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（https://www.yakuodo.co.jp/）に掲載し、提供しております。



連 結 注 記 表

（連結計算書類作成のための基本となる重要な事項に関する注記）

１．連結の範囲に関する事項

連結子会社の数 １社

連結子会社の名称 Medica株式会社

当連結会計年度において、子会社Medica株式会社を設立したため連結の範囲に含めております。

２．持分法の適用に関する事項

該当事項はありません。

３．連結子会社の事業年度等に関する事項

連結子会社の事業年度の末日と連結決算日は一致しております。

４．会計方針に関する事項

（１）重要な資産の評価基準及び評価方法

① 有価証券の評価基準及び評価方法

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しております。）によっております。

時価のないもの

移動平均法による原価法によっております。

② たな卸資産の評価基準及び評価方法

商 品

売価還元法による原価法（貸借対照表価額については収益性の低下に基づく簿価切り下げの

方法）によっております。

ただし、物流センター保管商品及び調剤薬品については総平均法による原価法（貸借対照表

価額については収益性の低下に基づく簿価切り下げの方法）によっております。
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（２）重要な減価償却資産の減価償却の方法

① 有形固定資産（リース資産を除く）

定率法によっております。

ただし、1998年４月１日以降に取得した建物（建物附属設備を除く）並びに2016年４月１日以

降に取得した建物附属設備及び構築物については、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年～34年

機械及び装置 17年

工具、器具及び備品 ３年～20年

② 無形固定資産（リース資産を除く）

定額法によっております。

なお、自社利用のソフトウエアについては、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。

③ リース資産

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

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。

（３）重要な引当金の計上基準

① 貸倒引当金

売上債権等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検討し、回収不能見込額を計上しております。

② 賞与引当金

従業員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当連結会計年度の負担額を計上し

ております。

③ ポイント引当金

将来のポイント使用に備えるため、未使用のポイント残高に対して、過去の使用実績を基礎と

して将来使用されると見込まれる金額を計上しております。

④ 店舗閉鎖損失引当金

店舗の閉店に伴い発生する損失に備えるため、合理的に見込まれる閉店関連損失見込額を計上

しております。

（４）その他連結計算書類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方法

税抜方式を採用しております。
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（追加情報）

（持株会社体制への移行）

当社は、2019年２月12日開催の取締役会において2019年９月を目処に持株会社体制に移行するた

め、その準備を開始することを決議いたしました。

１．持株会社体制への移行の背景

当社が属するドラッグストア業界は、各種規制緩和に伴う異業種参入など、小売業全体による出

店競争や価格競争が進み、経営環境は一段と厳しさを増しております。

このような状況の中、当社は「地域の皆様の美と健康と豊かな暮らしに貢献する」ことを使命と

し、経営理念であります「お客様に喜んで戴ける店づくり」のもと、小商圏へのドミナント出店を

積極的に進め、東北エリアに店舗数300店舗を展開することを中期目標として取り組んでおります

が、今後、更なるドミナントの強化・推進による成長及び将来を見据えた継続的な企業価値の向上

を追求するためには、持株会社体制へ移行することが最適と判断いたしました。

２．持株会社体制への移行の目的

当社が持株会社体制へ移行する主な目的は、以下のとおりです。

（１）経営の機動性・効率性の向上

持株会社は、グループ全体の最適な経営戦略の立案を担うことでグループ経営機能を強化し、各

事業会社はグループ経営戦略に沿った迅速な意思決定・業務執行を行うことで、機動的な経営体制

を構築できると考えております。また、グループ経営戦略のもと、グループの経営資源を最大限活

用した最適な経営資源の配分を行うことで、経営の効率性の向上を図ってまいります。

（２）将来を見据えた事業執行体制の構築

各事業会社は、明確化された責任と権限のもと、それぞれの事業環境と事業特性に応じた最適な

運営体制を構築するとともに、将来の持続的な成長を見据えた新規事業の推進、次世代人材の登

用・早期育成を図ってまいります。

（３）コーポレート・ガバナンス体制の強化

事業会社へ権限を委譲し、事業会社の責任と役割を明確にするなど、グループの経営機能と業務

執行機能を分離することにより、グループのコーポレート・ガバナンス体制の強化を図ってまいり

ます。

３．持株会社体制への移行方法

持株会社体制への具体的な移行方法につきましては、今後の検討を踏まえて決定しますが、当社

の株主が保有することとなる持株会社の株式が引き続き上場株式となる方法で実施する予定です。

４．持株会社体制への移行スケジュール

2019年４月（予定） 持株会社体制移行に関する取締役会

2019年５月（予定） 持株会社体制移行に関する定時株主総会

2019年９月（予定） 持株会社体制へ移行
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（連結貸借対照表に関する注記）

１．記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。

２．有形固定資産の減価償却累計額 12,574 百万円

（連結株主資本等変動計算書に関する注記）

１．記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。

２．当連結会計年度の末日における発行済株式の総数

普通株式 19,741,200 株

３．剰余金の配当に関する事項

（１）当連結会計年度中に行った剰余金の配当に関する事項

決議 株式の種類 配当金の総額
１株当たり

配当額
基準日 効力発生日

2018年５月25日
定時株主総会

普通株式 394百万円 20円 2018年２月28日 2018年５月28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になるもの

決議
株式の
種類

配当の原資
配当金の
総額

１株
当たり
配当額

基準日 効力発生日

2019年５月29日
定時株主総会

普通株式 利益剰余金 414百万円 21円 2019年２月28日 2019年５月30日
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（金融商品に関する注記）

１．金融商品の状況に関する事項

（１）金融商品に対する取組方針

当社は、資金調達については設備投資計画に従って、銀行等金融機関からの借入により資金を調

達しております。

（２）金融商品の内容及びそのリスク

敷金及び保証金は、取引先の信用リスクに晒されております。投資有価証券はすべて株式であ

り、市場価格の変動リスクに晒されていますが、四半期ごとに時価の把握を行っております。

借入金は運転資金（主として短期）及び設備投資資金（長期）に係る資金調達であり、変動金利

による長期借入れは行っておりません。なお、これらの債務は支払期日に支払いを実行できなくな

るリスク、すなわち流動性リスクに晒されますが、各月ごとに資金計画を適宜見直すことにより、

そのリスクを回避しております。

（３）金融商品に係るリスク管理体制

① 信用リスク（取引先の契約不履行等に係るリスク）の管理

敷金及び保証金について、管理部門が主要な取引先の状況を定期的にモニタリングし、取引相

手ごとに期日及び残高を管理するとともに、財務状況等の悪化等による回収懸念の早期把握や軽

減を図っております。

② 市場リスク（金利や市場価格等の変動リスク）の管理

当社は、借入金に係る支払金利の変動リスクを回避するため、長期借入金については固定金利

での調達を行っております。

投資有価証券については、定期的に時価や発行体（取引先企業）の財務状況等を把握し、ま

た、市況や取引先企業との関係を勘案して保有状況を継続的に見直しております。

③ 資金調達に係る金利リスク及び流動性リスク（支払期日に支払いを実行できなくなるリスク）の

管理

資金調達時には、金利の変動動向の確認又は他の金融機関との金利比較を行っております。ま

た、各部署からの報告に基づき財務部門が適時に資金繰計画を作成・更新するとともに、手許流

動性の維持などにより流動性リスクを管理しております。

（４）金融商品の時価等に関する事項についての補足説明

金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定され

た価額が含まれております。当該価額の算定においては変動要因を織り込んでいるため、異なる前

提条件等を採用することにより、当該価額が変動することがあります。
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２．金融商品の時価等に関する事項

2019年２月28日における連結貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおり

であります。なお、時価を把握することが極めて困難と認められるものは、次表には含めておりま

せん（(注２)を参照ください。）。

（単位：百万円）

連結貸借対照表計上額 時 価 差 額

(1) 現金及び預金 756 756 －

(2) 投資有価証券

その他有価証券 8 8 －

(3) 敷金及び保証金 2,604 2,722 118

資 産 計 3,369 3,487 118

(1) 買掛金 9,754 9,754 －

(2) 短期借入金 1,600 1,600 －

(3) 長期借入金(※) 5,505 5,510 △5

負 債 計 16,859 16,865 △5

(※) １年内に返済予定の長期借入金を含んでおります。

（注１）金融商品の時価の算定方法並びに有価証券に関する事項

（資 産）

　 (１) 現金及び預金

これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額に

よっております。

　 (２) 投資有価証券

投資有価証券のうち、市場性のある株式については取引所の価格によっております。

　 (３) 敷金及び保証金

将来キャッシュ・フローを国債の利回りで割り引いた現在価値によっております。

（負 債）

　 (１) 買掛金、並びに (２) 短期借入金

これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額に

よっております。

　 (３) 長期借入金

長期借入金の時価については、元利金の合計額を同様の新規借入を行った場合に想定される

利率で割り引いて算定する方法によっております。
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（注２）時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品の連結貸借対照表計上額

区分 連結貸借対照表計上額

非上場株式 400百万円

これらについては、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

「（２）投資有価証券」に含めておりません。

（注３）金銭債権の決算日後の償還予定額 （単位：百万円）

区分 １年以内 １年超５年以内 ５年超10年以内 10年超

敷金及び保証金 348 709 843 702

（注４）長期借入金及びその他の有利子負債の決算日後の返済予定額 （単位：百万円）

区分 １年以内 １年超２年以内 ２年超３年以内 ３年超４年以内 ４年超５年以内

短期借入金 1,600 － － － －

長期借入金 2,145 1,547 1,037 633 142

（１株当たり情報に関する注記）

１．１株当たり純資産額 985円93銭

２．１株当たり当期純利益 149円21銭

― 7 ―



個 別 注 記 表

（重要な会計方針に係る事項に関する注記）

１．資産の評価基準及び評価方法

（１）有価証券の評価基準及び評価方法

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しております。）によっております。

時価のないもの

移動平均法による原価法によっております。

（２）たな卸資産の評価基準及び評価方法

商 品

売価還元法による原価法（貸借対照表価額については収益性の低下に基づく簿価切り下げの

方法）によっております。

ただし、物流センター保管商品及び調剤薬品については総平均法による原価法（貸借対照表

価額については収益性の低下に基づく簿価切り下げの方法）によっております。

２．固定資産の減価償却の方法

（１）有形固定資産（リース資産を除く）

定率法によっております。

ただし、1998年４月１日以降に取得した建物（建物附属設備を除く）並びに2016年４月１日以

降に取得した建物附属設備及び構築物については、定額法によっております。

なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。

建 物 ３年～34年

構築物 10年～20年

機械及び装置 17年

工具、器具及び備品 ３年～20年

（２）無形固定資産（リース資産を除く）

定額法によっております。

なお、自社利用のソフトウエアについては、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。

（３）リース資産

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

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。
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３．引当金の計上基準

（１）貸倒引当金

　売上債権等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検討し、回収不能見込額を計上しております。

（２）賞与引当金

　従業員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当事業年度の負担額を計上しており

ます。

（３）店舗閉鎖損失引当金

　店舗の閉店に伴い発生する損失に備えるため、合理的に見込まれる閉店関連損失見込額を計上し

ております。

（４）ポイント引当金

　将来のポイント使用に備えるため、未使用のポイント残高に対して、過去の使用実績を基礎とし

て将来使用されると見込まれる金額を計上しております。

４．その他計算書類の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方法

　 税抜方式によっております。
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（追加情報）

（持株会社体制への移行）

当社は、2019年２月12日開催の取締役会において2019年９月を目処に持株会社体制に移行するた

め、その準備を開始することを決議いたしました。

１．持株会社体制への移行の背景

当社が属するドラッグストア業界は、各種規制緩和に伴う異業種参入など、小売業全体による出

店競争や価格競争が進み、経営環境は一段と厳しさを増しております。

このような状況の中、当社は「地域の皆様の美と健康と豊かな暮らしに貢献する」ことを使命と

し、経営理念であります「お客様に喜んで戴ける店づくり」のもと、小商圏へのドミナント出店を

積極的に進め、東北エリアに店舗数300店舗を展開することを中期目標として取り組んでおります

が、今後、更なるドミナントの強化・推進による成長及び将来を見据えた継続的な企業価値の向上

を追求するためには、持株会社体制へ移行することが最適と判断いたしました。

２．持株会社体制への移行の目的

当社が持株会社体制へ移行する主な目的は、以下のとおりです。

（１）経営の機動性・効率性の向上

持株会社は、グループ全体の最適な経営戦略の立案を担うことでグループ経営機能を強化し、各

事業会社はグループ経営戦略に沿った迅速な意思決定・業務執行を行うことで、機動的な経営体制

を構築できると考えております。また、グループ経営戦略のもと、グループの経営資源を最大限活

用した最適な経営資源の配分を行うことで、経営の効率性の向上を図ってまいります。

（２）将来を見据えた事業執行体制の構築

各事業会社は、明確化された責任と権限のもと、それぞれの事業環境と事業特性に応じた最適な

運営体制を構築するとともに、将来の持続的な成長を見据えた新規事業の推進、次世代人材の登

用・早期育成を図ってまいります。

（３）コーポレート・ガバナンス体制の強化

事業会社へ権限を委譲し、事業会社の責任と役割を明確にするなど、グループの経営機能と業務

執行機能を分離することにより、グループのコーポレート・ガバナンス体制の強化を図ってまいり

ます。

３．持株会社体制への移行方法

持株会社体制への具体的な移行方法につきましては、今後の検討を踏まえて決定しますが、当社

の株主が保有することとなる持株会社の株式が引き続き上場株式となる方法で実施する予定です。

４．持株会社体制への移行スケジュール

2019年４月（予定） 持株会社体制移行に関する取締役会

2019年５月（予定） 持株会社体制移行に関する定時株主総会

2019年９月（予定） 持株会社体制へ移行
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（貸借対照表に関する注記）

１．記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。

２．有形固定資産の減価償却累計額 12,574 百万円

３．国庫補助金等により取得した資産につき、取得価額から控除されている圧縮記帳額は、次のとおり

であります。

建物 23 百万円

機械及び装置 0 百万円

工具、器具及び備品 16 百万円

　合 計 40 百万円

４．関係会社に対する金銭債権及び金銭債務

短期金銭債権 12 百万円

短期金銭債務 2 百万円

　合 計 15 百万円

５．取締役及び監査役に対する金銭債務 175 百万円

（損益計算書に関する注記）

１．記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。

２．関係会社との取引高

営業取引 2 百万円

営業取引以外の取引高 4 百万円

（株主資本等変動計算書に関する注記）

１．記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。

２．当事業年度の末日における自己株式の総数

普通株式 981 株
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（税効果会計に関する注記）

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

（単位：百万円）

繰延税金資産

未払事業税 48

賞与引当金 133

店舗閉鎖損失引当金 21

未払役員退職金 53

有形固定資産 616

減損損失 97

資産除去債務 337

その他 200

繰延税金資産小計 1,509

評価性引当額 △54

繰延税金資産合計 1,454

繰延税金負債

資産除去債務に対応する有形固定資産 △207

特別償却準備金 △5

繰延税金負債合計 △213

繰延税金資産の純額 1,241

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要な項目別の内訳

法定実効税率 30.7 ％

(調整）

住民税均等割等 1.6 ％

所得拡大促進税制による税額控除 △2.5 ％

その他 0.7 ％

税効果会計適用後の法人税等の負担率 30.5 ％

（関連当事者との取引に関する注記）

　 該当事項はありません。

（１株当たり情報に関する注記）

１．１株当たり純資産額 985円48銭

２．１株当たり当期純利益 148円75銭
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