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１【有価証券報告書の訂正報告書の提出理由】

　当社の元経理部長による過年度における金員の流用が明らかになり、当該内容を調査し、連結財務諸表等及び財務諸表等の記

載内容について見直しを行いました。

　連結損益計算書においては、売上原価が267百万円増加したことにより、税金等調整前当期純利益は8,366百万円となり、税効

果会計の見直しにより法人税等調整額が106百万円増加し、当期純利益は3,839百万円となりました。

　連結貸借対照表においては、現金及び預金が510百万円減少、流動資産のその他が249百万円減少、流動資産の繰延税金資産が

106百万円増加、固定資産の繰延税金資産が196百万円増加、投資その他の資産のその他が491百万円増加、貸倒引当金が491百万

円増加し、この結果、利益剰余金が456百万円減少しました。

　同時に個別財務諸表の損益計算書におきましても、売上原価が267百万円増加したことにより、税引前当期純利益は6,266百万

円となり、税効果会計の見直しにより法人税等調整額が106百万円増加し、当期純利益は3,592百万円となりました。

　貸借対照表においては、現金及び預金が510百万円減少、未収入金が267百万円減少、流動資産のその他が18百万円増加、流動資

産の繰延税金資産が106百万円増加、固定資産の繰延税金資産が196百万円増加、投資その他の資産のその他が491百万円増加、

貸倒引当金が491百万円増加し、この結果、繰越利益剰余金が456百万円減少しました。

　これらを訂正するため、金融商品取引法第24条の２第１項の規定に基づき有価証券報告書の訂正報告書を提出するものであ

ります。

 

２【訂正事項】

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

(2）提出会社の経営指標等

第２　事業の状況

１　業績等の概要

(1）業績

(2）キャッシュ・フロー

２　仕入実績及び販売の状況

(1）商品仕入実績

７　財政状態及び経営成績の分析

(2）当連結会計年度の経営成績の分析

(5）資本の財源及び資金の流動性についての分析

第５　経理の状況

１　連結財務諸表等

(1）連結財務諸表

①　連結貸借対照表

②　連結損益計算書

③　連結株主資本等変動計算書

④　連結キャッシュ・フロー計算書

会計方針の変更

注記事項

（連結キャッシュ・フロー計算書関係）

（税効果会計関係）

（セグメント情報）

事業の種類別セグメント情報

（１株当たり情報）

（重要な後発事象）

EDINET提出書類

スギホールディングス株式会社(E03344)

訂正有価証券報告書

 2/69



２　財務諸表等

(1）財務諸表

①　貸借対照表

②　損益計算書

③　株主資本等変動計算書

④　キャッシュ・フロー計算書

⑤　利益処分計算書

重要な会計方針

５．引当金の計上基準

会計方針の変更

注記事項

（キャッシュ・フロー計算書関係）

（税効果会計関係）

（１株当たり情報）

（重要な後発事象）

⑤　附属明細表

引当金明細表

(2）主な資産及び負債の内容

①　流動資産

イ．現金及び預金

 

３【訂正箇所】

　訂正箇所は＿＿を付して表示しております。
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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

（訂正前）

回次 第21期 第22期 第23期 第24期 第25期

決算年月 平成15年２月 平成16年２月 平成17年２月 平成18年２月 平成19年２月

売上高（百万円） － － － － 217,229

経常利益（百万円） － － － － 10,090

当期純利益（百万円） － － － － 4,000

純資産額（百万円） － － － 49,752 61,132

総資産額（百万円） － － － 97,033 101,258

１株当たり純資産額（円） － － － 1,663.99 891.00

１株当たり当期純利益金額
（円）

－ － － － 66.91

潜在株式調整後１株当たり当
期純利益金額（円）

－ － － － －

自己資本比率（％） － － － 51.3 52.6

自己資本利益率（％） － － － － 7.8

株価収益率（倍） － － － － 32.13

営業活動による
キャッシュ・フロー(百万円)

－ － － － 8,760

投資活動による
キャッシュ・フロー(百万円)

－ － － － △14,517

財務活動による
キャッシュ・フロー(百万円)

－ － － － △5,666

現金及び現金同等物の期末残
高（百万円）

－ － － － 19,681

従業員数
（外、平均臨時雇用者数）
（人）

－
（－）

－
（－）

－
（－）

2,316
（3,279）

2,463
（3,352）

　（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第24期連結会計年度

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。

５．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。
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（訂正後）

回次 第21期 第22期 第23期 第24期 第25期

決算年月 平成15年２月 平成16年２月 平成17年２月 平成18年２月 平成19年２月

売上高（百万円） － － － － 217,229

経常利益（百万円） － － － － 9,823

当期純利益（百万円） － － － － 3,839

純資産額（百万円） － － － 49,457 60,675

総資産額（百万円） － － － 96,738 100,802

１株当たり純資産額（円） － － － 1,654.11 883.37

１株当たり当期純利益金額
（円）

－ － － － 64.22

潜在株式調整後１株当たり当
期純利益金額（円）

－ － － － －

自己資本比率（％） － － － 51.1 52.4

自己資本利益率（％） － － － － 7.5

株価収益率（倍） － － － － 33.48

営業活動による
キャッシュ・フロー(百万円)

－ － － － 8,785

投資活動による
キャッシュ・フロー(百万円)

－ － － － △14,517

財務活動による
キャッシュ・フロー(百万円)

－ － － － △5,666

現金及び現金同等物の期末残
高（百万円）

－ － － － 19,171

従業員数
（外、平均臨時雇用者数）
（人）

－
（－）

－
（－）

－
（－）

2,316
（3,279）

2,463
（3,352）

　（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第24期連結会計年度

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。

５．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。
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(2）提出会社の経営指標等

（訂正前）

回次 第21期 第22期 第23期 第24期 第25期

決算年月 平成15年２月 平成16年２月 平成17年２月 平成18年２月 平成19年２月

売上高（百万円） 66,149 87,429 105,051 122,928 144,999

経常利益（百万円） 4,746 5,750 5,794 6,549 7,946

当期純利益（百万円） 2,661 3,234 3,139 3,744 3,752

持分法を適用した場合の投資
利益（百万円）

－ － － － －

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

発行済株式総数（株） 13,072,00013,072,00026,144,00029,894,00059,788,000

純資産額（百万円） 16,786 19,766 22,526 49,746 53,011

総資産額（百万円） 30,745 37,564 41,569 80,864 83,440

１株当たり純資産額（円） 1,284.151,511.74 861.65 1,663.78 886.67

１株当たり配当額
(うち１株当たり中間配当額)
(円)

20.00
（10.00）

20.00
（10.00）

12.00
（6.00）

14.00
（6.00）

12.00
（4.00）

１株当たり当期純利益金額
（円）

203.63 247.02 120.08 141.68 62.77

潜在株式調整後１株当たり当
期純利益金額（円）

－ － － － －

自己資本比率（％） 54.6 52.6 54.2 61.5 63.5

自己資本利益率（％） 17.1 17.7 14.8 10.4 7.3

株価収益率（倍） 24.0 30.3 24.4 19.2 34.3

配当性向（％） 9.8 8.1 10.0 10.6 19.1

営業活動による
キャッシュ・フロー(百万円)

3,233 3,437 3,072 3,618 －

投資活動による
キャッシュ・フロー(百万円)

△1,246 △3,662 △6,012 △13,118 －

財務活動による
キャッシュ・フロー(百万円)

△261 △261 △287 33,240 －

現金及び現金同等物の期末残
高（百万円）

9,767 9,280 6,053 29,795 －

従業員数
（外、平均臨時雇用者数）
（人）

856
（1,321）

1,103
（1,735）

1,418
（1,936）

1,646
（2,157）

1,777
（2,239）

　（注）１．売上高には消費税等は含まれておりません。

２．第23期までは当社は関連会社がないため、「持分法を適用した場合の投資利益」を記載しておりません。

なお、第24期より連結財務諸表を作成しているため、該当項目の記載は要しないこととなっております。

３．当社は以下のとおり新株式の発行を行っております。

平成16年　４月20日　　株式分割　　　　　　13,072,000株

平成18年　２月８日　　有償一般募集　　　　 3,750,000株

平成18年　３月１日　　株式分割　　　　　　29,894,000株

４．第25期の１株当たり中間配当額には平成18年８月31日を基準日とする剰余金の配当を記載しております。

また、第25期の１株当たり配当額は創業30周年記念配当４円を含んでおります。

５．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。

６．第25期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期末残高については記載

を要しないこととなっております。

EDINET提出書類

スギホールディングス株式会社(E03344)

訂正有価証券報告書

 6/69



（訂正後）

回次 第21期 第22期 第23期 第24期 第25期

決算年月 平成15年２月 平成16年２月 平成17年２月 平成18年２月 平成19年２月

売上高（百万円） 66,149 87,429 105,051 122,928 144,999

経常利益（百万円） 4,746 5,750 5,794 6,549 7,679

当期純利益（百万円） 2,644 3,189 3,016 3,635 3,592

持分法を適用した場合の投資
利益（百万円）

－ － － － －

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

発行済株式総数（株） 13,072,00013,072,00026,144,00029,894,00059,788,000

純資産額（百万円） 16,766 19,702 22,339 49,450 52,555

総資産額（百万円） 30,758 37,620 41,421 80,569 82,984

１株当たり純資産額（円） 1,282.671,506.84 854.49 1,653.90 879.04

１株当たり配当額
(うち１株当たり中間配当額)
(円)

20.00
（10.00）

20.00
（10.00）

12.00
（6.00）

14.00
（6.00）

12.00
（4.00）

１株当たり当期純利益金額
（円）

202.28 243.61 115.37 137.58 60.08

潜在株式調整後１株当たり当
期純利益金額（円）

－ － － － －

自己資本比率（％） 54.5 52.4 53.9 61.4 63.3

自己資本利益率（％） 17.0 17.5 14.3 10.1 7.0

株価収益率（倍） 24.1 30.7 25.4 19.8 35.8

配当性向（％） 9.9 8.2 10.4 10.2 20.0

営業活動による
キャッシュ・フロー(百万円)

3,233 3,437 2,752 3,403 －

投資活動による
キャッシュ・フロー(百万円)

△1,246 △3,662 △6,012 △13,118 －

財務活動による
キャッシュ・フロー(百万円)

△261 △261 △287 33,240 －

現金及び現金同等物の期末残
高（百万円）

9,767 9,280 5,733 29,260 －

従業員数
（外、平均臨時雇用者数）
（人）

856
（1,321）

1,103
（1,735）

1,418
（1,936）

1,646
（2,157）

1,777
（2,239）

　（注）１．売上高には消費税等は含まれておりません。

２．第23期までは当社は関連会社がないため、「持分法を適用した場合の投資利益」を記載しておりません。

なお、第24期より連結財務諸表を作成しているため、該当項目の記載は要しないこととなっております。

３．当社は以下のとおり新株式の発行を行っております。

平成16年　４月20日　　株式分割　　　　　　13,072,000株

平成18年　２月８日　　有償一般募集　　　　 3,750,000株

平成18年　３月１日　　株式分割　　　　　　29,894,000株

４．第25期の１株当たり中間配当額には平成18年８月31日を基準日とする剰余金の配当を記載しております。

また、第25期の１株当たり配当額は創業30周年記念配当４円を含んでおります。

５．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。

６．第25期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期末残高については記載

を要しないこととなっております。
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第２【事業の状況】
 

１【業績等の概要】

　当連結会計年度より連結損益計算書及び連結キャッシュ・フロー計算書を作成しているため、対前年同期比較は行ってお

りません。

(1）業績

（訂正前）

　当連結会計年度における我が国経済は、内外需要が増加する中、設備投資や生産が増加し、景気は緩やかに拡大してまい

りました。

　一般小売業においては、有効求人倍率が高水準で推移する中、好調な企業業績を背景に雇用者所得が改善しているもの

の、平成18年４月～６月の天候不順の影響や暖冬の影響により個人消費は幾分弱含みの状況であったことに加え、同業者

間の競争が激化するなど、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、当社グループは積極的な店舗展開を実施し、中部エリアに27店舗、関西エリアに13店舗の新規出店

を行うとともに、関東エリアにおいては、平成18年８月に開設したスギ薬局和光店（埼玉県和光市）を皮切りに、本格的な

進出を開始し、14店舗の新規出店を行いました。

　また、当社グループは老朽化した店舗や不採算店舗等の統廃合を進め16店舗を退店し、当連結会計年度末の総店舗数は

510店舗となりました。

　さらに、当社は、『医療提供施設』としての質を堅持しつつ事業規模の拡大を図るため、本格的な関東進出に先駆け、平成

18年６月８日に薬事研修センター東京校（東京都品川区）を開校し、既施設である薬事研修センター名古屋校及び京都校

とあわせた三校体制を構築し、医療人たる薬剤師の資質向上に注力いたしました。

　この結果、当社グループにおける売上高は、2,172億29百万円、営業利益は92億50百万円、経常利益は100億90百万円となり

ました。

　また、当期純利益につきましては、減損損失及び過年度修正損（過去の見積誤りによる景品ポイント債務の積み増し費

用）を特別損失として15億41百万円計上したことにより、40億円となりました。

　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。

●ドラッグストア事業

　当連結会計年度においては、関東エリアへの出店を開始するなどの積極的な店舗展開と、老朽化した店舗や不採算店舗の

統廃合を実施し、52店舗を出店、12店舗を退店いたしました。その結果、期末店舗数は368店舗となりました。

　当連結会計年度の売上高は、前述の積極的な店舗展開に加えて、処方箋応需枚数の増加やビューティケア売上の増加等に

牽引され、既存店の売上高が前年同期比106.9％と堅調に推移した結果、1,449億99百万円となりました。

　薬価改定に伴う影響や花粉症関連商材の売上減少及び関東進出に伴い人件費が計画を上回って推移するなどの要因は

あったものの、コスト削減に努め、また、既存店の売上増加と関西エリアにおけるドミナント効果が高まった結果、営業費

用は1,375億37百万円、営業利益は74億61百万円となりました。

●ディスカウントストア事業

　当連結会計年度においては、現状のディスカウントストアの品揃えに医薬品・健康食品・化粧品等を強化し、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）及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、４店舗を退店いたしました。その結果、期末店舗数は142店舗となりました。

　売上高につきましては、店舗数の減少等の要因により、721億43百万円となりました。

　社員教育等に注力したことにより人件費等が増加しましたが、品揃えの見直しを行うとともに、棚卸ロス率の改善、値入

率の向上、物流の効率化等に努めた結果、営業費用は702億25百万円、営業利益は19億18百万円になりました。
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（訂正後）

　当連結会計年度における我が国経済は、内外需要が増加する中、設備投資や生産が増加し、景気は緩やかに拡大してまい

りました。

　一般小売業においては、有効求人倍率が高水準で推移する中、好調な企業業績を背景に雇用者所得が改善しているもの

の、平成18年４月～６月の天候不順の影響や暖冬の影響により個人消費は幾分弱含みの状況であったことに加え、同業者

間の競争が激化するなど、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、当社グループは積極的な店舗展開を実施し、中部エリアに27店舗、関西エリアに13店舗の新規出店

を行うとともに、関東エリアにおいては、平成18年８月に開設したスギ薬局和光店（埼玉県和光市）を皮切りに、本格的な

進出を開始し、14店舗の新規出店を行いました。

　また、当社グループは老朽化した店舗や不採算店舗等の統廃合を進め16店舗を退店し、当連結会計年度末の総店舗数は

510店舗となりました。

　さらに、当社は、『医療提供施設』としての質を堅持しつつ事業規模の拡大を図るため、本格的な関東進出に先駆け、平成

18年６月８日に薬事研修センター東京校（東京都品川区）を開校し、既施設である薬事研修センター名古屋校及び京都校

とあわせた三校体制を構築し、医療人たる薬剤師の資質向上に注力いたしました。

　この結果、当社グループにおける売上高は、2,172億29百万円、営業利益は89億83百万円、経常利益は98億23百万円となり

ました。

　また、当期純利益につきましては、減損損失及び過年度修正損（過去の見積誤りによる景品ポイント債務の積み増し費

用）を特別損失として15億41百万円計上したことにより、38億39百万円となりました。

　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。

●ドラッグストア事業

　当連結会計年度においては、関東エリアへの出店を開始するなどの積極的な店舗展開と、老朽化した店舗や不採算店舗の

統廃合を実施し、52店舗を出店、12店舗を退店いたしました。その結果、期末店舗数は368店舗となりました。

　当連結会計年度の売上高は、前述の積極的な店舗展開に加えて、処方箋応需枚数の増加やビューティケア売上の増加等に

牽引され、既存店の売上高が前年同期比106.9％と堅調に推移した結果、1,449億99百万円となりました。

　薬価改定に伴う影響や花粉症関連商材の売上減少及び関東進出に伴い人件費が計画を上回って推移するなどの要因は

あったものの、コスト削減に努め、また、既存店の売上増加と関西エリアにおけるドミナント効果が高まった結果、営業費

用は1,378億４百万円、営業利益は71億94百万円となりました。

●ディスカウントストア事業

　当連結会計年度においては、現状のディスカウントストアの品揃えに医薬品・健康食品・化粧品等を強化し、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）及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、４店舗を退店いたしました。その結果、期末店舗数は142店舗となりました。

　売上高につきましては、店舗数の減少等の要因により、721億43百万円となりました。

　社員教育等に注力したことにより人件費等が増加しましたが、品揃えの見直しを行うとともに、棚卸ロス率の改善、値入

率の向上、物流の効率化等に努めた結果、営業費用は702億25百万円、営業利益は19億18百万円になりました。
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(2）キャッシュ・フロー

（訂正前）

　当連結会計年度末における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、税金等調整前当期純利益86億34百万円等の

資金獲得要因があったものの、定期預金等による資金運用額の増加及び短期借入金の返済等により前連結会計年度末に比

べ、114億円減少し、196億81百万円となりました。

　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、87億60百万円となりました。

　これは、税金等調整前当期純利益86億34百万円に、資金減少要因としてたな卸資産の増加28億63百万円、法人税等の支払

額32億87百万円、資金増加要因として仕入債務の増加24億76百万円及び減価償却費17億86百万円等があったことによるも

のです。

（投資活動によるキャッシュ・フロー）

　投資活動の結果使用した資金は、145億17百万円となりました。

　これは主に、資金運用として定期預金等による資金運用を102億97百万円増加させたこと、新規出店54店舗による有形固

定資産の取得による支出25億94百万円及び差入保証金による支出15億17百万円等があったことによるものです。

（財務活動によるキャッシュ・フロー）

　財務活動の結果使用した資金は、56億66百万円となりました。これは主に、短期借入金の返済による支出50億円及び配当

金の支払額（少数株主への配当金の支払額を含む）６億11百万円等があったことによるものです。

 

（訂正後）

　当連結会計年度末における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、税金等調整前当期純利益83億66百万円等の

資金獲得要因があったものの、定期預金等による資金運用額の増加及び短期借入金の返済等により前連結会計年度末に比

べ、113億75百万円減少し、191億71百万円となりました。

　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、87億85百万円となりました。

　これは、税金等調整前当期純利益83億66百万円に、資金減少要因としてたな卸資産の増加28億63百万円、法人税等の支払

額32億87百万円、資金増加要因として仕入債務の増加24億76百万円及び減価償却費19億11百万円等があったことによるも

のです。

（投資活動によるキャッシュ・フロー）

　投資活動の結果使用した資金は、145億17百万円となりました。

　これは主に、資金運用として定期預金等による資金運用を102億97百万円増加させたこと、新規出店54店舗による有形固

定資産の取得による支出25億94百万円及び差入保証金による支出15億17百万円等があったことによるものです。

（財務活動によるキャッシュ・フロー）

　財務活動の結果使用した資金は、56億66百万円となりました。これは主に、短期借入金の返済による支出50億円及び配当

金の支払額（少数株主への配当金の支払額を含む）６億11百万円等があったことによるものです。
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２【仕入実績及び販売の状況】

　当連結会計年度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。

　当連結会計年度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。

（訂正前）

事業の種類別セグメントの名称
当連結会計年度

（自　平成18年３月１日
至　平成19年２月28日）

前年同期比（％）

ドラッグストア事業（百万円） 107,586 －

ディスカウントストア事業（百万円） 57,766 －

合計 165,352 －

　（注）　上記の金額には、消費税等は含まれておりません。

 

（訂正後）

事業の種類別セグメントの名称
当連結会計年度

（自　平成18年３月１日
至　平成19年２月28日）

前年同期比（％）

ドラッグストア事業（百万円） 107,853 －

ディスカウントストア事業（百万円） 57,766 －

合計 165,620 －

　（注）　上記の金額には、消費税等は含まれておりません。

 

EDINET提出書類

スギホールディングス株式会社(E03344)

訂正有価証券報告書

11/69



７【財政状態及び経営成績の分析】

　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。

(2）当連結会計年度の経営成績の分析

（訂正前）

　当社グループの当連結会計年度の経営成績は、積極的な店舗展開及び既存店売上の伸びにより、連結売上高は2,172億29

百万円となりました。その内訳は、ドラッグストア事業が1,449億99百万円、ディスカウントストア事業が721億43百万円と

なりました。

　売上総利益は、547億51百万円となり、販売費及び一般管理費は、455億円となりました。販売費及び一般管理費の主なもの

は、給与手当が184億３百万円、賃借料が97億91百万円となりました。

　以上の結果、当連結会計年度の営業利益は、92億50百万円となりました。

　営業外収益は、不動産賃貸料収入や受取手数料等により17億５百万円、また、営業外費用は、不動産賃貸原価やリース解約

損等により８億65百万円となりました。

　この結果、当連結会計年度の経常利益は、100億90百万円となりました。特別利益は、デリバティブ解約益と固定資産売却

益により85百万円となりました。特別損失は、減損損失や過年度損益修正損等により15億41百万円となりました。

 

（訂正後）

　当社グループの当連結会計年度の経営成績は、積極的な店舗展開及び既存店売上の伸びにより、連結売上高は2,172億29

百万円となりました。その内訳は、ドラッグストア事業が1,449億99百万円、ディスカウントストア事業が721億43百万円と

なりました。

　売上総利益は、544億83百万円となり、販売費及び一般管理費は、455億円となりました。販売費及び一般管理費の主なもの

は、給与手当が184億３百万円、賃借料が97億91百万円となりました。

　以上の結果、当連結会計年度の営業利益は、89億83百万円となりました。

　営業外収益は、不動産賃貸料収入や受取手数料等により17億５百万円、また、営業外費用は、不動産賃貸原価やリース解約

損等により８億65百万円となりました。

　この結果、当連結会計年度の経常利益は、98億23百万円となりました。特別利益は、デリバティブ解約益と固定資産売却益

により85百万円となりました。特別損失は、減損損失や過年度損益修正損等により15億41百万円となりました。

 

(5）資本の財源及び資金の流動性についての分析

（訂正前）

　当連結会計年度末における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、196億81百万円となっております。これに営

業キャッシュ・フローと金融機関の借入枠等を勘案すれば、将来資金に対して充分な財源が存在していると認識しており

ます。

　また、資金の流動性については、上記の資金が196億81百万円、さらに６ケ月満期の定期預金が110億円等、合計で現金及び

預金が309億22百万円あります。資金の流動性についてもかなり高いと認識しております。

 

（訂正後）

　当連結会計年度末における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、191億71百万円となっております。これに営

業キャッシュ・フローと金融機関の借入枠等を勘案すれば、将来資金に対して充分な財源が存在していると認識しており

ます。

　また、資金の流動性については、上記の資金が191億71百万円、さらに６ケ月満期の定期預金が110億円等、合計で現金及び

預金が304億12百万円あります。資金の流動性についてもかなり高いと認識しております。
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第５【経理の状況】
 

１【連結財務諸表等】

（１）【連結財務諸表】

①【連結貸借対照表】

（訂正前）

  
前連結会計年度

（平成18年２月28日）
当連結会計年度

（平成19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   32,025   30,922  

２．売掛金   2,247   2,709  

３．たな卸資産   22,689   25,552  

４．繰延税金資産   941   909  

５．その他   2,878   3,538  

貸倒引当金   △0   －  

流動資産合計   60,78162.6  63,63362.8

Ⅱ　固定資産        

１．有形固定資産        

(1）建物及び構築物 ※２ 22,364   23,636   

減価償却累計額  7,975 14,388  9,088 14,548  

(2）土地 ※２  6,066   5,965  

(3）建設仮勘定   90   251  

(4）その他  3,291   3,562   

減価償却累計額  1,983 1,307  2,215 1,347  

有形固定資産合計   21,85222.5  22,11321.8

２．無形固定資産        

(1）連結調整勘定   1,978   1,577  

(2）その他   1,750   1,751  

無形固定資産合計   3,7293.9  3,3293.3
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前連結会計年度

（平成18年２月28日）
当連結会計年度

（平成19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
（％）

３．投資その他の資産        

(1）投資有価証券 ※１  285   264  

(2）長期貸付金   74   130  

(3）差入保証金   8,253   9,523  

(4）繰延税金資産   875   1,170  

(5）その他 ※１  1,282   1,235  

貸倒引当金   △57   △96  

投資損失引当金   △43   △44  

投資その他の資産合計   10,66911.0  12,18212.0

固定資産合計   36,25137.4  37,62537.2

資産合計   97,033100.0  101,258100.0

        

（負債の部）        

Ⅰ　流動負債        

１．買掛金   20,721   23,130  

２．短期借入金   5,000   －  

３．１年内返済予定長期借
入金

  －   2,000  

４．未払法人税等   1,815   2,723  

５．賞与引当金   120   161  

６．その他   5,470   7,010  

流動負債合計   33,12734.1  35,02534.6

Ⅱ　固定負債        

１．長期借入金   5,000   3,000  

２．退職給付引当金   677   871  

３．役員退職慰労引当金   564   611  

４．その他   700   617  

固定負債合計   6,9417.2  5,1015.0

負債合計   40,06941.3  40,12639.6

        

（少数株主持分）        

少数株主持分   7,2127.4  － －
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前連結会計年度

（平成18年２月28日）
当連結会計年度

（平成19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
（％）

（資本の部）        

Ⅰ　資本金 ※３  15,43415.9  － －

Ⅱ　資本剰余金   17,67718.2  － －

Ⅲ　利益剰余金   16,60817.1  － －

Ⅳ　その他有価証券評価差額金   31 0.1  － －

Ⅴ　自己株式 ※４  △0 △0.0  － －

資本合計   49,75251.3  － －

負債、少数株主持分及び資
本合計

  97,033100.0  － －

        

（純資産の部）        

Ⅰ　株主資本        

１．資本金   － －  15,43415.2

２．資本剰余金   － －  17,67717.5

３．利益剰余金   － －  20,12119.9

４．自己株式   － －  △0 △0.0

株主資本合計   － －  53,23352.6

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   － －  16 0.0

評価・換算差額等合計   － －  37 0.0

Ⅳ　少数株主持分   － －  7,8617.8

純資産合計   － －  61,13260.4

負債純資産合計   － －  101,258100.0
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（訂正後）

  
前連結会計年度

（平成18年２月28日）
当連結会計年度

（平成19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   31,490   30,412  

２．売掛金   2,247   2,709  

３．たな卸資産   22,689   25,552  

４．繰延税金資産   941   1,016  

５．その他   2,921   3,289  

貸倒引当金   △0   －  

流動資産合計   60,29062.3  62,98062.5

Ⅱ　固定資産        

１．有形固定資産        

(1）建物及び構築物 ※２ 22,364   23,636   

減価償却累計額  7,975 14,388  9,088 14,548  

(2）土地 ※２  6,066   5,965  

(3）建設仮勘定   90   251  

(4）その他  3,291   3,562   

減価償却累計額  1,983 1,307  2,215 1,347  

有形固定資産合計   21,85222.6  22,11321.9

２．無形固定資産        

(1）連結調整勘定   1,978   1,577  

(2）その他   1,750   1,751  

無形固定資産合計   3,7293.9  3,3293.3
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前連結会計年度

（平成18年２月28日）
当連結会計年度

（平成19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
（％）

３．投資その他の資産        

(1）投資有価証券 ※１  285   264  

(2）長期貸付金   74   130  

(3）差入保証金   8,253   9,523  

(4）繰延税金資産   1,071   1,366  

(5）その他 ※１  1,774   1,726  

貸倒引当金   △549   △588  

投資損失引当金   △43   △44  

投資その他の資産合計   10,86511.2  12,37812.3

固定資産合計   36,44737.7  37,82137.5

資産合計   96,738100.0  100,802100.0

        

（負債の部）        

Ⅰ　流動負債        

１．買掛金   20,721   23,130  

２．短期借入金   5,000   －  

３．１年内返済予定長期借
入金

  －   2,000  

４．未払法人税等   1,815   2,723  

５．賞与引当金   120   161  

６．その他   5,470   7,010  

流動負債合計   33,12734.2  35,02534.7

Ⅱ　固定負債        

１．長期借入金   5,000   3,000  

２．退職給付引当金   677   871  

３．役員退職慰労引当金   564   611  

４．その他   700   617  

固定負債合計   6,9417.2  5,1015.1

負債合計   40,06941.4  40,12639.8

        

（少数株主持分）        

少数株主持分   7,2127.5  － －
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前連結会計年度

（平成18年２月28日）
当連結会計年度

（平成19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
（％）

（資本の部）        

Ⅰ　資本金 ※３  15,43416.0  － －

Ⅱ　資本剰余金   17,67718.3  － －

Ⅲ　利益剰余金   16,31316.8  － －

Ⅳ　その他有価証券評価差額金   31 0.0  － －

Ⅴ　自己株式 ※４  △0 △0.0  － －

資本合計   49,45751.1  － －

負債、少数株主持分及び資
本合計

  96,738100.0  － －

        

（純資産の部）        

Ⅰ　株主資本        

１．資本金   － －  15,43415.3

２．資本剰余金   － －  17,67717.6

３．利益剰余金   － －  19,66519.5

４．自己株式   － －  △0 △0.0

株主資本合計   － －  52,77752.4

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   － －  16 0.0

評価・換算差額等合計   － －  37 0.0

Ⅳ　少数株主持分   － －  7,8617.8

純資産合計   － －  60,67560.2

負債純資産合計   － －  100,802100.0
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②【連結損益計算書】

（訂正前）

  
当連結会計年度

（自　平成18年３月１日
至　平成19年２月28日）

 

区分
注記
番号

金額（百万円）
百分比
（％）

  

Ⅰ　売上高   217,229100.0    

Ⅱ　売上原価   162,47874.8    

売上総利益   54,751     

Ⅲ　販売費及び一般管理費        

１．給与手当  18,403      

２．賞与引当金繰入額  161      

３．役員退職慰労引当金繰
入額

 49      

４．退職給付費用  285      

５．賃借料  9,791      

６．貸倒引当金繰入  38      

７．その他  16,810 45,50020.9    

営業利益   9,2504.3    

Ⅳ　営業外収益        

１．受取利息  110      

２．受取配当金  0      

３．広告宣伝用器具受贈益  308      

４．賃貸料収入  681      

５．受取手数料  457      

６．その他  146 1,7050.8    

Ⅴ　営業外費用        

１．支払利息  22      

２．リース解約損  216      

３．賃貸原価  467      

４．その他  159 865 0.4    

経常利益   10,0904.6    

Ⅵ　特別利益        

１．固定資産売却益 ※１ 12      

２．デリバティブ解約益  72 85 0.0    
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当連結会計年度

（自　平成18年３月１日
至　平成19年２月28日）

 

区分
注記
番号

金額（百万円）
百分比
（％）

  

Ⅶ　特別損失        

１．過年度損益修正損 ※２ 635      

２．固定資産売却損 ※３ 6      

３．固定資産除却損 ※４ 164      

４．減損損失 ※５ 667      

５．その他  68 1,5410.7    

税金等調整前当期純利
益

  8,6344.0    

法人税、住民税及び事業
税

 4,137      

法人税等調整額  △278 3,8581.8    

少数株主利益   775 0.4    

当期純利益   4,0001.8    
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（訂正後）

  
当連結会計年度

（自　平成18年３月１日
至　平成19年２月28日）

 

区分
注記
番号

金額（百万円）
百分比
（％）

  

Ⅰ　売上高   217,229100.0    

Ⅱ　売上原価   162,74574.9    

売上総利益   54,48325.1    

Ⅲ　販売費及び一般管理費        

１．給与手当  18,403      

２．賞与引当金繰入額  161      

３．役員退職慰労引当金繰
入額

 49      

４．退職給付費用  285      

５．賃借料  9,791      

６．貸倒引当金繰入  38      

７．その他  16,771 45,50021.0    

営業利益   8,9834.1    

Ⅳ　営業外収益        

１．受取利息  110      

２．受取配当金  0      

３．広告宣伝用器具受贈益  308      

４．賃貸料収入  681      

５．受取手数料  457      

６．その他  146 1,7050.8    

Ⅴ　営業外費用        

１．支払利息  22      

２．リース解約損  216      

３．賃貸原価  467      

４．その他  159 865 0.4    

経常利益   9,8234.5    

Ⅵ　特別利益        

１．固定資産売却益 ※１ 12      

２．デリバティブ解約益  72 85 0.0    
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当連結会計年度

（自　平成18年３月１日
至　平成19年２月28日）

 

区分
注記
番号

金額（百万円）
百分比
（％）

  

Ⅶ　特別損失        

１．過年度損益修正損 ※２ 635      

２．固定資産売却損 ※３ 6      

３．固定資産除却損 ※４ 164      

４．減損損失 ※５ 667      

５．その他  68 1,5410.6    

税金等調整前当期純利
益

  8,3663.9    

法人税、住民税及び事業
税

 4,137      

法人税等調整額  △385 3,7521.7    

少数株主利益   775 0.4    

当期純利益   3,8391.8    
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③【連結株主資本等変動計算書】

当連結会計年度（自　平成18年３月１日　至　平成19年２月28日）

（訂正前）

 
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

連結会計年度中の変動額      

剰余金の配当（注）   △239  △239

剰余金の配当   △239  △239

役員賞与（注）   △9  △9

当期純利益   4,000  4,000

自己株式の取得    △0 △0

株主資本以外の項目の連結会計
年度中の変動額（純額）

     

連結会計年度中の変動額合計
（百万円）

－ － 3,512 △0 3,512

平成19年２月28日　残高
（百万円）

15,434 17,677 20,121 △0 53,233

      

 

 

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

連結会計年度中の変動額      

剰余金の配当（注）     △239

剰余金の配当     △239

役員賞与（注）     △9

当期純利益     4,000

自己株式の取得     △0

株主資本以外の項目の連結会計
年度中の変動額（純額）

△10 16 5 649 654

連結会計年度中の変動額合計
（百万円）

△10 16 5 649 4,167

平成19年２月28日　残高
（百万円）

21 16 37 7,861 61,132

      

　（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。
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（訂正後）

 
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 16,313 △0 49,425

連結会計年度中の変動額      

剰余金の配当（注）   △239  △239

剰余金の配当   △239  △239

役員賞与（注）   △9  △9

当期純利益   3,839  3,839

自己株式の取得    △0 △0

株主資本以外の項目の連結会計
年度中の変動額（純額）

     

連結会計年度中の変動額合計
（百万円）

－ － 3,351 △0 3,351

平成19年２月28日　残高
（百万円）

15,434 17,677 19,665 △0 52,777

      

 

 

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 56,669

連結会計年度中の変動額      

剰余金の配当（注）     △239

剰余金の配当     △239

役員賞与（注）     △9

当期純利益     3,839

自己株式の取得     △0

株主資本以外の項目の連結会計
年度中の変動額（純額）

△10 16 5 649 654

連結会計年度中の変動額合計
（百万円）

△10 16 5 649 4,006

平成19年２月28日　残高
（百万円）

21 16 37 7,861 60,675

      

　（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。
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④【連結キャッシュ・フロー計算書】

（訂正前）

  
当連結会計年度

（自　平成18年３月１日
至　平成19年２月28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

   

税金等調整前当期純利
益

 8,634  

減価償却費  1,911  

減損損失  667  

過年度損益修正損  635  

連結調整勘定償却額  394  

賞与引当金の増減額
（減少：△）

 41  

退職給付引当金の増減
額（減少：△）

 194  

役員退職慰労引当金の
増減額（減少：△）

 47  

貸倒引当金の増減額
（減少：△）

 38  

投資損失引当金の増減
額（減少：△）

 1  

受取利息及び受取配当
金

 △111  

広告宣伝用器具受贈益  △205  

支払利息  22  

固定資産売却益  △12  

固定資産売却損  6  

固定資産除却損  114  

売上債権の増減額（増
加：△）

 △462  

たな卸資産の増減額
（増加：△）

 △2,863  

仕入債務の増減額（減
少：△）

 2,476  

役員賞与の支払額  △9  

その他  494  

小計  12,015  

利息及び配当金の受取
額

 54  

利息の支払額  △22  

法人税等の支払額  △3,287  

営業活動によるキャッ
シュ・フロー

 8,760  
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当連結会計年度

（自　平成18年３月１日
至　平成19年２月28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

 △22,367  

定期預金及び定期積金
の払戻による収入

 12,069  

有形固定資産の取得に
よる支出

 △2,594  

有形固定資産の売却に
よる収入

 141  

無形固定資産の取得に
よる支出

 △251  

無形固定資産の売却に
よる収入

 1  

差入保証金による支出  △1,517  

差入保証金の返還によ
る収入

 367  

その他  △365  

投資活動によるキャッ
シュ・フロー

 △14,517  

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  △54  

配当金の支払額  △474  

少数株主への配当金の
支払額

 △136  

財務活動によるキャッ
シュ・フロー

 △5,666  

Ⅳ　現金及び現金同等物に係る
換算差額

 22  

Ⅴ　現金及び現金同等物の増減
額（減少：△）

 △11,400  

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期末
残高

※ 19,681  
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（訂正後）

  
当連結会計年度

（自　平成18年３月１日
至　平成19年２月28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

   

税金等調整前当期純利
益

 8,366  

減価償却費  1,911  

減損損失  667  

過年度損益修正損  635  

連結調整勘定償却額  394  

賞与引当金の増減額
（減少：△）

 41  

退職給付引当金の増減
額（減少：△）

 194  

役員退職慰労引当金の
増減額（減少：△）

 47  

貸倒引当金の増減額
（減少：△）

 38  

投資損失引当金の増減
額（減少：△）

 1  

受取利息及び受取配当
金

 △111  

広告宣伝用器具受贈益  △205  

支払利息  22  

固定資産売却益  △12  

固定資産売却損  6  

固定資産除却損  114  

売上債権の増減額（増
加：△）

 △462  

たな卸資産の増減額
（増加：△）

 △2,863  

仕入債務の増減額（減
少：△）

 2,476  

役員賞与の支払額  △9  

その他  786  

小計  12,040  

利息及び配当金の受取
額

 54  

利息の支払額  △22  

法人税等の支払額  △3,287  

営業活動によるキャッ
シュ・フロー

 8,785  
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当連結会計年度

（自　平成18年３月１日
至　平成19年２月28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

 △22,367  

定期預金及び定期積金
の払戻による収入

 12,069  

有形固定資産の取得に
よる支出

 △2,594  

有形固定資産の売却に
よる収入

 141  

無形固定資産の取得に
よる支出

 △251  

無形固定資産の売却に
よる収入

 1  

差入保証金による支出  △1,517  

差入保証金の返還によ
る収入

 367  

その他  △365  

投資活動によるキャッ
シュ・フロー

 △14,517  

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  △54  

配当金の支払額  △474  

少数株主への配当金の
支払額

 △136  

財務活動によるキャッ
シュ・フロー

 △5,666  

Ⅳ　現金及び現金同等物に係る
換算差額

 22  

Ⅴ　現金及び現金同等物の増減
額（減少：△）

 △11,375  

Ⅵ　現金及び現金同等物の期首
残高

 30,546  

Ⅶ　現金及び現金同等物の期末
残高

※ 19,171  
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会計方針の変更

（訂正前）

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）

当連結会計年度
（自　平成18年３月１日
至　平成19年２月28日）

────── （固定資産の減損に係る会計基準）

 　当連結会計年度より、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、税金等調整前当期純利益は592百万円減少

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。

　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。

────── （貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準）

 　当連結会計年度より、「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、53,254百万円

であります。

　なお、連結財務諸表規則の改正により、当連結会計年度

における連結貸借対照表の純資産の部については、改正

後の連結財務諸表規則により作成しております。
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（訂正後）

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）

当連結会計年度
（自　平成18年３月１日
至　平成19年２月28日）

────── （固定資産の減損に係る会計基準）

 　当連結会計年度より、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、税金等調整前当期純利益は592百万円減少

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。

　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。

────── （貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準）

 　当連結会計年度より、「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、52,798百万円

であります。

　なお、連結財務諸表規則の改正により、当連結会計年度

における連結貸借対照表の純資産の部については、改正

後の連結財務諸表規則により作成しております。
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注記事項

（連結キャッシュ・フロー計算書関係）

（訂正前）

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）

当連結会計年度
（自　平成18年３月１日
至　平成19年２月28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19年２月28日現在）

  

 （百万円）

現金及び預金勘定 30,922

預入期間が３ケ月を越える定期預金及
び定期積金

△11,241

現金及び現金同等物 19,681

　

 

（訂正後）

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）

当連結会計年度
（自　平成18年３月１日
至　平成19年２月28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19年２月28日現在）

  

 （百万円）

現金及び預金勘定 30,412

預入期間が３ケ月を越える定期預金及
び定期積金

△11,241

現金及び現金同等物 19,171
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（税効果会計関係）

（訂正前）

前連結会計年度
（平成18年２月28日）

当連結会計年度
（平成19年２月28日）

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）  

たな卸資産の会計・税務の評価方法
差額

576

未払事業税 174

賞与引当金 48

一括償却資産限度超過額 35

未払事業所税 28

その他 79

繰延税金資産（流動）合計 942

繰延税金負債（流動）  

特別償却準備金認容額 △0

繰延税金資産（流動）の純額 941

繰延税金資産（固定）  

役員退職慰労引当金 225

退職給付引当金 269

減価償却超過額 144

減損損失 943

その他 242

繰延税金資産（固定）小計 1,826

評価性引当額 △852

繰延税金資産（固定）合計 973

繰延税金負債（固定）  

長期前払家賃 △71

その他有価証券評価差額金 △25

その他 △1

繰延税金負債（固定）合計 △98

繰延税金資産（固定）の純額 875

繰延税金資産の純額 1,817

　

 

 （百万円）

繰延税金資産（流動）  

たな卸資産の会計・税務の評価方法
差額

519

未払事業税 250

賞与引当金 65

一括償却資産限度超過額 28

未払事業所税 41

その他 25

繰延税金資産（流動）合計 929

繰延税金負債（流動）  

デリバティブ △20

繰延税金資産（流動）の純額 909

繰延税金資産（固定）  

役員退職慰労引当金 244

退職給付引当金 349

減価償却超過額 173

減損損失 1,116

その他 264

繰延税金資産（固定）小計 2,148

評価性引当額 △868

繰延税金資産（固定）合計 1,280

繰延税金負債（固定）  

長期前払家賃 △69

その他有価証券評価差額金 △19

その他 △21

繰延税金負債（固定）合計 △110

繰延税金資産（固定）の純額 1,170

繰延税金資産の純額 2,079

　

 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）  

連結調整勘定償却額 1.8

住民税均等割額 2.6

その他 0.4

税効果会計適用後の法人税等の負担率 44.7
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（訂正後）

前連結会計年度
（平成18年２月28日）

当連結会計年度
（平成19年２月28日）

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）  

たな卸資産の会計・税務の評価方法
差額

576

未払事業税 174

賞与引当金 48

一括償却資産限度超過額 35

未払事業所税 28

その他 79

繰延税金資産（流動）合計 942

繰延税金負債（流動）  

特別償却準備金認容額 △0

繰延税金資産（流動）の純額 941

繰延税金資産（固定）  

役員退職慰労引当金 225

退職給付引当金 269

減価償却超過額 144

減損損失 943

貸倒引当金 219

その他 219

繰延税金資産（固定）小計 2,022

評価性引当額 △852

繰延税金資産（固定）合計 1,169

繰延税金負債（固定）  

長期前払家賃 △71

その他有価証券評価差額金 △25

その他 △1

繰延税金負債（固定）合計 △98

繰延税金資産（固定）の純額 1,071

繰延税金資産の純額 2,013

　

 

 （百万円）

繰延税金資産（流動）  

たな卸資産の会計・税務の評価方法
差額

519

未払事業税 250

賞与引当金 65

一括償却資産限度超過額 28

未払事業所税 41

未収入金 106

その他 25

繰延税金資産（流動）合計 1,036

繰延税金負債（流動）  

デリバティブ △20

繰延税金資産（流動）の純額 1,016

繰延税金資産（固定）  

役員退職慰労引当金 244

退職給付引当金 349

減価償却超過額 173

減損損失 1,116

貸倒引当金 196

その他 264

繰延税金資産（固定）小計 2,344

評価性引当額 △868

繰延税金資産（固定）合計 1,476

繰延税金負債（固定）  

長期前払家賃 △69

その他有価証券評価差額金 △19

その他 △21

繰延税金負債（固定）合計 △110

繰延税金資産（固定）の純額 1,366

繰延税金資産の純額 2,382

　

 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）  

連結調整勘定償却額 1.9

住民税均等割額 2.7

その他 0.3

税効果会計適用後の法人税等の負担率 44.8
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（セグメント情報）

【事業の種類別セグメント情報】

（訂正前）

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）

 
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）

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 － － － － －

(2）セグメント間の内部売上高
又は振替高

－ － － － －

計 － － － － －

営業費用 － － － － －

営業利益 － － － － －

Ⅱ．資産、減価償却費、減損損失及
び資本的支出

     

資産 39,541 23,995 63,536 33,497 97,033

減価償却費 － － － － －

減損損失 － － － － －

資本的支出 － － － － －

　（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

 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

３．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、33,497百万円であり、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。

４．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、売上高、営業費用及び営業利益、減価償却費、減損損失及び資本的支出は記載しておりませ

ん。
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当連結会計年度（自平成18年３月１日　至平成19年２月28日）

 
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）

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 144,999 72,143 217,142 － 217,142

(2）セグメント間の内部売上高
又は振替高

－ － － 86 86

計 144,999 72,143 217,142 86 217,229

営業費用 137,537 70,225 207,762 216 207,978

営業利益 7,461 1,918 9,379 △129 9,250

Ⅱ．資産、減価償却費、減損損失及
び資本的支出

     

資産 46,249 24,583 70,833 30,425 101,258

減価償却費 1,429 356 1,786 125 1,911

減損損失 524 75 599 68 667

資本的支出 2,927 309 3,236 25 3,262

　（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

 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

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268百万円であり、その主なものは企業イ

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。

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、30,494百万円であり、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、124百万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。
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（訂正後）

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）

 
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）

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 － － － － －

(2）セグメント間の内部売上高
又は振替高

－ － － － －

計 － － － － －

営業費用 － － － － －

営業利益 － － － － －

Ⅱ．資産、減価償却費、減損損失及
び資本的支出

     

資産 39,006 23,995 63,001 33,736 96,738

減価償却費 － － － － －

減損損失 － － － － －

資本的支出 － － － － －

　（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

 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

３．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、33,736百万円であり、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。

４．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、売上高、営業費用及び営業利益、減価償却費、減損損失及び資本的支出は記載しておりませ

ん。
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当連結会計年度（自平成18年３月１日　至平成19年２月28日）

 
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）

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 144,999 72,143 217,142 － 217,142

(2）セグメント間の内部売上高
又は振替高

－ － － 86 86

計 144,999 72,143 217,142 86 217,229

営業費用 137,804 70,225 208,030 216 208,246

営業利益 7,194 1,918 9,112 △129 8,983

Ⅱ．資産、減価償却費、減損損失及
び資本的支出

     

資産 45,471 24,583 70,055 30,746 100,802

減価償却費 1,429 356 1,786 125 1,911

減損損失 524 75 599 68 667

資本的支出 2,927 309 3,236 25 3,262

　（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

 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

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268百万円であり、その主なものは企業イ

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。

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、30,815百万円であり、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、124百万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。
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（１株当たり情報）

（訂正前）

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）

当連結会計年度
（自　平成18年３月１日
至　平成19年２月28日）

 

１株当たり純資産額 1,663円99銭

　

 

１株当たり純資産額 891円00銭

１株当たり当期純利益金額 66円91銭

　

　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。

　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。

　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。

  

前連結会計年度

１株当たり純資産額 832.00円

　

　（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。

 
前連結会計年度

（平成18年２月28日）
当連結会計年度

（平成19年２月28日）

純資産の部の合計額（百万円） － 61,132

純資産の部の合計額から控除する金額
（百万円）

－ 7,861

（うち少数株主持分） （－） （7,861）

普通株式に係る期末の純資産額（百万円） － 53,270

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）

－ 59,787,654

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。

 
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）

当連結会計年度
（自　平成18年３月１日
至　平成19年２月28日）

当期純利益（百万円） － 4,000

普通株主に帰属しない金額（百万円） － －

（うち利益処分による役員賞与金） （－） （－）

普通株式に係る当期純利益（百万円） － 4,000

期中平均株式数（株） － 59,787,656
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（訂正後）

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）

当連結会計年度
（自　平成18年３月１日
至　平成19年２月28日）

 

１株当たり純資産額 1,654円11銭

　

 

１株当たり純資産額 883円37銭

１株当たり当期純利益金額 64円22銭

　

　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。

　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。

　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。

  

前連結会計年度

１株当たり純資産額 827.06円

　

　（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。

 
前連結会計年度

（平成18年２月28日）
当連結会計年度

（平成19年２月28日）

純資産の部の合計額（百万円） － 60,675

純資産の部の合計額から控除する金額
（百万円）

－ 7,861

（うち少数株主持分） （－） （7,861）

普通株式に係る期末の純資産額（百万円） － 52,814

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）

－ 59,787,654

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。

 
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）

当連結会計年度
（自　平成18年３月１日
至　平成19年２月28日）

当期純利益（百万円） － 3,839

普通株主に帰属しない金額（百万円） － －

（うち利益処分による役員賞与金） （－） （－）

普通株式に係る当期純利益（百万円） － 3,839

期中平均株式数（株） － 59,787,656
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（重要な後発事象）

（訂正前）

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）

当連結会計年度
（自　平成18年３月１日
至　平成19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

　

　当社は、平成18年11月21日開催の取締役会において、株

式会社ジャパン（以下、同社という。）を完全子会社とす

るために会社法第767条の規定に基づく株式交換契約を

締結することを決議し、同日付で株式交換契約を締結い

たしました。

　当該株式交換契約の株主総会での承認は、当社において

は、会社法796条第３項の規定に基づく簡易株式交換に該

当するため省略しております。

　また、当該契約に基づき平成19年３月１日に株式交換を

実施し、同社を完全子会社といたしました。

(1）株式交換の目的

　同社を当社の完全子会社とすることにより、グループ

としてより密接な連携強化を図ると共に、グループと

してのシナジー効果を最大限に発揮し、事業規模の拡

大を図ることが、両社の企業価値の向上に資すると判

断したためであります。

(2）株式交換する会社の名称、事業内容、規模

①　会社名称：株式会社ジャパン

②　事業内容：ディスカウントストア

③　企業規模：資本金　6,454百万円

(3）株式交換の方法

　平成18年11月21日に締結した株式交換契約に基づき、

平成19年３月１日を株式交換の効力発生日として、当

社が同社の効力発生日の前日の最終株主に対して、そ

の保有する同社普通株式１株につき、当社普通株式を

0.52株の割合をもって割当交付いたしました。

　また、当社はこの株式交換に伴い、普通株式3,542,838

株を発行し当社の資本準備金が6,954百万円増加して

おります。

(4）株式交換の効力発生日

平成19年３月１日
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（訂正後）

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）

当連結会計年度
（自　平成18年３月１日
至　平成19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 827円06銭

　

　当社は、平成18年11月21日開催の取締役会において、株

式会社ジャパン（以下、同社という。）を完全子会社とす

るために会社法第767条の規定に基づく株式交換契約を

締結することを決議し、同日付で株式交換契約を締結い

たしました。

　当該株式交換契約の株主総会での承認は、当社において

は、会社法796条第３項の規定に基づく簡易株式交換に該

当するため省略しております。

　また、当該契約に基づき平成19年３月１日に株式交換を

実施し、同社を完全子会社といたしました。

(1）株式交換の目的

　同社を当社の完全子会社とすることにより、グループ

としてより密接な連携強化を図ると共に、グループと

してのシナジー効果を最大限に発揮し、事業規模の拡

大を図ることが、両社の企業価値の向上に資すると判

断したためであります。

(2）株式交換する会社の名称、事業内容、規模

①　会社名称：株式会社ジャパン

②　事業内容：ディスカウントストア

③　企業規模：資本金　6,454百万円

(3）株式交換の方法

　平成18年11月21日に締結した株式交換契約に基づき、

平成19年３月１日を株式交換の効力発生日として、当

社が同社の効力発生日の前日の最終株主に対して、そ

の保有する同社普通株式１株につき、当社普通株式を

0.52株の割合をもって割当交付いたしました。

　また、当社はこの株式交換に伴い、普通株式3,542,838

株を発行し当社の資本準備金が6,954百万円増加して

おります。

(4）株式交換の効力発生日

平成19年３月１日
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２【財務諸表等】

（１）【財務諸表】

①【貸借対照表】

（訂正前）

  
前事業年度

（平成18年２月28日）
当事業年度

（平成19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   30,199   27,596  

２．売掛金   2,089   2,547  

３．商品   16,176   18,879  

４．貯蔵品   156   152  

５．前払費用   462   542  

６．繰延税金資産   804   726  

７．関係会社短期貸付金   1,000   －  

８．未収入金   1,823   2,406  

９．その他   26   69  

流動資産合計   52,73865.2  52,92163.4

Ⅱ　固定資産        

１．有形固定資産        

(1）建物  11,703   12,736   

減価償却累計額  2,474 9,228  3,096 9,640  

(2）構築物  1,615   1,758   

減価償却累計額  771 843  909 849  

(3）車両運搬具  7   7   

減価償却累計額  5 1  6 0  

(4）器具備品  2,449   2,829   

減価償却累計額  1,302 1,146  1,652 1,176  

(5）土地   460   415  

(6）建設仮勘定   90   249  

有形固定資産合計   11,77014.6  12,33214.8

２．無形固定資産        

(1）借地権   287   350  

(2）ソフトウェア   830   791  

(3）その他   156   135  

無形固定資産合計   1,2741.6  1,2761.5
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前事業年度

（平成18年２月28日）
当事業年度

（平成19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
（％）

３．投資その他の資産        

(1）投資有価証券   77   78  

(2）関係会社株式   9,216   9,228  

(3）出資金   13   0  

(4）関係会社出資金   12   －  

(5）長期貸付金   －   2  

(6）従業員長期貸付金   －   0  

(7）関係会社長期貸付金   74   76  

(8）長期前払費用   469   645  

(9）繰延税金資産   460   707  

(10）差入保証金   4,509   5,995  

(11）その他   289   217  

投資損失引当金   △43   △44  

投資その他の資産合計   15,08018.6  16,90920.3

固定資産合計   28,12634.8  30,51936.6

資産合計   80,864100.0  83,440100.0

        

（負債の部）        

Ⅰ　流動負債        

１．買掛金   13,687   16,128  

２．短期借入金   5,000   －  

３．１年内返済予定長期借
入金

  －   2,000  

４．未払金   2,209   2,234  

５．未払費用   2,206   3,538  

６．未払法人税等   1,656   1,630  

７．未払消費税等   150   383  

８．前受金   9   10  

９．預り金   41   40  

10．その他   34   47  

流動負債合計   24,99530.9  26,01431.2

Ⅱ　固定負債        

１．長期借入金   5,000   3,000  

２．退職給付引当金   496   668  

３．役員退職慰労引当金   539   575  

４．預り保証金   87   163  

５．その他   －   6  

固定負債合計   6,1237.6  4,4145.3

負債合計   31,11838.5  30,42936.5
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前事業年度

（平成18年２月28日）
当事業年度

（平成19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
（％）

（資本の部）        

Ⅰ　資本金 ※１  15,43419.1  － －

Ⅱ　資本剰余金        

１．資本準備金  17,677   －   

資本剰余金合計   17,67721.9  － －

Ⅲ　利益剰余金        

１．利益準備金  90   －   

２．任意積立金        

(1）特別償却準備金  2   －   

(2）別途積立金  12,540   －   

３．当期未処分利益  3,975   －   

利益剰余金合計   16,60820.5  － －

Ⅳ　その他有価証券評価差額金   25 0.0  － －

Ⅴ　自己株式 ※２  △0 △0.0  － －

資本合計   49,74661.5  － －

負債・資本合計   80,864100.0  － －

        

（純資産の部）        

Ⅰ　株主資本        

１．資本金   － －  15,43418.5

２．資本剰余金        

(1）資本準備金  －   17,677   

資本剰余金合計   － －  17,67721.2

３．利益剰余金        

(1）利益準備金  －   90   

(2）その他利益剰余金        

別途積立金  －   15,540   

繰越利益剰余金  －   4,243   

利益剰余金合計   － －  19,87423.8

４．自己株式   － －  △0 △0.0

株主資本合計   － －  52,98563.5

Ⅱ　評価・換算差額等        

１．その他有価証券評価差
額金

  － －  25 0.0

評価・換算差額等合計   － －  25 0.0

純資産合計   － －  53,01163.5

負債純資産合計   － －  83,440100.0
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（訂正後）

  
前事業年度

（平成18年２月28日）
当事業年度

（平成19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   29,664   27,086  

２．売掛金   2,089   2,547  

３．商品   16,176   18,879  

４．貯蔵品   156   152  

５．前払費用   462   542  

６．繰延税金資産   804   833  

７．関係会社短期貸付金   1,000   －  

８．未収入金   1,823   2,138  

９．その他   70   88  

流動資産合計   52,24664.8  52,26963.0

Ⅱ　固定資産        

１．有形固定資産        

(1）建物  11,703   12,736   

減価償却累計額  2,474 9,228  3,096 9,640  

(2）構築物  1,615   1,758   

減価償却累計額  771 843  909 849  

(3）車両運搬具  7   7   

減価償却累計額  5 1  6 0  

(4）器具備品  2,449   2,829   

減価償却累計額  1,302 1,146  1,652 1,176  

(5）土地   460   415  

(6）建設仮勘定   90   249  

有形固定資産合計   11,77014.6  12,33214.9

２．無形固定資産        

(1）借地権   287   350  

(2）ソフトウェア   830   791  

(3）その他   156   135  

無形固定資産合計   1,2741.6  1,2761.5
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前事業年度

（平成18年２月28日）
当事業年度

（平成19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
（％）

３．投資その他の資産        

(1）投資有価証券   77   78  

(2）関係会社株式   9,216   9,228  

(3）出資金   13   0  

(4）関係会社出資金   12   －  

(5）長期貸付金   －   2  

(6）従業員長期貸付金   －   0  

(7）関係会社長期貸付金   74   76  

(8）長期前払費用   469   645  

(9）繰延税金資産   656   903  

(10）差入保証金   4,509   5,995  

(11）その他   780   709  

貸倒引当金   △491   △491  

投資損失引当金   △43   △44  

投資その他の資産合計   15,27619.0  17,10520.6

固定資産合計   28,32235.2  30,71537.0

資産合計   80,569100.0  82,984100.0

        

（負債の部）        

Ⅰ　流動負債        

１．買掛金   13,687   16,128  

２．短期借入金   5,000   －  

３．１年内返済予定長期借
入金

  －   2,000  

４．未払金   2,209   2,234  

５．未払費用   2,206   3,538  

６．未払法人税等   1,656   1,630  

７．未払消費税等   150   383  

８．前受金   9   10  

９．預り金   41   40  

10．その他   34   47  

流動負債合計   24,99531.0  26,01431.4

Ⅱ　固定負債        

１．長期借入金   5,000   3,000  

２．退職給付引当金   496   668  

３．役員退職慰労引当金   539   575  

４．預り保証金   87   163  

５．その他   －   6  

固定負債合計   6,1237.6  4,4145.3

負債合計   31,11838.6  30,42936.7
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前事業年度

（平成18年２月28日）
当事業年度

（平成19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
（％）

（資本の部）        

Ⅰ　資本金 ※１  15,43419.2  － －

Ⅱ　資本剰余金        

１．資本準備金  17,677   －   

資本剰余金合計   17,67722.0  － －

Ⅲ　利益剰余金        

１．利益準備金  90   －   

２．任意積立金        

(1）特別償却準備金  2   －   

(2）別途積立金  12,540   －   

３．当期未処分利益  3,680   －   

利益剰余金合計   16,31320.2  － －

Ⅳ　その他有価証券評価差額金   25 0.0  － －

Ⅴ　自己株式 ※２  △0 △0.0  － －

資本合計   49,45061.4  － －

負債・資本合計   80,569100.0  － －

        

（純資産の部）        

Ⅰ　株主資本        

１．資本金   － －  15,43418.6

２．資本剰余金        

(1）資本準備金  －   17,677   

資本剰余金合計   － －  17,67721.3

３．利益剰余金        

(1）利益準備金  －   90   

(2）その他利益剰余金        

別途積立金  －   15,540   

繰越利益剰余金  －   3,787   

利益剰余金合計   － －  19,41723.4

４．自己株式   － －  △0 △0.0

株主資本合計   － －  52,52963.3

Ⅱ　評価・換算差額等        

１．その他有価証券評価差
額金

  － －  25 0.0

評価・換算差額等合計   － －  25 0.0

純資産合計   － －  52,55563.3

負債純資産合計   － －  82,984100.0
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②【損益計算書】

（訂正前）

  
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
（自　平成18年３月１日
至　平成19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
（％）

Ⅰ　売上高   122,928100.0  144,999100.0

Ⅱ　売上原価        

１．商品期首たな卸高  13,051   16,176   

２．当期商品仕入高  91,033   107,586   

合計  104,085   123,763   

３．商品期末たな卸高  16,176 87,90871.5 18,879104,88372.3

売上総利益   35,02028.5  40,11627.7

Ⅲ　販売費及び一般管理費        

１．広告宣伝費  3,060   2,565   

２．景品費  1,029   1,486   

３．役員報酬  218   242   

４．給与手当  11,882   13,600   

５．役員退職慰労引当金繰
入額

 36   37   

６．退職給付費用  155   222   

７．法定福利厚生費  1,178   1,342   

８．賃借料  5,525   6,396   

９．減価償却費  1,271   1,429   

10．水道光熱費  1,136   1,301   

11．消耗品費  864   897   

12．租税公課  820   953   

13．支払手数料  659   745   

14．その他  1,238 29,07823.7 1,701 32,92322.7

営業利益   5,9414.8  7,1935.0

Ⅳ　営業外収益        

１．受取利息  42   85   

２．受取配当金 ※１ 15   137   

３．広告宣伝用器具受贈益  320   303   

４．賃貸料収入  103   164   

５．受取手数料  384   457   

６．その他  81 948 0.8 68 1,2170.8
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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
（自　平成18年３月１日
至　平成19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
（％）

Ⅴ　営業外費用        

１．支払利息  21   22   

２．リース解約損  18   162   

３．賃貸原価  85   124   

４．店舗開発費用  55   82   

５．新株発行費  132   －   

６．その他  26 340 0.3 72 464 0.3

経常利益   6,5495.3  7,9465.5

Ⅵ　特別利益        

１．店舗賃貸解約益  0 0 0.0 － － －

Ⅶ　特別損失        

１．過年度損益修正損 ※２ －   635   

２．固定資産除却損 ※３ 86   128   

３．減損損失 ※４ －   592   

４．店舗賃借解約損  6   55   

５．投資損失引当金繰入額  43   1   

６．その他  1 137 0.1 1 1,4121.0

税引前当期純利益   6,4135.2  6,5334.5

法人税、住民税及び事業
税

 2,872   2,951   

法人税等調整額  △203 2,6682.2 △170 2,7801.9

当期純利益   3,7443.0  3,7522.6

前期繰越利益   388   －  

中間配当額   156   －  

当期未処分利益   3,975   －  
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（訂正後）

  
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
（自　平成18年３月１日
至　平成19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
（％）

Ⅰ　売上高   122,928100.0  144,999100.0

Ⅱ　売上原価        

１．商品期首たな卸高  13,051   16,176   

２．当期商品仕入高  91,033   107,853   

合計  104,085   124,030   

３．商品期末たな卸高  16,176 87,90871.5 18,879105,15072.5

売上総利益   35,02028.5  39,84827.5

Ⅲ　販売費及び一般管理費        

１．広告宣伝費  3,060   2,565   

２．景品費  1,029   1,486   

３．役員報酬  218   242   

４．給与手当  11,882   13,600   

５．役員退職慰労引当金繰
入額

 36   37   

６．退職給付費用  155   222   

７．法定福利厚生費  1,178   1,342   

８．賃借料  5,525   6,396   

９．減価償却費  1,271   1,429   

10．水道光熱費  1,136   1,301   

11．消耗品費  864   897   

12．租税公課  820   953   

13．支払手数料  659   745   

14．その他  1,238 29,07823.7 1,701 32,92322.7

営業利益   5,9414.8  6,9254.8

Ⅳ　営業外収益        

１．受取利息  42   85   

２．受取配当金 ※１ 15   137   

３．広告宣伝用器具受贈益  320   303   

４．賃貸料収入  103   164   

５．受取手数料  384   457   

６．その他  81 948 0.8 68 1,2170.8
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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
（自　平成18年３月１日
至　平成19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
（％）

Ⅴ　営業外費用        

１．支払利息  21   22   

２．リース解約損  18   162   

３．賃貸原価  85   124   

４．店舗開発費用  55   82   

５．新株発行費  132   －   

６．その他  26 340 0.3 72 464 0.3

経常利益   6,5495.3  7,6795.3

Ⅵ　特別利益        

１．店舗賃貸解約益  0 0 0.0 － － －

Ⅶ　特別損失        

１．過年度損益修正損 ※２ －   635   

２．固定資産除却損 ※３ 86   128   

３．減損損失 ※４ －   592   

４．店舗賃借解約損  6   55   

５．投資損失引当金繰入額  43   1   

６．貸倒引当金繰入額  180   －   

７．その他  1 317 0.2 1 1,4121.0

税引前当期純利益   6,2335.1  6,2664.3

法人税、住民税及び事業
税

 2,872   2,951   

法人税等調整額  △275 2,5972.1 △276 2,6741.8

当期純利益   3,6353.0  3,5922.5

前期繰越利益   201   －  

中間配当額   156   －  

当期未処分利益   3,680   －  
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③【株主資本等変動計算書】

（訂正前）

当事業年度（自　平成18年３月１日　至　平成19年２月28日）

 

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）

15,43417,67717,677 90 2 12,5403,97516,608△0 49,720

事業年度中の変動額           

特別償却準備金の取崩（注）     △1  1 －  －

特別償却準備金の取崩     △1  1 －  －

別途積立金の積立（注）      3,000△3,000 －  －

剰余金の配当（注）       △239 △239  △239

剰余金の配当       △239 △239  △239

役員賞与（注）       △9 △9  △9

当期純利益       3,7523,752  3,752

自己株式の取得         △0 △0

株主資本以外の項目の事業年度
中の変動額（純額）

          

事業年度中の変動額合計
（百万円）

－ － － － △2 3,000 267 3,265 △0 3,265

平成19年２月28日　残高
（百万円）

15,43417,67717,677 90 － 15,5404,24319,874△0 52,985

           

 

 

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

事業年度中の変動額    

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

剰余金の配当   △239

役員賞与（注）   △9

当期純利益   3,752

自己株式の取得   △0

株主資本以外の項目の事業年度
中の変動額（純額）

0 0 0

事業年度中の変動額合計
（百万円）

0 0 3,265

平成19年２月28日　残高
（百万円）

25 25 53,011

    

　（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。
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（訂正後）

当事業年度（自　平成18年３月１日　至　平成19年２月28日）

 

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）

15,43417,67717,677 90 2 12,5403,68016,313△0 49,425

事業年度中の変動額           

特別償却準備金の取崩（注）     △1  1 －  －

特別償却準備金の取崩     △1  1 －  －

別途積立金の積立（注）      3,000△3,000 －  －

剰余金の配当（注）       △239 △239  △239

剰余金の配当       △239 △239  △239

役員賞与（注）       △9 △9  △9

当期純利益       3,5923,592  3,592

自己株式の取得         △0 △0

株主資本以外の項目の事業年度
中の変動額（純額）

          

事業年度中の変動額合計
（百万円）

－ － － － △2 3,000 107 3,104 △0 3,104

平成19年２月28日　残高
（百万円）

15,43417,67717,677 90 － 15,5403,78719,417△0 52,529

           

 

 

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 49,450

事業年度中の変動額    

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

剰余金の配当   △239

役員賞与（注）   △9

当期純利益   3,592

自己株式の取得   △0

株主資本以外の項目の事業年度
中の変動額（純額）

0 0 0

事業年度中の変動額合計
（百万円）

0 0 3,104

平成19年２月28日　残高
（百万円）

25 25 52,555

    

　（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。
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④【キャッシュ・フロー計算書】

（訂正前）

  
前事業年度

（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）

Ⅰ　営業活動によるキャッシュ
・フロー

  

税引前当期純利益  6,413

減価償却費  1,281

退職給付引当金の増減
額（減少：△）

 114

役員退職慰労引当金の
増減額（減少：△）

 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

 △57

広告宣伝用器具受贈益  △228

支払利息  21

固定資産除却損  68

売上債権の増減額（増
加：△）

 △690

たな卸資産の増減額
（増加：△）

 △3,157

前払費用の増減額（増
加：△）

 △59

未収入金の増減額（増
加：△）

 246

仕入債務の増減額（減
少：△）

 1,318

未払金の増減額（減
少：△）

 640

未払費用の増減額（減
少：△）

 358

未払消費税等の増減額
（減少：△）

 △172

その他  210

小計  6,381

利息及び配当金の受取
額

 57

利息の支払額  △20

法人税等の支払額  △2,798

営業活動によるキャッ
シュ・フロー

 3,618
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前事業年度

（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）

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

 △530

定期預金及び定期積金
の払戻による収入

 539

有形固定資産の取得に
よる支出

 △2,225

無形固定資産の取得に
よる支出

 △751

関係会社株式の取得に
よる支出

 △8,161

貸付による支出  △1,006

差入保証金による支出  △757

差入保証金の返還によ
る収入

 157

その他の投資増減額
（増加：△）

 △382

投資活動によるキャッ
シュ・フロー

 △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

株式の発行による収入  23,553

配当金の支払額  △312

財務活動によるキャッ
シュ・フロー

 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加
額

 23,741

Ⅵ　現金及び現金同等物の期首
残高

 6,053

Ⅶ　現金及び現金同等物の期末
残高

※ 29,795
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（訂正後）

  
前事業年度

（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）

Ⅰ　営業活動によるキャッシュ
・フロー

  

税引前当期純利益  6,233

減価償却費  1,281

退職給付引当金の増減
額（減少：△）

 114

役員退職慰労引当金の
増減額（減少：△）

 29

貸倒引当金の増減額
（減少：△）

 180

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

 △57

広告宣伝用器具受贈益  △228

支払利息  21

固定資産除却損  68

売上債権の増減額（増
加：△）

 △690

たな卸資産の増減額
（増加：△）

 △3,157

前払費用の増減額（増
加：△）

 △59

未収入金の増減額（増
加：△）

 246

仕入債務の増減額（減
少：△）

 1,318

未払金の増減額（減
少：△）

 600

未払費用の増減額（減
少：△）

 358

未払消費税等の増減額
（減少：△）

 △172

その他  35

小計  6,166

利息及び配当金の受取
額

 57

利息の支払額  △20

法人税等の支払額  △2,798

営業活動によるキャッ
シュ・フロー

 3,403
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前事業年度

（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）

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

 △530

定期預金及び定期積金
の払戻による収入

 539

有形固定資産の取得に
よる支出

 △2,225

無形固定資産の取得に
よる支出

 △751

関係会社株式の取得に
よる支出

 △8,161

貸付による支出  △1,006

差入保証金による支出  △757

差入保証金の返還によ
る収入

 157

その他の投資増減額
（増加：△）

 △382

投資活動によるキャッ
シュ・フロー

 △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

株式の発行による収入  23,553

配当金の支払額  △312

財務活動によるキャッ
シュ・フロー

 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加
額

 23,526

Ⅵ　現金及び現金同等物の期首
残高

 5,733

Ⅶ　現金及び現金同等物の期末
残高

※ 29,260
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⑤【利益処分計算書】

（訂正前）

  
前事業年度
株主総会承認日

（平成18年５月22日）

区分
注記
番号

金額（百万円）

Ⅰ　当期未処分利益   3,975

Ⅱ　任意積立金取崩高    

特別償却準備金取崩高  1 1

合　　計   3,976

Ⅲ　利益処分額    

１．配当金  239  

２．取締役賞与金  9  

３．任意積立金    

別途積立金  3,000 3,248

Ⅳ　次期繰越利益   728

    

 

（訂正後）

  
前事業年度
株主総会承認日

（平成18年５月22日）

区分
注記
番号

金額（百万円）

Ⅰ　当期未処分利益   3,680

Ⅱ　任意積立金取崩高    

特別償却準備金取崩高  1 1

合　　計   3,681

Ⅲ　利益処分額    

１．配当金  239  

２．取締役賞与金  9  

３．任意積立金    

別途積立金  3,000 3,248

Ⅳ　次期繰越利益   433
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重要な会計方針

（訂正前）

項目
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
（自　平成18年３月１日
至　平成19年２月28日）

 （中略）  

５．引当金の計上基準 (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）退職給付引当金 (2）退職給付引当金

 　従業員の退職給付に備えるため、当事

業年度末における退職給付債務の見込

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。

同左

 (3）役員退職慰労引当金 (3）役員退職慰労引当金

 　役員の退職慰労金の支給に備えるた

め、内規に基づく期末要支給額を計上

しております。

同左
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（訂正後）

項目
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
（自　平成18年３月１日
至　平成19年２月28日）

 （中略）  

５．引当金の計上基準 (1）貸倒引当金 (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。

同左

 (2）投資損失引当金 (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。

同左

 (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。

同左

 (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、内規に基づく期末要支給額を計上

しております。

同左
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会計方針の変更

（訂正前）

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
（自　平成18年３月１日
至　平成19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）

 　当事業年度より、「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、53,011百万円

であります。

　なお、財務諸表等規則の改正により、当事業年度におけ

る貸借対照表の純資産の部については、改正後の財務諸

表等規則により作成しております。

 

（訂正後）

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
（自　平成18年３月１日
至　平成19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）

 　当事業年度より、「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、52,555百万円

であります。

　なお、財務諸表等規則の改正により、当事業年度におけ

る貸借対照表の純資産の部については、改正後の財務諸

表等規則により作成しております。
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注記事項

（キャッシュ・フロー計算書関係）

（訂正前）

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18年２月28日現在）

 

 （百万円）

現金及び預金勘定 30,199

預入期間が３ケ月を越える定期預金及
び定期積金

△403

現金及び現金同等物 29,795

　

 

（訂正後）

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18年２月28日現在）

 

 （百万円）

現金及び預金勘定 29,664

預入期間が３ケ月を越える定期預金及
び定期積金

△403

現金及び現金同等物 29,260
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（税効果会計関係）

（訂正前）

前事業年度
（平成18年２月28日）

当事業年度
（平成19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）  

たな卸資産の会計・税務の評価方法
差額

576

未払事業税 152

一括償却資産限度超過額 35

未払事業所税 19

その他 20

繰延税金資産（流動）計 805

繰延税金負債（流動）  

特別償却準備金 △0

繰延税金資産（流動）の純額 804

繰延税金資産（固定）  

役員退職慰労引当金 215

退職給付引当金 197

一括償却資産限度超過額 16

その他 48

繰延税金資産（固定）計 477

繰延税金負債（固定）  

その他有価証券評価差額金 △16

繰延税金資産（固定）の純額 460

繰延税金資産の純額 1,264

　

 

 （百万円）

繰延税金資産（流動）  

たな卸資産の会計・税務の評価方法
差額

519

未払事業税 139

一括償却資産限度超過額 28

未払事業所税 24

その他 14

繰延税金資産（流動）計 726

繰延税金資産（流動）の純額 726

繰延税金資産（固定）  

役員退職慰労引当金 229

退職給付引当金 266

一括償却資産限度超過額 12

減損損失 156

その他 78

繰延税金資産（固定）計 743

繰延税金負債（固定）  

長期前払家賃 △18

その他有価証券評価差額金 △17

繰延税金負債（固定）計 △35

繰延税金資産（固定）の純額 707

繰延税金資産の純額 1,434

　

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

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

 

 （％）

法定実効税率 39.9

（調整）  

住民税均等割 2.2

ＩＴ投資促進税制 △1.5

その他 1.0

税効果会計適用後の法人税等の負担率 41.6

　

 

 （％）

法定実効税率 39.9

（調整）  

住民税均等割 2.5

その他 0.2

税効果会計適用後の法人税等の負担率 42.6

　

 

EDINET提出書類

スギホールディングス株式会社(E03344)

訂正有価証券報告書

63/69



（訂正後）

前事業年度
（平成18年２月28日）

当事業年度
（平成19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）  

たな卸資産の会計・税務の評価方法
差額

576

未払事業税 152

一括償却資産限度超過額 35

未払事業所税 19

その他 20

繰延税金資産（流動）計 805

繰延税金負債（流動）  

特別償却準備金 △0

繰延税金資産（流動）の純額 804

繰延税金資産（固定）  

役員退職慰労引当金 215

退職給付引当金 197

一括償却資産限度超過額 16

貸倒引当金 196

その他 48

繰延税金資産（固定）計 673

繰延税金負債（固定）  

その他有価証券評価差額金 △16

繰延税金資産（固定）の純額 656

繰延税金資産の純額 1,460

　

 

 （百万円）

繰延税金資産（流動）  

たな卸資産の会計・税務の評価方法
差額

519

未払事業税 139

一括償却資産限度超過額 28

未払事業所税 24

未収入金 106

その他 14

繰延税金資産（流動）計 833

繰延税金資産（流動）の純額 833

繰延税金資産（固定）  

役員退職慰労引当金 229

退職給付引当金 266

一括償却資産限度超過額 12

減損損失 156

貸倒引当金 196

その他 78

繰延税金資産（固定）計 939

繰延税金負債（固定）  

長期前払家賃 △18

その他有価証券評価差額金 △17

繰延税金負債（固定）計 △35

繰延税金資産（固定）の純額 903

繰延税金資産の純額 1,737

　

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

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

 

 （％）

法定実効税率 39.9

（調整）  

住民税均等割 2.3

ＩＴ投資促進税制 △1.5

その他 1.0

税効果会計適用後の法人税等の負担率 41.7

　

 

 （％）

法定実効税率 39.9

（調整）  

住民税均等割 2.6

その他 0.2

税効果会計適用後の法人税等の負担率 42.7
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（１株当たり情報）

（訂正前）

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
（自　平成18年３月１日
至　平成19年２月28日）

 

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

　

 

１株当たり純資産額 886円67銭

１株当たり当期純利益金額 62円77銭

　

　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。

　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、以下のとおりになります。

  

前事業年度

１株当たり純資産 831円89銭

１株当たり当期純利益金額 70円84銭

　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。

　

　（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。

 
前事業年度末

（平成18年２月28日）
当事業年度末

（平成19年２月28日）

純資産の部の合計額（百万円） － 53,011

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） － 53,011

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）

－ 59,787,654

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。

 
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
（自　平成18年３月１日
至　平成19年２月28日）

当期純利益（百万円） 3,744 3,752

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)(百万円) （9） （－）

普通株式に係る当期純利益（百万円） 3,734 3,752

期中平均株式数（株） 26,359,607 59,787,656
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（訂正後）

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
（自　平成18年３月１日
至　平成19年２月28日）

 

１株当たり純資産額 1,653円90銭

１株当たり当期純利益金額 137円58銭

　

 

１株当たり純資産額 879円04銭

１株当たり当期純利益金額 60円08銭

　

　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。

　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、以下のとおりになります。

  

前事業年度

１株当たり純資産 826円95銭

１株当たり当期純利益金額 68円79銭

　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。

　

　（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。

 
前事業年度末

（平成18年２月28日）
当事業年度末

（平成19年２月28日）

純資産の部の合計額（百万円） － 52,555

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） － 52,555

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）

－ 59,787,654

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。

 
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
（自　平成18年３月１日
至　平成19年２月28日）

当期純利益（百万円） 3,635 3,592

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)(百万円) （9） （－）

普通株式に係る当期純利益（百万円） 3,626 3,592

期中平均株式数（株） 26,359,607 59,787,656
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（重要な後発事象）

（訂正前）

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
（自　平成18年３月１日
至　平成19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

名簿に記載又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。

　

　当社は、平成18年11月21日開催の取締役会において、株

式会社ジャパン（以下、同社という）を完全子会社とす

るために会社法第767条の規定に基づく株式交換契約を

締結することを決議し、同日付で株式交換契約を締結い

たしました。

　当該株式交換契約の株主総会での承認は、当社において

は、会社法796条第３項の規定に基づく簡易株式交換に該

当するため省略しております。

　また、当該契約に基づき平成19年３月１日に株式交換を

実施し、同社を完全子会社といたしました。

(1）株式交換の目的

　同社を当社の完全子会社とすることにより、グループ

としてより密接な連携強化を図ると共に、グループと

してのシナジー効果を最大限に発揮し、事業規模の拡

大を図ることが、両社の企業価値の向上に資すると判

断したためであります。

(2）株式交換する会社の名称、事業内容、規模

①　会社名称：株式会社ジャパン

②　事業内容：ディスカウントストア

③　企業規模：資本金　6,454百万円

(3）株式交換の方法

　平成18年11月21日に締結した株式交換契約に基づき、

平成19年３月１日を株式交換の効力発生日として、当

社が同社の効力発生日の前日の最終株主に対して、そ

の保有する同社普通株式１株につき、当社普通株式を

0.52株の割合をもって割当交付いたしました。

　また、当社はこの株式交換に伴い、普通株式3,542,838

株を発行し当社の資本準備金が6,954百万円増加して

おります。

(4）株式交換の効力発生日

平成19年３月１日
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（訂正後）

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
（自　平成18年３月１日
至　平成19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

名簿に記載又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

427.24円 826.95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

57.69円 68.79円

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。

　

　当社は、平成18年11月21日開催の取締役会において、株

式会社ジャパン（以下、同社という）を完全子会社とす

るために会社法第767条の規定に基づく株式交換契約を

締結することを決議し、同日付で株式交換契約を締結い

たしました。

　当該株式交換契約の株主総会での承認は、当社において

は、会社法796条第３項の規定に基づく簡易株式交換に該

当するため省略しております。

　また、当該契約に基づき平成19年３月１日に株式交換を

実施し、同社を完全子会社といたしました。

(1）株式交換の目的

　同社を当社の完全子会社とすることにより、グループ

としてより密接な連携強化を図ると共に、グループと

してのシナジー効果を最大限に発揮し、事業規模の拡

大を図ることが、両社の企業価値の向上に資すると判

断したためであります。

(2）株式交換する会社の名称、事業内容、規模

①　会社名称：株式会社ジャパン

②　事業内容：ディスカウントストア

③　企業規模：資本金　6,454百万円

(3）株式交換の方法

　平成18年11月21日に締結した株式交換契約に基づき、

平成19年３月１日を株式交換の効力発生日として、当

社が同社の効力発生日の前日の最終株主に対して、そ

の保有する同社普通株式１株につき、当社普通株式を

0.52株の割合をもって割当交付いたしました。

　また、当社はこの株式交換に伴い、普通株式3,542,838

株を発行し当社の資本準備金が6,954百万円増加して

おります。

(4）株式交換の効力発生日

平成19年３月１日
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⑥【附属明細表】

【引当金明細表】

（訂正前）

区分
前期末残高
（百万円）

当期増加額
（百万円）

当期減少額
（目的使用）
（百万円）

当期減少額
（その他）
（百万円）

当期末残高
（百万円）

投資損失引当金 43 1 － － 44

役員退職慰労引当金 539 37 1 － 575

 

（訂正後）

区分
前期末残高
（百万円）

当期増加額
（百万円）

当期減少額
（目的使用）
（百万円）

当期減少額
（その他）
（百万円）

当期末残高
（百万円）

貸倒引当金 491 － － － 491

投資損失引当金 43 1 － － 44

役員退職慰労引当金 539 37 1 － 575

 

（２）【主な資産及び負債の内容】

①　流動資産

イ．現金及び預金

（訂正前）

区分 金額（百万円）

現金 1,751

預金の種類  

当座預金 230

普通預金 14,373

定期預金 11,000

定期積金 241

小計 25,845

合計 27,596

 

（訂正後）

区分 金額（百万円）

現金 1,241

預金の種類  

当座預金 230

普通預金 14,373

定期預金 11,000

定期積金 241

小計 25,845

合計 27,086
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