中間会計期間末において発生

していると認められる額を計上

しております。 

なお、過去勤務債務は、各

事業年度の発生時における従業

員の平均残存勤務期間以内の一

定の年数（５年）による定額法

により費用処理することとして

おります。 

また、数理計算上の差異

は、各事業年度の発生時におけ

る従業員の平均残存勤務期間以

内の一定の年数（５年）による

定額法により按分した額をそれ

ぞれ発生の翌事業年度から費用

処理することとしております。 

同左 従業員の退職給付に備える

ため、当事業年度末における

退職給付債務の見込額に基づ

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。 

  （4）役員退職慰労引当金 （4）役員退職慰労引当金 （4）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、内規に基づく中間

期末要支給額を計上しておりま

す。 

同左 役員の退職慰労金の支給に

備えるため、内規に基づく期

末要支給額を計上しておりま

す。 

４．リース取引の処理方法 リース物件の所有権が借主に移

転すると認められるもの以外のフ

ァイナンス・リース取引について

は、通常の賃貸借取引に係る方法

に準じた会計処理によっておりま

す。 

同左 同左 

５．中間キャッシュ・フロー

計算書（キャッシュ・フ

ロー計算書）における資

金の範囲 

中間キャッシュ・フロー計算書

における資金（現金及び現金同等

物）は、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。 

────── キャッシュ・フロー計算書に

おける資金（現金及び現金同等

物）は、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。 



  

会計方針の変更 

  

項目 
前中間会計期間 

（自 平成17年３月１日 
至 平成17年８月31日） 

当中間会計期間
（自 平成18年３月１日 
至 平成18年８月31日） 

前事業年度 
（自 平成17年３月１日 
至 平成18年２月28日） 

６．その他中間財務諸表（財

務諸表）作成のための基

本となる重要な事項 

消費税等の会計処理 消費税等の会計処理 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

消費税等は当中間会計期間の期間

費用としております。 

同左 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。 

前中間会計期間 
（自 平成17年３月１日 
至 平成17年８月31日） 

当中間会計期間
（自 平成18年３月１日 
至 平成18年８月31日） 

前事業年度 
（自 平成17年３月１日 
至 平成18年２月28日） 

社宅家賃の賃貸料収入について従

来、営業外収益に計上しておりまし

たが、当中間会計期間から販売費及

び一般管理費より控除する方法に変

更しております。 

この変更は、店舗数の拡大により

社宅家賃収入が増加したため、会社

が負担する費用の実態を明確にし、

損益区分をより適正にするために行

ったものであります。 

この変更により、従来の方法に比

べ、営業利益は38百万円増加してい

ますが、経常利益及び税引前中間純

利益に与える影響はありません。 

────── 社宅家賃の賃貸料収入について従

来、営業外収益に計上しておりまし

たが、当中間会計期間から販売費及

び一般管理費より控除する方法に変

更しております。 

この変更は、店舗数の拡大により

社宅家賃収入が増加したため、会社

が負担する費用の実態を明確にし、

損益区分をより適正にするために行

ったものであります。 

この変更により、従来の方法に比

べ、営業利益は81百万円増加してお

りますが、経常利益及び税引前当期

純利益に与える影響はありません。 

────── （固定資産の減損に係る会計基準） ────── 

  当中間会計期間より、「固定資産の

減損に係る会計基準」（「固定資産

の減損に係る会計基準の設定に関す

る意見書」（企業会計審議会 平成

14年８月９日））及び「固定資産の

減損に係る会計基準の適用指針」

（企業会計基準適用指針第６号 平

成15年10月31日）を適用しておりま

す。 

  

  これにより税引前中間純利益は

430百万円減少しております。 

なお、減損損失累計額については、

改正後の中間財務諸表等規則に基づ

き各資産の金額から直接控除してお

ります。 

  



  

表示方法の変更 

  

前中間会計期間 
（自 平成17年３月１日 
至 平成17年８月31日） 

当中間会計期間
（自 平成18年３月１日 
至 平成18年８月31日） 

前事業年度 
（自 平成17年３月１日 
至 平成18年２月28日） 

────── （貸借対照表の純資産の部の表示に

関する会計基準） 

────── 

  当中間会計期間より、「貸借対照

表の純資産の部の表示に関する会計

基準」（企業会計基準第５号 平成

17年12月９日）及び「貸借対照表の

純資産の部の表示に関する会計基準

等の適用指針」（企業会計基準適用

指針第８号 平成17年12月９日）を

適用しております。 

  

  従来の資本の部の合計に相当する

金額は、51,353百万円であります。 

  

  なお、中間財務諸表等規則の改正

により、当中間会計期間における中

間貸借対照表の純資産の部について

は、改正後の中間財務諸表等規則に

より作成しております。 

  

前中間会計期間
（自 平成17年３月１日 
至 平成17年８月31日） 

当中間会計期間
（自 平成18年３月１日 
至 平成18年８月31日） 

（中間キャッシュ・フロー計算書） ────── 

前中間会計期間まで営業活動によるキャッシュ・フロ

ーの「その他」に含めて表示しておりました「広告宣伝

用器具受贈益」は、金額的重要性が増したため区分掲記

することに変更しました。なお、前中間会計期間におけ

る「広告宣伝用器具受贈益」の金額は、110百万円であ

ります。 

  



追加情報 

  

  

  次へ 

前中間会計期間 
（自 平成17年３月１日 
至 平成17年８月31日） 

当中間会計期間
（自 平成18年３月１日 
至 平成18年８月31日） 

前事業年度 
（自 平成17年３月１日 
至 平成18年２月28日） 

（外形標準課税） ────── （外形標準課税） 

平成16年４月１日以降に開始する

事業年度より、外形標準課税制度が

導入されたことに伴い、当事業年度

から「法人事業税における外形標準

課税部分の損益計算書上の表示につ

いての実務上の取扱い」（平成16年

２月13日 企業会計基準委員会 実務

対応報告第12号）に従い、法人事業

税の付加価値割および資本割につい

ては、販売費及び一般管理費に計上

しております。 

この結果、販売費及び一般管理費

は、63百万円増加し、営業利益、経

常利益および税引前中間純利益が63

百万円減少しております。 

  平成16年４月１日以降に開始する

事業年度より、外形標準課税制度が

導入されたことに伴い、当事業年度

から「法人事業税における外形標準

課税部分の損益計算書上の表示につ

いての実務上の取扱い」（平成16年

２月13日 企業会計基準委員会 実務

対応報告第12号）に従い、法人事業

税の付加価値割および資本割につい

ては、販売費及び一般管理費に計上

しております。 

この結果、販売費及び一般管理費

は、181百万円増加し、営業利益、

経常利益および税引前当期純利益が

181百万円減少しております。 



注記事項 

（中間貸借対照表関係） 

  

（中間損益計算書関係） 

  

前中間会計期間末 
（平成17年８月31日） 

当中間会計期間末
（平成18年８月31日） 

前事業年度末 
（平成18年２月28日） 

※１．有形固定資産の減価償却累計

額 

※１．有形固定資産の減価償却累計

額 

※１．有形固定資産の減価償却累計

額 

3,995百万円 5,073百万円 4,554百万円 

※２．消費税等の取り扱い ※２．消費税等の取り扱い ※２．  ────── 

仮払消費税等及び仮受消費税

等は、相殺のうえ、金額的重要

性が乏しいため、流動負債の

「その他」に含めて表示してお

ります。 

同左   

前中間会計期間 
（自 平成17年３月１日 
至 平成17年８月31日） 

当中間会計期間
（自 平成18年３月１日 
至 平成18年８月31日） 

前事業年度 
（自 平成17年３月１日 
至 平成18年２月28日） 

※１．営業外収益のうち主要なもの ※１．営業外収益のうち主要なもの ※１．営業外収益のうち主要なもの 
  

  

受取利息 20百万円

広告宣伝用器具
受贈益 

170百万円

受取手数料 196百万円

 

  

受取利息 28百万円

広告宣伝用器具
受贈益 

132百万円

受取手数料 231百万円
  

受取利息 42百万円

広告宣伝用器具
受贈益 

320百万円

受取手数料 384百万円

※２．営業外費用のうち主要なもの ※２．営業外費用のうち主要なもの ※２．営業外費用のうち主要なもの 
  

支払利息 8百万円

障害者雇用納付金 10百万円

賃貸原価 30百万円

店舗開発費用 31百万円

 

  

支払利息 10百万円

リース解約損 123百万円

支払利息 21百万円

新株発行費用 132百万円

※３．特別損失のうち主要なもの ※３．特別損失のうち主要なもの ※３．特別損失のうち主要なもの 
  

固定資産除却損 21百万円

店舗賃借解約損 2百万円

 
減損損失 430百万円

固定資産除却損 77百万円
  

固定資産除却損 86百万円

 ４．減価償却実施額  ４．減価償却実施額  ４．減価償却実施額 
  

有形固定資産 493百万円

無形固定資産 58百万円

 
有形固定資産 547百万円

無形固定資産 105百万円

有形固定資産 1,091百万円

無形固定資産 161百万円



  

前中間会計期間 
（自 平成17年３月１日 
至 平成17年８月31日） 

当中間会計期間
（自 平成18年３月１日 
至 平成18年８月31日） 

前事業年度 
（自 平成17年３月１日 
至 平成18年２月28日） 

────── ※５．減損損失 ────── 

  当中間会計期間において、当社

は以下の資産グループについて減

損損失を計上しました。 

  

  
場所 用途 種類 減損損失 

愛知県、
岐阜県、
三重県等
21店舗 

店舗等 
土地、
建物等 

430百万円

  

  当社は、キャッシュ・フローを

生み出す最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

及び土地等の時価が著しく下落し

ている資産グループ並びに遊休固

定資産については、帳簿価額を回

収可能額まで減額し、当該減少額

430百万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 309百万円 

土地 44百万円 

その他 75百万円 

計 430百万円 

  
  
  
  

  

  なお、資産グループごとの回収

可能額は、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。 

  

  回収可能額を正味売却価額によ

り測定している場合には、路線

価、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10.0％で

割り引いて算定しております。 

  



（中間株主資本等変動計算書関係） 

  

当中間会計期間（自 平成18年３月１日 至 平成18年８月31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株式数の増加200株のうち、146株は平成18年３月１日付の株式分割による増加であり、それ以外の

54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。 

  

（中間キャッシュ・フロー計算書関係） 

  

  

  次へ 

  
前事業年度末株式数
（株） 

当中間会計期間増加
株式数（株） 

当中間会計期間減少
株式数（株） 

当中間会計期間末株
式数（株） 

普通株式（注） 146 200 － 346 

合計 146 200 － 346 

前中間会計期間 
（自 平成17年３月１日 
至 平成17年８月31日） 

前事業年度
（自 平成17年３月１日 
至 平成18年２月28日） 

現金及び現金同等物の中間期末残

高と中間貸借対照表に掲記されてい

る科目の金額との関係 

現金及び現金同等物の期末残高と

貸借対照表に掲記されている科目の

金額との関係 

平成17年８月31日現在 平成18年２月28日現在 
  
現金及び預金勘定 12,509百万円

預入期間が３ケ月
を超える定期預金
及び定期積金 

△357百万円

現金及び現金同等
物 

12,152百万円

 
現金及び預金勘定 30,199百万円

預入期間が３ケ月
を超える定期預金
及び定期積金 

△403百万円

現金及び現金同等
物 

29,795百万円



（リース取引関係） 

  

  

  次へ 

前中間会計期間 
（自 平成17年３月１日 
至 平成17年８月31日） 

当中間会計期間
（自 平成18年３月１日 
至 平成18年８月31日） 

前事業年度 
（自 平成17年３月１日 
至 平成18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

却累計額相当額及び中間期末残高相当

額 

(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

額及び中間期末残高相当額 

(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 

  

  
取得価額
相当額 
(百万円) 

減価償却
累計額相
当額 
(百万円) 

中間期末
残高相当
額 
(百万円) 

建物 119 38 80

その他 
(器具備
品) 

3,056 1,473 1,582

無形固定
資産(ソ
フトウェ
ア) 

63 56 7

合計 3,240 1,569 1,671

  

  
取得価額
相当額 
(百万円) 

減価償却
累計額相
当額 
(百万円) 

中間期末
残高相当
額 
(百万円) 

建物 148 48 99

その他 
(器具備
品) 

3,245 1,590 1,654

無形固定
資産(ソ
フトウェ
ア) 

31 13 17

合計 3,425 1,653 1,772

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 148 43 104

その他
(器具備
品) 

3,264 1,493 1,771

無形固定
資産(ソ
フトウェ
ア) 

32 15 17

合計 3,446 1,553 1,893

(2）未経過リース料中間期末残高相当額 (2）未経過リース料中間期末残高相当額等 

未経過リース料中間期末残高相当額 

(2）未経過リース料期末残高相当額 

  
１年内 629百万円

１年超 1,088百万円

合計 1,717百万円

  
１年内 682百万円

１年超 1,157百万円

合計 1,839百万円

１年内 701百万円

１年超 1,255百万円

合計 1,956百万円

(3）支払リース料、減価償却費相当額及び

支払利息相当額 

(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 

(3）支払リース料、減価償却費相当額及び

支払利息相当額 

  
支払リース料 369百万円

減価償却費相当額 349百万円

支払利息相当額 21百万円

  
支払リース料 384百万円

減価償却費相当額 362百万円

支払利息相当額 24百万円

支払リース料 785百万円

減価償却費相当額 743百万円

支払利息相当額 47百万円

(4)減価償却費相当額の算定方法 (4)減価償却費相当額の算定方法 (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。 

同左 同左 

(5)利息相当額の算定方法 (5)利息相当額の算定方法 (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。 

同左 同左 

２．オペレーティング・リース取引 ２．オペレーティング・リース取引 ２．オペレーティング・リース取引 

未経過リース料 未経過リース料 未経過リース料 
  

１年内 1,280百万円

１年超 13,661百万円

合計 14,941百万円

  
１年内 1,036百万円

１年超 9,020百万円

合計 10,057百万円

１年内 1,288百万円

１年超 13,322百万円

合計 14,611百万円

  （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。 

  



（有価証券関係） 

前中間会計期間末（平成17年８月31日） 

１．その他有価証券で時価のあるもの 

  

２．時価評価されていない主な有価証券の内容 

 （注） 減損処理にあたっては、回復可能性があると認められる場合を除き、中間会計期間末における時価が取得原価の50％以下

に下落した場合には全て減損処理を行い、30％～50％程度下落した場合には、過去２年間の時価の推移を勘案して、減損処

理を行っております。 

  

当中間会計期間末（平成18年８月31日） 

 子会社株式で時価のあるもの 

  

前事業年度末（平成18年２月28日） 

 子会社株式で時価のあるもの 

  

（デリバティブ取引関係） 

前中間会計期間（自 平成17年３月１日 至 平成17年８月31日） 

当社は、デリバティブ取引をまったく利用しておりませんので、該当事項はありません。 

  

前事業年度（自 平成17年３月１日 至 平成18年２月28日） 

当事業年度より連結財務諸表を作成することとなりましたので、当事業年度に係わる「デリバティブ取引関係」に関する

注記を行っておりません。 

  

  

  次へ 

  取得原価（百万円）
中間貸借対照表計上額

（百万円） 
差額（百万円） 

(1)株式 1,063 875 △187 

(2)債券 

国債・地方債等 － － － 

社債 － － － 

その他 － － － 

(3)その他 26 42 15 

合計 1,090 918 △171 

  中間貸借対照表計上額（百万円） 

(1）その他有価証券 

非上場株式 0 

  
中間貸借対照表計上額

（百万円） 
時価（百万円） 差額（百万円） 

子会社株式 9,216 9,303 86 

  
貸借対照表計上額
（百万円） 

時価（百万円） 差額（百万円） 

子会社株式 9,216 10,226 1,010 



（持分法損益等） 

前中間会計期間（自 平成17年３月１日 至 平成17年８月31日） 

該当事項はありません。 

  

前事業年度（自 平成17年３月１日 至 平成18年２月28日） 

当事業年度より連結財務諸表を作成することとなりましたので、当事業年度に係わる「持分法損益等」に関する注記を

行っておりません。 

  



（１株当たり情報） 

 （注）１．１株当たり中間（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。 

  

前中間会計期間 
（自 平成17年３月１日 
至 平成17年８月31日） 

当中間会計期間
（自 平成18年３月１日 
至 平成18年８月31日） 

前事業年度 
（自 平成17年３月１日 
至 平成18年２月28日） 

  
１株当たり純資産額 932円09銭

１株当たり中間純利

益金額 

77円41銭

  
１株当たり純資産額 858円93銭

１株当たり中間純利

益金額 

31円06銭

１株当たり純資産額 1,663円78銭

１株当たり当期純利

益金額 

141円68銭

なお、潜在株式調整後１株当たり

中間純利益金額については、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

中間純利益金額については、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

当期純利益金額については、潜在株

式がないため記載しておりません。 

  当社は、平成18年３月１日付で株

式１株につき２株の株式分割を行っ

ております。 

なお、当該株式分割が前期首に行

われたと仮定した場合の１株当たり

情報については、以下のとおりとな

ります。 

  

  
  
前中間会計期間 前事業年度 

１株当たり純資

産額 

１株当たり純資

産額 

466.04円 831.89円 

１株当たり中間

純利益金額 

１株当たり当期

純利益金額 

38.70円 70.84円 

なお、潜在株式

調整後１株当た

り中間純利益金

額については、

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

り当期純利益金

額については、

潜在株式がない

ため記載してお

りません。 

  

  
前中間会計期間

(自 平成17年３月１日 
至 平成17年８月31日)

当中間会計期間
(自 平成18年３月１日 
至 平成18年８月31日)

前事業年度 
(自 平成17年３月１日 
至 平成18年２月28日)

中間（当期）純利益（百万円） 2,023 1,857 3,744 

普通株主に帰属しない金額（百万円） － － 9 

（うち利益処分による役員賞与金） （ －） （ －） （ 9） 

普通株式に係る中間（当期）純利益
（百万円） 

2,023 1,857 3,734 

期中平均株式数（株） 26,143,854 59,787,658 26,359,607 



２．１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。 

  

  
前中間会計期間末
(平成17年８月31日) 

当中間会計期間末
(平成18年８月31日) 

前事業年度末 
(平成18年２月28日) 

純資産の部の合計額（百万円） － 51,353 － 

純資産の部の合計額から控除する金
額（百万円） 

－ － － 

普通株式に係る中間期末（期末）の
純資産額（百万円） 

－ 51,535 － 

１株当たり純資産額の算定に用いら

れた中間期末（期末）の普通株式の

数（株） 

－ 59,787,654 － 



（重要な後発事象） 

  

前中間会計期間 
（自 平成17年３月１日 
至 平成17年８月31日） 

当中間会計期間
（自 平成18年３月１日 
至 平成18年８月31日） 

前事業年度 
（自 平成17年３月１日 
至 平成18年２月28日） 

────── ────── １ 平成18年１月10日開催の当社取

締役会の決議に基づき、次のよう

に株式分割による新株式を発行し

ております。 

    （１）平成18年３月１日付をもって

普通株式１株を２株に分割して

おります。 

    ① 分割により増加する株式数 

    普通株式   29,894,000株 

    ② 分割方式 

    平成18年２月28日最終の株主

名簿及び実質株主名簿に記載ま

たは記録された株主の所有株式

数を、１株につき２株の割合を

もって分割しております。 

    （２）配当起算日 

    平成18年３月１日 

      

    当該株式分割が前期首に行わ

れたと仮定した場合の前期にお

ける１株当たり情報及び当期首

に行われたと仮定した場合の当

期における１株当たり情報は、

それぞれ以下のとおりとなりま

す。 

前事業年度 当事業年度 

１株当たり純資

産額 

１株当たり純資

産額 

430.82円 831.89円 

１株当たり当期

純利益金額 

１株当たり当期

純利益金額 

60.04円 70.84円 

なお、潜在株式

調整後1株当た

り当期純利益金

額については、

潜在株式がない

ため記載してお

りません。 

なお、潜在株式

調整後1株当た

り当期純利益金

額については、

潜在株式がない

ため記載してお

りません。 



  

前中間会計期間 
（自 平成17年３月１日 
至 平成17年８月31日） 

当中間会計期間
（自 平成18年３月１日 
至 平成18年８月31日） 

前事業年度 
（自 平成17年３月１日 
至 平成18年２月28日） 

────── ────── ２ 平成18年３月31日開催の当社取

締役会の決議に基づき、当社とイ

オン株式会社（以下両社とい

う。）との業務・資本提携を解消

することに合意しております。 

    （1）提携解消の経緯・理由 

    当社は、平成12年１月11日にジ

ャスコ株式会社（現イオン株式会

社）及び株式会社ツルハ（現 株

式会社ツルハホールディングス）

と業務・資本提携を締結しており

ました。しかし、歳月の経過とと

もにイオン株式会社との中期経営

戦略協議の中で、少子高齢化への

対応、かかりつけ薬局の実現など

の志は同じであるものの、両社の

戦略構想に齟齬が生じ始めまし

た。このまま業務・資本提携を継

続するより発展的に解消し、それ

ぞれ独自の成長戦略を推進するこ

とが両社の企業価値向上に資する

と判断したため解消することに合

意しております。 

    （2）業務・資本提携解消の合意日 

    平成18年３月31日 

    （3）両社の関係 

    両社の関係は、以下のとおりで

ありますが、円満な業務・資本提

携の解消に向けて、詳細事項の協

議は進めております。 

    ① 資本関係 

    イオン株式会社は、当社の株

式6,566千株（持株比率

10.98％）を保有しております。

    ② 人的関係 

    イオン株式会社は、当社へ非

常勤取締役１名、非常勤監査役

１名を派遣しております。 



  

  

前中間会計期間 
（自 平成17年３月１日 
至 平成17年８月31日） 

当中間会計期間
（自 平成18年３月１日 
至 平成18年８月31日） 

前事業年度 
（自 平成17年３月１日 
至 平成18年２月28日） 

────── ────── ③ 取引関係 

    イオン株式会社は、当社へ一

部商品供給及び一部店舗で賃貸

借契約を締結しております。 

    なお、両社で築き上げてきた

信頼を基に友好な関係は継続し

ていく予定です。 

    ④ 契約の解除が営業活動等に

及ぼす重要な影響 

    業務・資本提携の解消が損益

に与える影響は軽微であると判

断しております。 



(2）【その他】 

平成18年10月13日開催の取締役会において、当期中間配当に関して、次のとおり決議いたしました。 

（注）平成18年８月31日現在の株主名簿及び実質株主名簿に記載された株主に対し、支払いを行います。 

  

  （イ）中間配当による配当金の総額 239百万円  

  （ロ）１株当たりの金額 ４円00銭  

  （ハ）支払請求の効力発生日及び支払開始日 平成18年10月27日  



第６【提出会社の参考情報】 
  

 当中間会計期間の開始日から半期報告書提出日までの間に、次の書類を提出しております。 

（１）有価証券報告書及びその添付書類 

事業年度（第24期）（自 平成17年３月１日 至 平成18年２月28日）平成18年５月23日関東財務局長に提出 

  

（２）有価証券報告書の訂正報告書 

平成18年６月26日関東財務局長に提出 

事業年度（第24期）（自 平成17年３月１日 至 平成18年２月28日）の有価証券報告書に係る訂正報告書であります。 

  

（３）有価証券報告書の訂正報告書 

平成18年11月15日関東財務局長に提出 

事業年度（第24期）（自 平成17年３月１日 至 平成18年２月28日）の有価証券報告書に係る訂正報告書であります。 



第二部【提出会社の保証会社等の情報】 
  

 該当事項はありません。 

  

  



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  独立監査人の中間監査報告書  

        

    平成18年11月16日   

株式会社スギ薬局       

  取締役会 御中   

  監査法人トーマツ   

  
指定社員 

業務執行社員
  公認会計士 水野 信勝  印 

  
指定社員 

業務執行社員
  公認会計士 水野 裕之  印 

 当監査法人は、証券取引法第193条の２の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられている 

株式会社スギ薬局の平成18年３月１日から平成19年２月28日までの連結会計年度の中間連結会計期間（平成18年３月

１日から平成18年８月31日まで）に係る中間連結財務諸表、すなわち、中間連結貸借対照表、中間連結損益計算書、

中間連結株主資本等変動計算書及び中間連結キャッシュ・フロー計算書について中間監査を行った。この中間連結財

務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から中間連結財務諸表に対する意見を表明するこ

とにある。 

 当監査法人は、我が国における中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査の基準は、当監査法人に中

間連結財務諸表には全体として中間連結財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚

偽の表示がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めている。中間監査は分析的手続等を中心とした監査手続に

必要に応じて追加の監査手続を適用して行われている。当監査法人は、中間監査の結果として中間連結財務諸表に対

する意見表明のための合理的な基礎を得たと判断している。 

 当監査法人は、上記の中間連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間連結財務諸表の作成

基準に準拠して、株式会社スギ薬局及び連結子会社の平成18年８月31日現在の財政状態並びに同日をもって終了する

中間連結会計期間（平成18年３月１日から平成18年８月31日まで）の経営成績及びキャッシュ・フローの状況に関す

る有用な情報を表示しているものと認める。 

  

追記情報 

 会計方針の変更に記載のとおり、会社は当中間連結会計期間から固定資産の減損に係る会計基準及び貸借対照表の

純資産の部の表示に関する会計基準が適用されることとなったため、これらの会計基準を適用し中間連結財務諸表を

作成している。 

  

 会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。 

以 上 

 （注） 上記は、中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社（半期報告書

提出会社）が別途保管しております。 



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  独立監査人の中間監査報告書  

        

    平成17年11月21日   

株式会社スギ薬局       

  取締役会 御中   

  監査法人トーマツ   

  
指定社員 

業務執行社員
  公認会計士 水野 信勝  印 

  
指定社員 

業務執行社員
  公認会計士 水野 裕之  印 

 当監査法人は、証券取引法第193条の２の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられている 

株式会社スギ薬局の平成17年３月１日から平成18年２月28日までの第24期事業年度の中間会計期間（平成17年３月１

日から平成17年８月31日まで）に係る中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益計算書及び中間キャッシ

ュ・フロー計算書について中間監査を行った。この中間財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独

立の立場から中間財務諸表に対する意見を表明することにある。 

 当監査法人は、我が国における中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査の基準は、当監査法人に中

間財務諸表には全体として中間財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽の表示

がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めている。中間監査は分析的手続等を中心とした監査手続に必要に応

じて追加の監査手続を適用して行われている。当監査法人は、中間監査の結果として中間財務諸表に対する意見表明

のための合理的な基礎を得たと判断している。 

 当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準

拠して、株式会社スギ薬局の平成17年８月31日現在の財政状態並びに同日をもって終了する中間会計期間（平成17年

３月１日から平成17年８月31日まで）の経営成績及びキャッシュ・フローの状況に関する有用な情報を表示している

ものと認める。 

  

追記情報 

 会計方針の変更に記載されているとおり、会社は、社宅家賃の賃貸料収入について営業外収益に計上する方法から

販売費及び一般管理費より控除する方法に変更している。 

  

 会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。 

以 上 

 （注） 上記は、中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社（半期報告書

提出会社）が別途保管しております。 



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  独立監査人の中間監査報告書  

        

    平成18年11月16日   

株式会社スギ薬局       

  取締役会 御中   

  監査法人トーマツ   

  
指定社員 

業務執行社員
  公認会計士 水野 信勝  印 

  
指定社員 

業務執行社員
  公認会計士 水野 裕之  印 

 当監査法人は、証券取引法第193条の２の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられている 

株式会社スギ薬局の平成18年３月１日から平成19年２月28日までの第25期事業年度の中間会計期間（平成18年３月１

日から平成18年８月31日まで）に係る中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益計算書及び中間株主資本

等変動計算書について中間監査を行った。この中間財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の

立場から中間財務諸表に対する意見を表明することにある。 

 当監査法人は、我が国における中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査の基準は、当監査法人に中

間財務諸表には全体として中間財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽の表示

がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めている。中間監査は分析的手続等を中心とした監査手続に必要に応

じて追加の監査手続を適用して行われている。当監査法人は、中間監査の結果として中間財務諸表に対する意見表明

のための合理的な基礎を得たと判断している。 

 当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準

拠して、株式会社スギ薬局の平成18年８月31日現在の財政状態及び同日をもって終了する中間会計期間（平成18年３

月１日から平成18年８月31日まで）の経営成績に関する有用な情報を表示しているものと認める。 

  

追記情報 

 会計方針の変更に記載のとおり、会社は当中間会計期間から固定資産の減損に係る会計基準が適用されることとな

ったため、この会計基準を適用し中間財務諸表を作成している。 

  

 会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。 

以 上 

 （注） 上記は、中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社（半期報告書

提出会社）が別途保管しております。 
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