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1.  平成25年3月期の連結業績（平成24年4月1日～平成25年3月31日） 

 

(2) 連結財政状態 

 

(3) 連結キャッシュ・フローの状況 

  

(1) 連結経営成績 （％表示は対前期増減率）

売上高 営業利益 経常利益 当期純利益
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

25年3月期 407,401 5.3 24,720 11.0 25,288 10.9 14,955 18.9
24年3月期 386,836 7.3 22,263 15.8 22,797 15.1 12,580 15.7

（注）包括利益 25年3月期 14,973百万円 （19.0％） 24年3月期 12,587百万円 （16.0％）

1株当たり当期純利益
潜在株式調整後1株当たり

当期純利益
自己資本当期純利益

率
総資産経常利益率 売上高営業利益率

円 銭 円 銭 ％ ％ ％

25年3月期 237.30 237.29 15.8 15.7 6.1
24年3月期 199.62 ― 15.1 15.5 5.8

（参考） 持分法投資損益 25年3月期  ―百万円 24年3月期  ―百万円

総資産 純資産 自己資本比率 1株当たり純資産
百万円 百万円 ％ 円 銭

25年3月期 168,073 100,770 60.0 1,598.80
24年3月期 153,423 88,560 57.7 1,405.21

（参考） 自己資本   25年3月期  100,761百万円 24年3月期  88,560百万円

営業活動によるキャッシュ・フロー 投資活動によるキャッシュ・フロー 財務活動によるキャッシュ・フロー 現金及び現金同等物期末残高
百万円 百万円 百万円 百万円

25年3月期 23,044 △10,798 △6,480 29,216
24年3月期 17,021 △8,016 △4,644 23,450

2.  配当の状況 

 

年間配当金 配当金総額
（合計）

配当性向
（連結）

純資産配当
率（連結）第1四半期末 第2四半期末 第3四半期末 期末 合計

円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 百万円 ％ ％

24年3月期 ― 18.00 ― 22.00 40.00 2,520 20.0 3.0
25年3月期 ― 22.00 ― 26.00 48.00 3,025 20.2 3.2
26年3月期(予想) ― 26.00 ― 26.00 52.00 19.9

3. 平成26年 3月期の連結業績予想（平成25年 4月 1日～平成26年 3月31日）  
（％表示は、通期は対前期、四半期は対前年同四半期増減率）

 

売上高 営業利益 経常利益 当期純利益
1株当たり当期

純利益
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 円 銭

第2四半期(累計) 215,340 7.8 12,700 6.3 12,980 6.5 7,690 6.5 122.02
通期 439,500 7.9 27,100 9.6 27,730 9.7 16,500 10.3 261.81



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

(2) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 

(3) 発行済株式数（普通株式） 

① 会計基準等の改正に伴う会計方針の変更  ： 有
② ①以外の会計方針の変更  ： 無
③ 会計上の見積りの変更  ： 有
④ 修正再表示  ： 無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 25年3月期 67,165,592 株 24年3月期 67,165,592 株
② 期末自己株式数 25年3月期 4,142,316 株 24年3月期 4,142,316 株
③ 期中平均株式数 25年3月期 63,023,276 株 24年3月期 63,023,377 株

（参考）個別業績の概要 

1.  平成25年3月期の個別業績（平成24年4月1日～平成25年3月31日） 

 

(2) 個別財政状態 

  

(1) 個別経営成績 （％表示は対前期増減率）

売上高 営業利益 経常利益 当期純利益
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

25年3月期 301,735 3.5 20,437 11.0 20,859 10.9 12,650 18.2
24年3月期 291,408 7.8 18,406 12.0 18,812 11.8 10,704 12.9

1株当たり当期純利益
潜在株式調整後1株当たり当期純

利益
円 銭 円 銭

25年3月期 200.73 200.72
24年3月期 169.85 ―

総資産 純資産 自己資本比率 1株当たり純資産
百万円 百万円 ％ 円 銭

25年3月期 146,038 94,804 64.9 1,504.12
24年3月期 133,164 84,899 63.8 1,347.11

（参考） 自己資本 25年3月期  94,794百万円 24年3月期  84,899百万円

2. 平成26年 3月期の個別業績予想（平成25年 4月 1日～平成26年 3月31日） 
（％表示は、通期は対前期、四半期は対前年同四半期増減率）

※ 監査手続の実施状況に関する表示 
・この決算短信は、金融商品取引法に基づく監査手続の対象外であり、この決算短信の開示時点において、金融商品取引法に基づく財務諸表の監査手続は終
了しておりません。 

※ 業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
本資料に記載されている業績見通し等の将来に関する記述は、当社が現在入手している情報及び合理的であると判断する一定の前提に基づいており、実際
の業績等は様々な要因により大きく異なる可能性があります。業績予想の前提となる条件及び業績予想のご利用にあたっての注意事項等については、添付資
料３ページ「１．経営成績(1)経営成績に関する分析（次期の見通し）」をご参照してください。 

売上高 経常利益 当期純利益
1株当たり当期純利

益
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 円 銭

第2四半期(累計) 158,130 5.6 10,520 3.4 6,380 3.3 101.23
通期 320,950 6.4 22,200 6.4 13,480 6.6 213.89
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(当期の経営成績） 

当連結会計年度におけるわが国経済は、復興需要などを背景に緩やかな回復の動きが見られたものの、年度前半

においては海外経済の停滞や円高の長期化などから、景気は力強さに欠ける動きとなりました。しかしながら昨年

12月の新政権発足以降、金融政策をはじめとした各種政策により、円高是正や株価回復などにより経済成長への期

待は高まりつつあるものの、輸入関連商品の価格上昇や消費増税に対する生活防衛意識の高まりなどによる節約志

向など懸念材料もあり、景気の先行きについては依然として不透明な状況が続いております。 

ドラッグストア業界におきましては、同業他社による積極的な出店や価格競争に加え、他業種からの参入も徐々

に増加し、更に厳しい経営環境が続いております。 

このような状況のもと、当社グループは、引き続き、「安心・信頼・便利の提供」をキーワードに、お客様のニ

ーズに応える質の高い出店やサービスレベルの向上、更にシステム統合によるグループ会社間の情報の共有化、新

業態の開発や積極的な店舗改装などに取り組み、活性化を図ってまいりました。 

当連結会計年度の当社グループ全体の出店などの状況は、フランチャイズ店を含め60店舗を新規出店し、４店舗

のスクラップ＆ビルドを実施いたしました。また、49店舗で改装を行い、14店舗を閉店し活性化を図りました。 

以上の結果、当連結会計年度末の当社グループ全体の店舗数は、ドラッグストア事業721店舗（直営店525店舗、

㈱星光堂薬局53店舗、㈱サンドラッグファーマシーズ20店舗、㈱サンドラッグ東海18店舗、フランチャイズ店105店

舗）、ディスカウントストア事業173店舗（ダイレックス㈱173店舗）の合計894店舗となりました。 

当連結会計年度の業績は、連結売上高4,074億１百万円（前年同期比5.3％増）、連結営業利益247億20百万円（同

11.0％増）、連結経常利益252億88百万円（同10.9％増）、連結当期純利益149億55百万円（同18.9％増）となり、

２桁の増益を達成し過去 高益を更新いたしました。 

  
セグメント業績の概要は次のとおりであります。 

＜ドラッグストア事業＞ 

ドラッグストア事業は、震災及び原発事故の影響による需要増の反動や風邪薬、使い捨てカイロなど季節品の一

部は苦戦したものの３月の花粉関連商材が好調に推移したことに加え、効率的販促への見直しによる粗利益の改善

を図るとともに、引き続き経費の削減に努めました。 

なお、ドラッグストア事業の出店などの状況は、フランチャイズ店の新規契約３店舗を含め40店舗を新規出店

し、１店舗のスクラップ＆ビルドを実施したほか、23店舗の改装と10店舗の閉店（内３店舗はディスカウントスト

ア事業へ業態変更）を実施し活性化を図りました。 

以上の結果、ドラッグストア事業の売上高は3,111億21百万円（前年同期比3.7％増）、営業利益は212億81百万円

（同9.6％増）となり、増収・増益となりました。 

＜ディスカウントストア事業＞ 

ディスカウントストア事業は、地上デジタル放送への移行によるテレビなどの需要増の反動はあったものの、引

き続き戦略的に店舗改装を実施し、売場面積の拡大や医薬品の導入などによる粗利益の改善を図るとともに、販促

の見直しなど経費の削減に努めました。 

なお、ディスカウントストア事業の出店などの状況は、20店舗を新規出店し、３店舗のスクラップ＆ビルドを実

施したほか、26店舗の改装と４店舗（建替えによる）の閉店を実施し活性化を図りました。 

以上の結果、ディスカウントストア事業の売上高は1,183億82百万円（前年同期比11.9％増）、営業利益は34億32

百万円（同20.6％増）となり、増収・増益となりました。 

１．経営成績

（１）経営成績に関する分析
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(次期の見通し） 

次期のわが国経済は、輸出環境の改善や金融・経済政策の効果を背景とする経済成長への期待が高まりつつある

ものの、個人消費においては、今後導入が予定されている消費増税への懸念や所得の伸び悩みなどへの不安は払拭

されないままの状況で推移するものと思われます。 

ドラッグストア業界におきましては、上位企業による積極的な出店やグループ化の動きに加え、他業種からの参

入も徐々に進むものと思われ、依然として厳しい経営環境になるものと予想されます。 

このような状況のもと、当社グループは、一層の全国店舗展開の拡大を図り、お客様の視点に立った店舗の開発

を積極的に進め、高いサービスレベルを維持するための教育や、ローコストを維持するためのさまざまな仕組作り

などに積極的に取り組み、競合他社をはじめ他業種との差別化を図ってまいります。 

第51期（平成26年３月期）は、グループ合計92店舗（ドラッグストア事業72店舗、ディスカウントストア事業20

店舗）の新規出店を計画しております。また、既存店におきましては、引き続きスクラップ＆ビルドの推進や店舗

改装などを行い、活性化を図ってまいります。 

以上により、次期通期業績につきましては、連結売上高4,395億円（前年同期比7.9％増）、連結営業利益271億円

（同9.6％増）、連結経常利益277億30百万円（同9.7％増）、連結当期純利益165億円（同10.3％増）を予想してお

ります。 

①資産、負債及び純資産の状況  

当連結会計年度末における資産合計は、前連結会計年度末に比べ146億50百万円増加し、1,680億73百万円となり

ました。主な要因は、店舗数の増加による商品及び有形固定資産の増加等によるものであります。 

負債合計は、前連結会計年度末に比べ24億40百万円増加し673億３百万円となりました。主な要因は、買掛金の増

加等によるものであります。 

純資産合計は、前連結会計年度末に比べ122億10百万円増加し1,007億70百万円となりました。 

②キャッシュ・フローの状況  

当連結会計年度末における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、前連結会計年度末に比べ57億65百

万円増加し、292億16百万円となりました。 

（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、前年同期に比べ60億22百万円増加し、230億44百万円（前年同期比35.4％増）と

なりました。これは主に、仕入債務が前年同期に比べ増加したこと等によるものであります。  

（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

投資活動の結果使用した資金は、前年同期に比べ27億81百万円増加し、107億98百万円（同34.7％増）となりまし

た。これは主に、有形固定資産の取得による支出が前年同期に比べ増加したこと等によるものであります。 

（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

財務活動の結果使用した資金は、前年同期に比べ18億36百万円増加し、64億80百万円（同39.5％増）となりまし

た。これは主に、短期借入金の返済による支出が前年同期に比べ増加したこと等によるものであります。 

(参考)キャッシュ・フロー関連指標の推移 

 
（注）自己資本比率：自己資本／総資産 

時価ベースの自己資本比率：株式時価総額／総資産 

キャッシュ・フロー対有利子負債比率：有利子負債／営業キャッシュ・フロー 

インタレスト・カバレッジ・レシオ：営業キャッシュ・フロー／利払い 

※各指標は、いずれも連結ベースの財務数値により算出しております。 

※株式時価総額は、期末株価終値×期末発行済株式数（自己株式控除後）により算出しております。 

※営業キャッシュ・フローは連結キャッシュ・フロー計算書の営業活動によるキャッシュ・フローを使用しております。 

※有利子負債は、連結貸借対照表に計上されている負債のうち利子を支払っている全ての負債を対象としております。また、利払いに

ついては、連結キャッシュ・フロー計算書の利息の支払額を使用しております。 

（２）財政状態に関する分析

平成21年３月期 平成22年３月期 平成23年３月期 平成24年３月期 平成25年３月期

自己資本比率（％） 62.4 53.2 55.9 57.7 60.0

時価ベースの自己資本比率
（％） 95.6 107.4 106.5 105.2 156.6

キャッシュ・フロー対有利子 
負債比率（年） － 1.1 0.4 0.3 0.1

インタレスト・カバレッジ・ 
レシオ（倍） － 166.0 478.4 753.4 2,336.1
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当社グループの利益配当につきましては、将来の事業展開、経営体質の強化及び配当性向などを総合的に勘案

し、安定的・継続的な配当による利益還元を基本方針としております。 

当期における配当につきましては、上記の方針に基づき、中間に普通配当を1株につき22円を実施するとともに、

期末の普通配当を1株につき26円を予定しており、年間で1株につき48円を予定しております。（前期（平成24年３

月期）比８円の増配予定） 

次期の配当につきましては、普通配当を1株につき中間26円及び期末26円を予定しており年間で1株につき52円を

予定しております。 

なお、内部留保につきましては、積極的な多店舗展開及び改装の設備資金等に充当し、業容の拡大と事業基盤の

強化を図り、業績の向上、経営効率の向上に努め、株主の皆様のご期待に応えてまいりたいと考えております。 

 当社グループの事業上のリスクと考えられる主な事項は以下のようなものがあります。必ずしも事業上のリスク

に該当しないものについても、投資判断上重要と考えられる事項については積極的に開示しておりますが、当社グ

ループの事業リスクを全て網羅するものではありません。また下記事項は当連結会計年度末において判断したもの

であります。  

ａ．当社グループにおいては、４種類の店舗形態を運営しております。形態といたしましては、ドラッグストア形

態、調剤薬局形態、複合形態である調剤併設ドラッグストア形態及びディスカウントストア形態の４種類です。 

 グループ全店舗中62店舗で展開する調剤業務は、医薬分業が進展するに従い処方箋の応需枚数が増加すること

が予想されます。当社グループでは調剤部によるグループ全体の調剤業務に関する技術や医薬品の知識の向上に

取り組んでおり、調剤過誤を防止すべく万全の管理体制のもと、細心の注意を払い調剤業務を行い、またリスク

管理のため、全店で「薬局賠償責任保険」に加入しております。しかしながら、調剤薬の瑕疵・調剤ミス等によ

り将来訴訟や行政処分を受ける可能性があり、その場合、当社グループの社会的信用が低下し、業績に影響を及

ぼす可能性があります。 

ｂ．当社グループは、取扱い商品の大半を卸業者より仕入れておりますが、仕入れ値が変動する可能性があり、粗

利益への影響を及ぼす可能性があります。 

ｃ．当社グループの本社及び各店舗、物流センター所在地において、大地震等の自然災害或いは予期せぬ事故や犯

罪等が発生した場合、各拠点において人的被害または、物理的損害等が発生し営業活動が阻害され、業績に影響

を及ぼす可能性があります。  

出店政策について 

 ドラッグストア業界では、同業他社の積極的な出店による競合に加え、他業種との競合もあり、来店客数の減

少、売上単価の低下などにより当社グループの業績に影響を及ぼす可能性があります。 

また、同業他社及び他業種の積極的な出店による物件の取り合いにより賃料等が高騰する場合があります。この

ような状況のなか当社グループの新規出店の選定に関し、当社グループの厳格な出店基準に合致する物件がなけれ

ば出店予定数を変更することもあるため、業績見通しに影響を及ぼす可能性があります。 

  

  ａ.「薬事法」等による規制について 

当社グループは、「薬事法」上の医薬品等の販売をするにあたり、その内容により各都道府県の許可・指定・免

許・登録または届出を必要としております。 

当社グループは、医薬品販売業許可、薬局開設許可及び保険薬局指定等の許可を受けて営業しております。平成

21年６月から施行された「改正薬事法」においては、新たに登録販売者制度が導入され、他業種の参入障壁が低

くなり、競争が激化し業績に影響を及ぼす可能性があります。 

（３）利益配分に関する基本方針及び当期・次期の配当

（４）事業等のリスク

①薬局の経営並びに医薬品、化粧品、日用雑貨等の販売事業に関するリスク

②財政状態及び経営成績に関するリスク

③法的規制に関するリスク
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  ｂ．有資格者の確保について 

当社グループ業務では、医薬品販売業務や調剤業務は「薬事法」や「薬剤師法」が適用され、医薬品の分類によ

り薬剤師または登録販売者（平成21年６月より施行された「改正薬事法」にて新設された資格制度）を従事させ

ることが義務付けられており、在籍薬剤師の人数及び在籍登録販売者の人数は新規出店の重要な制約条件となり

ます。 

ドラッグストア業界では、同業他社の積極的な出店や、平成18年度より薬科大学が４年制から６年制へ移行し、

平成22年から２年間は一時的に薬剤師の新卒者が減少したことなどの要因で、薬剤師の採用は競争が激しくなっ

ております。つれて薬剤師の確保のための採用費等の上昇が予想されます。一方登録販売者につきましても、

「改正薬事法」に伴う他業種からの医薬品販売への参入増加が予想され、他業種からの引き抜きなども懸念され

ております。このような状況において、出店に必要な薬剤師及び登録販売者が確保できなかった場合は、当社グ

ループの出店計画に影響を与え成長を阻害される可能性があり、薬剤師及び登録販売者が確保された場合におい

ても人件費の上昇が続いた場合、当社グループに影響を及ぼす可能性があります。 

  ｃ．個人情報保護について 

当社グループは、ポイントカードシステムの運用に伴う顧客情報、調剤業務に伴う患者情報等を保持しており、

コンピューター管理を行っております。個人情報保護法に基づき、これらの情報管理については万全を期してお

りますが、万が一情報の漏洩があった場合、当社グループは社会的信用を損なうなどの理由により、業績に影響

を及ぼす可能性があります。 

  

当社グループは、これまで医薬品販売業務や調剤業務に関連した訴訟を受けたことはなく、法的危機管理に対処

する体制を社内に整えておりますが、医薬品を処方、販売する事業の性格上訴訟を受ける可能性があります。訴訟

の内容及び金額によっては、業績に影響を及ぼす可能性があります。 

  

  ａ．特定人物への依存について 

代表取締役社長を初めとする経営陣は、各事業分野において重要な役割を果たしております。これら役員が業務

執行できない事態となった場合、業績に影響を及ぼす可能性があります。 

  ｂ．組織の成長について 

当社グループでは、市場拡大に応じた人材確保・育成を図っております。しかしながら他社からの引き抜きなど

事業規模に見合う十分な人員確保ができなかった場合は、業績に影響を及ぼす可能性があります。 

④訴訟等に関するリスク

⑤事業体制に関するリスク
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当社グループは、株式会社サンドラッグ（当社）、子会社の株式会社サンドラッグファーマシーズ、株式会社星光

堂薬局、株式会社サンドラッグ東海、株式会社サンドラッグ・ドリームワークス、株式会社ピュマージ及びダイレッ

クス株式会社の合計７社により構成されております。 

当社グループは、薬局の経営並びに医薬品・化粧品・日用雑貨等の販売及び卸売りを主たる事業としております。 

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

 
  

[事業系統図] 

以上述べた事項を事業系統図によって示すと次のとおりであります。 

 

２．企業集団の状況

事業内容 会社名 摘要

ドラッグストア事業

当社、㈱サンドラッグファーマシ
ーズ、㈱星光堂薬局、㈱サンドラ
ッグ東海、㈱サンドラッグ・ドリ
ームワークス、㈱ピュマージ

主に医薬品、化粧品、日用雑貨を
販売目的とする事業

ディスカウントストア事業 ダイレックス㈱
主に食料品、家庭雑貨等を販売目
的とする事業
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当社グループは、「医薬品・化粧品・日用雑貨の販売及び処方箋調剤」の業務をとおして、毎日が明るく楽しい

生活の創造をめざし、「安心・信頼・便利の提供」をキーワードにトータル的な視点で多くのお客様に支持される

信頼度の高い店づくりを進めることを経営の基本方針としております。 

その実現のため、適切な立地の選定や適正規模の確保による店舗開発、お客様に支持される売場作り、ローコス

トオペレーションを実現するさまざまな仕組作り、高いサービスレベルを維持する人材教育などを推進するととも

に、経営資源の効率的な活用と収益性の確保に努めております。 

今後につきましても、これらの基本方針のもと積極的に事業規模を拡大し、地域社会に貢献するとともに、企業

価値の向上に努めてまいります。 

当社グループとしましては、総資産経常利益率15.0％以上及び自己資本純利益率15.0％以上を当面の主たる経営

指標としております。また人材教育、業務の効率化及び新規出店を更にすすめ増収増益をめざしてまいります。 

少子高齢化の流れの中で、お客様の健康に対するニーズは更に高まっていくものと考えております。また、ドラ

ッグストア業界におきましては、上位企業による積極的な出店や価格競争の激化及び「改正薬事法」に基づく登録

販売者制度による他業種の参入が徐々に始まるなど、厳しい経営環境の中で、各社グループ化の動きが活発になり

業界内の再編が更に進行するものと思われます。 

こうした状況を踏まえ当社グループは、より多くのお客様が来店しやすい利便性の高い店舗開発や安心して買い

物ができる店作り、高齢化社会を見据えた更なる専門性の強化及びローコストオペレーションを支えるさまざまな

仕組作りなどの課題に取り組むため次のように対処してまいります。 

①出店エリアを拡大し、利便性を兼ね備えた積極的な店舗開発、Ｍ＆Ａ及びフランチャイズ店による全国展開を

図ります。 

②グループ会社の経営効率改善に向けて、業務改善など効率的運営を図ります。 

③他業種との提携や新業態の開発などにより事業拡大を図ります。 

④既存店舗のスクラップ＆ビルド及び改装により活性化を図ります。 

⑤更なる企業規模拡大に向けた人材の確保と育成、情報システムの強化を図ります。 

⑥高齢化社会を見据えた健康に関連する専門的なノウハウの向上及びマーチャンダイジングの精度向上を図りま

す。 

⑦調剤薬局の医療モールなどへの積極的な新規出店を行うとともに、薬剤師のレベルアップを図ります。 

  

３．経営方針

（１）会社の経営の基本方針

（２）目標とする経営指標

（３）中長期的な会社の経営戦略及び対処すべき課題
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４．連結財務諸表等 
  （１）連結貸借対照表 

（単位：百万円）

前連結会計年度 
(平成24年３月31日) 

当連結会計年度 
(平成25年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 23,455 29,221

売掛金 6,527 6,916

商品 48,035 50,953

原材料及び貯蔵品 55 52

繰延税金資産 2,396 2,431

未収入金 9,386 9,755

その他 2,086 2,257

貸倒引当金 △8 △8

流動資産合計 91,936 101,579

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 34,376 39,072

減価償却累計額 △13,758 △15,595

建物及び構築物（純額） 20,617 23,477

土地 ※3  6,782 ※3  6,984

その他 15,727 18,425

減価償却累計額 △10,384 △11,957

その他（純額） 5,343 6,468

有形固定資産合計 32,743 36,929

無形固定資産   

のれん 1,233 746

その他 3,963 4,048

無形固定資産合計 5,197 4,794

投資その他の資産   

投資有価証券 ※1  563 ※1  571

長期貸付金 6,009 6,179

繰延税金資産 1,221 1,406

敷金及び保証金 14,073 14,781

その他 1,958 2,110

貸倒引当金 △280 △280

投資その他の資産合計 23,546 24,769

固定資産合計 61,486 66,494

資産合計 153,423 168,073
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（単位：百万円）

前連結会計年度 
(平成24年３月31日) 

当連結会計年度 
(平成25年３月31日) 

負債の部   

流動負債   

買掛金 39,416 44,479

短期借入金 3,709 717

未払法人税等 6,153 5,514

ポイント引当金 1,822 2,050

その他 ※2  7,860 ※2  9,131

流動負債合計 58,962 61,892

固定負債   

長期借入金 1,374 657

退職給付引当金 599 624

役員退職慰労引当金 263 －

資産除去債務 1,855 2,025

再評価に係る繰延税金負債 22 22

その他 1,785 2,079

固定負債合計 5,900 5,410

負債合計 64,862 67,303

純資産の部   

株主資本   

資本金 3,931 3,931

資本剰余金 7,409 7,409

利益剰余金 84,059 96,242

自己株式 △3,602 △3,602

株主資本合計 91,797 103,980

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 26 44

土地再評価差額金 ※3  △3,263 ※3  △3,263

その他の包括利益累計額合計 △3,236 △3,218

新株予約権 － 9

純資産合計 88,560 100,770

負債純資産合計 153,423 168,073
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 （２）連結損益計算書及び連結包括利益計算書 
     連結損益計算書 

（単位：百万円）

前連結会計年度 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成24年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成25年３月31日) 

売上高 386,836 407,401

売上原価 296,947 310,870

売上総利益 89,888 96,531

販売費及び一般管理費   

ポイント引当金繰入額 287 228

給料手当及び賞与 24,532 26,527

退職給付費用 306 334

役員退職慰労引当金繰入額 31 3

賃借料 14,419 15,019

貸倒引当金繰入額 274 0

その他 27,772 29,696

販売費及び一般管理費合計 67,624 71,810

営業利益 22,263 24,720

営業外収益   

受取利息 103 112

受取配当金 7 7

受取手数料 49 30

固定資産受贈益 325 336

その他 79 101

営業外収益合計 564 586

営業外費用   

支払利息 27 14

その他 4 3

営業外費用合計 31 18

経常利益 22,797 25,288

特別利益   

違約金収入 22 8

受取保険金 38 47

退職給付制度終了益 35 －

補助金収入 14 －

受取和解金 － 17

その他 1 0

特別利益合計 112 74

特別損失   

固定資産除却損 ※1  100 ※1  264

賃貸借契約解約損 112 －

減損損失 ※2  86 ※2  63

災害による損失 54 －

その他 98 7

特別損失合計 452 335

税金等調整前当期純利益 22,456 25,028

法人税、住民税及び事業税 9,751 10,302

法人税等調整額 124 △229

法人税等合計 9,875 10,072

少数株主損益調整前当期純利益 12,580 14,955

当期純利益 12,580 14,955
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    連結包括利益計算書 
（単位：百万円）

前連結会計年度 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成24年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成25年３月31日) 

少数株主損益調整前当期純利益 12,580 14,955

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 4 18

土地再評価差額金 3 －

その他の包括利益合計 ※1  7 ※1  18

包括利益 12,587 14,973

（内訳）   

親会社株主に係る包括利益 12,587 14,973

少数株主に係る包括利益 － －
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 （３）連結株主資本等変動計算書 
（単位：百万円）

前連結会計年度 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成24年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成25年３月31日) 

株主資本   

資本金   

当期首残高 3,931 3,931

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 3,931 3,931

資本剰余金   

当期首残高 7,409 7,409

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 7,409 7,409

利益剰余金   

当期首残高 73,748 84,059

当期変動額   

剰余金の配当 △2,268 △2,773

当期純利益 12,580 14,955

当期変動額合計 10,311 12,182

当期末残高 84,059 96,242

自己株式   

当期首残高 △3,601 △3,602

当期変動額   

自己株式の取得 △0 －

当期変動額合計 △0 －

当期末残高 △3,602 △3,602

株主資本合計   

当期首残高 81,486 91,797

当期変動額   

剰余金の配当 △2,268 △2,773

当期純利益 12,580 14,955

自己株式の取得 △0 －

当期変動額合計 10,311 12,182

当期末残高 91,797 103,980
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（単位：百万円）

前連結会計年度 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成24年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成25年３月31日) 

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金   

当期首残高 22 26

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 4 18

当期変動額合計 4 18

当期末残高 26 44

土地再評価差額金   

当期首残高 △3,266 △3,263

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 3 －

当期変動額合計 3 －

当期末残高 △3,263 △3,263

その他の包括利益累計額合計   

当期首残高 △3,243 △3,236

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 7 18

当期変動額合計 7 18

当期末残高 △3,236 △3,218

新株予約権   

当期首残高 － －

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） － 9

当期変動額合計 － 9

当期末残高 － 9

純資産合計   

当期首残高 78,242 88,560

当期変動額   

剰余金の配当 △2,268 △2,773

当期純利益 12,580 14,955

自己株式の取得 △0 －

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 7 27

当期変動額合計 10,318 12,210

当期末残高 88,560 100,770
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 （４）連結キャッシュ・フロー計算書 
（単位：百万円）

前連結会計年度 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成24年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成25年３月31日) 

営業活動によるキャッシュ・フロー   

税金等調整前当期純利益 22,456 25,028

減価償却費 4,914 5,307

減損損失 86 63

退職給付引当金の増減額（△は減少） △79 25

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 31 △263

貸倒引当金の増減額（△は減少） 275 0

ポイント引当金の増減額（△は減少） 287 228

受取利息及び受取配当金 △110 △119

支払利息 27 14

固定資産除却損 100 264

売上債権の増減額（△は増加） 723 △389

たな卸資産の増減額（△は増加） △5,209 △2,914

未収入金の増減額（△は増加） △1,148 △369

仕入債務の増減額（△は減少） 1,510 5,063

未払費用の増減額（△は減少） 12 166

長期預り金の増減額（△は減少） 21 12

未払消費税等の増減額（△は減少） △396 278

その他 1,621 1,489

小計 25,125 33,886

利息及び配当金の受取額 15 13

利息の支払額 △22 △9

保険金の受取額 38 45

法人税等の支払額 △8,134 △10,891

営業活動によるキャッシュ・フロー 17,021 23,044

投資活動によるキャッシュ・フロー   

有形固定資産の取得による支出 △6,871 △8,640

無形固定資産の取得による支出 △186 △214

貸付けによる支出 △759 △884

貸付金の回収による収入 63 36

敷金及び保証金の差入による支出 △484 △1,001

敷金及び保証金の回収による収入 173 241

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による
収入

※2  70 －

その他 △22 △334

投資活動によるキャッシュ・フロー △8,016 △10,798

財務活動によるキャッシュ・フロー   

配当金の支払額 △2,267 △2,771

短期借入れによる収入 7,500 9,300

短期借入金の返済による支出 △6,500 △10,300

長期借入金の返済による支出 △3,387 △2,709

自己株式の取得による支出 △0 －

その他 10 －

財務活動によるキャッシュ・フロー △4,644 △6,480

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 4,360 5,765

現金及び現金同等物の期首残高 19,089 23,450

現金及び現金同等物の期末残高 ※1  23,450 ※1  29,216
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 該当事項はありません。 

  

連結子会社は、㈱サンドラッグファーマシーズ、㈱星光堂薬局、ダイレックス㈱、㈱サンドラッグ・ドリームワ

ークス、㈱サンドラッグ東海であります。 

非連結子会社 

㈱ピュマージ 

(連結の範囲から除いた理由) 

非連結子会社は、小規模であり、総資産、売上高、当期純損益(持分に見合う額)及び利益剰余金(持分に見合う

額)等は、いずれも連結財務諸表に重要な影響を及ぼしていないためであります。 

  

  

連結子会社のうち㈱星光堂薬局の決算日は２月末日であります。 

連結財務諸表作成に当たっては、当該連結子会社の決算日現在の財務諸表を使用しております。ただし、連結決算

日までの期間に発生した重要な取引については、連結上必要な調整を行っております。 

  

子会社株式  

移動平均法による原価法を採用しております。 

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)を採用しております。 

時価のないもの 

移動平均法による原価法を採用しております。 

主として売価還元平均原価法(貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価切下げの方法により算定)を採用

しております。 

終仕入原価法(貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価切下げの方法により算定)を採用しておりま

す。 

（５）連結財務諸表に関する注記事項

（継続企業の前提に関する注記）

（連結財務諸表作成のために基本となる重要な事項）

１．連結の範囲に関する事項

(1）連結子会社数  ５社

(2) 非連結子会社の名称等

２．持分法の適用に関する事項

(1) 持分法適用の非連結子会社及び関連会社数    ―社

(2) 持分法を適用していない非連結子会社(㈱ピュマージ)は、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．連結子会社の事業年度等に関する事項

４．会計処理基準に関する事項

(1) 重要な資産の評価基準及び評価方法

イ．有価証券

ロ．たな卸資産

(イ)商品

(ロ)原材料及び貯蔵品

株式会社サンドラッグ（9989）平成25年３月期 決算短信

－　15　－



  

主として定率法を採用しております。 

なお、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、定額法を採用しております。

また、事業用定期借地契約による借地上の建物については、耐用年数を定期借地権の残存期間とし、残存価額

を零とする定額法によっております。 

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    ３～50年 

定額法を採用しております。 

なお、ソフトウエア(自社利用分)については、社内における見込利用可能期間(５年)に基づく定額法によって

おります。 

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用しております。 

なお、所有権移転外ファイナンス・リース取引のうち、リース取引開始日がリース会計基準の改正適用初年度

開始前のリース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっております。 

均等償却をしております。 

期末債権の貸倒れによる損失に備えるため、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検討して回収不能見込額を計上しております。 

ポイントカードにより顧客に付与されたポイントの利用に備えるため、当連結会計年度末において将来利用さ

れると見込まれる額を計上しております。 

従業員の退職給付に備えるため、当連結会計年度末における退職給付債務の見込額に基づき計上しておりま

す。また、数理計算上の差異は、各連結会計年度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(７

～10年)による定額法により按分した額を、それぞれ発生の翌連結会計年度から費用処理しております。 

役員に対する退職慰労金の支払に備えるため、内規に基づく期末要支給額を計上しております。 

なお、役員退職慰労金制度は、平成24年６月23日の株主総会の日をもって廃止いたしております。 

のれんの償却については、個別案件ごとに判断し、20年以内の合理的な年数で均等償却をしております。 

手許現金、随時引き出し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。 

消費税等の会計処理 

消費税等の会計処理は税抜方式によっており、控除対象外消費税等は、当連結会計年度の費用として処理してお

ります。 

(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(リース資産を除く)

ロ．無形固定資産(リース資産を除く)

ハ．リース資産

ニ．長期前払費用

(3) 重要な引当金の計上基準

イ．貸倒引当金

ロ．ポイント引当金

ハ．退職給付引当金

ニ．役員退職慰労引当金

(4) のれんの償却方法及び償却期間

(5) 連結キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲

(6) その他連結財務諸表作成のための重要な事項
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（会計上の見積りの変更と区別することが困難な会計方針の変更） 

当社及び連結子会社は、法人税法の改正に伴い、当連結会計年度より、平成24年４月１日以後に取得した有形固

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。 

この変更による当連結会計年度の損益に与える影響は軽微であります。 

  

（表示方法の変更） 

(連結損益計算書関係） 

前連結会計年度において、独立掲記しておりました「特別損失」の「固定資産売却損」は、特別損失の総額の

100分の10以下となったため、当連結会計年度より「その他」に含めて表示しております。この表示方法の変更を反

映させるため、前連結会計年度の連結財務諸表の組替えを行っております。 

この結果、前連結会計年度の連結損益計算書において、「特別損失」の「固定資産売却損」に表示していた46百

万円は、「その他」として組み替えております。 

  

（連結貸借対照表関係） 

 
  

未払消費税等は、流動負債の「その他」に含めて表示しております。 

  

親会社においては、土地の再評価に関する法律(平成10年３月31日公布法律第34号)に基づき、事業用の土地の再

評価を行い、土地再評価差額金を純資産の部に計上しております。 

・再評価の方法…土地の再評価に関する法律施行令(平成10年３月31日公布政令第119号)第２条第４号に定める

地価税法(平成３年法律第69号)第16条に規定する地価税の課税価格の計算の基礎となる土地の価格を算定す

るために国税庁長官が定めて公表した方法により算出した価額に基づいて、奥行価格補正等合理的な調整を

行って算出しております。 

・再評価を行った年月日…平成14年３月31日 

（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）

※１．非連結子会社に対するものは次のとおりであります。

前連結会計年度
(平成24年３月31日)

当連結会計年度 
(平成25年３月31日)

投資有価証券(株式) 364百万円 364百万円

※２．消費税等の会計処理

※３．土地再評価

前連結会計年度
(平成24年３月31日)

当連結会計年度 
(平成25年３月31日)

再評価を行った土地の期末における時
価と再評価後の帳簿価額との差額

△351百万円 △364百万円
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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ております。 

 
当社グループはキャッシュ・フローを生み出す 小単位として事業用資産である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資産のグルーピングをしております。 

営業活動から生ずる利益が継続してマイナスとなっている店舗及び遊休資産で時価が著しく下落している資産グル

ープを対象に帳簿価額を回収可能価額まで減額し、当該減少額を減損損失(86百万円)として特別損失に計上しており

ます。その内訳は建物及び構築物49百万円、その他37百万円であります。 

回収可能価額の算定は、使用価値によっております。なお、使用価値は、見積将来キャッシュ・フローに基づく評

価額がマイナスであるため零として算定しております。 

  

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ております。 

 
当社グループはキャッシュ・フローを生み出す 小単位として事業用資産である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資産のグルーピングをしております。 

営業活動から生ずる利益が継続してマイナスとなっている店舗及び遊休資産で時価が著しく下落している資産グル

ープを対象に帳簿価額を回収可能価額まで減額し、当該減少額を減損損失(63百万円)として特別損失に計上しており

ます。その内訳は建物及び構築物46百万円、その他17百万円であります。 

回収可能価額の算定は、使用価値によっております。なお、使用価値は、見積将来キャッシュ・フローに基づく評

価額がマイナスであるため零として算定しております。 

(連結損益計算書関係)

※１．固定資産除却損の内訳

前連結会計年度
(自  平成23年４月１日
至  平成24年３月31日)

当連結会計年度
(自  平成24年４月１日
至  平成25年３月31日)

建物及び構築物 63百万円 199百万円

有形固定資産「その他」 36百万円 61百万円

投資その他の資産「その他」 －百万円 3百万円

計 100百万円 264百万円

※２．減損損失

前連結会計年度(自  平成23年４月１日 至  平成24年３月31日)

場所 用途 種類
減損損失
(百万円)

関東地区 店舗 建物及び構築物等 37

信越・北陸地区 店舗 建物及び構築物等 1

近畿地区 店舗 建物及び構築物等 26

九州地区 店舗 建物及び構築物等 20

合計 86

当連結会計年度(自  平成24年４月１日 至  平成25年３月31日)

場所 用途 種類
減損損失
(百万円)

関東地区 店舗 建物及び構築物等 20

近畿地区 店舗 建物及び構築物等 26

九州地区 店舗 建物及び構築物等 15

合計 63

株式会社サンドラッグ（9989）平成25年３月期 決算短信

－　18　－



  

※１ その他の包括利益に係る組替調整額及び税効果額 

 （百万円）

 
  

前連結会計年度(自  平成23年４月１日  至  平成24年３月31日） 

１．発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項 

 
(注)  普通株式の自己株式の株式数の増加０千株は、単元未満株式の買取りによる増加であります。 

  

２．配当に関する事項 

(1) 配当金支払額 

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

 
  

(連結包括利益計算書関係)

前連結会計年度
(自  平成23年４月１日
至  平成24年３月31日)

当連結会計年度
(自  平成24年４月１日
至  平成25年３月31日)

その他有価証券評価差額金

  当期発生額 3 28

  組替調整額 － －

    税効果調整前 3 28

    税効果額 0 △10

    その他有価証券評価差額金 4 18

土地再評価差額金

    税効果額 3 －

    土地再評価差額金 3 －

その他の包括利益合計 7 18

(連結株主資本等変動計算書関係)

当連結会計年度期首 
株式数(千株)

当連結会計年度
増加株式数(千株)

当連結会計年度
減少株式数(千株)

当連結会計年度末
株式数(千株)

発行済株式

  普通株式 67,165 ― ― 67,165

合計 67,165 ― ― 67,165

自己株式

  普通株式(注) 4,142 0 ― 4,142

合計 4,142 0 ― 4,142

 
(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23年６月25日 
定時株主総会

普通株式 1,134 18 平成23年３月31日 平成23年６月27日

平成23年11月10日 
取締役会

普通株式 1,134 18 平成23年９月30日 平成23年12月14日

 
(決議)

株式の種類
配当金の総額
(百万円)

配当の原資
１株当たり
配当額(円)

基準日 効力発生日

平成24年６月23日 
定時株主総会

普通株式 1,386 利益剰余金 22 平成24年３月31日 平成24年６月25日
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当連結会計年度(自  平成24年４月１日  至  平成25年３月31日） 

１．発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項 

   
２．新株予約権等に関する事項 

 
３．配当に関する事項 

(1) 配当金支払額 

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

 
  

   

株式の取得により新たに株式会社サンドラッグ東海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

に株式の取得価額と取得による収入(純額)との関係は次のとおりであります。 

当連結会計年度期首 
株式数(千株)

当連結会計年度
増加株式数(千株)

当連結会計年度
減少株式数(千株)

当連結会計年度末
株式数(千株)

発行済株式

  普通株式 67,165 ― ― 67,165

合計 67,165 ― ― 67,165

自己株式

  普通株式 4,142 ― ― 4,142

合計 4,142 ― ― 4,142

区分 新株予約権の内訳
新株予約権の
目的となる 
株式の種類

新株予約権の目的となる株式の数(株) 当連結会計
年度末残高
(百万円)

当連結会計
年度期首

当連結会計
年度増加

当連結会計
年度減少

当連結会計
年度末

提出会社
ストック・オプション
としての新株予約権

― ― ― ― ― 9

合計 ― ― ― ― 9

 
(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24年６月23日 
定時株主総会

普通株式 1,386 22 平成24年３月31日 平成24年６月25日

平成24年11月９日 
取締役会

普通株式 1,386 22 平成24年９月30日 平成24年12月12日

 
(決議)

株式の種類
配当金の総額
(百万円)

配当の原資
１株当たり
配当額(円)

基準日 効力発生日

平成25年６月22日 
定時株主総会

普通株式 1,638 利益剰余金 26 平成25年３月31日 平成25年６月24日

(連結キャッシュ・フロー計算書関係)

※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

前連結会計年度
(自  平成23年４月１日
至  平成24年３月31日)

当連結会計年度
(自  平成24年４月１日
至  平成25年３月31日)

現金及び預金勘定 23,455百万円 29,221百万円

預入期間が３か月を超える 
定期預金

△5百万円 △5百万円

現金及び現金同等物 23,450百万円 29,216百万円

※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

前連結会計年度
(自  平成23年４月１日
至  平成24年３月31日)

当連結会計年度
(自  平成24年４月１日
至  平成25年３月31日)

流動資産 1,229百万円 －

固定資産 374百万円 －

のれん 35百万円 －

流動負債 △1,473百万円 －

固定負債 △95百万円 －

株式の取得価額 70百万円 －

現金及び現金同等物 140百万円 －

差引：連結の範囲の変更を伴う 
子会社株式の取得による収入

70百万円 －
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決算短信における開示の必要性が大きくないと考えられるため、開示を省略しております。 

  

決算短信における開示の必要性が大きくないと考えられるため、開示を省略しております。 

  

 
(注)  非上場株式(連結貸借対照表計上額 ５百万円)については、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困

難と認められることから、上表の「その他有価証券」には含めておりません。 

  

 
(注)  非上場株式(連結貸借対照表計上額 1百万円)については、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難

と認められることから、上表の「その他有価証券」には含めておりません。 

  

(リース取引関係)

(金融商品関係)

(有価証券関係)

１．その他有価証券

前連結会計年度(平成24年３月31日)

種類
連結貸借対照表
計上額(百万円)

取得原価(百万円) 差額(百万円)

連結貸借対照表計上額
が取得原価を超えるも
の

(1) 株式 112 76 35

(2) 債券

  ①  国債・地方債等 ― ― ―

  ②  社債 ― ― ―

  ③  その他 ― ― ―

(3) その他 ― ― ―

小計 112 76 35

連結貸借対照表計上額
が取得原価を超えない
もの

(1) 株式 61 64 △2

(2) 債券

  ①  国債・地方債等 ― ― ―

  ②  社債 19 19 △0

  ③  その他 ― ― ―

(3) その他 ― ― ―

小計 81 84 △3

合計 193 161 32

当連結会計年度(平成25年３月31日)

種類
連結貸借対照表
計上額(百万円)

取得原価(百万円) 差額(百万円)

連結貸借対照表計上額
が取得原価を超えるも
の

(1) 株式 145 79 65

(2) 債券

  ①  国債・地方債等 ― ― ―

  ②  社債 ― ― ―

  ③  その他 ― ― ―

(3) その他 ― ― ―

小計 145 79 65

連結貸借対照表計上額
が取得原価を超えない
もの

(1) 株式 60 62 △1

(2) 債券

  ①  国債・地方債等 ― ― ―

  ②  社債 17 19 △2

  ③  その他 ― ― ―

(3) その他 ― ― ―

小計 77 82 △4

合計 223 161 61
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該当事項はありません。  

  

該当事項はありません。 

  

当社グループは、デリバティブ取引を全く行っておりませんので、該当事項はありません。 
  

２．連結会計年度中に売却したその他有価証券

前連結会計年度（自 平成23年４月１日 至 平成24年３月31日）

 該当事項はありません。

当連結会計年度（自 平成24年４月１日 至 平成25年３月31日）

種類 売却額(百万円)
売却益の合計額

(百万円)
売却損の合計額

(百万円)

(1) 株式 4 ― 0

(2) 債券

  ①  国債・地方債等 ― ― ―

  ②  社債 ― ― ―

  ③  その他 ― ― ―

(3) その他 ― ― ―

合計 4 ― 0

３．減損を行った有価証券

前連結会計年度（自 平成23年４月１日 至 平成24年３月31日）

当連結会計年度（自 平成24年４月１日 至 平成25年３月31日）

(デリバティブ取引関係)
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当社グループは、退職給付制度として確定拠出年金制度及び退職一時金制度を採用しております。なお、従業員の

退職等に際して、退職給付会計に準拠した数理計算による退職給付債務の対象とされない割増退職金を支払う場合が

あります。 

また、一部の連結子会社は、中小企業退職金共済制度及び特定退職共済制度に加入しております。 
  

 
(注)  一部の連結子会社は、退職給付債務の算定にあたり、簡便法を採用しております。 

  

 
(注) １. 簡便法を採用している連結子会社の退職給付費用は、「(1) 勤務費用」に計上しております。 

２．「(5)その他」は、確定拠出年金への掛金支払額であります。 
  

 
  

決算短信における開示の必要性が大きくないと考えられるため、開示を省略しております。 

(退職給付関係)

１．採用している退職給付制度の概要

２．退職給付債務及びその内訳

前連結会計年度
(平成24年３月31日)

当連結会計年度 
(平成25年３月31日)

(1) 退職給付債務(百万円) △662 △760

(2) 年金資産(百万円) ― ―

(3) 未積立退職給付債務(1)＋(2)(百万円) △662 △760

(4) 会計基準変更時差異の未処理額(百万円) ― ―

(5) 未認識数理計算上の差異(百万円) 62 135

(6) 未認識過去勤務債務(債務の減額)(百万円) ― ―

(7) 連結貸借対照表計上額純額(百万円) 
    (3)＋(4)＋(5)＋(6)

△599 △624

(8) 前払年金費用(百万円) ― ―

(9) 退職給付引当金(7)－(8)(百万円) △599 △624

３．退職給付費用の内訳

前連結会計年度
(自  平成23年４月１日
至  平成24年３月31日)

当連結会計年度
(自  平成24年４月１日
至  平成25年３月31日)

(1) 勤務費用(百万円) 143 133

(2) 利息費用(百万円) 6 5

(3) 期待運用収益(減算)(百万円) ― ―

(4) 数理計算上の差異の費用処理額(百万円) 4 23

(5) その他（百万円） 151 171

退職給付費用（百万円） 306 334

４．退職給付債務等の計算の基礎に関する事項

前連結会計年度
(平成24年３月31日)

当連結会計年度 
(平成25年３月31日)

(1) 割引率(％) 1.0 1.0

(2) 期待運用収益率(％) ― ―

(3) 退職給付見込額の期間配分方法 期間定額基準 期間定額基準

(4) 数理計算上の差異の処理年数(年) ７～10  ７～10

(ストック・オプション等関係)
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(税効果会計関係)

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

前連結会計年度
(平成24年３月31日)

当連結会計年度 
(平成25年３月31日)

繰延税金資産(流動)

  未払事業税 439百万円 442百万円

  未払賞与 646百万円 679百万円

  ポイント引当金 697百万円 782百万円

  たな卸資産 375百万円 335百万円

  その他 330百万円 192百万円

計 2,490百万円 2,431百万円

繰延税金負債(流動) 

  連結調整に伴う税効果 △93百万円 －百万円

  その他 △0百万円 △0百万円

計 △93百万円 △0百万円

繰延税金資産(流動)の純額 2,396百万円 2,431百万円

繰延税金資産(固定)

  減価償却超過額 412百万円 533百万円

  退職給付引当金 214百万円 222百万円

  未払役員退職慰労金 100百万円 100百万円

  投資有価証券評価損 89百万円 89百万円

  資産除去債務 659百万円 722百万円

  その他 340百万円 366百万円

小計 1,816百万円 2,034百万円

  評価性引当額 △190百万円 △190百万円

計 1,626百万円 1,843百万円

繰延税金負債(固定)

  その他有価証券評価差額金 △12百万円 △23百万円

 資産除去費用 △341百万円 △366百万円

  その他 △49百万円 △46百万円

計 △404百万円 △436百万円

繰延税金資産(固定)の純額 1,221百万円 1,406百万円

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

前連結会計年度 
(平成24年３月31日)

当連結会計年度 
(平成25年３月31日)

法定実効税率 40.69% 38.01%

(調整)

交際費等永久に損金に算入されない項目 0.24% 0.20%

受取配当金等永久に益金に算入されない項目 △0.01% △0.00%

住民税均等割等 1.29% 1.30%

税率変更による期末繰延税金資産の減額修正 1.50% －%

その他 0.27% 0.74%

税効果会計適用後の法人税等の負担率 43.98% 40.25%
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当連結会計年度(自  平成24年４月１日  至  平成25年３月31日) 

該当事項はありません。 

決算短信における開示の必要性が大きくないと考えられるため、開示を省略しております。 

決算短信における開示の必要性が大きくないと考えられるため、開示を省略しております。 

(セグメント情報） 

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

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

す。 

当社グループの主たる事業は、主に医薬品、化粧品、日用雑貨を販売目的とするドラッグストア事業と、主に食

料品、家庭雑貨等を販売目的とするディスカウントストア事業で区分され、各々包括的な戦略を立案し、事業活動

を展開しております。 

従って、当社グループは、販売形態のセグメントで構成されており、事業活動の内容及び経営環境に関して適切

な情報を提供するため、ドラッグストア事業とディスカウントストア事業の２つを報告セグメントとしておりま

す。 

２. 報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産その他の項目の金額の算定方法 

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

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

部収益及び振替高は市場実勢価格に基づいております。 

 
 （注）１．調整額は以下のとおりであります。 

 （1）セグメント利益の調整額は、全額セグメント間取引消去によるものであります。 

    （2）セグメント資産の調整額は、全額セグメント間相殺消去によるものであります。 

 ２．セグメント利益は、連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。 

 ３．減価償却費には、長期前払費用の償却費が含まれております。 

 ４．有形固定資産及び無形固定資産の増加額には、長期前払費用の増加額が含まれております。 

(企業結合等関係)

(資産除去債務関係)

(賃貸等不動産関係)

(セグメント情報等)

１．報告セグメントの概要

３．報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産その他の項目の金額に関する情報

前連結会計年度(自  平成23年４月１日  至  平成24年３月31日)

(単位：百万円)

報告セグメント
調整額 
(注)１

連結財務諸表
計上額(注)２ドラッグストア

事業
ディスカウント

ストア事業
計

売上高

  外部顧客への売上高 281,053 105,783 386,836 － 386,836

  セグメント間の内部売上高
  又は振替高

19,044 33 19,078 △19,078 －

計 300,097 105,816 405,914 △19,078 386,836

セグメント利益 19,417 2,846 22,263 0 22,263

セグメント資産 137,162 35,807 172,970 △19,546 153,423

その他の項目

  減価償却費    (注)３ 3,198 1,177 4,376 － 4,376

 のれんの償却額 171 367 538 － 538

  有形固定資産及び (注)４
  無形固定資産の増加額

3,535 4,200 7,736 － 7,736
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 （注）１．調整額は以下のとおりであります。 

 （1）セグメント利益の調整額は、全額セグメント間取引消去によるものであります。 

    （2）セグメント資産の調整額は、全額セグメント間相殺消去によるものであります。 

 ２．セグメント利益は、連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。 

 ３．減価償却費には、長期前払費用の償却費が含まれております。 

 ４．有形固定資産及び無形固定資産の増加額には、長期前払費用の増加額が含まれております。 

  

前連結会計年度(自  平成23年４月１日  至  平成24年３月31日) 

１．製品及びサービスごとの情報 

セグメント情報に同様の情報を開示しているため、記載を省略しております。 

２．地域ごとの情報 

(1) 売上高 

 本邦以外の外部顧客への売上高がないため、該当事項はありません。 

(2) 有形固定資産 

 本邦以外に所在している有形固定資産がないため、該当事項はありません。 

３．主要な顧客ごとの情報 

外部顧客への売上高のうち、連結損益計算書の売上高の10％以上を占める相手先がないため、記載はありません。 

  

当連結会計年度(自  平成24年４月１日  至  平成25年３月31日) 

１．製品及びサービスごとの情報 

セグメント情報に同様の情報を開示しているため、記載を省略しております。 

２．地域ごとの情報 

(1) 売上高 

 本邦以外の外部顧客への売上高がないため、該当事項はありません。 

(2) 有形固定資産 

 本邦以外に所在している有形固定資産がないため、該当事項はありません。 

当連結会計年度(自  平成24年４月１日  至  平成25年３月31日)

(単位：百万円)

報告セグメント
調整額 
(注)１

連結財務諸表
計上額(注)２ドラッグストア

事業
ディスカウント

ストア事業
計

売上高

  外部顧客への売上高 289,056 118,345 407,401 － 407,401

  セグメント間の内部売上高
  又は振替高

22,065 37 22,102 △22,102 －

計 311,121 118,382 429,504 △22,102 407,401

セグメント利益 21,281 3,432 24,714 6 24,720

セグメント資産 150,140 41,908 192,049 △23,975 168,073

その他の項目

  減価償却費    (注)３ 3,009 1,810 4,819 － 4,819

 のれんの償却額 120 367 487 － 487

  有形固定資産及び (注)４
  無形固定資産の増加額

3,843 5,750 9,594 － 9,594

(関連情報)
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３．主要な顧客ごとの情報 

外部顧客への売上高のうち、連結損益計算書の売上高の10％以上を占める相手先がないため、記載はありません。 

前連結会計年度(自  平成23年４月１日  至  平成24年３月31日) 

(単位：百万円) 

 
  

当連結会計年度(自  平成24年４月１日  至  平成25年３月31日) 

(単位：百万円) 

 
  

前連結会計年度(自  平成23年４月１日  至  平成24年３月31日) 

(単位：百万円) 

 
(注) のれん償却額に関しては、セグメント情報に同様の情報を開示しているため、記載を省略しております。 

当連結会計年度(自  平成24年４月１日  至  平成25年３月31日) 

(単位：百万円) 

 
(注) のれん償却額に関しては、セグメント情報に同様の情報を開示しているため、記載を省略しております。 

  

前連結会計年度(自  平成23年４月１日  至  平成24年３月31日) 

該当事項はありません。 

当連結会計年度(自  平成24年４月１日  至  平成25年３月31日) 

該当事項はありません。 

(報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報)

報告セグメント
全社・消去 合計

ドラッグストア事業 ディスカウントストア事業 計

減損損失 65 20 86 ― 86

報告セグメント
全社・消去 合計

ドラッグストア事業 ディスカウントストア事業 計

減損損失 63 ― 63 ― 63

(報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報)

報告セグメント
全社・消去 合計

ドラッグストア事業 ディスカウントストア事業 計

当期末残高 224 1,009 1,233 ― 1,233

報告セグメント
全社・消去 合計

ドラッグストア事業 ディスカウントストア事業 計

当期末残高 103 642 746 ― 746

(報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報)
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１．関連当事者との取引 

(1)連結財務諸表提出会社と関連当事者との取引 

連結財務諸表提出会社の親会社及び主要株主（会社等の場合に限る。）等 

前連結会計年度(自  平成23年４月１日  至  平成24年３月31日) 

 
(注) １．「取引金額」及び「期末残高」は消費税抜きの金額であります。 

２．取引条件及び取引条件の決定方法 

    不動産賃貸借料及び商品の売上については、市場価格を参考にして決定しております。 

 ※．被所有者割合については、㈱フォレスト(0.0％)と同社の親会社である㈱イリュウ商事(42.0％)との合計所

有割合を記載しております。 

  

当連結会計年度(自  平成24年４月１日  至  平成25年３月31日) 

 
(注) １．「取引金額」及び「期末残高」は消費税抜きの金額であります。 

２．取引条件及び取引条件の決定方法 

    不動産賃貸借料及び商品の売上については、市場価格を参考にして決定しております。 

 ※．被所有者割合については、㈱フォレスト(0.0％)と同社の親会社である㈱イリュウ商事(42.0％)との合計所

有割合を記載しております。 

  

(2)連結財務諸表提出会社の連結子会社と関連当事者との取引 

連結財務諸表提出会社の非連結子会社及び関連会社等 

前連結会計年度(自  平成23年４月１日  至  平成24年３月31日) 

 該当事項はありません。 

  

当連結会計年度(自  平成24年４月１日  至  平成25年３月31日) 

 
(注) １．「取引金額」及び「期末残高」は消費税抜きの金額であります。 

２．取引条件及び取引条件の決定方法 

    不動産賃貸借料については、市場価格を参考にして決定しております。 

 ※．被所有者割合については、㈱フォレスト(0.0％)と同社の親会社である㈱イリュウ商事(42.0％)との合計所

有割合を記載しております。 

(関連当事者情報)

種類
会社等の 
名称又は 
氏名

所在地
資本金又 
は出資金 
(百万円)

事業の内容
又は職業

議決権等の 
所有(被所有)
割合(％)

関連当事者
との関係

取引の内容
取引金額 
(百万円)

科目
期末残高 
(百万円)

役員が議決

権の過半数

を所有して

いる会社

株式会社 

フォレスト

東京都 

八王子市
94

不動産賃貸

業

(被所有) 

42.0  ※

不動産取引
店舗賃貸借契

約
223

前払費用 18

役員の兼任
敷金及び 

保証金
241

商品取引 商品の売上 17 売掛金 1

種類
会社等の 
名称又は 
氏名

所在地
資本金又 
は出資金 
(百万円)

事業の内容
又は職業

議決権等の 
所有(被所有)
割合(％)

関連当事者
との関係

取引の内容
取引金額 
(百万円)

科目
期末残高 
(百万円)

役員が議決

権の過半数

を所有して

いる会社

株式会社 

フォレスト

東京都 

八王子市
94

不動産賃貸

業

(被所有) 

42.0  ※

不動産取引

店舗賃貸借契

約
224

前払費用 20

役員の兼任

敷金及び 

保証金
241

その他 19

商品取引 商品の売上 30 売掛金 1

種類
会社等の 
名称又は 
氏名

所在地
資本金又 
は出資金 
(百万円)

事業の内容
又は職業

議決権等の 
所有(被所有)
割合(％)

関連当事者
との関係

取引の内容
取引金額 
(百万円)

科目
期末残高 
(百万円)

役員が議決

権の過半数

を所有して

いる会社

株式会社 

フォレスト

東京都 

八王子市
94

不動産賃貸

業

(被所有) 

42.0  ※

不動産取引
店舗賃貸借契

約
14

前払費用 1

役員の兼任
敷金及び 

保証金
11
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(注) １株当たり当期純利益金額及び潜在株式調整後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。 
  

 
  

(重要な後発事象) 

該当事項はありません。 

(１株当たり情報)

前連結会計年度
(自 平成23年４月１日
至 平成24年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成24年４月１日
至 平成25年３月31日)

１株当たり純資産額 1,405.21円 1,598.80円

１株当たり当期純利益金額 199.62円 237.30円

潜在株式調整後
１株当たり当期純利益金額

潜在株式が存在しないため記載して
おりません。

237.29円

前連結会計年度
(自  平成23年４月１日
至  平成24年３月31日)

当連結会計年度
(自  平成24年４月１日
至  平成25年３月31日)

１株当たり当期純利益金額

当期純利益(百万円) 12,580 14,955

普通株主に帰属しない金額(百万円) ― ―

普通株式に係る当期純利益(百万円) 12,580 14,955

普通株式の期中平均株式数(株) 63,023,377 63,023,276

潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額

当期純利益調整額(百万円) ― ―

普通株式増加数(株) ― 2,736

(うち新株予約権(株)) ― (2,736)

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後１
株当たり当期純利益金額の算定に含まれなかっ
た潜在株式の概要

―
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５．個別財務諸表 
  （１）貸借対照表 

（単位：百万円）

前事業年度 
(平成24年３月31日) 

当事業年度 
(平成25年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 19,553 24,463

売掛金 12,405 13,489

商品 32,404 34,008

原材料及び貯蔵品 52 50

前渡金 4 5

前払費用 1,226 1,264

繰延税金資産 1,557 1,671

短期貸付金 644 1,464

未収入金 9,095 9,484

その他 44 109

貸倒引当金 △17 △19

流動資産合計 76,972 85,990

固定資産   

有形固定資産   

建物 18,757 19,858

減価償却累計額 △9,401 △10,340

建物（純額） 9,356 9,517

構築物 1,836 1,882

減価償却累計額 △1,437 △1,495

構築物（純額） 398 386

車両運搬具 28 29

減価償却累計額 △24 △26

車両運搬具（純額） 4 3

工具、器具及び備品 12,255 13,142

減価償却累計額 △8,805 △9,697

工具、器具及び備品（純額） 3,450 3,444

土地 2,642 2,844

建設仮勘定 － 70

有形固定資産合計 15,852 16,266

無形固定資産   

のれん 29 －

借地権 3,269 3,269

ソフトウエア 478 603

その他 54 53

無形固定資産合計 3,832 3,926

投資その他の資産   

投資有価証券 74 101

関係会社株式 11,718 11,718
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（単位：百万円）

前事業年度 
(平成24年３月31日) 

当事業年度 
(平成25年３月31日) 

出資金 1 1

長期貸付金 4,488 4,525

関係会社長期貸付金 6,190 9,070

長期前払費用 1,103 1,114

繰延税金資産 629 708

敷金及び保証金 12,143 12,373

破産更生債権等 270 270

その他 171 258

貸倒引当金 △283 △288

投資その他の資産合計 36,507 39,854

固定資産合計 56,192 60,047

資産合計 133,164 146,038

負債の部   

流動負債   

買掛金 31,796 35,995

短期借入金 1,992 －

未払金 2,012 2,524

未払費用 2,023 2,162

未払法人税等 4,587 4,321

前受金 161 164

預り金 538 489

前受収益 2 2

ポイント引当金 1,607 1,815

その他 516 603

流動負債合計 45,239 48,079

固定負債   

長期預り保証金 1,606 1,582

退職給付引当金 116 183

役員退職慰労引当金 218 －

再評価に係る繰延税金負債 22 22

資産除去債務 1,020 1,110

その他 42 256

固定負債合計 3,025 3,155

負債合計 48,265 51,234
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（単位：百万円）

前事業年度 
(平成24年３月31日) 

当事業年度 
(平成25年３月31日) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 3,931 3,931

資本剰余金   

資本準備金 7,409 7,409

資本剰余金合計 7,409 7,409

利益剰余金   

利益準備金 256 256

その他利益剰余金   

別途積立金 69,250 77,250

繰越利益剰余金 10,909 12,787

利益剰余金合計 80,415 90,293

自己株式 △3,602 △3,602

株主資本合計 88,153 98,031

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 8 26

土地再評価差額金 △3,263 △3,263

評価・換算差額等合計 △3,254 △3,236

新株予約権 － 9

純資産合計 84,899 94,804

負債純資産合計 133,164 146,038
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  （２）損益計算書 
（単位：百万円）

前事業年度 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成24年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成25年３月31日) 

売上高 289,182 299,519

売上原価   

商品期首たな卸高 29,405 32,404

当期商品仕入高 226,935 232,689

合計 256,341 265,093

商品期末たな卸高 32,404 34,008

商品売上原価 223,936 231,085

売上総利益 65,245 68,433

その他の営業収入 2,226 2,216

営業総利益 67,471 70,650

販売費及び一般管理費   

広告宣伝費 3,025 3,075

販売促進費 4,257 4,384

ポイント引当金繰入額 262 207

給料手当及び賞与 16,761 17,236

退職給付費用 203 216

役員退職慰労引当金繰入額 22 3

賃借料 11,563 11,988

減価償却費 3,042 2,826

貸倒引当金繰入額 270 7

その他 9,656 10,266

販売費及び一般管理費合計 49,065 50,213

営業利益 18,406 20,437

営業外収益   

受取利息 126 129

受取配当金 3 3

受取手数料 15 13

固定資産受贈益 240 250

その他 36 31

営業外収益合計 423 428

営業外費用   

支払利息 15 5

その他 1 0

営業外費用合計 16 6

経常利益 18,812 20,859
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（単位：百万円）

前事業年度 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成24年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成25年３月31日) 

特別利益   

違約金収入 22 7

退職給付制度終了益 29 －

補助金収入 14 －

その他 0 －

特別利益合計 66 7

特別損失   

固定資産除却損 52 59

賃貸借契約解約損 95 －

減損損失 37 63

その他 － 2

特別損失合計 185 125

税引前当期純利益 18,693 20,741

法人税、住民税及び事業税 8,050 8,293

法人税等調整額 △61 △203

法人税等合計 7,989 8,090

当期純利益 10,704 12,650
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  （３）株主資本等変動計算書 
（単位：百万円）

前事業年度 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成24年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成25年３月31日) 

株主資本   

資本金   

当期首残高 3,931 3,931

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 3,931 3,931

資本剰余金   

資本準備金   

当期首残高 7,409 7,409

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 7,409 7,409

利益剰余金   

利益準備金   

当期首残高 256 256

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 256 256

その他利益剰余金   

別途積立金   

当期首残高 62,250 69,250

当期変動額   

別途積立金の積立 7,000 8,000

当期変動額合計 7,000 8,000

当期末残高 69,250 77,250

繰越利益剰余金   

当期首残高 9,474 10,909

当期変動額   

別途積立金の積立 △7,000 △8,000

剰余金の配当 △2,268 △2,773

当期純利益 10,704 12,650

当期変動額合計 1,435 1,877

当期末残高 10,909 12,787

利益剰余金合計   

当期首残高 71,980 80,415

当期変動額   

別途積立金の積立 － －

剰余金の配当 △2,268 △2,773

当期純利益 10,704 12,650

当期変動額合計 8,435 9,877

当期末残高 80,415 90,293

自己株式   

当期首残高 △3,601 △3,602

当期変動額   

自己株式の取得 △0 －

当期変動額合計 △0 －

当期末残高 △3,602 △3,602

株式会社サンドラッグ（9989）平成25年３月期 決算短信

－　35　－



（単位：百万円）

前事業年度 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成24年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成25年３月31日) 

株主資本合計   

当期首残高 79,718 88,153

当期変動額   

剰余金の配当 △2,268 △2,773

当期純利益 10,704 12,650

自己株式の取得 △0 －

当期変動額合計 8,434 9,877

当期末残高 88,153 98,031

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金   

当期首残高 6 8

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 2 17

当期変動額合計 2 17

当期末残高 8 26

土地再評価差額金   

当期首残高 △3,266 △3,263

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 3 －

当期変動額合計 3 －

当期末残高 △3,263 △3,263

評価・換算差額等合計   

当期首残高 △3,259 △3,254

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 5 17

当期変動額合計 5 17

当期末残高 △3,254 △3,236

新株予約権   

当期首残高 － －

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） － 9

当期変動額合計 － 9

当期末残高 － 9

純資産合計   

当期首残高 76,459 84,899

当期変動額   

剰余金の配当 △2,268 △2,773

当期純利益 10,704 12,650

自己株式の取得 △0 －

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 5 27

当期変動額合計 8,440 9,905

当期末残高 84,899 94,804
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該当事項はありません。 

  

該当事項はありません。  

  

（４）継続企業の前提に関する注記

６．その他

役員の異動
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