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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

回次 第25期中 第26期中 第27期中 第25期 第26期

会計期間

自平成18年
３月１日
至平成18年
８月31日

自平成19年
３月１日
至平成19年
８月31日

自平成20年
３月１日
至平成20年
８月31日

自平成18年
３月１日
至平成19年
２月28日

自平成19年
３月１日
至平成20年
２月29日

売上高（百万円） 108,584 119,192 137,236 217,229 248,134

経常利益（百万円） 4,987 6,730 7,060 9,823 12,067

中間（当期）純利益（百万円） 2,018 3,646 2,401 3,839 6,861

純資産額（百万円） 58,827 62,901 67,742 60,675 65,851

総資産額（百万円） 100,954 110,768 117,566 100,802 112,400

１株当たり純資産額（円） 857.01 993.35 1,069.86 883.37 1,039.97

１株当たり中間（当期）純利益金

額（円）
33.77 57.58 37.92 64.22 108.35

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（％） 50.8 56.8 57.6 52.4 58.6

営業活動によるキャッシュ・フ

ロー（百万円）
7,764 9,889 10,038 8,785 10,958

投資活動によるキャッシュ・フ

ロー（百万円）
△12,340 △1,787 △3,757 △14,517 △7,191

財務活動によるキャッシュ・フ

ロー（百万円）
△5,334 △580 △3,525 △5,666 △4,934

現金及び現金同等物の中間期末

（期末）残高（百万円）
20,648 26,679 20,743 19,171 17,988

従業員数

（外、平均臨時雇用者数）（人）

2,519

(3,504)

2,710

(3,862)

3,333

(4,388)

2,463

(3,352)

2,960

(4,359)

（注）１．売上高には消費税等は含まれておりません。

２．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。
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(2）提出会社の経営指標等

回次 第25期中 第26期中 第27期中 第25期 第26期

会計期間

自平成18年
３月１日
至平成18年
８月31日

自平成19年
３月１日
至平成19年
８月31日

自平成20年
３月１日
至平成20年
８月31日

自平成18年
３月１日
至平成19年
２月28日

自平成19年
３月１日
至平成20年
２月29日

売上高（百万円） 70,996 82,281 92,364 144,999 167,976

経常利益（百万円） 3,728 5,198 6,068 7,679 10,239

中間（当期）純利益（百万円） 1,857 2,933 2,593 3,592 5,818

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

発行済株式総数（株） 59,788,000 63,330,838 63,330,838 59,788,000 63,330,838

純資産額（百万円） 51,057 61,940 66,639 52,555 64,557

総資産額（百万円） 81,364 97,396 100,304 82,984 98,765

１株当たり純資産額（円） 853.99 978.18 1,052.45 879.04 1,019.54

１株当たり中間（当期）純利益金

額（円）
31.06 46.32 40.96 60.08 91.88

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） 4.00 4.00 6.00 12.00 12.00

自己資本比率（％） 62.8 63.6 66.4 63.3 65.4

従業員数

（外、平均臨時雇用者数）（人）

1,797

(2,300)

2,020

(2,700)

2,507

(2,726)

1,777

(2,239)

2,112

(2,772)

（注）１．売上高には消費税等は含まれておりません。

２．下記のとおり新株式の発行を行っております。

　　　平成19年３月１日　株式交換に伴う新株式の発行　　3,542,838株　

３．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。

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。

EDINET提出書類

スギホールディングス株式会社(E03344)

半期報告書

 3/72



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

　 平成20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）

ファーマシー事業 2,503 　　    　　　  （2,726）

ドラッグ事業 826 (1,662)

全社（共通） 4 (   －)　

合計 3,333 　　　　　　（4,388）　　

　（注）１．従業員数は就業人員であり、（　　）内の臨時雇用者数（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

　 平成20年８月31日現在

従業員数（人） 2,507（2,726）　

　（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））

を外数で記載しております。

　　　　２.　当中間連結会計期間末までの半年間において、従業員数が395名増加しておりますが、その主な理由は、関東及び関

西への出店に伴う採用増加によるものであります。

(3）労働組合の状況

労働組合との間に特記すべき事項はありません。
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第２【事業の状況】

１【業績等の概要】

(1）業績

当中間連結会計期間におけるわが国の経済は、サブプライム問題に端を発した金融市場の混乱や原油等の原材料

価格の高騰等により、企業収益の悪化や設備投資の伸び悩みがみられ、景気の減速傾向が一段と顕著になってまい

りました。

また、個人消費においては、雇用環境の悪化や所得の伸び悩みに加え、生活必需品の価格上昇等により、生活防衛

の意識がさらに強まり、消費者態度指数の急速な悪化など、消費マインドの著しい低下を招いております。

とりわけ、第２四半期（平成20年6月1日～平成20年8月31日）においては、昨年より早い梅雨入りや、8月の集中豪雨

などの天候要因により、経営環境は非常に厳しい状況でありました。

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 27店舗、退

店 3店舗を実施し、当中間連結会計期間末の総店舗数は648店舗となりました。

平成20年2月29日付で株式を取得し完全子会社化した飯塚薬品株式会社においては、平成20年3月1日より飯塚薬

品全店舗の看板を『ドラッグスギ』に変更し、新たなスタートを切りましたが、上述のような経営環境により飯塚

薬品の事業計画において当初想定していた収益の獲得が見込めなくなったことから、のれんの帳簿価格を回収可能

価額まで減額するとともに、飯塚薬品全社の固定資産と、当社が保有し飯塚薬品に賃貸している固定資産を減損処

理することにより、当中間期に12億11百万円の特別損失を計上しております。

　　　　以上の結果、当中間連結会計期間の業績は、売上高 1,372億36百万円（前年同期比 15.1%増、180億43百万円増）、営業

利益 62億52百万円（同 1.9%増、1億19百万円増）、経常利益 70億60百万円（同 4.9%増、3億29百万円増）、中間純

利益 24億01百万円（同 34.1%減、12億44百万円減）となりました。

事業の種類別セグメントの業績は次のとおりであります。

なお、当社グループにおいて、ファーマシー事業は当社（株式会社スギ薬局）のみで構成されており、ドラッグ事業

はジャパンおよび飯塚薬品で構成されております。

①ファーマシー事業

　ファーマシー事業は、当社のみで構成されております。

当中間連結会計期間においては、引き続き積極的な店舗展開を実施し、関東エリアに 12店舗、中部エリアに 9

店舗、関西エリアに 6店舗、合計 27店舗を新規に出店し、2店舗を退店しました。その結果、当中間連結会計期末の

店舗数は 420店舗となりました。

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 +6.1％増と

予想を上回って推移した結果、923億64百万円（同 12.3％増、100億83百万円増）となりました。

　　　　　売上総利益率は、調剤、ヘルスケア及びビューティケアの売上総利益率が改善したことにより、前年同期の 　　　　　　　　

27.7％から 28.2％へ 0.5 ポイント改善しました。

　　　　　売上高販管費比率は、計画を上回る積極的な人材採用を実施したことにより、人件費が増加し、売上高販管費比率は

前年同期の 21.9％から 22.5％となりました。

　　　　　以上の結果、営業利益は 52億46百万円（同 9.4％増、4億52百万円増）となり、過去最高益を更新することが　　できま

した。営業利益率は前年同期の 5.8％から 5.7％となりました。

②ドラッグ事業

　ドラッグ事業は、ジャパンおよび飯塚薬品で構成されております。

当中間連結会計期間においては、平成20年2月29日付で完全子会社化した飯塚薬品の全店舗 88店舗の看板をド

ラッグスギに変更するとともに、1店舗を退店した結果、当中間連結会計期末の店舗数は 228店舗となりました。

また、当中間連結会計期間の売上高は、既存店の売上高が前年同期比 +0.3％増と堅調に推移したことに加え、飯

塚薬品を子会社化したことにより、448億88百万円（同 21.8％増、80億36百万円増）となりました。

売上総利益率は、品揃えの見直しや値入率の向上等により前年同期の 20.0％から 20.7％へ 0.7 ポイント改善

しました。

　販管費は、コストコントロールの強化に努め、概ね当初見込み通りの結果となったものの、売上高が当初見込み

よりも弱含む結果となったことにより、売上高販管費比率は前年同期の 16.2％から 18.3％となりました。

　この結果、ドラッグ事業の営業利益は 10億79百万円（同 16.5％減、2億14百万円減）となり、営業利益率は前年

同期の 3.5％から 2.4％となりました。 
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(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、法人税等の支払及び長期借入金

の返済による支出、また新規出店に伴う設備投資等により、前中間連結会計期間末に比べ59億円減少し、当中間連結

会計期間末には207億43百万円（同22.2％減）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100億38百万円（同1.5％増）となりました。これは減少要因として法人税等の支

払額が36億36百万円あったものの、増加要因として税金等調整前中間純利益が55億25百万円計上されたこと及び仕

入債務の増加額が61億02百万円あったこと等によります。

　

（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37億57百万円（同110.3％増）となりました。これは主に、定期預金の増加額が10

億円、新規出店に伴う有形固定資産の取得による支出が15億67百万円、差入保証金による支出が5億32百万円あった

こと等によります。

　

（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35億25百万円（同506.8％増）となりました。これは主に、長期借入金の返済額が

30億円、配当金の支払額が5億03百万円あったこと等によります。

　

２【仕入実績及び販売の状況】

(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。

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20年３月１日
至　平成20年８月31日）

前年同期比（％）

ファーマシー事業（百万円） 67,117 111.2

ドラッグ事業（百万円） 35,261 119.9

合計 102,378 114.1

（注）１. 上記の金額には、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。

(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。

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20年３月１日
至　平成20年８月31日）

前年同期比（％）

ファーマシー事業（百万円） 92,364 112.3

ドラッグ事業（百万円） 44,888 121.8

合計 137,253 115.2

（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。
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３【対処すべき課題】

当中間会計期間において、新たに発生した対処すべき課題は、次のとおりであります。

 （コンプライアンスの徹底と内部統制の強化）

　　本年７月に当社の元取締役による金員の流用という不祥事が発覚しました。お客様、株主・投資家の皆様、お取引先様を

はじめとして関係各位の皆様に多大なるご迷惑とご不安をおかけいたしました。

　このような事態を招いた原因として、役職員のコンプライアンスや内部統制に関する認識不足、経理業務と財務業務の

牽制機能の不足等があったと真摯に受け止めております。当社は、再発防止に向けて下記の取り組みを実施しておりま

す。

　 　① 資金管理の強化

　当社は、平成20年９月１日付でキャッシュ・マネジメント・システムを導入し、グループ全社の資金管理を、日次単

位にて当社で一括管理する体制に移行することにより、資金管理体制の強化に努めております。

② 牽制機能の強化

　当社は、平成20年９月１日付で機構改革を実施し、経理部と財務部を分離するとともに、経理部と財務部をそれぞれ

異なる執行役員が担当することとし、部署間ならびに役員間での牽制機能の強化を図っております。

③ コンプライアンス委員会の全面的な見直し

　当社は、平成20年９月１日付でコンプライアンス委員会の全面的な見直しを実施し、代表取締役社長の杉浦広一が

委員長に就任し、推進体制の強化を図っております。

　また、当委員会委員の過半数を社外より招聘し、本件に関する再発防止に向けた様々な施策を当委員会で企画・実

施しております。これにより、より客観的な観点からコンプライアンス体制の構築に努めるとともに、法令遵守の徹

底とリスク管理体制の充実に努めております。

当社は、本件の被害を最小限に抑えるべく全力を尽くすとともに、今後はこのようなことがないよう、再発防止に向け、

全役職員が一丸となって取り組んでまいります。

　

 （株式会社の支配に関する基本方針について）

①　基本方針の内容

 　当社は、当社株券等の売買は市場に委ねられるべきものであり、当社の財務および事業の方針の決定を支配する者

の在り方については、当社株券等の自由な取引を通じて、株主の皆様のご判断により決定されるべきものであると考

えております。また、多様な株主の皆様からの様々な意見を当社の財務および事業の方針の決定に反映させること

が、望ましいことであると考えております。

一方で、昨今、わが国の資本市場において、対象となる会社の取締役会との事前の十分な交渉や取締役会の同意を得

ることなく、一方的に行われている株券等の大量の買付行為の中には、その目的や買収後の方針等の十分な情報開示

がなされないまま、行われる事例が少なくなく、当社の企業価値ひいては株主の皆様の共同の利益が毀損される可能

性も否定できない状況にあります。

当社は、このような、当社の企業価値ひいては株主の皆様の共同の利益を毀損する買付けを行おうとする者は、当社

の財務および事業の方針の決定を支配する者として相応しくないものと考えており、これらの者による大量の買付

行為に対しては必要かつ適切な対抗措置を採ることにより、当社の企業価値ひいては株主の皆様の共同の利益を確

保する必要があると考えております。

 　 ②　不適切な支配の防止のための取組み

 当社は、基本方針に照らし不適切な者によって当社の財務および事業の方針の決定が支配されることを防止するた

めの取組みの一つとして、当社株券等の大量の買付行為が行われた場合に、株主の皆様が、当社の特性を踏まえたう

えで、当該買付行為に応じるか否かを判断するために十分な情報と時間を確保すること、また、大量の買付行為を行

う者との交渉の機会を確保することが、当社の企業価値を向上させ、株主の皆様の共同の利益を確保することにとっ

て不可欠であり、当社株券等の大量の買付行為を行う際の一定のルールを設ける必要があると考えました。

そこで、当社は、平成20年４月11日開催の取締役会において、大量買付行為への対応策（買収防衛策）（以下「本プ

ラン」といいます。）の内容を決議し、平成20年５月29日開催の第26回定時株主総会において、本プランの導入が承

認されました。

本プランにおいては、当社株券等の特定株式保有者等の議決権割合を20％以上とする当社株券等の買付行為、または

結果として特定株式保有者等の議決権割合が20％以上となる当社株券等の買付行為に対する情報提供等に関する一

定のルールを設定するとともに、対抗措置の発動手続等を定めております。

③　不適切な支配の防止のための取組みについての取締役会の判断

 上記「不適切な支配の防止のための取組み」に記載した取組みは、以下の理由により、基本方針に沿い、株主の皆様

の共同の利益を害するものではなく、当社の会社役員の地位の維持を目的とするものではないと考えております。

(ｉ)　買収防衛策に関する指針において定める三原則を完全に充足していること

本プランは、経済産業省および法務省が平成17年５月27日付で発表した「企業価値・株主共同の利益の確保または

向上のための買収防衛策に関する指針」において定められている三原則を完全に充足しております。

(ⅱ)　株主の皆様の意思の重視と情報開示
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本プランの効力発生には、株主総会において、株主の皆様のご承認をいただくことが必要であり、本プランの導入に

は株主の皆様の意思が反映されるものとなっております。また、本プランは有効期間の満了前であっても当社株主総

会において本プランを廃止する旨の決議が行われた場合にはその時点で廃止するものとされており、その廃止につ

いても株主の皆様の意思が反映されるものとなっております。

さらに、当社は、株主の皆様に、本プランの廃止等の判断および大量買付行為に応じて当社株式の売却を行うか否か

についての判断を適切に行っていただくために、意向表明書が提出された事実について速やかに開示するとともに、

大量買付情報、その他の大量買付者から提供を受けた情報について独立委員会が適当と認める時期および方法によ

り開示することとしております。

(ⅲ)　当社取締役会の恣意的判断を排除するための取組み

(a) 独立性の高い社外者の判断の重視

当社は、本プランの導入にあたり、取締役会の恣意的判断を排除するために、当社から独立した独立委員会を設置し

ております。独立委員会は、当社取締役会からの独立性が高い社外取締役、社外監査役および社外有識者３名以上か

ら構成されており、本プランに定める大量買付者との交渉等を通じて、大量買付行為に対する対抗措置の発動の是非

等について審議・検討を行い、当社取締役会に対して対抗措置の発動の是非について勧告するものとされておりま

す。当社取締役会は、独立委員会の勧告を最大限尊重して決議を行うこととされており、取締役会の恣意的判断に基

づく対抗措置の発動を可及的に排除することができる仕組みが確保されております。

(b) 合理的な客観的要件の設定

本プランは、大量買付者が本プランにおいて定められた大量買付ルールを遵守しない場合、または大量買付者が当社

の企業価値を著しく損なう場合として合理的かつ詳細に定められた客観的要件を充足した場合にのみ発動すること

とされており、当社取締役会による恣意的な対抗措置の発動を可及的に排除する仕組みが確保されております。

(c) デットハンド型やスローハンド型買収防衛策ではないこと

本プランは、当社取締役会により廃止することができるものとされていることから、デッドハンド型買収防衛策では

ありません。また、当社は、取締役の任期を１年としており、期差任期制を採用していないことから、本プランは、ス

ローハンド型買収防衛策でもありません。

４【経営上の重要な契約等】

当社は、平成20年４月11日開催の取締役会において、平成20年９月１日付で「スギホールディングス株式会社」と商

号変更するとともに、同日付で当社のすべての事業を会社分割（新設分割）により新設会社２社に分社し持株会社体制へ

移行することを決議しており、また、平成20年５月29日開催の第26回定時株主総会において株式会社スギ薬局を新設会社

とする新設分割計画が承認されております。なお、スギメディカル株式会社を新設会社とする新設分割は、会社法第805条

の規定に基づいて行っております。詳細は、「第５[経理の状況]１[中間連結財務諸表等]（１）[中間連結財務諸表]（重要な

後発事象）」及び「第５[経理の状況]２[中間財務諸表等]（１）[中間財務諸表]（重要な後発事象）」に記載のとおりであ

ります。

５【研究開発活動】

該当事項はありません。
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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。

［ファーマシー事業］

愛知県（６店舗）

〔名古屋市内〕

岩塚店（平成20年５月）、今池東店（平成20年７月） 

〔名古屋市外〕

　高屋店（平成20年３月）、岡崎欠町店（平成20年６月）、瀬戸西山店（平成20年７月）

味美店（平成20年７月） 

　

静岡県（３店舗）

榛原店（平成20年４月）、磐田中泉店（平成20年５月）、上岡田店（平成20年７月）

大阪府（２店舗）

都島毛馬店（平成20年５月）、大東赤井店（平成20年６月）

　

兵庫県（１店舗）

本山南店（平成20年７月）

　

滋賀県（３店舗）

木之本店（平成20年４月）、長浜大辰巳店（平成20年５月）、草津駅前（平成20年５月）

東京都（１店舗）

東大和店（平成20年６月）

神奈川県（２店舗）

泉西が岡店（平成20年４月）、相模原千代田店（平成20月８月）

埼玉県（６店舗）

　入間駅前店（平成20年４月）、川口元郷店（平成20月５月）、所沢牛沼店（平成20年７月）、

川越新宿店（平成20年７月）、吹上富士見店（平成20年８月）、入間久保稲荷店（平成20年８月）

 　　　千葉県（１店舗）

 　　　　西船橋駅前店（平成20年６月）

　

栃木県（１店舗）

小山西城南店（平成20年３月）

　

群馬県（１店舗）

前橋店（平成20年８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。
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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】

種類 発行可能株式総数（株）

普通株式 200,000,000

計 200,000,000

②【発行済株式】

種類
中間会計期間末現在発行数

（株）
（平成20年８月31日）

提出日現在発行数（株）
（平成20年11月28日）

上場金融商品取引所名
又は登録認可金融商品
取引業協会名

内容

普通株式 63,330,838 63,330,838

東京証券取引所

名古屋証券取引所

（各市場第一部）

－

計 63,330,838 63,330,838 － －

（２）【新株予約権等の状況】

該当事項はありません。

（３）【ライツプランの内容】

該当事項はありません。
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（４）【発行済株式総数、資本金等の状況】

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20年３月１日～

　平成20年８月31日　
－ 63,330,838 － 15,434 － 24,632

 　

　

（５）【大株主の状況】

　 （平成20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 12.80

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 10.36

杉浦　昭子 愛知県西尾市 6,560 10.35

株式会社スギ商事 愛知県安城市三河安城町１丁目８番４ 6,000 9.47

杉浦　克典 愛知県刈谷市 2,592 4.09

杉浦　伸哉 愛知県刈谷市 2,592 4.09

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 2,591 4.09

ゴールドマンサックスアンド

カンパニーレギュラーアカウ

ント

（常任代理人　ゴールドマン

・サックス証券株式会社）

東京都港区六本木６丁目10番１号　 1,772 2.79

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 1,503 2.37

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 2.00

計  　　　　　　　　　－ 39,562 62.46
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（６）【議決権の状況】

①【発行済株式】

　 （平成20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  　　11,900 － －

完全議決権株式（その他） 普通株式　63,231,800 632,318 －

単元未満株式 普通株式      87,138 － 　　　　－

発行済株式総数 63,330,838 － －

総株主の議決権 － 632,318 －

（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400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４個が含まれております。

②【自己株式等】

　 （平成20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(注)
 愛知県安城市三河安

城町一丁目８番地４
11,900 － 11,900 0.01

計 － 11,900 － 11,900 0.01

（注）平成20年９月１日付でスギホールディングス株式会社に商号変更しております。

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】

月別 平成20年３月 ４月 ５月 ６月 ７月 ８月

最高（円） 2,840 2,985 2,750 2,845 3,120 3,240

最低（円） 2,440 2,460 2,505 2,550 2,615 3,020

　（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。
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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、役員の異動は次のとおりであります。

（1）退任役員

役名 職名 氏名 退任年月日

　常務取締役 　経営管理室長 　金井　哲治 平成20年８月31日　

　取締役 　開発本部長 　佐藤　豊 平成20年８月31日　

　取締役 　医療事業本部長 　荒井　恵二 平成20年８月31日　

　取締役
　営業本部関東統

括
　神山　享三 平成20年８月31日　

　取締役

　管理本部長兼情　

　報システム部

長

　山口　博久 平成20年８月31日　

　取締役 　経理部長 　福田　壽義 平成20年７月16日

　取締役 　商品本部長 　大田　貴雄 平成20年８月31日　

　取締役 　 　池田　博之 平成20年８月31日　

（2）役職の異動

新役名 新職名 旧役名 旧職名 氏名 異動年月日

代表取締役社長 社長執行役員　 代表取締役社長 　 　杉浦　広一 平成20年９月１日

代表取締役副社長
副社長執行役員兼

ＣＳＲ室長　

代表取締役副社長

　
ＣＳＲ室長　 　杉浦　昭子 平成20年９月１日　

常務取締役

常務執行役員Ｇ営

業戦略担当兼スギ

薬局担当　

常務取締役　 営業本部長 　榊原　栄一 平成20年９月１日　
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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。

　なお、前中間連結会計期間（平成19年３月１日から平成19年８月31日まで）は、改正前の中間連結財務諸表規則に基

づき、当中間連結会計期間（平成20年３月１日から平成20年８月31日まで）は、改正後の中間連結財務諸表規則に基

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19年３月１日から平成19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20年３月１日から平成20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。

２．監査証明について

当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、前中間連結会計期間（平成19年３月１日から平成19年８

月31日まで）及び当中間連結会計期間（平成20年３月１日から平成20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19年３月１日から平成19年８月31日まで）及び当中間会計期間（平成20年３月１日から平成20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。
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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】

　 　
前中間連結会計期間末
（平成19年８月31日）

当中間連結会計期間末
（平成20年８月31日）

前連結会計年度の
要約連結貸借対照表
（平成20年２月29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 　  37,679   34,743   30,988  

２．売掛金 　  3,253   3,882   3,357  

３．たな卸資産 　  26,333   30,234   29,171  

４．その他 　  5,326   5,159   4,882  

流動資産合計 　  72,593 65.5  74,020 63.0  68,399 60.9

Ⅱ　固定資産 　          

１．有形固定資産 ※１          

(1）建物及び構築物 　 14,606   15,565   16,026   

(2）土地 　 6,060   6,641   6,672   

(3）その他 　 1,537 22,203  2,164 24,371  1,881 24,580  

２．無形固定資産 　          

(1）のれん 　 1,380   985   2,082   

(2）その他 　 1,833 3,213  2,089 3,075  2,146 4,229  

３．投資その他の資産 　          

(1）差入保証金 　 9,713   12,227   11,933   

(2）その他 　 3,663   4,535   3,918   

貸倒引当金 　 △574   △617   △615   

投資損失引当金　 　 △45 12,757  △47 16,098  △46 15,191  

固定資産合計 　  38,175 34.5  43,545 37.0  44,000 39.1

資産合計 　  110,768 100.0  117,566 100.0  112,400 100.0
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前中間連結会計期間末
（平成19年８月31日）

当中間連結会計期間末
（平成20年８月31日）

前連結会計年度の
要約連結貸借対照表
（平成20年２月29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
（％）

（負債の部） 　          

Ⅰ　流動負債 　          

１．支払手形及び買掛
金

　  29,095   33,254   27,121  

２．１年内返済予定長
期借入金

　  5,000   －   3,000  

３．賞与引当金 　  379   248   231  

４．その他 　  10,429   12,485   12,414  

流動負債合計 　  44,904 40.5  45,988 39.1  42,768 38.0

Ⅱ　固定負債 　          

　 　          

１．退職給付引当金 　  976   1,273   1,152  

２．役員退職慰労引当
金

　  632   655   675  

３．負ののれん 　  736   573   654  

４．その他 　  617   1,333   1,298  

固定負債合計 　  2,962 2.7  3,835 3.3  3,781 3.4

負債合計 　  47,867 43.2  49,824 42.4  46,549 41.4

　 　          

（純資産の部） 　          

Ⅰ　株主資本 　          

１．資本金 　  15,434 13.9  15,434 13.1  15,434 13.7

２．資本剰余金 　  24,632 22.3  24,632 21.0  24,632 21.9

３．利益剰余金 　  22,833 20.6  27,689 23.5  25,794 23.0

４．自己株式 　  △20 △0.0  △30 △0.0  △27 △0.0

株主資本合計 　  62,879 56.8  67,726 57.6  65,834 58.6

Ⅱ　評価・換算差額等 　          

１．その他有価証券評
価差額金

　  19 0.0  15 0.0  16 0.0

２．繰延ヘッジ損益 　  1 0.0  － －  － －

評価・換算差額等合
計

　  21 0.0  15 0.0  16 0.0

純資産合計 　  62,901 56.8  67,742 57.6  65,851 58.6

負債純資産合計 　  110,768 100.0  117,566 100.0  112,400 100.0
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②【中間連結損益計算書】

　 　
前中間連結会計期間

（自　平成19年３月１日
至　平成19年８月31日）

当中間連結会計期間
（自　平成20年３月１日
至　平成20年８月31日）

前連結会計年度の
要約連結損益計算書

（自　平成19年３月１日
至　平成20年２月29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 　  119,192 100.0  137,236 100.0  248,134 100.0

Ⅱ　売上原価 　  88,955 74.6  101,935 74.3  185,147 74.6

売上総利益 　  30,237 25.4  35,300 25.7  62,987 25.4

Ⅲ　販売費及び一般管理費 ※１  24,104 20.3  29,048 21.1  52,108 21.0

営業利益 　  6,133 5.1  6,252 4.6  10,879 4.4

Ⅳ　営業外収益 　          

１．受取利息 　 94   130   213   

２．受取手数料 　 254   314   545   

３．広告宣伝用器具受
贈益 　 109   146   285   

４．賃貸料収入 　 362   664   970   

５．負ののれん償却額 　 81   81   163   

６．その他 　 88 991 0.8 84 1,422 1.0 180 2,360 1.0

Ⅴ　営業外費用 　          

１．支払利息 　 11   6   84   

２．リース解約損 　 16   0   54   

３．賃貸原価 　 299   525   815   

４．店舗開発費用 　 42   44   73   

５．その他 　 23 393 0.3 37 615 0.5 143 1,171 0.5

経常利益 　  6,730 5.6  7,060 5.1  12,067 4.9

Ⅵ　特別利益 　          

　１. 固定資産売却益 ※２
　 0   0   0   

２．デリバティブ解約
益  　 75   －   75   

３．貸倒引当金戻入益　 　 14   1   2   

４．関係会社株式売却
益　 　 －   －   1,390   

５．その他　　 　 － 89 0.1 － 1 0.0 9 1,477 0.6

Ⅶ　特別損失 　          

１．固定資産売却損 ※３ －   －   284   

２．固定資産除却損 ※４ 55   62   185   

３．減損損失 ※５ 151   1,448   358   

４．店舗賃借解約損 　 26   18   156   

５．その他 　 27 259 0.2 6 1,536 1.1 168 1,153 0.5

税金等調整前中間
（当期）純利益 　  6,560 5.5  5,525 4.0  12,391 5.0

法人税、住民税及び
事業税 　 3,002   3,041   5,908   

法人税等調整額 　 △88 2,914 2.4 82 3,124 2.3 △378 5,530 2.2

中間（当期）純利
益 　  3,646 3.1  2,401 1.7  6,861 2.8
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③【中間連結株主資本等変動計算書】

前中間連結会計期間（自平成19年３月１日　至平成19年８月31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

平成19年２月28日　残高
　　　　　　　　　　 （百万円）

15,434 17,677 19,665 △0 52,777

中間連結会計期間中の変動額      

 株式交換に伴う新株の発行  6,954   6,954

剰余金の配当   △478  △478

中間純利益   3,646  3,646

自己株式の取得    △19 △19

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）

－ 6,954 3,167 △19 10,102

平成19年８月31日　残高
　　　　　　　　　　 （百万円）

15,434 24,632 22,833 △20 62,879

　

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19年２月28日　残高
　　　　　　　　　　 （百万円）

21 16 37 7,861 60,675

中間連結会計期間中の変動額      

株式交換に伴う新株の発行     6,954

剰余金の配当     △478

中間純利益     3,646

自己株式の取得     △19

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）

△1 △14 △15 △7,861 △7,877

中間連結会計期間中の変動額合
計　　　　　　　　　 （百万円）

△1 △14 △15 △7,861 2,225

平成19年８月31日　残高
　　　　　　　　　　 （百万円）

19 1 21 － 62,901

当中間連結会計期間（自平成20年３月１日　至平成20年８月31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

平成20年２月29日　残高
　　　　　　　　　　 （百万円）

15,434 24,632 25,794 △27 65,834

中間連結会計期間中の変動額      

剰余金の配当   △506  △506

中間純利益   2,401  2,401

自己株式の取得    △2 △2

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）
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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

中間連結会計期間中の変動額合
計　　　　　　　　　 （百万円）

－ － 1,894 △2 1,891

平成20年８月31日　残高
　　　　　　　　　　 （百万円）

15,434 24,632 27,689 △30 67,726

　

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20年２月29日　残高
　　　　　　　　　　 （百万円）

16 16 65,851

中間連結会計期間中の変動額    

剰余金の配当   △506

中間純利益   2,401

自己株式の取得   △2

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）

△0 △0 △0

中間連結会計期間中の変動額合
計　　　　　　　　　 （百万円）

△0 △0 1,891

平成20年８月31日　残高
　　　　　　　　　　 （百万円）

15 15 67,742

前連結会計年度の連結株主資本等変動計算書（自平成19年３月１日　至平成20年２月29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

平成19年２月28日　残高
（百万円）

15,434 17,677 19,665 △0 52,777

連結会計年度中の変動額      

株式交換に伴う新株の発行  6,954   6,954

剰余金の配当   △731  △731

当期純利益   6,861  6,861

自己株式の取得    △26 △26

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）

－ 6,954 6,129 △26 13,057

平成20年２月29日　残高
（百万円）

15,434 24,632 25,794 △27 65,834

　

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19年２月28日　残高
（百万円）

21 16 37 7,861 60,675

連結会計年度中の変動額      

株式交換に伴う新株の発行     6,954

剰余金の配当     △731

当期純利益     6,861

自己株式の取得     △26
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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

株主資本以外の項目の連結会計
年度中の変動額（純額）

△4 △16 △20 △7,861 △7,882

連結会計年度中の変動額合計
（百万円）

△4 △16 △20 △7,861 5,175

平成20年２月29日　残高
（百万円）

16 － 16 － 65,851
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④【中間連結キャッシュ・フロー計算書】

　 　
前中間連結会計期間

（自　平成19年３月１日
至　平成19年８月31日）

当中間連結会計期間
（自　平成20年３月１日
至　平成20年８月31日）

前連結会計年度の要約連結キャッ
シュ・フロー計算書
（自　平成19年３月１日
至　平成20年２月29日）

区分
注記
番号

金額（百万円） 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

　    

税金等調整前中間
（当期）純利益

　 6,560 5,525 12,391

減価償却費 　 967 1,078 2,121

減損損失 　 151 1,448 358

のれん償却額 　 197 197 592

負ののれん償却額 　 △81 △81 △163

貸倒引当金の増減額
（減少：△）

　 △14 2 0

投資損失引当金の増
減額（減少：△） 

　 1 1 2

賞与引当金の増減額
（減少：△）

　 218 16 51

退職給付引当金の増
減額（減少：△）

　 104 121 204

役員退職慰労引当金
の増減額(減少：△)

　 20 △19 47

受取利息及び受取配
当金

　 △94 △130 △215

広告宣伝用器具受贈
益

　 △73 △102 △177

支払利息 　 11 6 84

関係会社株式売却益
　

　 － － △750

固定資産売却益 　 △0 △0 △0

固定資産売却損 　 － － 284

固定資産除却損 　 30 44 131

売上債権の増減額
（増加：△）

　 △544 △525 △641

たな卸資産の増減額
（増加：△）

　 △780 △417 △2,003

仕入債務の増減額
（減少：△）

　 5,963 6,102 1,892

その他 　 △212 325 1,414

小計 　 12,424 13,592 15,626

利息及び配当金の受
取額

　 62 86 147

利息の支払額 　 △11 △3 △37

法人税等の支払額 　 △2,585 △3,636 △4,777

営業活動によるキャッ
シュ・フロー

　 9,889 10,038 10,958
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前中間連結会計期間

（自　平成19年３月１日
至　平成19年８月31日）

当中間連結会計期間
（自　平成20年３月１日
至　平成20年８月31日）

前連結会計年度の要約連結キャッ
シュ・フロー計算書
（自　平成19年３月１日
至　平成20年２月29日）

区分
注記
番号

金額（百万円） 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
金の預入による支出

　 △11,000 △14,000 △13,000

定期預金及び定期積
金の払戻による収入

　 11,241 13,000 11,241

有形固定資産の取得
による支出

　 △1,137 △1,567 △2,223

有形固定資産の売却
による収入

　 26 0 26

無形固定資産の取得
による支出

　 △174 △154 △580

連結範囲の変更に伴
う子会社株式の取得
による増加 

※２ － － 350

連結範囲の変更に伴
う子会社株式の売却
による減少

※３ － － △2,084

差入保証金による支
出

　 △315 △532 △652

差入保証金の返還に
よる収入

　 153 26 387

その他の投資増減額
（増加：△）

　 △581 △529 △657

投資活動によるキャッ
シュ・フロー

　 △1,787 △3,757 △7,191

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

　 － － △1,418

長期借入金の返済に
よる支出　

　 － △3,000 △2,612

社債の償還による支
出　

　 － － △40

自己株式の取得によ
る支出

　 △15 △2 △22

割賦債務等の支出 　 △20 △18 △40

配当金の支払額 　 △476 △503 △731

少数株主への配当金
の支払額

　 △68 － △68

財務活動によるキャッ
シュ・フロー

　 △580 △3,525 △4,934

Ⅳ　現金及び現金同等物に
係る換算差額

　 △12 0 △16

Ⅴ　現金及び現金同等物の
増減額（減少：△）

　 7,508 2,755 △1,183

Ⅵ　現金及び現金同等物の
期首残高

　 19,171 17,988 19,171

Ⅶ　現金及び現金同等物の
中間期末（期末）残高

※１ 26,679 20,743 17,988
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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
前中間連結会計期間

（自　平成19年３月１日
至　平成19年８月31日）

当中間連結会計期間
（自　平成20年３月１日
至　平成20年８月31日）

前連結会計年度
（自　平成19年３月１日
至　平成20年２月29日）

１．連結の範囲に関する事項

　

　

(1）連結子会社の数　１社

連結子会社の名称

㈱ジャパン

(1）連結子会社の数　3社

連結子会社の名称

㈱ジャパン

飯塚薬品㈱

㈱ドラッグイイズカ

　

(1）連結子会社の数　　4社

連結子会社の名称

㈱ジャパン

飯塚薬品㈱

㈱ドラッグイイズカ

㈱アールシステム

　飯塚薬品株式会社は平成20年2

月28日に旧飯塚薬品株式会社

（現株式会社アールシステム）

の会社分割により設立された会

社であります。平成20年2月29日

に当社は飯塚薬品株式会社の全

株式を取得しております。なお、

株式会社アールシステムの全株

式を売却したため、連結決算日に

おいては連結子会社でなくなっ

ておりますが、連結子会社であっ

た期間の損益計算書を連結の範

囲に含め、貸借対照表は連結の範

囲から除いております。

　

　

　

(2）非連結子会社の名称等

非連結子会社

㈲西三河調剤支援センター

U.S.JAPAN CO.,LTD.

(2）非連結子会社の名称等

非連結子会社

㈲西三河調剤支援センター

U.S.JAPAN CO.,LTD.

(2）非連結子会社の名称等

非連結子会社

㈲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）

　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。

（連結の範囲から除いた理由）

同左

（連結の範囲から除いた理由）

　非連結子会社は、いずれも小規模

であり、合計の総資産、売上高、当期

純損益（持分に見合う額）及び利

益剰余金（持分に見合う額）等は、

いずれも連結財務諸表に重要な影

響を及ぼしていないためでありま

す。

２．持分法の適用に関する事

項

　

(1）持分法を適用した非連結子会

社及び関連会社の数

該当事項はありません。

(1）持分法を適用した非連結子会

社及び関連会社の数

該当事項はありません。

(1）持分法を適用した非連結子会

社及び関連会社の数

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

非連結子会社

㈲西三河調剤支援センター

U.S.JAPAN CO.,LTD.

(2）持分法を適用していない非連

結子会社の名称等

非連結子会社

㈲西三河調剤支援センター

U.S.JAPAN CO.,LTD.

(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

㈲西三河調剤支援センター

U.S.JAPAN CO.,LTD.

　

　

（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。

（持分法を適用しない理由）

同左

（持分法を適用しない理由）

　持分法非適用会社は、いずれも当

期純損益（持分に見合う額）及び

利益剰余金（持分に見合う額）等

からみて、持分法の対象から除いて

も連結財務諸表に及ぼす影響が軽

微であり、かつ、全体としても重要

性がないため持分法の適用範囲か

ら除外しております。

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。

同左 　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。
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項目
前中間連結会計期間

（自　平成19年３月１日
至　平成19年８月31日）

当中間連結会計期間
（自　平成20年３月１日
至　平成20年８月31日）

前連結会計年度
（自　平成19年３月１日
至　平成20年２月29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

その他有価証券

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）

イ　有価証券

その他有価証券

時価のあるもの

同左

イ　有価証券

その他有価証券

時価のあるもの

　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）

　

　

時価のないもの

移動平均法による原価法

時価のないもの

同左

時価のないもの

同左

　

　

ロ　デリバティブ

時価法

ロ　デリバティブ

──────
　

ロ　デリバティブ

時価法

　

　

　

ハ　たな卸資産

（イ）商品

　売価還元法による原価法

ハ　たな卸資産

（イ）商品

同左

ハ　たな卸資産

（イ）商品

同左

　

　

（ロ）貯蔵品

　最終仕入原価法による原価法

（ロ）貯蔵品

同左

（ロ）貯蔵品

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

　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（附属設備は除く）について

は定額法）

  なお、主な耐用年数は次のとお

りであります。

建物及び構築物　　８～39年 

イ　有形固定資産

　定率法（ただし、当社の平成

10年４月１日以降に取得した建

物（附属設備は除く）について

は定額法）

  なお、主な耐用年数は次のとお

りであります。

建物及び構築物　　８～39年 

イ　有形固定資産

　定率法（ただし、当社の平成10

年４月１日以降に取得した建物

（附属設備を除く）については

定額法)

　なお、主な耐用年数は次のとお

りであります。

建物及び構築物　　８～39年

　

　

　

（会計方針の変更） 

　

　

　

(会計方針の変更）

　

　

  当社及び連結子会社は、法人税法

の改正に伴い平成19年４月１日以

降に取得した有形固定資産につい

ては、改正後の法人税法に規定する

定率法（ただし、当社の建物（附属

設備を除く）については定額法）

により、減価償却費を計上しており

ます。

　なお、これらの変更による損益へ

の影響額は、軽微であります。

 

　

  当社及び連結子会社は、法人税法

の改正に伴い、平成19年４月１日以

降に取得した有形固定資産につい

ては、改正後の法人税法に規定する

定率法（ただし、当社の建物（附属

設備を除く）については定額法）

により、減価償却費を計上しており

ます。

　なお、この変更による損益への影

響は軽微であります。

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

ロ　無形固定資産

定額法

  なお、自社利用のソフトウェア

については、社内における利用可

能期間（５年）に基づいており

ます。

ロ　無形固定資産

同左 

ロ　無形固定資産

同左 
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項目
前中間連結会計期間

（自　平成19年３月１日
至　平成19年８月31日）

当中間連結会計期間
（自　平成20年３月１日
至　平成20年８月31日）

前連結会計年度
（自　平成19年３月１日
至　平成20年２月29日）

(3）重要な引当金の計上基

準

イ　貸倒引当金

　債権の貸倒損失に備えるため、

一般債権については貸倒実績率

により、貸倒懸念債権等特定の債

権については、個別に回収可能性

を勘案し、回収不能見込額を計上

しております。

イ　貸倒引当金

同左

イ　貸倒引当金

同左

　 ロ　投資損失引当金

　関係会社への投資に対する損失

に備えるため、当該会社の財政状

態等を勘案し、損失見込額を計上

しております。

ロ　投資損失引当金

同左

　

ロ　投資損失引当金

同左

　

　

　

ハ　賞与引当金

　従業員の賞与の支給に充てるた

め、将来の支給見込額に基づき当

中間連結会計期間の負担額を計

上しております。

ハ　賞与引当金

同左

ハ　賞与引当金

　従業員の賞与の支給に充てるた

め、将来の支給見込額に基づき当

連結会計年度の負担額を計上し

ております。

　

　

　

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。

　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。

ニ　退職給付引当金

　従業員の退職給付に備えるため、

主として当連結会計年度末におけ

る退職給付債務の見込額に基づ

き、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。　

　　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。

ニ　退職給付引当金

　従業員の退職給付に備えるた

め、主として当連結会計年度末に

おける退職給付債務の見込額に

基づき計上しております。

　なお、過去勤務債務は、その発

生時の従業員の平均残存勤務期

間以内の一定の年数（５年）に

よる定額法により費用処理して

おります。

　また、数理計算上の差異は、そ

の発生時の従業員の平均残存勤

務期間以内の一定の年数（３～

５年）による定額法によりそれ

ぞれ発生の翌連結会計年度から

費用処理することとしておりま

す。

　

　

ホ　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。

ホ　役員退職慰労引当金

同左

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、内規に基づく連結会計年

度末要支給額を計上しておりま

す。

　

 (4）重要な外貨建の資産又

は負債の本邦通貨への

換算の基準

　

　外貨建金銭債権債務は、中間連結

決算日の直物為替相場により円貨

に換算し、換算差額は損益として処

理しております。 

　

同左

　

　外貨建金銭債権債務は、連結決算

日の直物為替相場により円貨に換

算し、換算差額は損益として処理し

ております。

(5）重要なリース取引の処

理方法

　リース物件の所有権が借主に移転

すると認められるもの以外のファ

イナンス・リース取引については、

通常の賃貸借取引に係る方法に準

じた会計処理によっております。

同左 同左
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項目
前中間連結会計期間

（自　平成19年３月１日
至　平成19年８月31日）

当中間連結会計期間
（自　平成20年３月１日
至　平成20年８月31日）

前連結会計年度
（自　平成19年３月１日
至　平成20年２月29日）

(6）重要なヘッジ会計の方

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。

──────

　

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。

　

　

　

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

（通貨スワップ取

引）、外貨預金

　

　

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

（通貨スワップ取

引）、外貨預金

 

　 ヘッジ対象…外貨建取引（金銭

債権債務及び予定

取引）

　 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

　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。

　

　

　

ハ　ヘッジ方針

　一部の連結子会社は、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。

　

　

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。

　

　

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、当連結会計年度末にヘッジ

の有効性を評価しております。

(7）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

　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。

　消費税等の会計処理

同左

　消費税等の会計処理

税抜方式によっております。

　ただし、資産に係る控除対象外消

費税等は、当連結会計年度の期間費

用としております。

５．中間連結キャッシュ・フ

ロー計算書（連結キャッ

シュ・フロー計算書）に

おける資金の範囲

　手許現金、随時引出可能な預金及

び容易に換金可能であり、かつ、価

値の変動について僅少なリスクし

か負わない取得日から３ヶ月以内

に償還期限の到来する短期投資か

らなっております。

同左  同左
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中間連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更

前中間連結会計期間
（自　平成19年３月１日
至　平成19年８月31日）

当中間連結会計期間
（自　平成20年３月１日
至　平成20年８月31日）

前連結会計年度
（自　平成19年３月１日
至　平成20年２月29日）

────── ──────

　

（企業結合に係る会計基準等）

　当連結会計年度から「企業結合に係

る会計基準」（企業会計審議会　平成

15年10月31日）及び「事業分離等に関

する会計基準」（企業会計基準委員会

　平成17年12月27日　企業会計基準第7

号）並びに「企業結合会計基準及び事

業分離等会計基準に関する適用指針」

（企業会計基準委員会　最終改正　平成

19年11月15日　企業会計基準適用指針

第10号）を適用しております。
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表示方法の変更

前中間連結会計期間
（自　平成19年３月１日
至　平成19年８月31日）

当中間連結会計期間
（自　平成20年３月１日
至　平成20年８月31日）

（中間連結貸借対照表） 

  前中間連結会計期間末において、「連結調整勘定」とし

て掲記されていたものは、当中間連結会計期間末から「の

れん」と表示しております。

（中間連結損益計算書）

「店舗賃借解約損」は、前中間連結会計期間は、特別損失の

「その他」に含めて表示しておりましたが、当中間連結会

計期間において特別損失の100分の10を超えたため区分掲

記しました。

　なお、前中間連結会計期間の「店舗賃借解約損」の金額は

62百万円であります。

（中間連結キャッシュ・フロー計算書） 

  前中間連結会計期間において「連結調整勘定償却額」と

して掲記されていたものは、当中間連結会計期間から「の

れん償却額」と表示しております。

──────
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注記事項

（中間連結貸借対照表関係）

前中間連結会計期間末
（平成19年８月31日）

当中間連結会計期間末
（平成20年８月31日）

前連結会計年度
（平成20年２月29日）

※１　有形固定資産の減価償却累計額は、

12,083百万円であります。

※１　有形固定資産の減価償却累計額は、

15,018百万円であります。

※１　有形固定資産の減価償却累計額は、

14,221百万円であります。

（中間連結損益計算書関係）

前中間連結会計期間
（自　平成19年３月１日
至　平成19年８月31日）

当中間連結会計期間
（自　平成20年３月１日
至　平成20年８月31日）

前連結会計年度
（自　平成19年３月１日
至　平成20年２月29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。

※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。

※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 9,892百万円

賞与引当金繰入額 379百万円

役員退職慰労引当

金繰入額
26百万円

退職給付費用 152百万円

賃借料 5,155百万円

給与手当     10,844百万円

賞与引当金繰入額    248百万円

役員退職慰労引当

金繰入額
  15百万円

退職給付費用    174百万円

賃借料      5,928百万円

　 　

給与手当     21,385百万円

賞与引当金繰入額    212百万円

役員退職慰労引当

金繰入額
  53百万円

退職給付費用    316百万円

賃借料     11,180百万円

貸倒引当金繰入額   1百万円

※２　固定資産売却益の内訳 ※２　固定資産売却益の内訳 ※２　固定資産売却益の内訳　

　その他 0百万円　 　その他 0百万円　 　その他 0百万円　

※３　          ────── ※３　          ────── ※３　固定資産売却損の内訳

　 　 　 　 土地 269百万円　

その他 15百万円　

※４　固定資産除却損の内訳 ※４　固定資産除却損の内訳 ※４　固定資産除却損の内訳

建物及び構築物 25百万円

店舗解体費用 24百万円

その他 5百万円

建物及び構築物   34百万円

店舗解体費用   15百万円

その他 13百万円

建物及び構築物 118百万円　

店舗解体費用 54百万円　

その他 12百万円　
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前中間連結会計期間
（自　平成19年３月１日
至　平成19年８月31日）

当中間連結会計期間
（自　平成20年３月１日
至　平成20年８月31日）

前連結会計年度
（自　平成19年３月１日
至　平成20年２月29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。

※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。

※５　減損損失

　当連結会計年度において、当社グループ

は以下の資産グループについて減損損失

を計上しました。

場所 用途 種類 減損損失

愛知県
３店舗

ドラッグ
ストア事
業用店舗
等

建物及
び構築
物等

25百万円

兵庫県、
埼玉県等
７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

106百万円

岐阜県 
１物件  

賃貸資産
建物及
び構築
物

18百万円

　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については、帳簿価額

を回収可能価額まで減額し、当該減少額151百

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 131百万円

その他 19百万円

計 151百万円

　なお、資産グループごとの回収可能価額は、

正味売却価額と使用価値とのいずれか高い方

の価額で測定しております。

　回収可能価額を正味売却価額により測定し

ている場合には、固定資産税評価額を基礎に

算定しております。また、使用価値により測定

している場合には、将来キャッシュ・フロー

を8.0～18.0％で割り引いて算定しておりま

す。

場所 用途 種類 減損損失

愛知県等
８店舗

ファーマ
シー事業
用店舗等

建物及
び構築
物等

121百万円

群馬県、
埼玉県等
２箇所95
店舗

共用資
産、ド
ラッグ事
業用店舗
等

のれ
ん、建
物及び
構築物
等

1,222百万
円

愛知県、
埼玉県等
20物件  

賃貸資産
建物及
び構築
物等

104百万円

　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。また本社等に

ついては、独立したキャッシュ・フローを生

み出さないことから共用資産としておりま

す。

　営業活動から生ずる利益が継続してマイナ

スである資産グループについては、帳簿価額

を回収可能価額まで減額しております。また

飯塚薬品について、事業計画において当初想

定していた収益の獲得が見込めなくなったこ

とから、共用資産を含むより大きなグループ

において減損損失を認識し帳簿価格を回収可

能価額まで減額するとともに、のれんの帳簿

価格を回収可能価額まで減額しております。

以上の結果、当該減少額1,448百万円を減損損

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 833百万円

のれん　 　　　253百万円

その他   360百万円

計    1,448百万円

　なお、資産グループごとの回収可能価額は、

正味売却価額と使用価値とのいずれか高い方

の価額で測定しております。

　回収可能価額を正味売却価額により測定し

ている場合には、固定資産税評価額を基礎に

算定しております。また、使用価値により測定

している場合には、将来キャッシュ・フロー

を4.0 ～9.5％で割り引いて算定しております。

場所 用途 種類 減損損失

愛知県、
岐阜県、
三重県等
11店舗

ファーマ
シー事業
用店舗等

建物及
び構築
物等

90百万円　

大阪府、
兵庫県等
15店舗

ドラッグ
事業用店
舗等

建物及
び構築
物等

209百万円
　

愛知県、
岐阜県、
埼玉県
５物件

賃貸資産
建物及
び構築
物等

58百万円　

　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については、帳簿価額

を回収可能価額まで減額し、当該減少額358百

万円を減損損失として特別損失に計上いたし

ました。

建物及び構築物 292百万円　

その他 65百万円　

計 358百万円　

　なお、資産グループごとの回収可能価額は、

正味売却価額と使用価値とのいずれか高い方

の価額で測定しております。

　回収可能価額を正味売却価額により測定し

ている場合には、固定資産税評価額を基礎に

算定しております。また、使用価値により測定

している場合には、将来キャッシュ・フロー

を6.0～18.0％で割り引いて算定しておりま

す。
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（中間連結株主資本等変動計算書関係）

前中間連結会計期間（自　平成19年３月１日　至　平成19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

　
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 59,788,000 3,542,838 － 63,330,838

合計 59,788,000 3,542,838 － 63,330,838

自己株式     

普通株式（注）２ 346 8,380 － 8,726

合計 346 8,380 － 8,726

（注）１．普通株式の発行済株式数の増加3,542,838株は、平成19年３月１日付の株式会社ジャパンを当社の完全子会社と

する株式交換に伴う新株の発行によるものであります。

２．普通株式の自己株式の株式数の増加8,380株のうち、2,100株は子会社である株式会社ジャパンの有する自己株

式の取得による増加であり、それ以外の6,280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

（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19年４月13日

取締役会
普通株式 478 ８ 平成19年２月28日 平成19年５月25日

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

（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19年10月12日

取締役会
普通株式 253 利益剰余金 ４ 平成19年８月31日 平成19年11月５日

当中間連結会計期間（自　平成20年３月１日　至　平成20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

　
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 63,330,838 － － 63,330,838

合計 63,330,838 － － 63,330,838

自己株式     

普通株式（注） 10,999 959 － 11,958

合計 10,999 959 － 11,958

（注）普通株式の自己株式の株式数の増加959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
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（決議） 株式の種類
配当金の総額
（百万円）

１株当たり配当
額（円）

基準日 効力発生日

平成20年４月11日

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

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

（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20年10月10日

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

前連結会計年度（自　平成19年３月１日　至　平成20年２月29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

　
前連結会計年度末
株式数（株）

当連結会計年度
増加株式数（株）

当連結会計年度
減少株式数（株）

当連結会計年度末
株式数（株）

発行済株式     

普通株式（注）１ 59,788,000 3,542,838 － 63,330,838

合計 59,788,000 3,542,838 － 63,330,838

自己株式     

普通株式（注）２ 346 10,653 － 10,999

合計 346 10,653 － 10,999

　

（注）１．普通株式の発行済株式数の増加3,542,838株は、平成19年３月１日付の株式会社ジャパンを当社の完全子会社と

する株式交換に伴う新株の発行によるものであります。

２．普通株式の自己株式の株式数の増加10,653株のうち、2,100株は子会社である株式会社ジャパンからの取得によ

る増加であり、それ以外の8,553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

（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19年4月13日

取締役会
普通株式 478 8 平成19年２月28日 平成19年５月25日

平成19年10月12日

取締役会
普通株式 253 4 平成19年８月31日 平成19年11月5日

（2）基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度となるもの

（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20年４月11日

取締役会
普通株式 506  利益剰余金 8 平成20年２月29日 平成20年５月30日
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（中間連結キャッシュ・フロー計算書関係）

前中間連結会計期間
（自　平成19年３月１日
至　平成19年８月31日）

当中間連結会計期間
（自　平成20年３月１日
至　平成20年８月31日）

前連結会計年度
（自　平成19年３月１日
至　平成20年２月29日）

※1　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

※1　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

※1　現金及び現金同等物の期末残高と連結貸

借対照表に掲記されている科目の金額との

関係

（平成19年８月31日現在） （平成20年８月31日現在） （平成20年２月29日現在）

現金及び預金勘定 37,679百万円

預入期間が３ケ月を超え

る定期預金及び定期積金
△11,000百万円

現金及び現金同等物 26,679百万円

現金及び預金勘定     34,743百万円

預入期間が３ケ月を超え

る定期預金
　△14,000百万円

現金及び現金同等物     20,743百万円

現金及び預金勘定 30,988百万円

預入期間が３ケ月を超え

る定期預金
　△13,000百万円

現金及び現金同等物    17,988百万円

────── ────── ※2　株式の取得により新たに連結子会社と

なった会社の資産及び負債の主な内訳

　株式の取得により新たに旧飯塚薬品株式

会社（現株式会社アールシステム）及び株

式会社ドラッグイイズカを連結したことに

伴う連結開始時の資産及び負債の内訳並び

に子会社株式の取得価額と子会社取得によ

る増加との関係は次のとおりであります。

　 （百万円）

流動資産 2,259

固定資産 5,221

のれん 1,975

流動負債 　△6,919

固定負債 △2,536

子会社株式の取得価額   0

子会社の現金及び現金同等物   350

差引:子会社株式の取得による

増加

  350

────── ────── ※3　当連結会計年度に株式の売却により連結

子会社でなくなった会社の資産及び負債の

主な内訳

　株式の売却により株式会社アールシステ

ムが連結子会社でなくなったことに伴う売

却時の資産及び負債の内訳並びに子会社株

式の売却価額と売却による減少との関係は

次のとおりであります。

　 （百万円）

流動資産 2,109

固定資産 336

のれん 237

流動負債 　△3,768

固定負債 △43

評価差額 △263

株式売却益 1,390

子会社株式の売却価額 0

子会社の現金及び現金同等物  △2,084

差引:子会社株式の売却による

減少

△2,084
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（リース取引関係）

前中間連結会計期間
（自　平成19年３月１日
至　平成19年８月31日）

当中間連結会計期間
（自　平成20年３月１日
至　平成20年８月31日）

前連結会計年度
（自　平成19年３月１日
至　平成20年２月29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

228 61 － 167

有形固
定資産
「その
他」

4,600 2,217 15 2,367

無形固
定資産
「その
他」

32 20 － 11

合計 4,861 2,299 15 2,547

　

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

348 77 － 271

有形固
定資産
「その
他」

4,387 2,324 99 1,963

無形固
定資産
「その
他」

138 102 19 15

合計 4,874 2,503 119 2,251

　

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

228 68 － 160

有形固
定資産
「その
他」

4,665 2,425 39 2,200

無形固
定資産
「その
他」

328 279 － 48

合計 5,222 2,773 39 2,409

(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 906百万円

１年超 1,709百万円

合計 2,615百万円

リース資産減

損勘定の残高

13百万円

１年内   907百万円

１年超  1,499百万円

合計  2,406百万円

リース資産減

損勘定の残高

 106百万円

１年内 951百万円

１年超 1,580百万円

合計 2,531百万円

リース資産減

損勘定の残高

34百万円

(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

(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 570百万円

リース資産減

損勘定の取崩

額

2百万円

減価償却費相

当額

519百万円

支払利息相当

額

37百万円

減損損失 15百万円

支払リース料    508百万円

リース資産減

損勘定の取崩

額

 67百万円

減価償却費相

当額

   515百万円

支払利息相当

額

  39百万円

減損損失   140百万円

支払リース料 1,214百万円

リース資産減

損勘定の取崩

額

74百万円

減価償却費相

当額

1,122百万円

支払利息相当

額

77百万円

減損損失 35百万円
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前中間連結会計期間
（自　平成19年３月１日
至　平成19年８月31日）

当中間連結会計期間
（自　平成20年３月１日
至　平成20年８月31日）

前連結会計年度
（自　平成19年３月１日
至　平成20年２月29日）

(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。

(4）減価償却費相当額の算定方法

同左

(4）減価償却費相当額の算定方法

同左

(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。

(5）利息相当額の算定方法

同左

(5）利息相当額の算定方法

同左

２．オペレーティング・リース取引

未経過リース料

２．オペレーティング・リース取引

未経過リース料

２．オペレーティング・リース取引

未経過リース料

１年内 1,471百万円

１年超 12,949百万円

合計 14,420百万円

１年内   1,760百万円

１年超  15,127百万円

合計  16,888百万円

１年内 1,676百万円

１年超 14,792百万円

合計 16,469百万円
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（有価証券関係）

前中間連結会計期間末（平成19年８月31日）

１．その他有価証券で時価のあるもの

　 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 52 3

(2)債券    

国債・地方債等 － － －

社債 － － －

その他 － － －

(3)その他 26 55 29

合計 76 108 32

２．時価評価されていない主な有価証券の内容

　 中間連結貸借対照表計上額（百万円）

その他有価証券  

非上場株式 3

　（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。

当中間連結会計期間末（平成20年８月31日）

１．その他有価証券で時価のあるもの

　 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 40 46 6

(2)債券    

国債・地方債等 － － －

社債 － － －

その他 － － －

(3)その他 26 42 15

合計 67 88 21

　（注）1.　時価評価されていない有価証券の内容については、金額的重要性が乏しいため記載を省略しております。 

　　　　2.　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20年２月29日）

１．その他有価証券で時価のあるもの

　 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 40 44 4
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　 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）

(2)債券    

国債・地方債等 － － －

社債 － － －

その他 － － －

(3)その他 26 45 18

合計 67 90 22

　（注）　当連結会計年度中に売却したその他有価証券及び時価評価されていない有価証券の内容については、金額的重

要性が乏しいため記載を省略しております。 
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（デリバティブ取引関係）

前中間連結会計期間末（平成19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

中間連結会計期間末残高がないため記載しておりません。

当中間連結会計期間末（平成20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

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

前連結会計年度末（平成20年２月29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

期末残高がないため、該当事項はありません。

（ストック・オプション等関係）

前中間連結会計期間（自　平成19年３月１日　至　平成19年８月31日）、当中間連結会計期間（自　平成20年３月１

日　至　平成20年８月31日）及び前連結会計年度（自　平成19年３月１日　至　平成20年２月29日）

該当事項はありません。
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（企業結合等関係）

　

前中間連結会計期間

（自　平成19年３月１日
至　平成19年８月31日）

当中間連結会計期間

（自　平成20年３月１日
至　平成20年８月31日）

前連結会計年度

（自　平成19年３月１日
至　平成20年２月29日）

           ──────            ────── 

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

 （共通支配下の取引等及び事業分離の注記）

 １．対象となった事業の名称及びその事業の内

容、企業結合の法的形式、統合後企業の名称

並びに取引の目的及び事行分離を行った主

な目的を含む取引の概要　

(1)対象となった事業の名称及びその事業の

内容

 　　事業の名称：ドラッグ事業

 　　事業の内容：主として医薬品、健康食品、日用

品の販売を行っている。

(2) 企業結合の法的形式

　旧飯塚薬品株式会社（現株式会社アールシ

ステム、以下、旧飯塚薬品という）を分割会

社、飯塚薬品株式会社（以下、新飯塚薬品とい

う）を新設会社とする会社分割

(3) 統合後企業の名称

 　　飯塚薬品株式会社

(4) 取引の目的及び事業分離を行った主な目

的を含む取引の概要

　旧飯塚薬品の経営状態が悪化する中、当社

は平成19年９月３日に旧飯塚薬品株式（

85.6％）を取得するとともに、金融支援490

百万円を実施し、経営の建て直しに協力して

きましたが、旧飯塚薬品の状況は、平成19年

９月以降も悪化し、債務超過が拡大しまし

た。

　そのため、旧飯塚薬品の取引先や金融機関

等の債権者の損害を最小化し、事業の存続に

よる地域貢献の継続や、従業員の雇用の確保

を図るため、旧飯塚薬品、金融機関及び当社

による協議の結果、以下の取引を行っており

ます。

　旧飯塚薬品を分割会社、新飯塚薬品を新設

会社とする会社分割を行い、旧飯塚薬品のド

ラッグ事業、不動産賃貸事業及びこれらに付

随する事業を新飯塚薬品に承継させており

ます。また、旧飯塚薬品は保有する新飯塚薬

品の全株式を当社に譲渡するとともに、当社

は有限会社キューシステムに旧飯塚薬品の

全株式を譲渡しております。　

 ２．分離先企業の名称、分離した事業の内容、事

業分離日及び法的形式を含む事業分離の概

要

(1) 分離先企業の名称及び事業の内容 

分離先企業　　　　　有限会社キューシス

テム

分離した事業の内容　ドラッグ事業の

うち一部の店舗

に関する部分

(2) 事業分離日

 平成20年2月29日

(3) 事業分離の法的形式

旧飯塚薬品を分割会社、新飯塚薬品を

新設会社とする会社分割及び旧飯塚薬品

株式の譲渡
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前中間連結会計期間

（自　平成19年３月１日
至　平成19年８月31日）

当中間連結会計期間

（自　平成20年３月１日
至　平成20年８月31日）

前連結会計年度

（自　平成19年３月１日
至　平成20年２月29日）

           ──────            ────── 

　

　

　

　

　

　

　

　

 ３．持分変動差額の金額及び実施した会計処理

の概要等

(1) 持分変動差額の金額

関係会社株式売却益　 1,390百万円

(2) 実施した会計処理

　旧飯塚薬品を分割会社とする会社分割に

ついては「企業結合に係る会計基準」（企

業会計審議会　平成15年10月31日）及び

「企業結合会計基準及び事業分離等会計基

準に関する適用指針」（企業会計基準適用

指針第10号最終改正　平成18年12月22日）

に基づき、共通支配下の取引として処理し

ております。また、旧飯塚薬品株式の譲渡対

価と連結上の簿価との差額1,390百万円を

関係会社株式売却益として計上しておりま

す。

４．事業の種類別セグメントにおいて分離し

た事業が含まれていた事業区分の名称

 　　ドラッグ事業

５．当連結会計年度の連結損益計算書に計上

されている分離した事業に係る損益の概算

額

　当社の連結子会社である新飯塚薬品の損益

は今後も継続して連結損益計算書に計上さ

れます。事業分離したのは、旧飯塚薬品に残

存する一部の店舗に関する部分であり、当連

結会計年度の連結損益計算書に含まれてい

る売上高及び営業損失はそれぞれ542百万

円、125百万円であります。
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（セグメント情報）

【事業の種類別セグメント情報】

前中間連結会計期間（自　平成19年３月１日　至　平成19年８月31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）

売上高      

(1）外部顧客に対する売上高 82,281 36,839 119,120 － 119,120

(2）セグメント間の内部売上高

又は振替高
－ 12 12 60 72

計 82,281 36,851 119,132 60 119,192

営業費用 77,486 35,557 113,044 14 113,059

営業利益 4,794 1,293 6,088 45 6,133

当中間連結会計期間（自　平成20年３月１日　至　平成20年８月31日）

　
ファーマシー
事業
（百万円）

ドラッグ事業
（百万円）

計
（百万円）

消去又は全社
（百万円）

連結
（百万円）

売上高      

(1）外部顧客に対する売上高 92,359 44,866 137,225 － 137,225

(2）セグメント間の内部売上高

又は振替高
4 22 27 △16 10

計 92,364 44,888 137,253 △16 137,236

営業費用 87,118 43,808 130,926 56 130,983

営業利益 5,246 1,079 6,326 △73 6,252

前連結会計年度（自　平成19年３月１日　至　平成20年２月29日）

　
ファーマシー
事業
（百万円）

ドラッグ事業
（百万円）

計
（百万円）

消去又は全社
（百万円）

連結
（百万円）

売上高      

(1）外部顧客に対する売上高 167,972 80,048 248,021 － 248,021

(2）セグメント間の内部売上高

又は振替高
3 30 34 78 113

計 167,976 80,079 248,055 78 248,134

営業費用 158,870 78,359 237,229 26 237,255

営業利益 9,105 1,720 10,826 52 10,879

　（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。

　事業区分の名称については、前連結会計年度においてドラッグストア事業及びディスカウントストア事業を

それぞれファーマシー事業及びドラッグ事業へ名称変更しております。

　これは、株式会社ジャパンの店舗について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、段階的にディスカウントストアからドラッグストアへ事業転換を進めてきており、セグメントの名称を

事業の実態に適合させるために変更を行ったものであります。

２．各事業区分の主な内容

事業区分 事業の内容

ファーマシー事業 調剤併設型ドラッグストア
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事業区分 事業の内容

ドラッグ事業 ドラッグストア

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

　
前中間連結
会計期間
（百万円）

当中間連結
会計期間
（百万円）

前連結会計
年度
（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
73 103 155

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。

【所在地別セグメント情報】

前中間連結会計期間（自　平成19年３月１日　至　平成19年８月31日）、当中間連結会計期間（自　平成20年３月

１日　至　平成20年８月31日）及び前連結会計年度（自　平成19年３月１日　至　平成20年２月29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】

前中間連結会計期間（自　平成19年３月１日　至　平成19年８月31日）、当中間連結会計期間（自　平成20年３月

１日　至　平成20年８月31日）及び前連結会計年度（自　平成19年３月１日　至　平成20年２月29日）において、海

外売上がないため該当事項はありません。
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（１株当たり情報）

前中間連結会計期間
（自　平成19年３月１日
至　平成19年８月31日）

当中間連結会計期間
（自　平成20年３月１日
至　平成20年８月31日）

前連結会計年度
（自　平成19年３月１日
至　平成20年２月29日）

１株当たり純資産額 993円35銭

１株当たり中間純利益

金額

57円58銭

１株当たり純資産額  1,069円86銭

１株当たり中間純利益

金額

  37円92銭

１株当たり純資産額 1,039円97銭

１株当たり当期純利益

金額

108円35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。

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。

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。

（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。

　
前中間連結会計期間末

(平成19年８月31日)
当中間連結会計期間末

(平成20年８月31日)
前連結会計年度末
(平成20年２月29日)

純資産の部の合計額（百万円） 62,901 67,742 65,851

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）
62,901 67,742 65,851

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）

63,322,112 63,318,880 63,319,839

２．１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。 

　
前中間連結会計期間

(自　平成19年３月１日
至　平成19年８月31日)

当中間連結会計期間
(自　平成20年３月１日
至　平成20年８月31日)

前連結会計年度
(自　平成19年３月１日
至　平成20年２月29日)

中間（当期）純利益（百万円） 3,646 2,401 6,861

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）
3,646 2,401 6,861

期中平均株式数（株） 63,326,995 63,319,557 63,323,818
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（重要な後発事象）

前中間連結会計期間
（自　平成19年３月１日
至　平成19年８月31日）

当中間連結会計期間
（自　平成20年３月１日
至　平成20年８月31日）

前連結会計年度
（自　平成19年３月１日
至　平成20年２月29日）

  当社は、平成19年９月３日開催の取
締役会において、飯塚薬品株式会社の

株式を取得して子会社化することを決

議し、同日付で株式を取得しました。

（1）株式取得の目的
  当社は、2010年ビジョン（2010年
度に店舗数1,000店舗、売上高3,500
億円）の達成に向けて、特に関東エ

リアにおいては400店舗のドミナン
ト網の構築を目標に、事業展開を推

進しております。

　一方、飯塚薬品株式会社は、埼玉県

及び群馬県を中心に97店舗のド
ラッグストアを有する企業であり、

地域に密着したドミナント出店に

よる事業展開を行っております。

　当社は、飯塚薬品株式会社と相互

の事業基盤を補完し、相互のノウハ

ウや人材等の経営資源を共有・享

受しながら、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考え、株式取

得にいたりました。

（2）株式を取得した会社の概要
  商　　号　飯塚薬品株式会社

 　   代 表 者　代表取締役社長

　　　　　　　飯塚正志

　所 在 地　群馬県前橋市日吉町

　　　　　3-36-4
　事業内容　ドラッグストア

　資 本 金　    259百万円
　売 上 高　 19,881百万円 
 　　　　　（平成19年４月期）

（3）株式の取得先
　　 飯塚　明：1,764,000株
　　 飯塚正志：1,764,000株
（4）株式取得の時期

平成19年９月３日
（5）取得株式数、取得価額及び取得前

後の所有株式の状況

取得株式数

3,528,000株(議決権比率85.6％)
取得価額　　　無償 

異動前の所有株式数

　　　　0株(所有割合 0.0％)
異動後の所有株式数

3,528,000株(所有割合85.6％)

１．会社分割及び持株会社体制への移

行

  当社は、平成20年５月29日開催の定時
株主総会において新設分割計画の承認

を受け、平成20年９月１日付で当社のす
べての事業を会社分割（新設分割）に

より、新設会社２社に分社し持株会社体

制へ移行しております。また、同日付で

「スギホールディングス株式会社」と

商号変更しております。

　

Ⅰ．統合当時企業又は対象となった事

業の名称及びその事業の内容、企業

結合の法的形式、結合後企業の名称

並びに取引の目的を含む取引の概要

　(1) 結合当事企業又は対象となった　　
事業の名称及びその事業の内容

保険調剤並びに医薬品、健康食品、

化粧品及び日用雑貨の販売事業及

びその他当社が営むすべての事業

 （2）企業結合の法的形式及び結合後
企業の名称

　当社を分割会社とし、新たに設立

する株式会社スギ薬局とスギメ

ディカル株式会社を新設会社とす

る分社型の新設分割

(3) 会社分割の目的　
　   当社は、地域に密着した『かかり

つけ薬局』として、「地域社会への

貢献」を経営理念とし、企業価値の

向上を図ってまいりました。また、

当社は中期経営計画として、「2010
年度、店舗数1,000店舗・売上高
3,500億円」を掲げ、平成19年３月に
は株式会社ジャパンを、平成20年２
月には飯塚薬品株式会社をそれぞ

れ完全子会社化する等、当社グルー

プ力の強化、充実に努めてまいりま

した。

当社を取り巻く環境は、経営のス

ピード化と透明性・健全性が、年々

強く求められております。また、高

齢化が進む中、医療法等の改正によ

り、調剤を実施する薬局に対して、

『医療提供施設』としての社会的

役割が求められております。

　   このような状況の中、当社は、今後

も地域社会への貢献を推進すると

ともに、業容を拡大し、継続的な企

業価値の向上を追求するためには、

持株会社体制に移行することが最

適であると判断し、当社のすべての

事業を会社分割により分社化する

ことといたしました。

　当社は、平成20年４月11日開催の取締
役会において、平成20年９月１日付で
「スギホールディングス株式会社」と

商号変更するとともに、同日付で当社の

すべての事業を会社分割（新設分割）

により新設会社２社に分社し持株会社

体制へ移行することを決議しており、ま

た、平成20年５月29日開催の第26回定時
株主総会において株式会社スギ薬局を

新設会社とする新設分割計画が承認さ

れております。なお、スギメディカル株

式会社を新設会社とする新設分割は、会

社法第805条の規定に基づき、株主総会
の承認を経ずに行う予定であります。

（1）会社分割の目的
　当社は、地域に密着した『かかり

つけ薬局』として、「地域社会への

貢献」を経営理念とし、企業価値の

向上を図ってまいりました。また、

当社は中期経営計画として、「2010
年度、店舗数1,000店舗・売上高
3,500億円」を掲げ、平成19年３月に
は株式会社ジャパンを、平成20年２
月には飯塚薬品株式会社をそれぞ

れ完全子会社化する等、当社グルー

プ力の強化、充実に努めてまいりま

した。

　当社を取り巻く環境は、経営のス

ピード化と透明性・健全性が、年々

強く求められております。また、高

齢化が進む中、医療法等の改正によ

り、調剤を実施する薬局に対して、

『医療提供施設』としての社会的

役割が求められております。

　このような状況の中、当社は、今後

も地域社会への貢献を推進すると

ともに、業容を拡大し、継続的な企

業価値の向上を追求するためには、

持株会社体制に移行することが最

適であると判断いたしました。これ

により、当社のすべての事業を承継

する新設会社２社、株式会社ジャパ

ン及び飯塚薬品株式会社は持株会

社の下に統合されることとなりま

す。
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前中間連結会計期間
（自　平成19年３月１日
至　平成19年８月31日）

当中間連結会計期間
（自　平成20年３月１日
至　平成20年８月31日）

前連結会計年度
（自　平成19年３月１日
至　平成20年２月29日）

　 （4）会社分割取引の概要　
 　当社は平成20年９月１日に会社分割を
行い持株会社へ移行いたしました。こ

の会社分割により、保険調剤並びに医

薬品、健康食品、化粧品及び日用雑貨の

販売事業及びその他当社が営むすべて

の事業を新設分割会社の株式会社スギ

薬局とスギメディカル株式会社に承継

しました。

（2）会社分割の要旨
① 分割の日程

分割計画書承認取締役会

平成20年4月11日
分割計画書変更承認取締役会

平成20年4月21日
分割計画書承認株主総会

平成20年5月29日
新設会社設立登記（効力発生日）

平成20年9月１日
(予定)

　 Ⅱ．実施した会計処理の概要　

　　本新設分割は、「企業結合に係る会計

基準」（企業会計審議会　平成15年10
月31日）及び「企業結合会計基準及
び事業分離等会計基準に関する適用

指針」（企業会計基準適用指針代10
号　平成17年12月27日）に基づき、共
通支配下の取引として会計処理を

行っております。　

② 分割方式

　当社を分割会社とし、新設会社であ

る株式会社スギ薬局及びスギメディ

カル株式会社を新設会社とする新設

分割であります。

　 Ⅲ．新設分割設立会社が継承した資　産

・負債及び資本金・事業の内容

　                 （単位：百万円）

 

株式会社スギ薬局

（英文:

SUGI PHARMACY CO.LTD

）

スギメディカル株式会社

（英文:

SUGI MEDICAL CO.LTD）

事

業

の

内

容

保険調剤並びに医薬品、健康

食品、化粧品及び日用雑貨の

販売事業

調剤業務を主たる事業とす

る調剤専門薬局の4店舗(青

竹店、井田店、蒲郡店及び西

尾調剤店)に係る事業、SIPS

（「SUGI Infinity　

Possibility System」の略称

で、スギ薬局の医療総合情報

システムであります。）に関

する事業、医療に関する教育

事業

本

店

所

在

地

愛知県安城市三河安城町一

丁目８番地４

東京都品川区東五反田五丁

目24番10号

資

産
37,796百万円 409百万円

負

債
29,742百万円 33百万円

資

本

金

50百万円 50百万円

従

業

員

数

2,490名 24名

　(注)当社は株式会社スギ薬局、スギメ　　
ディカル株式会社が承継する債務の全

てについて、併存的に債務を負担しま

す。 

③ 分割に係る割当ての内容

　新会社（２社）は設立に際して発行

する普通株式1,000株を発行し、このす
べてを当社に対して割当交付いたし

ます。

④ 新設会社が分割会社より承継す

る資産・負債、雇用契約その他の権

利義務に関する事項

　新設会社である株式会社スギ薬局

は、新設分割計画において別段の定め

のあるものを除き、当社の保険調剤並

びに医薬品、健康食品、化粧品及び日

用雑貨の販売に係る事業のために有

する資産・負債、雇用契約その他の権

利義務の一切を承継します。なお、本

会社分割後も、当社は株式会社スギ薬

局に承継される債務の全てについて、

株式会社スギ薬局と併存的に債務を

負担します。

　新設会社であるスギメディカル株式

会社は、新設分割計画において別段の

定めのあるものを除き、当社の調剤専

門薬局の４店舗（青竹店、井田店、蒲

郡店及び西尾調剤店）に係る事業、

SIPS (「SUGI Infinity　
Possibility System」の略称で、スギ薬
局の医療総合情報システムでありま

す。)に関する事業及び医療に関する教
育事業のために有する資産・負債、雇

用契約その他の権利義務の一切を承

継します。なお、本会社分割後も、当社

はスギメディカル株式会社に承継さ

れる債務の全てについて、スギメディ

カル株式会社と併存的に債務を負担

します。

 

EDINET提出書類

スギホールディングス株式会社(E03344)

半期報告書

45/72



前中間連結会計期間
（自　平成19年３月１日
至　平成19年８月31日）

当中間連結会計期間
（自　平成20年３月１日
至　平成20年８月31日）

前連結会計年度
（自　平成19年３月１日
至　平成20年２月29日）

　 　 ⑤ 債務履行の見込み 

　当社及び新設会社が分割後に負担す

べき債務の履行の見込みについては、

問題がないものと判断しております。

　  ２．子会社の設立及び事業の譲受　

　当社子会社であるスギメディカル株式

会社の取締役会において、子会社を３

社新設するとともに株式会社富士バイ

オメディックスグループの事業のうち

非臨床事業、ＣＲＯ事業及びＳＭＯ事

業を子会社３社に譲り受けることを決

議いたしました。

　Ⅰ．設立会社の概要

　  新設子会社３社は平成20年12月15
日をもって設立する予定であります

が、その商号、本店所在地、代表者及

び資本金等の詳細については未定で

あります。

　

　Ⅱ．設立の主旨

　当社は、地域に密着した『かかり

つけ薬局』として、「地域社会への

貢献」を経営理念とし、企業価値の

向上を図ってまいりました。株式会

社富士バイオメディックスグルー

プの非臨床事業、ＣＲＯ事業、ＳＭ

Ｏ事業を譲り受けることにより、さ

らなる企業価値の向上が見込める

と判断し、受入のため各事業ごとに

子会社３社を設立することといた

しました。

　

　Ⅲ．事業の譲受

　新設子会社が、民事再生手続き中

であります株式会社富士バイオメ

ディックスより、当該会社が営む非

臨床事業、ＣＲＯ事業、ＳＭＯ事業

を譲り受けることとし、平成20年11
月20日付で事業譲渡契約を締結い
たしました。

 

（3）分割当事会社の概要 

　
分割会社

（平成20年２月

29日現在）

新設会社

（平成20年９月

１日予定）

新設会社

（平成20年９月

１日予定）

商 号

株式会社スギ薬

局

（平成20年９月

１日をもって、

スギホールディ

ングス株式会社

に商号変更予

定）

株式会社スギ薬

局

スギメディカル

株式会社

事 業

内 容

保険調剤並びに

医薬品、健康食

品、化粧品及び

日用雑貨の販売

事業

保険調剤並びに

医薬品、健康食

品、化粧品及び

日用雑貨の販売

事業

当社の調剤専門

薬局の４店舗

（青竹店、井田

店、蒲郡店及び

西尾調剤店）に

係る事業、ＳＩ

ＰＳ（ＳＵＧＩ

 Ｉｎｆｉｎｉ

ｔｙ Ｐｏｓｓ

ｉｂｉｌｉｔｙ

　Ｓｙｓｔｅ

ｍ） に関する

事業及び医療に

関する教育事業

資本金 15,434百万円 50百万円 50百万円

発行済

株式の

総数

63,330,838株 1,000株 1,000株

従業員

数
2,112名 2,095名 17名

　 　Ⅳ．事業の譲受の内容

（１）譲受の内容

非臨床事業、ＣＲＯ事業、ＳＭＯ

事業

（２）事業の譲受日

平成20年12月16日(予定)
（３）譲受財産

営業権、棚卸資産、固定資産

　　

　　

（4) 会社分割する事業部門の内容
① 分割する事業の内容

　当社の全事業のうち調剤専門薬局の

４店舗（青竹店、井田店、蒲郡店及び

西尾調剤店）に係る事業、

SHIPS(SUGI Infinity Possibility System)
に関する事業及び医療に関する教育

事業をスギメディカル株式会社に、残

りの全事業を株式会社スギ薬局に分

割いたします。

　 　 ② 分割する事業の平成20年２月期
における経営成績

 　　売上高　　　 167,976百万円
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前中間連結会計期間
（自　平成19年３月１日
至　平成19年８月31日）

当中間連結会計期間
（自　平成20年３月１日
至　平成20年８月31日）

前連結会計年度
（自　平成19年３月１日
至　平成20年２月29日）

　 　Ⅴ．株式会社富士バイオメディックスの

概要
①商号 株式会社富士バイオメディックス　

②主な事業の内容
非臨床事業、ＣＲＯ事業、ＳＭＯ事

業　

③設立年月日 昭和59年12月20日

④本店所在地
東京都千代田区神田駿河台2－5－

23

⑤代表者 代表取締役　岩崎　稔

⑥資本金 51億8,603万601円(平成20年5月期)

⑦決算期 ５月末

⑧売上高　
140億6,100万円（平成20年5月期　

単体）

③ 承継資産、負債の項目及び金額

　
新設会社

(平成20年９月１日予定)

新設会社

(平成20年９月１日予定)

商号 株式会社スギ薬局 スギメディカル株式会社

資産 36,782百万円 404百万円

負債 30,460百万円 214百万円

　 　（注）売上高140億6,100万円には、弊社が
譲受を受ける事業のほか、調剤薬局事業の

売上高95億99百万円およびその他売上4億
86百万円が含まれております。なお、売上
高の金額は同社の平成20年５月期有価証
券報告書記載金額であります。

 （注）承継資産、負債の項目及び金額

は平成20年２月29日現在の貸借対
照表を基準に算出しているため、

実際に承継する金額は、上記金額

と異なる可能性があります。

　

（２）【その他】

該当事項はありません。
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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19年８月31日）

当中間会計期間末
（平成20年８月31日）

前事業年度の要約貸借対照表
（平成20年２月29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 　 31,459   24,907   25,194   

２．売掛金 　 3,036   3,648   3,157   

３．たな卸資産 　 19,869   21,987   21,220   

４．繰延税金資産 　 852   690   1,002   

５．未収入金 　 2,689   2,360   2,183   

６．その他 　 1,164   1,129   815   

流動資産合計 　  59,071 60.7  54,722 54.6  53,574 54.2

Ⅱ　固定資産 　          

(1）有形固定資産 ※１          

１．建物 　 9,905   11,174   10,870   

２．土地 　 510   1,112   1,112   

３．その他 　 2,118   2,665   2,308   

有形固定資産合計 　 12,534   14,953   14,292   

(2）無形固定資産 　 1,308   1,511   1,498   

(3）投資その他の資産 　          

１．関係会社株式 　 16,183   16,579   18,033   

２．差入保証金 　 6,273   7,022   6,607   

３．その他 　 2,563   6,059   5,299   

貸倒引当金 　 △491   △496   △492   

投資損失引当金 　 △45   △47   △46   

投資その他の資産
合計

　 24,482   29,117   29,400   

固定資産合計 　  38,325 39.3  45,581 45.4  45,191 45.8

資産合計 　  97,396 100.0  100,304 100.0  98,765 100.0

　 　          

（負債の部） 　          

Ⅰ　流動負債 　          

１．買掛金 　 19,867   21,467   18,972   

２．１年内返済予定長
期借入金

　 5,000   －   3,000   

３．未払金 　 2,704   3,879   3,165   

４．未払費用 　 3,328   3,687   3,616   

５．未払法人税等 　 2,365   2,247   3,097   

６．賞与引当金 　 212   46   －   

７．その他 ※２ 474   447   499   

流動負債合計 　  33,952 34.9  31,774 31.7  32,352 32.8

Ⅱ　固定負債 　          

１．退職給付引当金 　 761   967   859   

２．役員退職慰労引当
金

　 596   597   616   

３．その他 　 145   324   380   

固定負債合計 　  1,503 1.5  1,890 1.9  1,856 1.9

負債合計 　  35,456 36.4  33,664 33.6  34,208 34.6
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前中間会計期間末
（平成19年８月31日）

当中間会計期間末
（平成20年８月31日）

前事業年度の要約貸借対照表
（平成20年２月29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
（％）

（純資産の部） 　          

Ⅰ　株主資本 　          

１．資本金 　  15,434 15.8  15,434 15.4  15,434 15.6

２．資本剰余金 　          

（1）資本準備金 　 24,632   24,632   24,632   

資本剰余金合計 　  24,632 25.3  24,632 24.5  24,632 25.0

３．利益剰余金 　          

（1）利益準備金 　 90   90   90   

（2）その他利益剰余金 　          

別途積立金 　 19,040   23,540   19,040   

繰越利益剰余金 　 2,742   2,960   5,374   

利益剰余金合計 　  21,872 22.5  26,591 26.5  24,504 24.8

４．自己株式 　  △22 △0.0  △31 △0.0  △29 △0.0

株主資本合計 　  61,917 63.6  66,626 66.4  64,542 65.4

Ⅱ　評価・換算差額等 　          

１．その他有価証券評価
差額金

　  22 0.0  13 0.0  14 0.0

評価・換算差額等合
計

　  22 0.0  13 0.0  14 0.0

純資産合計 　  61,940 63.6  66,639 66.4  64,557 65.4

負債純資産合計 　  97,396 100.0  100,304 100.0  98,765 100.0
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②【中間損益計算書】

　 　
前中間会計期間

（自　平成19年３月１日
至　平成19年８月31日）

当中間会計期間
（自　平成20年３月１日
至　平成20年８月31日）

前事業年度の要約損益計算書
（自　平成19年３月１日
至　平成20年２月29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 　  82,281 100.0  92,364 100.0  167,976 100.0

Ⅱ　売上原価 　  59,498 72.3  66,360 71.8  121,458 72.3

売上総利益 　  22,782 27.7  26,004 28.2  46,518 27.7

Ⅲ　販売費及び一般管理費 　  18,061 22.0  20,861 22.6  37,566 22.4

営業利益 　  4,721 5.7  5,142 5.6  8,951 5.3

Ⅳ　営業外収益 ※１  666 0.8  1,209 1.3  1,645 1.0

Ⅴ　営業外費用 ※２  189 0.2  283 0.3  357 0.2

経常利益 　  5,198 6.3  6,068 6.6  10,239 6.1

Ⅵ　特別利益 　  40 0.0  － －  47 0.0

Ⅶ　特別損失 ※3,5  106 0.1  1,700 1.9  234 0.1

税引前中間(当期)純
利益

　  5,131 6.2  4,367 4.7  10,051 6.0

法人税、住民税及び
事業税

　 2,289   2,167   4,558   

法人税等調整額 　 △90 2,198 2.6 △392 1,774 1.9 △324 4,233 2.5

中間(当期)純利益 　  2,933 3.6  2,593 2.8  5,818 3.5
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③【中間株主資本等変動計算書】

前中間会計期間（自平成19年３月１日　至平成19年８月31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

  

別途
積立金

繰越
利益
剰余金

平成19年２月28日　残高
(百万円）

15,434 17,677 17,677 90 15,540 3,787 19,417 △0 52,529

中間会計期間中の変動額          

  株式交換に伴う新株の発行  6,954 6,954      6,954

別途積立金の積立     3,500 △3,500 －  －

剰余金の配当      △478 △478  △478

中間純利益      2,933 2,933  2,933

自己株式の取得        △21 △21

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）

－ 6,954 6,954 － 3,500 △1,045 2,454 △21 9,387

平成19年８月31日　残高
（百万円）

15,434 24,632 24,632 90 19,040 2,742 21,872 △22 61,917

　

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19年２月28日　残高
（百万円）

25 25 52,555

中間会計期間中の変動額    

  株式交換に伴う新株の発行   6,954

別途積立金の積立   －

剰余金の配当   △478

中間純利益   2,933

自己株式の取得   △21

株主資本以外の項目の中間
会計期間中の変動額（純
額）

△2 △2 △2

中間会計期間中の変動額合計
（百万円）

△2 △2 9,384

平成19年８月31日　残高
（百万円）

22 22 61,940

当中間会計期間（自平成20年３月１日　至平成20年８月31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

  

別途
積立金

繰越
利益
剰余金

平成20年２月29日　残高
（百万円）

15,434 24,632 24,632 90 19,040 5,374 24,504 △29 64,542

中間会計期間中の変動額          

別途積立金の積立     4,500 △4,500 －  －

剰余金の配当      △506 △506  △506
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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

  

別途
積立金

繰越
利益
剰余金

中間純利益      2,593 2,593  2,593

自己株式の取得        △2 △2

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）

－ － － － 4,500 △2,413 2,086 △2 2,084

平成20年８月31日　残高
（百万円）

15,434 24,632 24,632 90 23,540 2,960 26,591 △31 66,626

　

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20年２月29日　残高
（百万円）

14 14 64,557

中間会計期間中の変動額    

別途積立金の積立   －

剰余金の配当   △506

中間純利益   2,593

自己株式の取得   △2

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 2,082

平成20年８月31日　残高
　　　　　　　　（百万円）

13 13 66,639

前事業年度の株主資本等変動計算書（自平成19年３月１日　至平成20年２月29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  別途

 積立金

  繰越
  利益
 剰余金

平成19年２月28日　残高
(百万円）

15,434 17,677 17,677 90 15,540 3,787 19,417 △0 52,529

事業年度中の変動額          

株式交換に伴う新株の発行  6,954 6,954      6,954

別途積立金の積立     3,500 △3,500 －  －

剰余金の配当      △731 △731  △731

当期純利益      5,818 5,818  5,818

自己株式の取得        △28 △28

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）

－ 6,954 6,954 － 3,500 1,586 5,086 △28 12,012

平成20年２月29日　残高
（百万円）

15,434 24,632 24,632 90 19,040 5,374 24,504 △29 64,542
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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19年２月28日　残高
（百万円）

25 25 52,555

事業年度中の変動額    

株式交換に伴う新株の発
行

  6,954

別途積立金の積立   －

剰余金の配当   △731

当期純利益    5,818

自己株式の取得    △28

株主資本以外の項目の事業
年度中の変動額（純額）

△10 △10 △10

事業年度中の変動額合計
（百万円）

△10 △10 12,001

平成20年２月29日　残高
（百万円）

14 14 64,557
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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19年３月１日
至　平成19年８月31日）

当中間会計期間
（自　平成20年３月１日
至　平成20年８月31日）

前事業年度
（自　平成19年３月１日
至　平成20年２月29日）

１．資産の評価基準及び評価

方法

(1）有価証券

子会社株式

移動平均法による原価法

(1）有価証券

子会社株式

同左

(1）有価証券

子会社株式

同左

　

　

その他有価証券

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）

その他有価証券

時価のあるもの

　同左

その他有価証券

時価のあるもの

　決算日の市場価格等に基づ

く時価法（評価差額は全部

純資産直入法により処理し、

売却原価は移動平均法によ

り算定）

　

　

時価のないもの

　移動平均法による原価法

時価のないもの

同左

時価のないもの

同左

　

　

　

(2）たな卸資産

①　商品

売価還元法による原価法

(2）たな卸資産

①　商品

同左

(2）たな卸資産

①　商品

同左

　

　

②　貯蔵品

最終仕入原価法による原価

法

②　貯蔵品

同左

②　貯蔵品

同左

２．固定資産の減価償却の方

法

(1）有形固定資産

　定率法（ただし、平成10年４月

１日以降に取得した建物（附属

設備を除く）については定額

法）

 　　　なお、主な耐用年数は以下のとお

りであります。

 　　　建物　　　　　８～39年

 　　　その他

 　　　　構築物　　　10～20年

 　　　　器具備品　　３～８年

（会計方針の変更） 

 法人税法の改正に伴い、当中間

会計期間より、平成19年４月１日

以降に取得した有形固定資産に

ついて、改正後の法人税法に基づ

く減価償却の方法に変更してお

ります。

 この変更による損益への影響

は軽微であります。

(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）

 　　　なお、主な耐用年数は以下のとお

りであります。

 　　　建物　　　　　８～39年

 　　　その他

 　　　　構築物　　　10～20年

 　　　　器具備品　　３～８年

　

　

 

 

 

 

 

 

 

　

(1）有形固定資産

　定率法（ただし、平成10年４月

１日以降に取得した建物（建物

附属設備を除く）については定

額法）

　なお、主な耐用年数は以下の

とおりであります。

建物　　　　　８～39年

構築物　　　　10～20年

器具備品　　　３～８年

（会計方針の変更）

　法人税法の改正に伴い、当事業

年度より、平成19年４月１日以降

に取得した有形固定資産につい

て、改正後の法人税法に基づく減

価償却の方法に変更しておりま

す。

　この変更による損益への影響は

軽微であります。

　

　

(2）無形固定資産

定額法

(2）無形固定資産

同左

(2）無形固定資産

同左

　

　

(3）長期前払費用

定額法

(3）長期前払費用

同左

(3）長期前払費用

同左
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項目
前中間会計期間

（自　平成19年３月１日
至　平成19年８月31日）

当中間会計期間
（自　平成20年３月１日
至　平成20年８月31日）

前事業年度
（自　平成19年３月１日
至　平成20年２月29日）

３．引当金の計上基準 (1）貸倒引当金　

   債権の貸倒損失に備えるため、

一般債権については貸倒実績率

により、貸倒懸念債権等特定の債

権については個別に回収可能性

を勘案し、回収不能見込額を計上

しております。

(1）貸倒引当金

同左

　

(1）貸倒引当金

同左

　 (2）投資損失引当金

　関係会社への投資に対する損失

に備えるため、当該会社の財政状

態等を勘案し、損失見込額を計上

しております。

(2）投資損失引当金

同左

(2）投資損失引当金

同左

　

　

(3）賞与引当金

  従業員の賞与の支給に充てる

ため、将来の支給見込額に基づき

当中間会計期間の負担額を計上

しております。

(3）賞与引当金

同左

(3）賞与引当金

──────

　

　

(4）退職給付引当金

　従業員の退職給付に備えるた

め、当事業年度末における退職給

付債務の見込額に基づき、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、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）退職給付引当金

同左

(4）退職給付引当金

　従業員の退職給付に備えるた

め、当事業年度末における退職給

付債務の見込額に基づき計上し

ております。

　なお、過去勤務債務は、その発生

時の従業員の平均残存勤務期間

以内の一定の年数（５年）によ

る定額法により費用処理してお

ります。

　また、数理計算上の差異は、その

発生時の従業員の平均残存勤務

期間以内の一定の年数（５年）

による定額法によりそれぞれ発

生の翌事業年度から費用処理す

ることとしております。

　

　

(5）役員退職慰労引当金

　役員の退職慰労金の支出に備え

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。

(5）役員退職慰労引当金

同左

(5）役員退職慰労引当金

　役員の退職慰労金の支出に備え

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．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

　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。

消費税等の会計処理

同左

消費税等の会計処理

　税抜方式によっております。

　ただし、資産に係る控除対象外消

費税等は当事業年度の期間費用と

しております。
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注記事項

（中間貸借対照表関係）

前中間会計期間末
（平成19年８月31日）

当中間会計期間末
（平成20年８月31日）

前事業年度末
（平成20年２月29日）

※１．有形固定資産の減価償却累計

額

6,234百万円

※１．有形固定資産の減価償却累計

額

    7,546百万円

※１．有形固定資産の減価償却累計

額

     6,868百万円

※２．消費税等の取り扱い

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。

※２．消費税等の取り扱い

同左

※２．　　──────

　

　３．　　────── 　３．債権保証

　次の子会社について、特定の取引

先からの仕入債務に対し債務保証

を行っております。

飯塚薬品㈱ 　　　　607百万円

㈱ジャパン　　　　　24百万円　　　　

　３．債権保証

　次の子会社について、特定の取引

先からの仕入債務に対し債務保証

を行っております。

飯塚薬品㈱ 　　　　244百万円

（中間損益計算書関係）

前中間会計期間
（自　平成19年３月１日
至　平成19年８月31日）

当中間会計期間
（自　平成20年３月１日
至　平成20年８月31日）

前事業年度
（自　平成19年３月１日
至　平成20年２月29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 73百万円

受取手数料 254百万円　

広告宣伝用器具

受贈益

109百万円

受取利息   117百万円

受取配当金   368百万円

受取手数料　　　　　

　　

　278百万円

不動産賃貸収入   235百万円

受取利息   168百万円

受取手数料　 512百万円

受取配当金   341百万円

広告宣伝用器具

受贈益 

  285百万円

※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 11百万円

賃貸原価 105百万円

支払利息   2百万円

賃貸原価  211百万円

支払利息   21百万円

賃貸原価  211百万円

※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 

 減損損失 44百万円 

　 　

減損損失   174百万円

関係会社株式評

価損

1,453百万円

減損損失   110百万円

固定資産除却損    93百万円

　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 600百万円

無形固定資産 125百万円

有形固定資産   690百万円

無形固定資産   138百万円

有形固定資産 1,284百万円

無形固定資産   261百万円
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前中間会計期間
（自　平成19年３月１日
至　平成19年８月31日）

当中間会計期間
（自　平成20年３月１日
至　平成20年８月31日）

前事業年度
（自　平成19年３月１日
至　平成20年２月29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。

※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。

※５．減損損失

当事業年度において、当社は以下

の資産の資産グループについて減

損損失を計上しました。

場所 用途 種類 減損損失

愛知県
３店舗

店舗 建物等   25百万円

岐阜県 
１物件 

賃貸資産 建物  18百万円 

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につ

いては、帳簿価額を回収可能価額ま

で減額し、当該減少額44百万円を減

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 　 41百万円

その他 　  2百万円

計 　 44百万円

なお、資産グループごとの回収可

能価額は、正味売却価額と使用価値

とのいずれか高い方の価額で測定し

ております。

回収可能価額を正味売却価額によ

り測定している場合には、固定資産

税評価額を基礎に算定しておりま

す。また、使用価値により測定してい

る場合には、将来キャッシュ・フ

ローを18.0％で割り引いて算定して

おります。

場所 用途 種類 減損損失

愛知県等
８店舗

店舗
建物及
び構築
物等

 
 121百万円
 

愛知県等
７物件 

賃貸資産
建物及
び構築
物等

 53百万円 

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。また本社等について

は、独立したキャッシュ・フローを

生み出さないことから共用資産とし

ております。

営業活動から生ずる利益が継続し

てマイナスである資産グループにつ

いては、帳簿価額を回収可能価額ま

で減額し、当該減少額174百万円を減

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 　117百万円

その他 　 56百万円

計   174百万円

なお、資産グループごとの回収可

能価額は、正味売却価額と使用価値

とのいずれか高い方の価額で測定し

ております。

回収可能価額を正味売却価額によ

り測定している場合には、固定資産

税評価額を基礎に算定しておりま

す。また、使用価値により測定してい

る場合には、将来キャッシュ・フ

ローを9.5％で割り引いて算定してお

ります。

場所 用途 種類 減損損失

愛知県、岐
阜県、三重
県等
11店舗

店舗
建物及
び構築
物等

90百万円　

愛知県
２物件

賃貸資産
建物及
び構築
物等

19百万円

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につ

いては、帳簿価格を回収可能価額ま

で減額し、当該減少額110百万円を減

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 101百万円

構築物 2百万円

器具備品 5百万円

その他 0百万円

計 110百万円

なお、資産グループごとの回収可

能価額は、正味売却価額と使用価値

とのいずれか高い方の価値で測定し

ております。

回収可能価額を正味売却価額によ

り測定している場合には、固定資産

税評価額を基礎に算定しておりま

す。また、使用価値により測定してい

る場合には、将来キャッシュ・フ

ローを18.0％で割り引いて算定して

おります。
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（中間株主資本等変動計算書関係）

前中間会計期間（自　平成19年３月１日　至　平成19年８月31日）

自己株式の種類及び株式数に関する事項

　
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） 346 8,380 － 8,726

合計 346 8,380 － 8,726

（注）普通株式の自己株式の株式数の増加8,380株のうち、2,100株は子会社である株式会社ジャパンの有する自己株式の

取得による増加であり、それ以外の6,280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。

当中間会計期間（自　平成20年３月１日　至　平成20年８月31日）

自己株式の種類及び株式数に関する事項

　
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） 10,999 959 － 11,958

合計 10,999 959 － 11,958

（注）普通株式の自己株式の株式数の増加959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。

前事業年度（自　平成19年３月１日　至　平成20年２月29日）

自己株式の種類及び株式数に関する事項

株式の種類 
前事業年度末株式数

（株）
当事業年度増加
株式数（株）

当事業年度減少
株式数（株）

当事業年度末株式数
（株）

普通株式（注） 346 10,653 － 10,999

合計 346 10,653 － 10,999

  （注）普通株式の自己株式の増加10,653株のうち、2,100株は子会社である株式会社ジャパンからの取得によるもので

あり、それ以外の8,553株は単元未満株式の買取りによるものであります。
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（リース取引関係）

前中間会計期間
（自　平成19年３月１日
至　平成19年８月31日）

当中間会計期間
（自　平成20年３月１日
至　平成20年８月31日）

前事業年度
（自　平成19年３月１日
至　平成20年２月29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)

中間期
末残高
相当額
(百万円)

建物 228 61 167

その他
(器具備品)

3,590 1,890 1,699

無形固定資
産(ソフト
ウェア)

32 20 11

合計 3,851 1,972 1,879

　
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 348 77 271

その他
(器具備品)

3,181 1,680 1,500

無形固定資
産(ソフト
ウェア)

29 13 15

合計 3,559 1,771 1,788

　
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 228 68 160

その他
(器具備品)

3,314 1,753 1,561

無形固定資
産(ソフト
ウェア)

32 18 14

合計 3,576 1,839 1,736

(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 715百万円

１年超 1,222百万円

合計 1,938百万円

１年内    669百万円

１年超      1,186百万円

合計      1,856百万円

１年内 681百万円

１年超 1,142百万円

合計 1,823百万円

(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

(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 429百万円

減価償却費相当額 403百万円

支払利息相当額 30百万円

支払リース料    412百万円

減価償却費相当額    381百万円

支払利息相当額  33百万円

支払リース料 858百万円

減価償却費相当額 803百万円

支払利息相当額 60百万円

(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。

(4)減価償却費相当額の算定方法

同左

(4)減価償却費相当額の算定方法

同左

(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。

(5)利息相当額の算定方法

同左

(5)利息相当額の算定方法

同左

２．オペレーティング・リース取引

未経過リース料

２．オペレーティング・リース取引

未経過リース料

２．オペレーティング・リース取引

未経過リース料

１年内 1,271百万円

１年超 11,352百万円

合計 12,624百万円

１年内      1,362百万円

１年超     12,019百万円

合計 13,382百万円

１年内 1,261百万円

１年超 11,387百万円

合計 12,648百万円

（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。

（減損損失について）

同左

 （減損損失について）

同左
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（有価証券関係）

前中間会計期間、当中間会計期間及び前事業年度のいずれにおいても、子会社株式で時価のあるものはありま

せん。
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（１株当たり情報）

前中間会計期間
（自　平成19年３月１日
至　平成19年８月31日）

当中間会計期間
（自　平成20年３月１日
至　平成20年８月31日）

前事業年度
（自　平成19年３月１日
至　平成20年２月29日）

１株当たり純資産額 978円18銭

１株当たり中間純利

益金額

46円32銭

１株当たり純資産額   1,052円45銭

１株当たり中間純利

益金額

  40円96銭

１株当たり純資産額 1,019円54銭

１株当たり当期純利

益金額

91円88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。

　
前中間会計期間末
(平成19年８月31日)

当中間会計期間末
(平成20年８月31日)

前事業年度末
(平成20年２月29日)

純資産の部の合計額（百万円） 61,940 66,639 64,557

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）
61,940 66,639 64,557

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）

63,322,112 63,318,880 63,319,839

２．１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19年３月１日
至　平成19年８月31日)

当中間会計期間
(自　平成20年３月１日
至　平成20年８月31日)

前事業年度
(自　平成19年３月１日
至　平成20年２月29日)

中間（当期）純利益（百万円） 2,933 2,593 5,818

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）
2,933 2,593 5,818

期中平均株式数（株） 63,326,995 63,319,557 63,323,818
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（重要な後発事象）

前中間会計期間
（自　平成19年３月１日
至　平成19年８月31日）

当中間会計期間
（自　平成20年３月１日
至　平成20年８月31日）

前事業年度
（自　平成19年３月１日
至　平成20年２月29日）

  当社は、平成19年９月３日開催の取
締役会において、飯塚薬品株式会社の

株式を取得して子会社化することを決

議し、同日付で株式を取得しました。

（1）株式取得の目的
  当社は、2010年ビジョン(2010年
度に店舗数1,000店舗、売上高3,500
億円）の達成に向けて、特に関東

エリアにおいては400店舗のドミ
ナント網の構築を目標に、事業展

開を推進しております。

　一方、飯塚薬品株式会社は、埼玉

県及び群馬県を中心に97店舗のド
ラッグストアを有する企業であ

り、地域に密着したドミナント出

店による事業展開を行っておりま

す。

　当社は、飯塚薬品株式会社と相互

の事業基盤を補完し、相互のノウ

ハウや人材等の経営資源を共有・

享受しながら、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考

え、株式取得にいたりました。

（2）株式を取得した会社の概要
  商　　号　飯塚薬品株式会社

 　   代 表 者　代表取締役社長

　　　　　　　飯塚正志

　所 在 地　群馬県前橋市日吉町

　　　　　3-36-4
　事業内容　ドラッグストア

　資 本 金　    259百万円
　売 上 高　 19,881百万円 
 　　　　　（平成19年４月期）

（3）株式の取得先
　　 飯塚　明：1,764,000株
　　 飯塚正志：1,764,000株
（4）株式取得の時期

平成19年９月３日
（5）取得株式数、取得価額及び取得

前後の所有株式の状況

取得株式数

3,528,000株(議決権比率85.6％)
取得価額　　　無償 

異動前の所有株式数

        0株(所有割合 0.0％)
異動後の所有株式数

3,528,000株(所有割合85.6％)

  当社は、平成20年５月29日開催の定
時株主総会において新設分割計画の承

認を受け、平成20年９月１日付で当社
のすべての事業を会社分割（新設分

割）により、新設会社２社に分社し持

株会社体制へ移行しております。また

同日付で「スギホールディングス株式

会社」と商号変更しております。

１．統合当時企業又は対象となった事

業の名称及びその事業の内容、企業

結合の法的形式、結合後企業の名称

並びに取引の目的を含む取引の概要

　(1) 結合当事企業又は対象となった　　
事業の名称及びその事業の内容

保険調剤並びに医薬品、健康食品、

化粧品及び日用雑貨の販売事業及

びその他当社が営むすべての事業

 （2）企業結合の法的形式及び結合後
企業の名称

　当社を分割会社とし、新たに設立

する株式会社スギ薬局とスギメ

ディカル株式会社を新設会社とす

る分社型の新設分割

(3) 会社分割の目的　
　   当社は、地域に密着した『かかり

つけ薬局』として、「地域社会への

貢献」を経営理念とし、企業価値の

向上を図ってまいりました。また、

当社は中期経営計画として、「2010
年度、店舗数1,000店舗・売上高
3,500億円」を掲げ、平成19年３月
には株式会社ジャパンを、平成20年
２月には飯塚薬品株式会社をそれ

ぞれ完全子会社化する等、当社グ

ループ力の強化、充実に努めてまい

りました。

当社を取り巻く環境は、経営のス

ピード化と透明性・健全性が、年々

強く求められております。また、高

齢化が進む中、医療法等の改正によ

り、調剤を実施する薬局に対して、

『医療提供施設』としての社会的

役割が求められております。

このような状況の中、当社は、今後

も地域社会への貢献を推進すると

ともに、業容を拡大し、継続的な企

業価値の向上を追求するためには、

持株会社体制に移行することが最

適であると判断し、当社のすべての

事業を会社分割により分社化する

ことといたしました。

１．当社は、平成20年４月11日開催の
取締役会において、平成20年９月１日
付で「スギホールディングス株式会

社」と商号変更するとともに、同日付

で当社のすべての事業を会社分割（新

設分割）により新設会社２社に分社し

持株会社体制へ移行することを決議し

ており、また、平成20年５月29日開催の
第26回定時株主総会において株式会社
スギ薬局を新設会社とする新設分割計

画が承認されております。なお、スギメ

ディカル株式会社を新設会社とする新

設分割は、会社法第805条の規定に基づ
き、株主総会の承認を経ずに行う予定

であります。

（1）会社分割の目的
　当社は、地域に密着した『かかり

つけ薬局』として、「地域社会への

貢献」を経営理念とし、企業価値の

向上を図ってまいりました。また、

当社は中期経営計画として、「2010
年度、店舗数1,000店舗・売上高
3,500億円」を掲げ、平成19年３月に
は株式会社ジャパンを、平成20年２
月には飯塚薬品株式会社をそれぞ

れ完全子会社化する等、当社グルー

プ力の強化、充実に努めてまいりま

した。

　当社を取り巻く環境は、経営のス

ピード化と透明性・健全性が、年々

強く求められております。また、高

齢化が進む中、医療法等の改正によ

り、調剤を実施する薬局に対して、

『医療提供施設』としての社会的

役割が求められております。

　このような状況の中、当社は、今後

も地域社会への貢献を推進すると

ともに、業容を拡大し、継続的な企

業価値の向上を追求するためには、

持株会社体制に移行することが最

適であると判断いたしました。これ

により、当社のすべての事業を承継

する新設会社２社、株式会社ジャパ

ン及び飯塚薬品株式会社は持株会

社の下に統合されることとなりま

す。
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前中間会計期間
（自　平成19年３月１日
至　平成19年８月31日）

当中間会計期間
（自　平成20年３月１日
至　平成20年８月31日）

前事業年度
（自　平成19年３月１日
至　平成20年２月29日）

　 （4）会社分割取引の概要　
 　当社は平成20年９月１日に会社分割を
行い持株会社へ移行いたしました。こ

の会社分割により、保険調剤並びに医

薬品、健康食品、化粧品及び日用雑貨の

販売事業及びその他当社が営むすべて

の事業を新設分割会社の株式会社スギ

薬局とスギメディカル株式会社に承継

しました。

（2）会社分割の要旨
① 分割の日程

分割計画書承認取締役会

平成20年4月11日
分割計画書変更承認取締役会

平成20年4月21日
分割計画書承認株主総会

平成20年5月29日
新設会社設立登記（効力発生日）

平成20年9月１日
(予定)

　 ２．実施した会計処理の概要　

　　本新設分割は、「企業結合に係る会計

基準」（企業会計審議会　平成15年10
月31日）及び「企業結合会計基準及
び事業分離等会計基準に関する適用

指針」（企業会計基準適用指針代10
号　平成17年12月27日）に基づき、共
通支配下の取引として会計処理を

行っております。　

② 分割方式

　当社を分割会社とし、新設会社であ

る株式会社スギ薬局及びスギメディ

カル株式会社を新設会社とする新設

分割であります。

　 　

３．新設分割設立会社が継承した資　産

・負債及び資本金・事業の内容

　                 （単位：百万円）

 

株式会社スギ薬局

（英文:

SUGI PHARMACY CO.LTD

）

スギメディカル株式会社

（英文:

SUGI MEDICAL CO.LTD）

事

業

の

内

容

保険調剤並びに医薬品、健康

食品、化粧品及び日用雑貨の

販売事業

調剤業務を主たる事業とす

る調剤専門薬局の4店舗(青

竹店、井田店、蒲郡店及び西

尾調剤店)に係る事業、SIPS

（「SUGI Infinity　

Possibility System」の略称

で、スギ薬局の医療総合情報

システムであります。）に関

する事業、医療に関する教育

事業

本

店

所

在

地

愛知県安城市三河安城町一

丁目８番地４

東京都品川区東五反田五丁

目24番10号

資

産
37,796百万円 409百万円

負

債
29,742百万円 33百万円

資

本

金

50百万円 50百万円

従

業

員

数

2,490名 24名

　(注)当社は株式会社スギ薬局、スギメ　　
ディカル株式会社が承継する債務の全

てについて、併存的に債務を負担しま

す。 

③ 分割に係る割当ての内容

　新会社（２社）は設立に際して発行

する普通株式1,000株を発行し、このす
べてを当社に対して割当交付いたし

ます。

④ 新設会社が分割会社より承継す

る資産・負債、雇用契約その他の権

利義務に関する事項

　新設会社である株式会社スギ薬局

は、新設分割計画において別段の定め

のあるものを除き、当社の保険調剤並

びに医薬品、健康食品、化粧品及び日

用雑貨の販売に係る事業のために有

する資産・負債、雇用契約その他の権

利義務の一切を承継します。なお、本

会社分割後も、当社は株式会社スギ薬

局に承継される債務の全てについて、

株式会社スギ薬局と併存的に債務を

負担します。

　新設会社であるスギメディカル株式

会社は、新設分割計画において別段の

定めのあるものを除き、当社の調剤専

門薬局の４店舗（青竹店、井田店、蒲

郡店及び西尾調剤店）に係る事業、

SIPS (「SUGI Infinity　
Possibility System」の略称で、スギ薬
局の医療総合情報システムでありま

す。)に関する事業及び医療に関する教
育事業のために有する資産・負債、雇

用契約その他の権利義務の一切を承

継します。なお、本会社分割後も、当社

はスギメディカル株式会社に承継さ

れる債務の全てについて、スギメディ

カル株式会社と併存的に債務を負担

します。
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前中間会計期間
（自　平成19年３月１日
至　平成19年８月31日）

当中間会計期間
（自　平成20年３月１日
至　平成20年８月31日）

前事業年度
（自　平成19年３月１日
至　平成20年２月29日）

　 　 ⑤ 債務履行の見込み

　当社及び新設会社が分割後に負担す

べき債務の履行の見込みについては、

問題がないものと判断しております。

　 　 （3) 分割当事会社の概要

　
分割会社

（平成20年２月

29日現在）

新設会社

（平成20年９月

１日予定）

新設会社

（平成20年９月

１日予定）

商 号

株式会社スギ薬

局

（平成20年９月

１日をもって、

スギホールディ

ングス株式会社

に商号変更予

定）

株式会社スギ薬

局

スギメディカル

株式会社

事 業

内 容

保険調剤並びに

医薬品、健康食

品、化粧品及び

日用雑貨の販売

事業

保険調剤並びに

医薬品、健康食

品、化粧品及び

日用雑貨の販売

事業

当社の調剤専門

薬局の４店舗

（青竹店、井田

店、蒲郡店及び

西尾調剤店）に

係る事業、ＳＩ

ＰＳ（ＳＵＧＩ

 Ｉｎｆｉｎｉ

ｔｙ Ｐｏｓｓ

ｉｂｉｌｉｔｙ

　Ｓｙｓｔｅ

ｍ） に関する

事業及び医療に

関する教育事業

資本金 15,434百万円 50百万円 50百万円

発行済

株式の

総数

63,330,838株 1,000株 1,000株

従業員

数
2,112名 2,095名 17名

　 　 （4) 会社分割する事業部門の内容
① 分割する事業の内容

　当社の全事業のうち調剤専門薬局の

４店舗（青竹店、井田店、蒲郡店及び

西尾調剤店）に係る事業、

SHIPS(SUGI Infinity Possibility System)
に関する事業及び医療に関する教育

事業をスギメディカル株式会社に、残

りの全事業を株式会社スギ薬局に分

割いたします。

　 　 ② 分割する事業の平成20年２月期
における経営成績

売上高　　　 167,976百万円
 

EDINET提出書類

スギホールディングス株式会社(E03344)

半期報告書

64/72



前中間会計期間
（自　平成19年３月１日
至　平成19年８月31日）

当中間会計期間
（自　平成20年３月１日
至　平成20年８月31日）

前事業年度
（自　平成19年３月１日
至　平成20年２月29日）

　 　 ③ 承継資産、負債の項目及び金額

　
新設会社

(平成20年９月１日予定)

新設会社

(平成20年９月１日予定)

商号 株式会社スギ薬局 スギメディカル株式会社

資産 36,782百万円 404百万円

負債 30,460百万円 214百万円

　 　 （注）承継資産、負債の項目及び金額

は平成20年２月29日現在の貸借対
照表を基準に算出しているため、

実際に承継する金額は、上記金額

と異なる可能性があります。
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（２）【その他】

平成20年10月10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。

（イ）中間配当による配当金の総額 379百万円

（ロ）１株当たりの金額 6円00銭

（ハ）支払請求の効力発生日及び支払開始日 平成20年11月６日

（注）平成20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。
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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）臨時報告書

 　　 平成20年４月11日関東財務局長に提出

　　　金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第７号の２の規定に基づく　

臨時報告書であります。

　

（２）臨時報告書の訂正報告書　

 　　 平成20年４月22日関東財務局長に提出

 　　 平成20年４月11日提出の臨時報告書に係る訂正報告書であります。

　

 　　 平成20年８月12日関東財務局長に提出

 　　 平成20年４月11日提出の臨時報告書に係る訂正報告書であります。

　

　

（３）有価証券報告書及びその添付書類

事業年度（第26期）（自　平成19年３月１日　至　平成20年２月29日）平成20年５月30日関東財務局長に提出

（４）有価証券報告書の訂正報告書

 　　 平成20年６月23日関東財務局長に提出

事業年度（第26期）（自　平成19年３月１日　至　平成20年２月29日）の有価証券報告書に係る訂正報告書でありま

す。　

平成20年11月28日東海財務局長に提出

事業年度（第22期）（自　平成15年３月１日　至　平成16年２月29日）の有価証券報告書に係る訂正報告書でありま

す。

事業年度（第23期）（自　平成16年３月１日　至　平成17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。　

　    平成20年11月28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。　　

事業年度（第25期）（自　平成18年３月１日　至　平成19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。　

事業年度（第26期）（自　平成19年３月１日　至　平成20年２月29日）の有価証券報告書に係る訂正報告書でありま

す。　

（５）半期報告書の訂正報告書

平成20年11月28日関東財務局長に提出

（第25期中）（自　平成18年３月１日　至　平成18年８月31日）の半期報告書に係る訂正報告書であります。

（第26期中）（自　平成19年３月１日　至　平成19年８月31日）の半期報告書に係る訂正報告書であります。
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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。
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 独立監査人の中間監査報告書 

    

  平成19年11月22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、金融商品取引法第193条の２第１項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19年３月１日から平成20年２月29日までの連結会計年度の中間連結会計期間（平成19年３月１日

から平成19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19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19年３月１日から平成19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

  重要な後発事象に記載されているとおり、会社は平成19年９月３日付で飯塚薬品株式会社の株式を取得し、子会社化して

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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 独立監査人の中間監査報告書 

    

  平成20年11月25日  

スギホールディングス株式会社    

 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 高橋　寿佳　　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、金融商品取引法第１９３条の２第１項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

いるスギホールディングス株式会社（旧会社名　株式会社スギ薬局）の平成２０年３月１日から平成２１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２０年３月１日から平成２０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、スギホールディングス株式会社（旧会社名　株式会社スギ薬局）及び連結子会社の平成２０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２０年３月１日から平成２０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

重要な後発事象に記載されているとおり、会社は平成20年９月１日付で会社のすべての事業を会社分割（新設分割）によ

り新設会社２社に分社し、持株会社体制へ移行している。

 

　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。

EDINET提出書類

スギホールディングス株式会社(E03344)

半期報告書

70/72



 独立監査人の中間監査報告書 

    

  平成19年11月22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、金融商品取引法第193条の２第１項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19年３月１日から平成20年２月29日までの第26期事業年度の中間会計期間（平成19年３月１日か

ら平成19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19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19年３月１日から平

成19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

  重要な後発事象に記載されているとおり、会社は平成19年９月３日付で飯塚薬品株式会社の株式を取得し、子会社化して

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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 独立監査人の中間監査報告書 

    

  平成20年11月25日  

　スギホールディングス株式会社    

 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 高橋　寿佳　　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、金融商品取引法第１９３条の２第１項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

いるスギホールディングス株式会社（旧会社名　株式会社スギ薬局）の平成２０年３月１日から平成２１年２月２８日ま

での第２７期事業年度の中間会計期間（平成２０年３月１日から平成２０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、

スギホールディングス株式会社（旧会社名　株式会社スギ薬局）の平成２０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２０年３月１日から平成２０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

重要な後発事象に記載されているとおり、会社は平成20年９月１日付で会社のすべての事業を会社分割（新設分割）によ

り新設会社２社に分社し、持株会社体制へ移行している。

 

　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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