
 

平成 18 年 1 月 5 日 

各      位 

                       会社名  
      
                       代表者名  代表取締役社長  鶴羽  樹 
                        （コード番号 3391 東証第一部） 
                       問合せ先  取締役管理本部長 大船 正博 
                        （TEL     011‐783‐2755） 

 

株式会社ツルハの平成 18 年 5 月期中間決算短信について 

 
平成 17 年 11 月 16 日当社との株式交換により、上場廃止となりました当社の 100％子会社であります

株式会社ツルハ（コード番号 7573）の平成 18 年 5 月期中間決算短信を以下のとおりお知らせいたしま

す。 

 
 



平成１８年５月期 中間決算短信（連結） 平成18年１月５日

上場会社名 株式会社　ツルハ 上場取引所 東

コード番号 7573 本社所在都道府県 北海道

(URL　http://www.tsuruha.co.jp)

代　　表　　者　役職名 代表取締役社長 　鶴羽　　樹

問合せ先責任者　役職名 取締役管理本部長　大船　正博 ＴＥＬ011（783）－2755（代）

決算取締役会開催日 平成18年１月５日

親会社等の名称　株式会社ツルハホールディングス　(コード番号：3391)

親会社等における当社の議決権所有比率　100％

米国会計基準採用の有無 無

１．平成17年11月中間期の連結業績（平成17年５月16日～平成17年11月15日）

(1）連結経営成績 （注）記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。

売上高 営業利益 経常利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

17年11月中間期 77,947 12.1 3,806 13.7 4,114 14.2

16年11月中間期 69,561 8.7 3,347 29.7 3,604 27.7

17年５月期 141,672 6,639 7,129

中間(当期)純利益
１株当たり中間
(当期)純利益

潜在株式調整後１株当
たり中間(当期)純利益

百万円 ％ 円 銭 円 銭

17年11月中間期 2,537 27.9 132 84 132 32

16年11月中間期 1,983 26.2 104 34 104 17

17年５月期 4,015 203 59 203 25

（注）①持分法投資損益 17年11月中間期 －百万円 16年11月中間期 －百万円 17年５月期 －百万円

②期中平均株式数 (連結) 17年11月中間期 19,098,769株 16年11月中間期 19,010,702株 17年５月期 19,025,303株

③会計処理の方法の変更 有

④売上高、営業利益、経常利益、中間(当期)純利益におけるパーセント表示は、対前年中間期増減率であります。

(2）連結財政状態 （注）記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。

総資産 株主資本 株主資本比率 １株当たり株主資本

百万円 百万円 ％ 円 銭

17年11月中間期 58,028 33,047 57.0 1,727 96

16年11月中間期 51,804 28,137 54.3 1,478 96

17年５月期 60,409 30,264 50.1 1,579 49

（注）期末発行済株式数（連結） 17年11月中間期 19,125,289株 16年11月中間期 19,025,471株 17年５月期 19,071,024株

(3）連結キャッシュ・フローの状況 （注）記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。

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

17年11月中間期 △4,763 △1,155 △641 4,033

16年11月中間期 △3,727 △1,979 △607 3,290

17年５月期 5,361 △3,821 △552 10,593

(4）連結範囲及び持分法の適用に関する事項

連結子会社数 ５社 持分法適用非連結子会社数 －社 持分法適用関連会社数 －社

(5）連結範囲及び持分法の適用の異動状況

連結（新規） －社　 （除外） －社 持分法（新規） －社　 （除外） －社

２．平成18年５月期の連結業績予想（平成17年５月16日～平成18年５月15日）  

売上高 経常利益 当期純利益

百万円 百万円 百万円

通　期 157,470 7,830 4,910

（参考）１株当たり予想当期純利益（通期）　　256円73銭

※　上記に記載した予想数値は、現時点で入手可能な情報に基づき判断した見通しであり、多分に不確定な要素を含んでおります。実際の業績等

は、業況の変化等により、上記予想数値と異なる場合があります。

なお、上記予想に関する事項は添付資料の６ページを参照して下さい。
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１．企業集団の状況

　当社グループは、当社および親会社１社、子会社５社により構成されております。

当社は、平成17年11月16日をもって、株式交換により株式会社ツルハホールディングス（持株会社）の完全子会社とな

りました。

　それにともない当社グループ各社の主な業務の内容と位置付けは、次のとおりとなります。

名称 主な事業の内容

㈱ツルハ 医薬品・化粧品・雑貨等の販売を行うドラッグストアの運営

㈱ツルハホールディングス 医薬品・化粧品・雑貨等の販売を行うドラッグストアの経営指導

㈱ツルハコーポレーション南北海道 南北海道地区における薬種商販売業に基づくドラッグストアの運営

㈱ツルハコーポレーション北北海道 北北海道地区における薬種商販売業に基づくドラッグストアの運営

㈱ツルハコーポレーション東北 関東、東北地方における薬種商販売業に基づくドラッグストアの運営

㈱リバース 首都圏における医薬品・化粧品・雑貨等の販売を行うドラッグストアの運営

㈱ツルハファーマシー 不動産賃貸業

　なお、事業の系統図は次のとおりであります。
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２．経営方針

(1）経営の基本方針

　当社は、創業以来「お客様第一主義」を基本的な経営方針とし、「お客様の生活に豊かさと余裕を提供する」とい

う経営理念のもとに利便性と専門性を追求し、お客様の健康で快適な生活に貢献するため、身近で買い物しやすい店

舗づくりに取り組んでまいりました。

　今後も、ドミナント戦略による多店舗展開を強力に推進するとともに、ローコストオペレーションによる利益重視

の効率的経営を実践し、また従業員教育の強化を図り、信頼されるドラッグストアチェーンの構築を目指してまいり

たいと考えております。

(2）利益配分に関する基本方針

　当社は、経営基盤の強化および将来の事業展開等を勘案しながら、株主利益重視の見地から安定した配当を行うこ

とを基本方針とし、さらに配当性向を考慮した利益配分を実施してまいりたいと考えております。中間期末の利益配

当につきましては、１株につき20円の普通配当を予定しております。

　なお、内部留保資金につきましては、収益性の一層の向上を図るため、店舗の新設および増床・改装に伴う設備投

資資金に充当する方針であります。

(3）投資単位の引き下げに関する考え方および方針

　当社は平成17年11月10日をもって上場廃止となり、平成17年11月16日株式会社ツルハホールディングスが当社との

株式交換により、東京証券取引所に上場いたしました。従いまして、当社は投資単位の引き下げが必要であるとは考

えておりませんが、株式会社ツルハホールディングスにつきましては今後の市場動向等を勘案しながら、検討を重ね

てまいりたいと考えております。

(4）目標とする経営指標

　当面の最重要指標として、連結ベースで売上高販売費一般管理費比率19％台の確保ならびにＲＯＥ（株主資本利益

率）15％の達成を目標としております。

(5）中長期的な会社の経営戦略および対処すべき課題

　お客様の健康と美容に対する意識は一層高まり、ドラッグストア業界の市場におきましては、この先さらなる拡大

が予想されますが、異業態を巻き込んだ価格競争はさらに加速され、一段と厳しい環境の中で再編が進行するものと

思われます。

　このような状況のもと、当社の長期ビジョンである「2010年 1,000店舗」というドラッグストアのナショナルチェー

ンを構築するためには、持株会社体制によって急激な環境の変化に迅速かつ的確に対応できる経営体質を確立し競争

力と収益力を強化することが当面の重要課題であると認識し、次のテーマに全力で取り組んで行きたいと考えており

ます。

①　収益性を重視したドミナント戦略による多店舗展開を積極的に推進すると同時に、同業他社との積極的な業務・

資本提携やＭ＆Ａ手法を活用したグループ戦略を推進させるほか、改装や不採算店舗のスクラップなどにより既存

店舗の活性化に取り組んでまいります。

　特に東北地区の業績基盤をより強固なものにするため、重点的に同地区への新規出店を行ってまいります。

②　スーパーバイザーおよび店長に対するマネジメント能力の向上を図るため、研修を充実させるとともに、販売員

を対象としたｅ－ラーニングによる専門知識の取得などこれまで以上に人材育成を強化してまいります。

③　「暮らしの良品」「Ｔ－ＰＲＯＵＤ（ティープラウド）」などの高品質でお買得価格のプライベートブランド商

品の開発導入を強化し収益向上を図るとともに、物流コストの削減、店舗賃借料の引き下げなど間接コスト削減に

果敢に取り組み、利益重視のローコスト経営を推進してまいります。

④　ポイントカードシステムにより蓄積された購買情報を分析活用し、チラシ配布地区や頻度の見直しに取り組むな

ど効果的な販売促進策を行なうとともに、ロイヤルカスタマーづくりに取り組んでまいります。

⑤　店頭において介護相談を強化するとともに、ホームヘルパーや福祉用具専門相談員などを配置し、介護・福祉用

品の販売の拡大に努め、地域の医療、福祉サービスの発展に寄与してまいりたいと考えております。

⑥　既存店舗に調剤を併設する形で、調剤薬局の新規出店を積極的に展開すると同時に、専門的な研修を継続し薬剤

師のスキルアップに取り組み、調剤事業の強化を図ってまいります。

⑦　当社が保有する顧客情報をはじめとした個人情報を保護することは、事業活動の基本であり、当社の社会的責務

であると考えております。企業および顧客に関する情報管理体制について、これまで以上に強化してまいりたいと

考えております。
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(6）社会貢献・環境保全活動

　社会貢献活動の取り組みといたしましては、老人福祉施設へ車椅子を寄贈（累計80台）やパキスタン・インド地震

被災者支援募金、高齢者・障がい者の自立支援店頭募金、健康・介護に関する地域学習講座の開催などを実施いたし

ました。今後も身近なドラッグストアとして地域社会に貢献するという理念のもと、継続して環境・社会貢献活動に

努めてまいりたいと考えております。

(7）コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方およびその施策の実施状況

（基本的な考え方）

　当社は、企業価値の増大に向けて、経営環境の変化に迅速・的確に対応できるよう、より効率的かつ健全で透明

性の高い経営体制の構築を目指しております。

（施策の実施状況）

 　 ①会社の機関の内容

　当社の取締役会は、取締役12名（うち社外取締役２名）、監査役４名（うち社外監査役３名）で構成されており、

定例取締役会を月１回、必要に応じて臨時取締役会を開催し、経営上重要な事項について審議・決定するとともに、

取締役の職務執行を監督しております。また、当社役員・部門長および子会社社長により構成される経営会議を設

置し、グループ経営戦略に関する重要事項を審議し、迅速かつ適切な対応を行っております。

 ②内部統制システム、リスク管理体制の整備、内部監査及び監査役監査の状況

　当社の取締役会は、株主総会で選任された取締役で構成された取締役会があり経営および事業計画の執行に関す

る意思決定機関として取締役12名（うち社外取締役２名）で構成され、また監査役４名（うち社外監査役３名）が

出席し、取締役の業務執行を監視する体制をとっております。

　当社は、監査役制度を採用しており、監査役は取締役会や経営会議などの重要会議に出席し、意見を述べ、また、

取締役から経営上の重要事項に関する説明を聴取するとともに、各店舗や子会社の業務および財産の状況を実地に

調査するなど、取締役の業務執行について適法性、妥当性の観点から監査を行っております。

　また、社長直属の監査室により内部監査が計画的に行われており人員は２名であります。監査室および監査役は

随時必要な情報を交換することにより相互の連携を図っております。内部監査結果については適時取締役会に報告

し、問題点の改善に努めております。

 　 ③会計監査の状況

　会計監査につきましては、新日本監査法人の監査を受けております。

 （業務を執行した公認会計士の氏名）　　　　　（所属する監査法人名）　　（継続監査年数）

 指定社員　業務執行社員：関谷　靖夫　　　　　新日本監査法人　　　　　　　７年 

  指定社員　業務執行社員：吉野　保則　　　　　新日本監査法人　　　　　　　－年 

 （会計監査業務にかかる補助者の構成）

 公認会計士　２名、会計士補　６名

　なお、弁護士と顧問契約を締結しており、経営上・業務運営上の法律問題が生じた場合に、随時確認をとりアド

バイスを受ける体制としており、不測のリスクを可能な限り回避できるよう努めております。

④会社と会社の社外取締役および社外監査役の人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係の概要

　社外取締役のうち１名は、当社の第２位大株主であるイオン株式会社の取締役兼代表執行役社長であり、また、

社外監査役のうち１名は同事業推進担当であり、当社は同社が運営するショッピングセンターへ出店しており、賃

借等の営業取引があります。

　その他社外取締役１名および社外監査役２名は、当社と利害関係はありません。

(8）関連当事者との関係に関する基本方針

 ①親会社等の称号等

名称 属性
親会社等の議決権所

有割合（％）

親会社等が発行する株券が上

場されている取引所

 株式会社ツルハホールディングス  親会社 100.00  株式会社東京証券取引所

 ②親会社等のグループ企業における上場会社の位置付け

　当グループの持株会社である株式会社ツルハホールディングスは、当社の議決権の100.0％を所有しており、当社は

株式会社ツルハホールディングスの経営指導のもとドラッグストア事業の中核を担っております。

また、親会社の取締役11名が当社の取締役を兼務、および監査役４名が当社の監査役を兼務しております。

(9）その他、会社の経営上の重要な事項

　該当事項はございません。
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３．経営成績および財政状態

(1）経営成績

  当社を取り巻く環境は、同業他社による出店競争の熾烈化や異業種を巻き込んだ価格競争の激化など、依然として

厳しい営業環境が続いております。

　このような状況の中で、当中間期における業績は、夏場の好天に恵まれたことによる虫除け、日焼け止め、制汗剤

などの夏物商品が好調に推移したほか、売場プロモーションの工夫による買上点数増を図り、客単価のアップを図る

とともに、プライベートブランド商品の拡販や仕入努力を継続し、利益の確保に努めてまいりました。また、電子マ

ネー「Ｅｄｙ」による電子決済の導入や、介護用品専門コーナーの展開（元町店（札幌市））、近隣にスーパーの無

い地域での食品の品揃えの充実など、地域のお客様の利便性強化に努めてまいりました。

　店舗展開につきましては、北海道のスクラップ＆ビルドによる既存店の活性化および東北地区のドミナント化の深

耕と業績基盤の確立のため出店を強化し、北海道17店舗、東北地区12店舗、関東地区で５店舗、合計34店舗の出店を

実施してまいりました。同時に調剤薬局においても、ドライブスルー型調剤薬局の併設をはじめ、10店舗の開設を行

いました。その結果、グループ全体の当中間期末店舗数は467店舗（うち調剤薬局83店舗）となりました。

　出退店状況は、下表のとおりとなっております。

 開店 閉店 純増 中間期末店舗数 うち調剤併設

北海道 　17 　12 　５ 　232 　37

東北   12   ２   10   181   39

 関東        ５ (２) 　   　３ (２)        ２（－）         54 (34)        ７ (５)

合計        34 (２)        17 (２)       17 (－)        467 (34)        83 (５)

　注）　(　)内は㈱リバースの店舗数を内数で表しております。

　以上の結果、当中間連結会計期間における業績は、売上高779億47百万円（前年同期比12.1％増）、経常利益41億14

百万円（同14.2％増）、当期純利益は25億37百万円（同27.9％増）となり、増収増益を達成することができました。

(2）財政状態

　当中間連結会計期間末における現金および現金同等物（以下「資金」という。）は、税金等調整前中間純利益が45

億67百万円（前年同期比37.4％増）となったものの、営業活動によるキャッシュ・フローが減少したことおよび有形

固定資産の取得による支出等の要因により、前中間連結会計期間末に比べ７億42百万円増加（前年同期比22.6％増)し、

当中間連結会計期間末には40億33百万円となりました。

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

（営業活動によるキャッシュ・フロー）

　営業活動の結果使用した資金は47億63百万円（前年同期比27.8％増）となりました。これは主に、業容の拡大に

より税金等調整前中間純利益を45億67百万円獲得したことに加え、減価償却費が８億42百万円発生したものの、前

連結会計年度末が金融機関の休業日であったため前連結会計年度にかかる仕入債務の支払を当中間連結会計期間で

おこなったことにより、仕入債務が46億71百万円減少（金融機関休業による影響は57億47百万円）したことおよび

たな卸資産が22億98百万円増加したこと等を反映したためであります。

（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11億55百万円（前年同期比41.6％減）となりました。これは主に、差入保証金の

返還により３億12百万円の収入があったものの、有形固定資産の取得により９億47百万円支出したことおよび新規

出店にともなう差入保証金を５億84百万円支出したこと等を反映したためであります。

（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６億41百万円（前年同期比5.6％増）となりました。これは主に、ストックオプ

ションの行使による新株発行により１億28百万円の収入があったものの、配当金として７億62百万円支出したこと

等を反映したためであります。
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　当社グループのキャッシュ・フロー指標のトレンドは下記のとおりであります。

 平成14年11月期 平成15年11月期 平成16年11月期 平成17年11月期

株主資本比率（％） 53.0 48.0 54.3 57.0

時価ベースの株主資本比率（％） 121.6 71.2 98.1 177.6

債務償還年数（年） 2.6 0.3 － －

インタレスト・カバレッジ・レシオ

（倍）
38.1 759.2 － －

株主資本比率　　　　　　　　　　　株主資本／総資産

時価ベースの株主資本比率　　　　　株式時価総額／総資産

債務償還年数　　　　　　　　　　　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

　（注）１．いずれも連結ベースの財務数値により計算しております。

　（注）２．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。

　（注）３．営業キャッシュ・フローおよび利払いは、連結キャッシュ・フロー計算書に計上されている「営業活動に

よるキャッシュ・フロー」および「利息の支払額」を用いております。

(3）通期の見通し

　下期におきましても、持株会社体制のもと、東北・関東を中心にドミナント戦略による多店舗展開、スクラップ＆

ビルドによる既存店舗の活性化、ローコストオペレーションの推進により、収益性の高い企業体質を目指してまいり

ます。

　また、昨年３月から導入した自動発注システムにより、品切れ・機会ロスの削減や在庫削減を図るとともに、売場

レイアウトの見直しや、品揃えの充実、従業員教育の強化などにより、身近なドラッグストアとして専門性・利便性

の高い店舗づくりを行ってまいります。

　通期の業績の見通しといたしましては、上期実績を踏まえ売上高は、1,574億70百万円、経常利益78億30百万円、当

期純利益49億10百万円を見込んでおります。

（注意事項）

　業績の見通しにつきましては、当社が現時点で合理的と判断する一定の前提に基づいており、実際の業績は見通し

と大きく異なることがあります。

　その要因のうち、主なものは以下のとおりであります。

・市場動向の急激な変化

・当社出店エリアにおける立地条件および周辺環境の変化

・天候および季節的な要因による変動

 (4）事業等のリスク

①法的規制について

（「薬事法」等による規制について）

　当社グループは、「薬事法」上の医薬品等を販売するにあたり、各都道府県の許可・登録・指定・免許および届

出を必要としております。また、食品、たばこ、酒類等の販売については、食品衛生法等それぞれ関係法令に基づ

き、所轄官公庁の許可・免許・登録等を必要としております。今後当該法令等の改正により、当社の業績に影響を

及ぼす可能性があります。

（出店に関する規制等について）

　「大規模小売店舗立地法」（以下、「大店立地法」という）においては、売場面積が1,000㎡を超える新規出店お

よび既存店の変更について、都道府県知事（政令指定都市においては市長）に届出が義務付けられており、騒音、

交通渋滞およびごみ処理等地域への生活環境への配慮が審査事項となります。

　従いまして、上記法的規制により計画どおりの新規出店および既存店の増床等ができない場合は、当社グループ

の出店政策に影響を及ぼす可能性があります。
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②資格者確保について

　薬事法の規定により「一般販売業」では薬剤師、「薬種商販売業」では薬種商適格者の配置が義務づけられてお

ります。当社グループにおけるこれら有資格者数は約1,100名であり、このうち薬種商資格については、従来より薬

種商認定試験対策講座などを設けており、社内育成に努めておりますが、これら有資格者の確保が十分にできない

場合には、当社グループの出店政策に影響を及ぼす可能性があります。

③調剤業務について

　当社グループにおいては、調剤専門薬局及び調剤併設店舗があり、調剤研修センターを利用した薬剤師の専門的

な知識の習得、スキルアップなどに積極的に取り組んでおります。また、当社グループは、調剤過誤を防止すべく

交差監査体制（一人が処方箋に基づき調剤作業を実施し、別人が調剤監査を実施する体制）を導入し、服薬指導時

における薬品名・用量確認など細心の注意を払って調剤業務を行っております。また万一に備え、調剤薬局全店舗

において「薬剤師賠償責任保険」に加入しております。しかしながら、調剤薬の欠陥・調剤過誤などにより訴訟を

受けることがあった場合、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。

 ④出店政策について

　当社グループは、地域での知名度向上による占有率向上および管理コストの抑制等を目的とするドミナント戦略

をとっております。今後の店舗展開において、出店場所が十分に確保できない場合や、ドミナント形成に時間を要

する場合には、店舗の収益が悪化し、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、出店地域の集

中により自社競合が発生した場合など、既存店舗の実績に影響を及ぼす可能性があります。

⑤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、

これら情報の中には顧客または患者個人のプライバシーに関わるものが含まれ、コンピュータ管理を行っておりま

す。これらの情報の取扱については情報管理者により、情報の利用・保管等に関する社内ルールを設け、その管理

については万全を期してはおりますが、コンピュータの不具合や犯罪行為などによる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。
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４．中間連結財務諸表等
(1) 中間連結貸借対照表

  
前中間連結会計期間末
（平成16年11月15日）

当中間連結会計期間末
（平成17年11月15日）

前連結会計年度の
要約連結貸借対照表
（平成17年５月15日）

区分
注記
番号

金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

（資産の部）           

Ⅰ　流動資産           

１．現金及び預金   3,915,784   4,720,963   11,281,419  

２．売掛金   1,432,898   1,688,952   1,847,138  

３．有価証券   124,532   22,237   22,236  

４．たな卸資産   16,525,781   18,428,908   16,130,261  

５．その他 ※３  2,086,957   2,507,190   2,435,495  

流動資産合計   24,085,954 46.5  27,368,253 47.2  31,716,552 52.5

Ⅱ　固定資産           

(1）有形固定資産           

１．建物及び構築物 ※1,2 4,915,963   5,119,934   5,048,009   

２．器具備品 ※１ 3,260,964   3,566,713   3,365,446   

３．土地 ※２ 2,560,102   2,338,377   2,659,009   

４．その他 ※１ 51,148 10,788,179  26,239 11,051,264  20,582 11,093,048  

(2) 無形固定資産   418,605   579,153   600,524  

(3）投資その他の資産           

１．投資有価証券  4,844,261   6,501,751   4,786,184   

２．差入保証金  10,591,545   11,531,279   11,215,390   

３．その他  1,193,665   1,120,194   1,163,016   

４．貸倒引当金  △117,674 16,511,797  △123,449 19,029,776  △164,718 16,999,872  

固定資産合計   27,718,582 53.5  30,660,194 52.8  28,693,445 47.5

資産合計   51,804,537 100.0  58,028,448 100.0  60,409,997 100.0
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前中間連結会計期間末
（平成16年11月15日）

当中間連結会計期間末
（平成17年11月15日）

前連結会計年度の
要約連結貸借対照表
（平成17年５月15日）

区分
注記
番号

金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

（負債の部）           

Ⅰ　流動負債           

１．買掛金   13,368,679   13,979,112   18,651,042  

２．短期借入金   26,736   －   －  

３．１年内返済予定長期
借入金

※２  29,520   9,280   16,320  

４．未払金   3,014,899   3,216,026   3,422,859  

５．賞与引当金   1,066,908   1,364,093   1,291,200  

６．役員賞与引当金   －   49,856   －  

７．その他 ※３  1,672,579   1,844,908   2,199,068  

流動負債合計   19,179,322 37.0  20,463,277 35.2  25,580,491 42.3

Ⅱ　固定負債           

１．長期借入金 ※２  9,280   －   1,120  

２．退職給付引当金   1,468,591   26,722   1,592,959  

３．役員退職慰労引当金   361,835   340,265   337,920  

４．その他   2,647,610   4,150,412   2,632,800  

固定負債合計   4,487,316 8.7  4,517,399 7.8  4,564,800 7.6

負債合計   23,666,639 45.7  24,980,677 43.0  30,145,291 49.9

           

（資本の部）           

Ⅰ　資本金   4,135,881 8.0  4,252,540 7.3  4,188,184 6.9

Ⅱ　資本剰余金   4,581,819 8.8  4,698,479 8.1  4,634,122 7.7

Ⅲ　利益剰余金   16,990,381 32.8  20,654,282 35.6  19,022,282 31.5

Ⅳ　その他有価証券評価差
額金

  2,430,674 4.7  3,443,571 6.0  2,421,093 4.0

Ⅴ　自己株式   △859 △0.0  △1,102 △0.0  △976 △0.0

資本合計   28,137,897 54.3  33,047,770 57.0  30,264,706 50.1

負債・資本合計   51,804,537 100.0  58,028,448 100.0  60,409,997 100.0
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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16年５月16日
至　平成16年11月15日）

当中間連結会計期間
（自　平成17年５月16日
至　平成17年11月15日）

前連結会計年度の
要約連結損益計算書

（自　平成16年５月16日
至　平成17年５月15日）

区分
注記
番号

金額（千円）
百分比
（％）

金額（千円）
百分比
（％）

金額（千円）
百分比
（％）

Ⅰ　売上高   69,561,048 100.0  77,947,527 100.0  141,672,432 100.0

Ⅱ　売上原価   51,890,772 74.6  57,667,409 74.0  105,134,814 74.2

売上総利益   17,670,276 25.4  20,280,118 26.0  36,537,618 25.8

Ⅲ　販売費及び一般管理費 ※１  14,323,021 20.6  16,473,291 21.1  29,898,552 21.1

営業利益   3,347,254 4.8  3,806,826 4.9  6,639,065 4.7

Ⅳ　営業外収益           

１．受取利息  21,785   23,209   46,795   

２．受取配当金  11,614   15,027   27,297   

３．備品受贈益  174,331   196,945   360,875   

４．その他  73,857 281,588 0.4 82,779 317,961 0.4 138,736 573,705 0.4

Ⅴ　営業外費用           

１．支払利息  1,467   263   2,258   

２．割賦利息  11,368   10,187   22,479   

３．貸倒引当金繰入額  10,576   －   57,620   

４．その他  1,265 24,678 0.0 － 10,450 0.0 1,283 83,642 0.1

経常利益   3,604,164 5.2  4,114,336 5.3  7,129,129 5.0

Ⅵ　特別利益           

１．貸倒引当金戻入額  －   41,269   －   

２．退職給付引当金取崩
益

 －   781,522   －   

３．固定資産売却益 ※２ －   400   －   

４．投資有価証券売却益  － － － － 823,192 1.1 4,800 4,800 0.0

Ⅶ　特別損失           

１．固定資産除却損  143,978   65,562   195,152   

２．固定資産売却損 ※３ －   12,052   236   

３．投資有価証券評価損  136,000   －   136,000   

４．関係会社清算損  －   853   －   

５．減損損失 ※４ －   291,333   －   

６．役員退職慰労金  －   －   3,450   

７．リース解約金  － 279,978 0.4 310 370,111 0.5 27,852 362,691 0.2

税金等調整前中間
(当期)純利益

  3,324,186 4.8  4,567,417 5.9  6,771,238 4.8

法人税、住民税及
び事業税

 1,420,952   1,609,347   3,039,756   

法人税等調整額  △80,367 1,340,584 1.9 420,996 2,030,343 2.6 △284,021 2,755,735 2.0

中間(当期)純利益   1,983,602 2.9  2,537,073 3.3  4,015,502 2.8
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(3) 中間連結剰余金計算書

  
前中間連結会計期間

（自　平成16年５月16日
至　平成16年11月15日）

当中間連結会計期間
（自　平成17年５月16日
至　平成17年11月15日）

前連結会計年度の
連結剰余金計算書

（自　平成16年５月16日
至　平成17年５月15日）

区分
注記
番号

金額（千円） 金額（千円） 金額（千円）

（資本剰余金の部）        

Ⅰ　資本剰余金期首残高   4,549,817  4,634,122  4,549,817

Ⅱ　資本剰余金増加高        

１．ストックオプション
行使に伴う新株発行

 32,001 32,001 64,356 64,356 84,304 84,304

Ⅲ　資本剰余金中間期末（期
末）残高

  4,581,819  4,698,479  4,634,122

        

（利益剰余金の部）        

Ⅰ　利益剰余金期首残高   15,780,649  19,022,282  15,780,649

Ⅱ　利益剰余金増加高        

１．連結除外に伴う利益
剰余金増加高

 777  －  777  

２．中間（当期）純利益  1,983,602 1,984,380 2,537,073 2,537,073 4,015,502 4,016,280

Ⅲ　利益剰余金減少高        

１．配当金  664,921  762,840  664,921  

２．役員賞与  109,726 774,647 142,233 905,073 109,726 774,647

Ⅳ　利益剰余金中間期末（期
末）残高

  16,990,381  20,654,282  19,022,282
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(4) 中間連結キャッシュ・フロー計算書

　　　　　　　　　　　　　　　 前連結会計年度の要約連結

　前中間連結会計期間 　当中間連結会計期間 キャッシュ・フロー計算書

（自 平成16年５月16日 （自 平成17年５月16日 （自 平成16年５月16日

至 平成16年11月15日） 至 平成17年11月15日） 至 平成17年５月15日）

区分 注記番号 金額（千円） 金額（千円） 金額（千円）

Ⅰ　営業活動によるキャッシュ・フロー

  １．税金等調整前中間（当期）純利益 3,324,186 4,567,417 6,771,238

  ２．減価償却費 762,025 842,841 1,653,030

  ３．貸倒引当金の増加額（△減少額） 10,576 △41,269 57,620

  ４．賞与引当金の増加額（△減少額） △21,848 72,892 202,444

  ５. 役員賞与引当金の増加額 － 49,856 －

  ６．退職給付引当金の増加額

　　 （△減少額） 109,797 △1,566,237 234,165

  ７．役員退職慰労引当金の増加額

　　 （△減少額） 6,075 2,345 △17,840

  ８．受取利息及び受取配当金 △33,399 △38,236 △74,093

  ９. 支払利息及び割賦利息 12,836 10,450 24,738

  10. 備品受贈益 △174,331 △196,945 △360,875

  11. 固定資産除却損 143,978 65,562 195,152

  12. 固定資産売却損 － 12,052 236

  13. 減損損失 － 291,333 －

  14. 固定資産売却益 － △400 －

  15. 投資有価証券評価損 136,000 － 136,000

  16. 売上債権の減少額（△増加額） 84,272 158,185 △329,967

  17. たな卸資産の増加額 △2,152,724 △2,298,646 △1,757,204

  18. 仕入債務の増加額（△減少額）   ＊２ △3,456,131 △4,671,929 1,826,231

  19. 未払消費税等の減少額 △334,193 △90,484 △209,095

  20. 役員賞与の支払額 △109,726 △142,233 △109,726

  21. その他 △510,061 △42,484 △60,080

小計 △2,202,668 △3,015,929 8,181,972

  22. 利息及び配当金の受取額 16,172 16,127 32,482

  23. 利息の支払額 △12,820 △10,564 △24,671

  24. 法人税等の支払額 △1,528,510 △1,753,144 △2,828,032

営業活動によるキャッシュ・フロー △3,727,827 △4,763,511 5,361,750

－ 12 －



　　　　　　　　　　　　　　　 前連結会計年度の要約連結

　前中間連結会計期間 　当中間連結会計期間 キャッシュ・フロー計算書

（自 平成16年５月16日 （自 平成17年５月16日 （自 平成16年５月16日

 至 平成16年11月15日） 至 平成17年11月15日） 至 平成17年５月15日）

区分 注記番号 金額（千円） 金額（千円） 金額（千円）

Ⅱ　投資活動によるキャッシュ・フロー

  １．定期預金の預入による支出 △7,504 － △8,510

  ２．定期預金の払戻による収入 7,200 － 48,190

  ３．有形固定資産の取得による支出 △854,760 △947,734 △1,976,208

  ４．有形固定資産の売却による収入 － 30,066 2,956

  ５．ソフトウェアの取得による支出 △5,622 △34,438 △12,594

  ６. 貸付金の回収による収入 5,175 6,985 9,550

  ７. 差入保証金の支出 △1,176,457 △584,301 △2,024,342

  ８. 差入保証金の返還 309,950 312,008 592,986

  ９. その他 △257,121 62,144 △453,159

投資活動によるキャッシュ・フロー △1,979,139 △1,155,269 △3,821,131

Ⅲ　財務活動によるキャッシュ・フロー

  １．短期借入れによる収入 260,000 800,000 2,310,000

  ２．短期借入金の返済による支出 △241,764 △800,000 △2,318,500

  ３．長期借入金の返済による支出 △24,960 △8,160 △46,320

  ４．新株発行による収入 64,002 128,713 168,609

  ５．自己株式の取得による支出 △568 △126 △686

  ６．配当金の支払額 △665,605 △762,712 △666,261

  ７. その他 1,129 612 1,129

財務活動によるキャッシュ・フロー △607,766 △641,673 △552,028

Ⅳ　現金及び現金同等物に係る換算差額 － － －

Ⅴ　現金及び現金同等物の増加額

    又は減少額（△） △6,314,733 △6,560,454 988,590

Ⅵ　現金及び現金同等物の期首残高 9,614,621 10,593,936 9,614,621

Ⅶ　連結除外に伴う現金及び

    現金同等物の減少額 △9,275 － △9,275

Ⅷ　現金及び現金同等物の

    中間期末（期末）残高   ＊１ 3,290,612 4,033,481 10,593,936

－ 13 －



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16年５月16日
至　平成16年11月15日）

当中間連結会計期間
（自　平成17年５月16日
至　平成17年11月15日）

前連結会計年度
（自　平成16年５月16日
至　平成17年５月15日）

１．連結の範囲に関する事項 (1) 連結子会社数

　５社

(1) 連結子会社数

　５社

(1) 連結子会社数

　５社

　連結子会社名

㈱ツルハコーポレーション東北

㈱ツルハコーポレーション北北

海道

㈱ツルハコーポレーション南北

海道

㈱ツルハファーマシー

㈱リバース

㈱ベースについては、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、中間連結財務諸表

に及ぼす影響が軽微であるため、

当中間連結会計期間から連結の範

囲から除外しております。

　連結子会社名

㈱ツルハコーポレーション東北

㈱ツルハコーポレーション北北

海道

㈱ツルハコーポレーション南北

海道

㈱ツルハファーマシー

㈱リバース

 

　連結子会社名

㈱ツルハコーポレーション東北

㈱ツルハコーポレーション北北

海道

㈱ツルハコーポレーション南北

海道

㈱ツルハファーマシー

㈱リバース

㈱ベースについては、総資産、

売上高、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、連結財務諸表に及ぼ

す影響が軽微であるため、当連結

会計期間から連結の範囲から除外

しております。

(2) 主要な非連結子会社の名称等

主要な非連結子会社

㈲アールエックスプレス

㈱ベース

(2) 主要な非連結子会社の名称等

主要な非連結子会社

㈱ベース

 

(2) 主要な非連結子会社の名称等

主要な非連結子会社

㈱ベース

㈲アールエックスプレス

（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、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）

　非連結子会社は、小規模であり、

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。

　なお、非連結子会社㈲アールエッ

クスプレスは、平成17年５月15日付

で解散し、平成17年10月10日を

もって清算結了いたしました。

（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。

２．持分法の適用に関する事

項

　持分法適用会社はありません。 同左 同左

３．連結子会社の中間決算日

（決算日）等に関する事

項

　すべての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、

すべて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16年５月16日
至　平成16年11月15日）

当中間連結会計期間
（自　平成17年５月16日
至　平成17年11月15日）

前連結会計年度
（自　平成16年５月16日
至　平成17年５月15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

①　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、全部資本直入

法により処理し、売却原価は、

移動平均法により算定）

①　有価証券

その他有価証券

時価のあるもの

同左

①　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、全部資本直入

法により処理し、売却原価は、

移動平均法により算定）

時価のないもの

　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

(イ）商品

　売価還元法による原価法

②　たな卸資産

(イ）商品

同左

②　たな卸資産

(イ）商品

同左

(ロ）貯蔵品

　最終仕入原価法

(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

①　有形固定資産

　定率法

ただし、平成10年４月１日以降

取得の建物（建物付属設備を除

く）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　10～39年

器具備品　　　　６～20年

①　有形固定資産

　定率法

ただし、平成10年４月１日以降

取得の建物（建物付属設備を除

く）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　10～39年

器具備品　　　　４～20年

①　有形固定資産

同左

②　無形固定資産

　定額法

　なお、営業権については５年、

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）に基づく定額法によって

おります。

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

(3）重要な引当金の計上基

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吟

味し、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　賞与引当金

　従業員の賞与支給に備えるため、

実際支給見込額のうち、当中間連

結会計期間負担分を引当計上して

おります。

②　賞与引当金

同左

②　賞与引当金

　従業員の賞与支給に備えるため、

実際支給見込額のうち、当連結会

計年度負担分を引当計上しており

ます。

③　　　───────

 

 ③　役員賞与引当金

 役員の賞与支給に備えるため、

実際支給見込額のうち、当中間連

結会計期間負担分を引当計上して

おります。

 

③　　　───────
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項目
前中間連結会計期間

（自　平成16年５月16日
至　平成16年11月15日）

当中間連結会計期間
（自　平成17年５月16日
至　平成17年11月15日）

前連結会計年度
（自　平成16年５月16日
至　平成17年５月15日）

④　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

付債務および年金資産の見込額に

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。

　数理計算上の差異は、各連結会

計年度の発生時における従業員の

平均残存勤務期間以内の一定の年

数（５年）による定額法により按

分した額をそれぞれ発生の翌連結

会計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

　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

付債務および年金資産の見込額に

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。

　数理計算上の差異は、各連結会

計年度の発生時における従業員の

平均残存勤務期間以内の一定の年

数（５年）による定額法により按

分した額をそれぞれ発生の翌連結

会計年度から費用処理することと

しております。

　なお、子会社においては簡便法

を採用しております。

④　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

付債務および年金資産の見込額に

基づき計上しております。

　数理計算上の差異は、各連結会

計年度の発生時における従業員の

平均残存勤務期間以内の一定の年

数（５年）による定額法により按

分した額をそれぞれ発生の翌連結

会計年度から費用処理することと

しております。

（追加情報）

　当社および連結子会社の一部は、

確定拠出年金法の施行に伴い、平

成17年６月に確定拠出年金制度およ

び前払給与制度へ移行し、「退職給

付制度間の移行等に関する会計処

理」（企業会計基準適用指針第１

号）を適用しております。

　本移行に伴う影響額は、特別利益

として781,522千円計上されており

ます。

⑤　役員退職慰労引当金

　役員の退職慰労金の支給に備え

るため、親会社および連結子会社

の一部は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給に備え

るため、親会社および連結子会社

の一部は内規に基づく期末要支給

額を計上しております。

(4）重要なリース取引の処

理方法

　リース物件の所有権が借主に移転

すると認められるもの以外のファイ

ナンス・リース取引については、通

常の賃貸借取引に係る方法に準じた

会計処理によっております。

同左 同左

(5）消費税等の会計処理 　消費税等の会計処理は税抜方式に

よっております。

同左 同左

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、随時引き出し可能な預

金およ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ヵ月以

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16年５月16日
至　平成16年11月15日）

当中間連結会計期間
（自　平成17年５月16日
至　平成17年11月15日）

前連結会計年度
（自　平成16年５月16日
至　平成17年５月15日）

─────── （役員賞与に関する会計基準）

当中間連結会計期間より、役員賞与に関

する会計基準（「役員賞与に関する会計基

準」企業会計基準第４号　平成17年11月29

日）を適用しております。これにより営業利

益、経常利益および税金等調整前中間純利益

はそれぞれ49,856千円減少しております。

───────

─────── （固定資産の減損に係る会計基準）

当中間連結会計期間より、固定資産の減

損に係る会計基準（「固定資産の減損に係る

会計基準の設定に関する意見書」（企業会計

審議会　平成14年８月９日））及び「固定資

産の減損に係る会計基準の適用指針」（企業

会計基準適用指針第６号　平成15年10月31

日）を適用しております。これにより税金等

調整前中間純利益は291,333千円減少してお

ります。

　なお、減損損失累計額については、改正後

の中間連結財務諸表等規則に基づき各資産の

金額から直接控除しております。

 

───────
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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16年11月15日）

当中間連結会計期間末
（平成17年11月15日）

前連結会計年度
（平成17年５月15日）

※１　有形固定資産の減価償却累計額

7,175,048千円

※１　有形固定資産の減価償却累計額

8,337,527千円

※１　有形固定資産の減価償却累計額

7,896,239千円

※２　担保に供している資産 ※２　担保に供している資産 ※２　担保に供している資産

建物 33,440千円

土地 131,052千円

計 164,493千円

建物 31,429千円

土地 131,052千円

計 162,482千円

建物 32,281千円

土地 131,052千円

計 163,334千円

同上に対する債務の額 同上に対する債務の額 同上に対する債務の額

長期借入金

(１年内返済予定長期

借入金を含む)

25,600千円

長期借入金

(１年内返済予定長期

借入金を含む)

9,280千円

長期借入金

(１年内返済予定長期

借入金を含む)

17,440千円

※３　消費税等は、仮払消費税等と仮受消費

税等とを相殺して、未収消費税等につい

ては流動資産の「その他」に、未払消費

税等については流動負債の「その他」に

含めて表示しております。

※３　　　　　　　同左 ※３　　　　　─────

　４　保証債務

　連結会社以外の会社の金融機関等から

の借入に対し債務保証を行っております。

社会福祉法人鶴翔福祉

会
96,947千円

南部製箸㈱ 39,500千円

　計 136,447千円

　４　保証債務

　連結会社以外の会社の金融機関等から

の借入に対し債務保証を行っております。

社会福祉法人鶴翔福祉

会
83,097千円

南部製箸㈱ 34,700千円

　計 117,797千円

　４　保証債務

　連結会社以外の会社の金融機関等から

の借入に対し債務保証を行っております。

社会福祉法人鶴翔福祉

会
83,097千円

南部製箸㈱ 37,100千円

計 120,197千円

  　 　当社は一部の店舗の差入保証金472,359

千円について、金融機関及び貸主との間

で代位預託契約を締結しており、当該契

約に基づき、金融機関は、貸主に対して

差入保証金相当額472,359千円を同社に代

わって預託しております。

 

　５　当社および連結子会社（㈱リバース）

は、運転資金の効率的な調達を行うため、

取引銀行６行と当座貸越契約を締結して

おります。この契約に基づく当中間連結

会計期間末の借入未実行残高は次のとお

りであります。

　５　当社および連結子会社（㈱リバース）

は、運転資金の効率的な調達を行うため、

取引銀行６行と当座貸越契約を締結して

おります。この契約に基づく当中間連結

会計期間末の借入未実行残高は次のとお

りであります。

　５　当社および連結子会社（㈱リバース）

は、運転資金の効率的な調達を行うため、

取引銀行６行と当座貸越契約を締結して

おります。この契約に基づく当連結会計

年度末の借入未実行残高は次のとおりで

あります。

当座貸越極度額 4,750,000千円

借入実行残高 －千円

差引額 4,750,000千円

当座貸越極度額 4,750,000千円

借入実行残高 －千円

差引額 4,750,000千円

当座貸越極度額 4,350,000千円

借入実行残高 －千円

差引額 4,350,000千円
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（中間連結損益計算書関係）

前中間連結会計期間
（自　平成16年５月16日
至　平成16年11月15日）

当中間連結会計期間
（自　平成17年５月16日

至　平成17年11月15日）

前連結会計年度
（自　平成16年５月16日
至　平成17年５月15日）

※１　販売費及び一般管理費の主要項目 ※１　販売費及び一般管理費の主要項目 ※１　販売費及び一般管理費の主要項目

従業員給与及び手当 5,340,567千円

賞与引当金繰入額 1,066,908千円

  

退職給付引当金繰入

額
121,800千円

役員退職慰労引当金

繰入額
6,075千円

地代家賃等 2,693,604千円

従業員給与及び手当 6,151,560千円

賞与引当金繰入額 1,364,093千円

役員賞与引当金繰入

額

49,856千円

 

退職給付引当金繰入

額
3,096千円

役員退職慰労引当金

繰入額
7,515千円

地代家賃等 3,108,573千円

従業員給与及び手当 11,082,311千円

賞与引当金繰入額 1,291,200千円

  

退職給付引当金繰入

額
257,558千円

役員退職慰労引当金

繰入額
12,160千円

地代家賃等 5,602,946千円

 ※２　　　　　───────

  

 ※２　固定資産売却益の内訳は、次のとおり

であります。

 器具備品 41千円 

 その他 359千円 

 　計 400千円 

 ※２　　　　　───────

  

 ※３　　　　　───────

  

 ※３　固定資産売却損の内訳は、次のとおり

であります。

 建物及び構築物 9,045千円 

 土地 3,006千円 

 　計 12,052千円 

 ※３　固定資産売却損の内訳は、次のとおり

であります。

 機械装置及び運搬具 236千円 

 ※４　　　　　───────  ※４　減損損失

　当社グループは当中間連結会計期間において

以下の資産グループについて減損損失291,333

千円を計上しております。

場所 用途  種類 

北海道札幌市他 事業用資産 土地

 ※４　　　　　───────

  

   当社グループは、キャッシュ・フローを

生み出す最小の単位として、店舗ごとに資

産のグルーピングをしております。

　営業活動から生ずる損益が継続してマイ

ナスとなっている店舗や、土地の時価の下

落が著しい店舗等を対象とし、回収可能価

額が帳簿価額を下回るものについて帳簿価

額を回収可能価額まで減額し、当該減少額

を減損損失として特別損失に計上しており

ます。

　なお。当資産グループの回収可能価額は、

正味売却価額により測定しております。正

味売却価額は、固定資産税評価額またはそ

れに準じる方法により算定しております。
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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16年５月16日
至　平成16年11月15日）

当中間連結会計期間
（自　平成17年５月16日

至　平成17年11月15日）

前連結会計年度
（自　平成16年５月16日
至　平成17年５月15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

（平成16年11月15日現在）

※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

（平成17年11月15日現在）

※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17年５月15日現在）

現金及び預金勘定 3,915,784千円

預入期間が３ヵ月を超え

る定期預金
△749,704千円

有価証券 124,532千円

現金及び現金同等物 3,290,612千円

現金及び預金勘定 4,720,963千円

預入期間が３ヵ月を超え

る定期預金
△709,720千円

有価証券 22,237千円

現金及び現金同等物 4,033,481千円

現金及び預金勘定 11,281,419千円

預入期間が３ヵ月を超え

る定期預金
△709,720千円

有価証券 22,236千円

現金及び現金同等物 10,593,936千円

※２．前連結会計年度の末日が金融機関の休

日であったため、前連結期末日未決済で

あった仕入債務 5,483,674千円が含まれ

ています。

※２．前連結会計年度の末日が金融機関の休

日であったため、前連結期末日未決済で

あった仕入債務 5,747,307千円が含まれ

ています。                    

※２　当連結会計年度の末日が金融機関の休

日であったため、連結期末日決済予定の

仕入債務 5,747,307千円が含まれていま

す。
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①　リース取引

前中間連結会計期間
（自　平成16年５月16日
至　平成16年11月15日）

当中間連結会計期間
（自　平成17年５月16日

至　平成17年11月15日）

前連結会計年度
（自　平成16年５月16日
至　平成17年５月15日）

　リース物件の所有権が借主に移転すると認

められるもの以外のファイナンス・リース取引

(1）リース物件の取得価額相当額、減価償却

累計額相当額及び中間期末残高相当額

　リース物件の所有権が借主に移転すると認

められるもの以外のファイナンス・リース取引

(1）リース物件の取得価額相当額、減価償却

累計額相当額、減損損失累計額相当額及び

中間期末残高相当額

　リース物件の所有権が借主に移転すると認

められるもの以外のファイナンス・リース取引

(1）リース物件の取得価額相当額、減価償却

累計額相当額及び期末残高相当額

 

取得価
額相当
額
（千円）

減価償
却累計
額相当
額
（千円）

中間期
末残高
相当額
（千円）

器具備品 473,920 275,801 198,118

 

取得価
額相当
額
（千円）

減価償
却累計
額相当
額
（千円）

中間期
末残高
相当額
（千円）

器具備品 459,662 351,577 108,084

 

取得価
額相当
額
（千円）

減価償
却累計
額相当
額
（千円）

期末残
高相当
額
（千円）

器具備品 476,342 324,072 152,269

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

　　未経過リース料中間期末残高相当額

(2）未経過リース料期末残高相当額

１年内 93,834千円

１年超 105,379千円

合計 199,214千円

１年内 70,683千円

１年超 41,695千円

合計 112,379千円

１年内 87,263千円

１年超 70,713千円

合計 157,977千円

(3）支払リース料、減価償却費相当額及び支

払利息相当額

(3）支払リース料、リース資産減損勘定の取

崩額、減価償却費相当額、支払利息相当額

及び減損損失

(3）支払リース料、減価償却費相当額及び支

払利息相当額

支払リース料 52,413千円

減価償却費相当額 49,739千円

支払利息相当額 2,294千円

支払リース料 49,968千円

減価償却費相当額 47,217千円

支払利息相当額 1,422千円

支払リース料 100,621千円

減価償却費相当額 95,389千円

支払利息相当額 3,946千円

(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

 

 

（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。
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②　有価証券

前中間連結会計期間末（平成16年11月15日現在）

１．その他有価証券で時価のあるもの

 取得原価（千円）
中間連結貸借対照表計
上額（千円）

差額（千円）

(1)株式 646,948 4,725,261 4,078,313

(2）債券    

国債・地方債等 － － －

社債 － － －

その他 － － －

(3)その他 － － －

合計 646,948 4,725,261 4,078,313

２．時価のない主な有価証券の内容

 中間連結貸借対照表計上額（千円）

その他有価証券  

非上場株式（店頭売買株式を除く） 119,000

ＭＭＦ 124,331

その他 200

当中間連結会計期間末（平成17年11月15日現在）

１．その他有価証券で時価のあるもの

 取得原価（千円）
中間連結貸借対照表計
上額（千円）

差額（千円）

(1)株式 646,948 6,424,751 5,777,803

(2）債券    

国債・地方債等 ― ― ―

社債 ― ― ―

その他 ― ― ―

(3)その他 ― ― ―

合計 646,948 6,424,751 5,777,803

２．時価のない主な有価証券の内容

 中間連結貸借対照表計上額（千円）

その他有価証券  

非上場株式 77,000

ＭＭＦ 22,237
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前連結会計年度末（平成17年５月15日現在）

１．その他有価証券で時価のあるもの

 取得原価（千円）
連結貸借対照表計上額

（千円）
差額（千円）

(1)株式 646,948 4,709,184 4,062,236

(2）債券    

国債・地方債等 － － －

社債 － － －

その他 － － －

(3）その他 － － －

合計 646,948 4,709,184 4,062,236

２．時価のない主な有価証券の内容

 連結貸借対照表計上額（千円）

その他有価証券  

非上場株式（店頭売買株式を除く） 77,000

ＭＭＦ 22,236

 （注）当連結会計年度において、その他の有価証券で時価のない有価証券について、136,000千円の減損処理を行って

おります。なお、減損処理にあたっては、有価証券の時価評価額が、取得原価と比べて30％以上下落した場合には

回復可能性が認められる合理的な反証がないかぎり、また時価のない有価証券については、過去2年間の有価証券

の実質価額が取得価額と比べて30％以上下落している場合に減損処理を行うことを社内基準により規定しております。

③　デリバティブ取引

　前中間連結会計期間（自平成16年５月16日　至平成16年11月15日）、当中間連結会計期間（自平成17年５月16

日　至平成17年11月15日）および前連結会計年度（自平成16年５月16日　至平成17年５月15日）

　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。
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④　セグメント情報

ａ．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16年５月16日　至平成16年11月15日）、当中間連結会計期間（自平成17年５月16

日　至平成17年11月15日）および前連結会計年度（自平成16年５月16日　至平成17年５月15日）において医薬品・

化粧品等を中心とした物販事業の売上高および営業利益の金額は、全セグメントの売上高の合計および営業利益

の合計額に占める割合がいずれも90％超であるため、事業の種類別セグメント情報の記載を省略しております。

ｂ．所在地別セグメント情報

　前中間連結会計期間、当中間連結会計期間および前連結会計年度において本邦以外の国または地域に所在する

連結子会社がないため、該当事項はありません。

ｃ．海外売上高

前中間連結会計期間、当中間連結会計期間および前連結会計年度において、海外売上高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16年５月16日
至　平成16年11月15日）

当中間連結会計期間
（自　平成17年５月16日
至　平成17年11月15日）

前連結会計年度
（自　平成16年５月16日
至　平成17年５月15日）

１株当たり純資産額 1,478円96銭

１株当たり中間純利益

金額
104円34銭

１株当たり純資産額 1,727円96銭

１株当たり中間純利益

金額
132円84銭

１株当たり純資産額 1,579円49銭

１株当たり当期純利益

金額
203円59銭

潜在株式調整後１株当

たり中間純利益金額
104円17銭

潜在株式調整後１株当

たり中間純利益金額
132円32銭

潜在株式調整後１株当

たり中間純利益金額
203円25銭

　（注）　１株当たり中間（当期）純利益金額及び潜在株式調整後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16年５月16日
至　平成16年11月15日)

当中間連結会計期間
(自　平成17年５月16日
至　平成17年11月15日)

前連結会計年度
(自　平成16年５月16日
至　平成17年５月15日)

１株当たり中間（当期）純利益金額    

中間（当期）純利益（千円） 1,983,602 2,537,073 4,015,502

普通株主に帰属しない金額（千円） － － 142,233

（うち利益処分による役員賞与金） (－) (－) (142,233)

普通株式に係る中間（当期）純利益

（千円）
1,983,602 2,537,073 3,873,269

期中平均株式数（株） 19,010,702 19,098,769 19,025,303

    

潜在株式調整後１株当たり中間（当期）純

利益金額
   

中間（当期）純利益調整額（千円） － － －

普通株式増加数（株） 30,428 74,731 31,755

（うち新株予約権） (1,993) (12,888) (3,922)

（うち新株引受権） (28,435) (61,842) (27,833)

希薄化効果を有しないため、潜在株式調

整後１株当たり中間（当期）純利益の算

定に含めなかった潜在株式の概要

新株予約権１種類（新

株予約権の数2,652個）

 

──────

 

新株予約権１種類（新

株予約権の数2,652　 

個）
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（重要な後発事象）

前中間連結会計期間
（自　平成16年５月16日
至　平成16年11月15日）

当中間連結会計期間
（自　平成17年５月16日
至　平成17年11月15日）

前連結会計年度
（自　平成16年５月16日
至　平成17年５月15日）

────── ────── （確定拠出年金制度への移行）

　当社グループの退職給付制度は、適格退職年

金制度と退職一時金制度を採用しておりました

が、平成17年６月１日から一部の連結子会社を

除いて、確定拠出年金制度及び前払い給与制度

へ全面移行いたしました。

　これによる翌連結会計年度の損益に与える影

響額は、特別利益として約750百万円となる見

込みであります。

────── （株式会社ツルハホールディングスとの株式

交換）

 当社と株式会社ツルハホールディングスは、

当社が株式会社ツルハホールディングスの完

全子会社となることを目的として、平成17年

11月16日に株式会社ツルハホールディングス

を純粋持株会社とする株式交換を行いました。

 （１）株式交換契約の概要

   ①　株式交換の内容

　当社は株式会社ツルハホールディング

スと商法第352条ないし第363条に定める

方式により株式交換を行いました。

   ②　株式交換の日

　平成17年11月16日

   ③　株式交換に際して発行する株式及び割当

　株式会社ツルハホールディングスは

当社との株式交換に際して、株式交換

の日の前日における最終の当社の株主

名簿に記載された株主のうち株式会社

ツルハホールディングスを除く株主に

対して、その所有する当社の普通株式

数の合計に相当する数の普通株式を発

行し、その所有する当社の普通株式１

株につき株式会社ツルハホールディン

グスの株式１株の割合をもって割当交

付いたしました。

 （２）株式会社ツルハホールディングスの概要

　　　 代表者　取締役社長　鶴羽　樹

　　 　資本金　10百万円

　　 　住所　札幌市東区北24条東20丁目1番

　　　　　　　21号

   ①　主な事業内容

　各種事業を営む会社の株式を所有する

ことによる当該事業会社の支配、管理及

び支援。

   ②　売上高及び中間純利益

　　　（平成17年11月期）

売上高　 　150,460千円

中間純利益　86,428千円

（株式会社クレーン商事との株式交換）

　当社と株式会社クレーン商事は、当社が株式

会社クレーン商事の完全子会社となることを目

的として、平成17年６月30日に株式交換契約を

締結し、平成17年８月11日開催の定時株主総会

において同株式交換契約書の承認を受けまし

た。

　なお、株式会社クレーン商事におきましても、

平成17年８月11日開催の定時株主総会において

同株式交換契約書の承認を受けております。ま

た、同日をもって株式会社クレーン商事は株式

会社ツルハホールディングスへ商号変更してお

ります。

　純粋持株会社となる株式会社クレーン商事の

普通株式は、東京証券取引所への新規上場を申

請する予定であります。上場日は東京証券取引

所の規則に基づき決定されますが、株式交換を

すべき日である平成17年11月16日を予定してお

ります。併せて、東京証券取引所に上場してい

る完全子会社となる当社の普通株式は平成17年

11月10日に上場廃止する予定であります。

 （１）株式交換契約の概要

   ①　株式交換の内容

　当社は株式会社クレーン商事と商法

第352条ないし第363条に定める方式によ

り株式交換を行います。

   ②　株式交換の日

　株式交換の日は平成17年11月16日とし

ます。

   ③　株式交換に際して発行する株式及び割当

　株式会社クレーン商事は当社との株

式交換に際して、株式交換の日の前日

における最終の当社の株主名簿に記載

された株主のうち株式会社クレーン商

事を除く株主に対して、その所有する

当社の普通株式数の合計に相当する数

の普通株式を発行し、その所有する当

社の普通株式１株につき株式会社クレー

ン商事の株式１株の割合をもって割当

交付します。

－ 26 －



前中間連結会計期間
（自　平成16年５月16日
至　平成16年11月15日）

当中間連結会計期間
（自　平成17年５月16日
至　平成17年11月15日）

前連結会計年度
（自　平成16年５月16日
至　平成17年５月15日）

  

   ③　資産、負債、資本の状況

（平成17年11月15日現在）

資産合計　 　366,476千円

負債合計　　  36,537千円

資本合計　 　329,939千円

 

 （２）株式会社クレーン商事の概要

　　　 代表者　取締役　鶴羽　肇

　　 　資本金　10百万円

　　 　住所　札幌市東区北24条東20丁目1番

　　　　　　　21号

   ①　主な事業内容

　各種事業を営む会社の株式を所有する

ことによる当該事業会社の支配、管理及

び支援。

   ②　売上高及び当期純利益

（平成17年５月期）

売上高　 　　7,160千円

当期純利益　55,841千円

   ③　資産、負債、資本の状況

（平成17年５月15日現在）

資産合計　 　460,335千円

負債合計　　 216,825千円

資本合計　 　243,510千円

 

────── （会社分割）

 　平成17年12月27日開催の当社取締役会にお

いて、当社は平成18年２月16日付けで、当社

の完全親会社である株式会社ツルハホールディ

ングスを承継会社として、当社を分割会社と

した会社分割（吸収分割）を行い、当社の子

会社である株式会社リバースの支配および管

理にかかる営業を株式会社ツルハホールディ

ングスに承継することを決定いたしました。

１． 会社分割の要旨

(１)分割の日程

　　分割契約書承認取締役会（両社）

　　  平成17年12月27日

　　分割契約書締結（両社）

　　  平成17年12月27日

　　分割契約書承認株主総会（当社）

　　　平成18年１月11日

　なお、株式会社ツルハホールディングスは

商法第374条ノ23第1項（簡易吸収分割）の規

定により、商法第374条ノ17第1項の株主総会

の承認を得ずに承継いたします。

　　分割期日     平成18年2月16日

　　分割登記     平成18年2月16日（予定）

 (２)分割方式

当社を分割会社とし、株式会社ツルハホール

ディングスを承継会社とする分割型吸収分割

であります。

なお、承継会社である株式会社ツルハホール

ディングスについては、商法第374条ノ23第

1項の簡易吸収分割の要件を充足するもので

あり、商法第374条ノ17第1項の株主総会の承

認を得ずに行うものであります。

──────
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前中間連結会計期間
（自　平成16年５月16日
至　平成16年11月15日）

当中間連結会計期間
（自　平成17年５月16日
至　平成17年11月15日）

前連結会計年度
（自　平成16年５月16日
至　平成17年５月15日）

  (３)株式の割当

　当社は、株式会社ツルハホールディングス

の完全子会社であるため、本件会社分割に際

して、株式の割当はありません。

(４)分割により減少する資本の額等

　本件会社分割に際して、当社の資本金は減

少しません。

(５)分割交付金

　本件会社分割に際して、分割交付金はあり

ません。
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５．仕入、販売の状況

(1）仕入実績

 （単位：千円）

品目

前中間連結会計期間
（自　平成16年５月16日
至　平成16年11月15日）

当中間連結会計期間
（自　平成17年５月16日
至　平成17年11月15日）

前連結会計年度
（自　平成16年５月16日
至　平成17年５月15日）

金額 構成比 金額 構成比 金額 構成比

  ％ ％ ％

商品

医薬品 9,788,776 18.1 10,914,605 18.2 19,202,997 18.0

化粧品 11,037,956 20.4 13,614,447 22.7 22,782,061 21.3

雑貨 18,988,702 35.1 19,663,960 32.8 36,415,023 34.1

育児用品 4,212,104 7.8 4,291,036 7.1 8,479,003 7.9

その他 9,582,706 17.7 11,071,519 18.5 19,106,475 17.9

 小計 53,610,246 99.1 59,555,569 99.3 105,985,560 99.2

フランチャイズ店 448,830 0.9 398,883 0.7 880,244 0.8

不動産賃貸料原価 13,262 0.0 12,084 0.0 26,865 0.0

合計 54,072,339 100.0 59,966,537 100.0 106,892,670 100.0

(2）売上実績

 （単位：千円）

品目

前中間連結会計期間
（自　平成16年５月16日
至　平成16年11月15日）

当中間連結会計期間
（自　平成17年５月16日
至　平成17年11月15日）

前連結会計年度
（自　平成16年５月16日
至　平成17年５月15日）

金額 構成比 金額 構成比 金額 構成比

  ％ ％ ％

商品

医薬品 15,841,367 22.8 17,495,264 22.5 32,462,006 22.9

化粧品 13,873,496 19.9 16,894,002 21.7 28,757,697 20.3

雑貨 22,733,567 32.7 24,222,890 31.1 45,169,437 31.9

育児用品 4,606,945 6.6 4,707,243 6.0 9,384,711 6.6

その他 11,998,586 17.2 14,172,187 18.2 24,901,430 17.6

 小計 69,053,964 99.2 77,491,588 99.5 140,675,283 99.3

フランチャイズ店への卸売上高 471,272 0.7 418,827 0.5 974,256 0.7

不動産賃貸料 35,812 0.1 37,111 0.0 72,892 0.0

合計 69,561,048 100.0 77,947,527 100.0 141,672,432 100.0

　（注）　当社グループは、主に一般消費者に対して店頭販売を行っているため、受注生産および受注販売は行っており

ません。
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平成１８年５月期 個別中間財務諸表の概要 平成18年１月５日

上場会社名 株式会社　ツルハ 上場取引所 東

コード番号 7573 本社所在都道府県 北海道

(URL　http://www.tsuruha.co.jp)

代　　表　　者　役職名 代表取締役社長 氏名　鶴羽　　樹

問合せ先責任者　役職名 取締役管理本部長氏名　大船　正博 ＴＥＬ011（783）－2755（代）

決算取締役会開催日 平成18年１月５日 中間配当制度の有無 有

中間配当支払開始日 平成18年１月17日 単元株制度採用の有無 有（１単元 100株）

１．平成17年11月中間期の業績（平成17年５月16日～平成17年11月15日）

(1）経営成績 （注）記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。

売上高 営業利益 経常利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

17年11月中間期 72,914 11.6 3,145 5.6 3,606 7.7

16年11月中間期 65,342 11.7 2,979 22.0 3,349 14.0

17年５月期 132,598 6,107 6,775

中間(当期)純利益
１株当たり中間
(当期)純利益

百万円 ％ 円 銭

17年11月中間期 2,312 24.5 121 08

16年11月中間期 1,858 3.8 97 74

17年５月期 3,835 194 85

（注）①期中平均株式数 17年11月中間期19,098,769株 16年11月中間期19,010,702株 17年５月期 19,025,303株

②会計処理の方法の変更 有

③売上高、営業利益、経常利益、中間(当期)純利益におけるパーセント表示は、対前年中間期増減率であります。

(2）配当状況  

１株当たり
中間配当金

１株当たり
年間配当金

円 銭 円 銭

17年11月中間期 20 00
　　　　　　　   －　　　　－

　　　　

16年11月中間期 － －
　　　　　　　   －　　　　－

　　　　

17年５月期 　　　　　　　　－　　　　－ 40 00

(3）財政状態 （注）記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。

総資産 株主資本 株主資本比率 １株当たり株主資本

百万円 百万円 ％ 円 銭

17年11月中間期 55,172 32,517 58.9 1,700 25

16年11月中間期 49,318 27,873 56.5 1,465 06

17年５月期 57,614 29,945 52.0 1,563 48

（注）①期末発行済株式数 17年11月中間期19,125,289株 16年11月中間期19,025,471株 17年５月期 19,071,024株

②期末自己株式数 17年11月中間期 385株 16年11月中間期 303株 17年５月期 350株

２．平成18年５月期の業績予想（平成17年５月16日～平成18年５月15日）  

売上高 経常利益 当期純利益
１株当たり年間配当金

期末

百万円 百万円 百万円 円 銭 円 銭

通　期 147,202 7,494 4,817 20 00 40 00

（参考）１株当たり予想当期純利益（通期）　　251円87銭

 （注）　当社は、平成17年11月10日上場廃止となり、平成17年11月16日に株式会社ツルハホールディングスが上場いたしました。年間配当金は

株式会社ツルハの中間配当金20円と株式会社ツルハホールディングスの期末配当金20円（予想）の合計であります。　　　　　

※　上記に記載した予想数値は、現時点で入手可能な情報に基づき判断した見通しであり、多分に不確定な要素を含んでおります。実際の業績等

は、業況の変化等により、上記予想数値と異なる場合があります。

なお、上記予想に関する事項は添付資料の６ページを参照して下さい。
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６．個別中間財務諸表等
(1) 中間貸借対照表

  
前中間会計期間末
(平成16年11月15日)

当中間会計期間末
(平成17年11月15日)

前事業年度の要約貸借対照表
(平成17年５月15日)

区分
注記番
号

金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

（資産の部）           

Ⅰ　流動資産           

１．現金及び預金   3,098,944   3,706,225   10,217,434  

２．売掛金   1,401,745   1,662,253   1,817,756  

３．たな卸資産   15,519,353   17,325,566   15,125,417  

４．その他 ※２  1,610,756   1,872,168   1,821,145  

流動資産合計   21,630,799 43.9  24,566,213 44.5  28,981,753 50.3

Ⅱ　固定資産           

(1）有形固定資産           

１．建物 ※１ 3,532,546   3,806,162   3,717,723   

２．器具備品 ※１ 3,159,336   3,458,328   3,275,409   

３．土地  1,992,527   1,787,840   2,091,434   

４．その他 ※１ 533,420 9,217,830  481,866 9,534,198  485,663 9,570,230  

(2）無形固定資産   409,149   575,055   594,660  

(3）投資その他の資産           

１．投資有価証券  4,840,924   6,498,043   4,782,689   

２．差入保証金  9,967,354   10,895,546   10,601,363   

３．その他  3,365,170   3,221,809   3,240,038   

４．貸倒引当金  △113,206 18,060,242  △118,146 20,497,252  △156,666 18,467,424  

固定資産合計   27,687,222 56.1  30,606,506 55.5  28,632,316 49.7

資産合計   49,318,022 100.0  55,172,720 100.0  57,614,070 100.0

           

（負債の部）           

Ⅰ　流動負債           

１．買掛金   12,490,555   13,081,206   17,346,995  

２．未払金   2,820,645   3,118,296   3,433,017  

３．未払法人税等   1,311,884   1,297,686   1,627,713  

４．賞与引当金   481,371   617,202   571,558  

５．役員賞与引当金   －   42,761   －  

６．その他   80,492   95,274   254,480  

流動負債合計   17,184,949 34.9  18,252,427 33.1  23,233,764 40.3
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前中間会計期間末
(平成16年11月15日)

当中間会計期間末
(平成17年11月15日)

前事業年度の要約貸借対照表
(平成17年５月15日)

区分
注記番
号

金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

Ⅱ　固定負債           

１．退職給付引当金   1,451,873   －   1,568,566  

２．役員退職慰労引当金   271,835   280,265   277,920  

３．その他   2,535,946   4,122,278   2,588,653  

固定負債合計   4,259,655 8.6  4,402,543 8.0  4,435,140 7.7

負債合計   21,444,605 43.5  22,654,971 41.1  27,668,904 48.0

           

（資本の部）           

Ⅰ　資本金   4,135,881 8.4  4,252,540 7.7  4,188,184 7.3

Ⅱ　資本剰余金           

１．資本準備金  4,581,819   4,698,479   4,634,122   

資本剰余金合計   4,581,819 9.3  4,698,479 8.5  4,634,122 8.0

Ⅲ　利益剰余金           

１．利益準備金  261,300   261,300   261,300   

２．任意積立金  13,898,653   16,792,741   13,898,653   

３．中間（当期）未処分
利益

 2,566,497   3,070,989   4,543,432   

利益剰余金合計   16,726,450 33.9  20,125,031 36.5  18,703,385 32.5

Ⅳ　その他有価証券評価差
額金

  2,430,125 4.9  3,442,800 6.2  2,420,449 4.2

Ⅴ　自己株式   △859 △0.0  △1,102 △0.0  △976 △0.0

資本合計   27,873,416 56.5  32,517,749 58.9  29,945,165 52.0

負債・資本合計   49,318,022 100.0  55,172,720 100.0  57,614,070 100.0
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(2) 中間損益計算書

  
前中間会計期間

（自　平成16年５月16日
至　平成16年11月15日）

当中間会計期間
（自　平成17年５月16日
至　平成17年11月15日）

前事業年度の要約損益計算書
（自　平成16年５月16日
至　平成17年５月15日）

区分
注記番
号

金額（千円）
百分比
（％）

金額（千円）
百分比
（％）

金額（千円）
百分比
（％）

Ⅰ　売上高 ※１  65,342,455 100.0  72,914,746 100.0  132,598,433 100.0

Ⅱ　売上原価   48,667,992 74.5  53,860,409 73.9  98,268,497 74.1

売上総利益   16,674,463 25.5  19,054,337 26.1  34,329,936 25.9

Ⅲ　販売費及び一般管理費 ※２  13,695,354 20.9  15,908,772 21.8  28,222,716 21.3

営業利益   2,979,108 4.6  3,145,564 4.3  6,107,219 4.6

Ⅳ　営業外収益 ※３  392,063 0.6  470,620 0.6  743,828 0.6

Ⅴ　営業外費用 ※４  21,199 0.1  9,567 0.0  75,426 0.1

経常利益   3,349,972 5.1  3,606,617 4.9  6,775,621 5.1

Ⅵ　特別利益 ※５  － －  820,443 1.1  4,800 0.0

Ⅶ　特別損失 ※６  276,890 0.4  337,289 0.4  355,075 0.3

税引前中間（当
期）純利益

  3,073,081 4.7  4,089,771 5.6  6,425,345 4.8

法人税、住民税及
び事業税

 1,299,273   1,298,163   2,807,052   

法人税等調整額  △84,346 1,214,927 1.9 479,078 1,777,241 2.4 △216,796 2,590,256 1.9

中間（当期）純利
益

  1,858,153 2.8  2,312,529 3.2  3,835,089 2.9

前期繰越利益   708,343   758,460   708,343  

中間（当期）未処
分利益

  2,566,497   3,070,989   4,543,432  
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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16年５月16日
至　平成16年11月15日）

当中間会計期間
（自　平成17年５月16日
至　平成17年11月15日）

前事業年度
（自　平成16年５月16日
至　平成17年５月15日）

１．資産の評価基準及び評価

方法

(1）有価証券

　子会社株式及び関連会社株式

　移動平均法による原価法

(1）有価証券

　子会社株式及び関連会社株式

同左

(1）有価証券

　子会社株式及び関連会社株式

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

部資本直入法により処理し、

売却原価は移動平均法により

算定）

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

資本直入法により処理し、

売却原価は移動平均法によ

り算定）

時価のないもの

　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

商品

　売価還元法による原価法

(2）たな卸資産

商品

同左

(2）たな卸資産

商品

同左

貯蔵品

　最終仕入原価法

貯蔵品

同左

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

取得の建物（建物付属設備を除

く）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　　　　　15～39年

器具備品　　　６～20年

 (1）有形固定資産

    定率法

    ただし、平成10年４月１日以

  降取得の建物（建物付属設備を

  除く）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　　　　　15～39年

  器具備品　　　４～20年

(1）有形固定資産

     定率法

同左 

     

   

  

(2）無形固定資産

　定額法

　なお、営業権については５年、

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）に基づく定額法によって

おります。

(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

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吟

味し、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
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項目
前中間会計期間

（自　平成16年５月16日
至　平成16年11月15日）

当中間会計期間
（自　平成17年５月16日
至　平成17年11月15日）

前事業年度
（自　平成16年５月16日
至　平成17年５月15日）

(2）賞与引当金

　従業員の賞与支給に備えるため、

実際支給見込額のうち当中間会計

期間負担分を引当計上しておりま

す。

(2）賞与引当金

同左

(2）賞与引当金

　従業員の賞与支給に備えるため、

実際支給見込額のうち、当期帰属

分を引当計上しております。

 (3）     ─────── 

 

 (3）役員賞与引当金

   役員の賞与支給に備えるため、

実際支給見込額のうち、当中間会

計期間負担分を引当計上

しております。

 (3）     ───────

 

(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

務および年金資産の見込額に基づ

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。

　数理計算上の差異は、各事業年

度の発生時における従業員の平均

残存勤務期間以内の一定の年数

（５年）による定額法により按分

した額をそれぞれ発生の翌事業年

度から費用処理することとしてお

ります。

(4）退職給付引当金

─────── 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  （追加情報）

  当社は、確定拠出年金法の施行

に伴い、平成17年６月に確定拠出

年金制度および前払給与制度へ移

行し、「退職給付制度間の移行等

に関する会計処理」（企業会計基

準適用指針第１号）を適用してお

ります。

  本移行に伴う影響額は、特別利

益として 781,522千円計上されて

います。

(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

務および年金資産の見込額に基づ

き計上しております。

　数理計算上の差異は、各事業年

度の発生時における従業員の平均

残存勤務期間以内の一定の年数

（５年）による定額法により按分

した額をそれぞれ発生の翌事業年

度から費用処理することとしてお

ります。

(5）役員退職慰労引当金

　役員の退職慰労金の支給に備え

るため、内規に基づく中間期末要

支給額を計上しております。

(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給に備え

るため、内規に基づく期末要支給

額を計上しております。

４．リース取引の処理方法 　リース物件の所有権が借主に移転

すると認められるもの以外のファイ

ナンス・リース取引については、通

常の賃貸借取引に係る方法に準じた

会計処理によっております。

同左 同左

５．その他中間財務諸表（財

務諸表）作成のための基本

となる重要な事項

消費税等の会計処理

　消費税等の会計処理は、税抜方式

によっております。

消費税等の会計処理

同左

 消費税等の会計処理

同左
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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の変更

前中間会計期間
（自　平成16年５月16日
至　平成16年11月15日）

当中間会計期間
（自　平成17年５月16日
至　平成17年11月15日）

前事業年度
（自　平成16年５月16日
至　平成17年５月15日）

────── （役員賞与に関する会計基準）    

  当中間会計期間より、役員賞与に関する

会計基準（「役員賞与に関する会計基準」

企業会計基準第４号  平成17年11月29日）

を適用しております。これにより営業利益、

経常利益および税引前中間純利益はそれぞ

れ42,761千円減少しております。

 ──────

────── （固定資産の減損に係る会計基準）

  当中間会計期間より、固定資産の減損に

係る会計基準（「固定資産の減損に係る会

計基準の設定に関する意見書」（企業会計

審議会  平成14年８月９日））および「固

定資産の減損に係る会計基準の適用指針」

（企業会計基準適用指針第６号  平成15年

10月31日）を適用しております。これによ

り税引前中間純利益は274,296千円減少して

おります。

  なお、減損損失累計額については、改正

後の中間財務諸表等規則に基づき各資産の

金額から直接控除しております。

 ──────
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表示方法の変更

前中間会計期間
（自　平成16年５月16日
至　平成16年11月15日）

当中間会計期間
（自　平成17年５月16日
至　平成17年11月15日）

前中間期まで区分掲記しておりました「関係会社長期貸

付金」（当中間期末の残高は1,861,360千円）は、当中間

期末において資産の総額の100分の５以下となりましたの

で、投資その他の資産の「その他」に含めて表示すること

としました。

 ──────

注記事項

（中間貸借対照表関係）

前中間会計期間末
（平成16年11月15日）

当中間会計期間末
（平成17年11月15日）

前事業年度末
（平成17年５月15日）

※１　有形固定資産の減価償却累計額

6,698,508千円

※１　有形固定資産の減価償却累計額

7,778,894千円

※１　有形固定資産の減価償却累計額

7,373,965千円

※２　消費税等は、仮払消費税等と仮受消費

税等とを相殺して、流動資産の「その他」

に含めて表示しております。

※２　消費税等は、仮払消費税等と仮受消費

税等とを相殺して、流動資産の「その他」

に含めて表示しております。

 ※２　      ─────────

　３　偶発債務

　保証債務

次の関係会社等について、金融機関か

らの借入および仕入債務に対し債務保証

を行っております。

　３　偶発債務

　債務保証

次の関係会社等について、金融機関か

らの借入および仕入債務に対し債務保証

を行っております。

　３　偶発債務

　債務保証

次の関係会社等について、金融機関か

らの借入および仕入債務に対し債務保証

を行っております。

㈱ツルハファーマシー

（借入債務）
13,200千円

㈱リバース（仕入債

務）
27,094千円

社会福祉法人鶴翔福祉

会（借入債務）
96,947千円

南部製箸㈱（借入債

務）
39,500千円

計 176,741千円

㈱リバース（仕入債

務）
26,015千円

社会福祉法人鶴翔福祉

会（借入債務）
83,097千円

南部製箸㈱（借入債

務）
34,700千円

計 143,812千円

㈱リバース（仕入債

務）
52,837千円

社会福祉法人鶴翔福祉

会（借入債務）
83,097千円

南部製箸㈱（借入債

務）
37,100千円

計 173,034千円

 　 　当社は一部の店舗の差入保証金472,359

千円について、金融機関及び貸主との間

で代位預託契約を締結しており、当該契

約に基づき、金融機関は、貸主に対して

差入保証金相当額472,359千円を同社に代

わって預託しております。

　４　当社は、運転資金の効率的な調達を行

うため、取引銀行６行と当座貸越契約を

締結しております。この契約に基づく当

中間会計期間末の借入未実行残高は次の

とおりであります。

　４　当社は、運転資金の効率的な調達を行

うため、取引銀行６行と当座貸越契約を

締結しております。この契約に基づく当

中間会計期間末の借入未実行残高は次の

とおりであります。

　４　当社は、運転資金の効率的な調達を行

うため、取引銀行６行と当座貸越契約を

締結しております。この契約に基づく当

事業年度末の借入未実行残高は次のとお

りであります。

当座貸越極度額 4,700,000千円

借入実行残高 －千円

差引額 4,700,000千円

当座貸越極度額 4,700,000千円

借入実行残高 －千円

差引額 4,700,000千円

当座貸越極度額 4,300,000千円

借入実行残高 －千円

差引額 4,300,000千円
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（中間損益計算書関係）

前中間会計期間
（自　平成16年５月16日
至　平成16年11月15日）

当中間会計期間
（自　平成17年５月16日

至　平成17年11月15日）

前事業年度
（自　平成16年５月16日
至　平成17年５月15日）

※１　この中には卸売上高（フランチャイズ

店への商品供給高）が471,272千円含まれ

ております。

※１　この中には卸売上高（フランチャイズ

店への商品供給高）が418,827千円含まれ

ております。

※１　この中には卸売上高（フランチャイズ

店への商品供給高）が924,256千円含まれ

ております。

※２　減価償却実施額 ※２　減価償却実施額 ※２　減価償却実施額

有形固定資産 632,109千円

無形固定資産 64,567千円

有形固定資産 693,734千円

無形固定資産 80,459千円

有形固定資産 1,380,940千円

無形固定資産 130,097千円

※３　営業外収益の主要項目 ※３　営業外収益の主要項目 ※３　営業外収益の主要項目

受取利息 29,309千円

受取配当金 70,578千円

備品受贈益 161,977千円

受取利息 31,775千円

受取配当金 117,988千円

備品受贈益 186,152千円

受取利息 63,724千円

受取配当金 86,254千円

備品受贈益 347,369千円

※４　営業外費用の主要項目 ※４　営業外費用の主要項目 ※４　営業外費用の主要項目

支払利息 941千円

割賦利息 10,357千円

貸倒引当金繰入額 8,784千円

支払利息 170千円

割賦利息 9,396千円

支払利息 1,563千円

割賦利息 20,485千円

貸倒引当金繰入額 52,244千円

 ※５　      ─────────  ※５　特別利益の主要項目  ※５　      ─────────

退職給付引当金取崩

益
  781,522千円

 ※６　      ─────────  ※６　減損損失  ※６　      ─────────

      当社は当中間会計期間において以下の資

産グループについて減損損失274,296千円

を計上しております。

 場所 用途 種類 

北海道札幌市他 事業用資産 土地 

 

     当社は、キャッシュ・フローを生み出す最

小の単位として、店舗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損益が継続してマイナ

スとなっている店舗や、土地の時価の下落が

著しい店舗等を対象とし、回収可能価額が帳

簿価額を下回るものについて帳簿価額を回収

可能価額まで減額し、当該減少額を減損損失

として特別損失に計上しております。

  なお。当資産グループの回収可能価額は、

正味売却価額により測定しております。正味

売却価額は、固定資産税評価額またはそれに

準じる方法により算定しております。
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①　リース取引

前中間会計期間
（自　平成16年５月16日
至　平成16年11月15日）

当中間会計期間
（自　平成17年５月16日
至　平成17年11月15日）

前事業年度
（自　平成16年５月16日
至　平成17年５月15日）

　リース物件の所有権が借主に移転す

ると認められるもの以外のファイナン

ス・リース取引

(1)リース物件の取得価額相当額、減

価償却累計額相当額及び中間期末残

高相当額

　リース物件の所有権が借主に移転す

ると認められるもの以外のファイナン

ス・リース取引

(1)リース物件の取得価額相当額、減

価償却累計額相当額、減損損失累計

額相当額及び中間期末残高相当額

　リース物件の所有権が借主に移転す

ると認められるもの以外のファイナン

ス・リース取引

(1）リース物件の取得価額相当額、減

価償却累計額相当額及び期末残高相

当額

 

取得価
額相当
額
(千円)

減価償
却累計
額相当
額
(千円)

中間期
末残高
相当額
(千円)

器具備品 128,825 77,860 50,965

 

取得価
額相当
額
(千円)

減価償
却累計
額相当
額
(千円)

中間期
末残高
相当額
(千円)

器具備品 145,876 109,428 36,448

 

取得価
額相当
額
(千円)

減価償
却累計
額相当
額
(千円)

期末残
高相当
額
(千円)

器具備品 145,154 99,921 45,232

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

額等

　　未経過リース料中間期末残高相

当額

(2) 未経過リース料期末残高相当額

１年内 26,401千円

１年超 21,404千円

合計 47,806千円

１年内 25,193千円

１年超 12,829千円

合計 38,023千円

１年内 29,227千円

１年超 17,956千円

合計 47,183千円

(3)支払リース料、減価償却費相当額

及び支払利息相当額

(3)支払リース料、リース資産減損勘

定の取崩額、減価償却費相当額、支

払利息相当額及び減損損失

(3)支払リース料、減価償却費相当額

及び支払利息相当額

支払リース料 15,088千円

減価償却費相当額 14,202千円

支払利息相当額 693千円

支払リース料 17,180千円

減価償却費相当額 16,096千円

支払利息相当額 601千円

支払リース料 30,135千円

減価償却費相当額 28,226千円

支払利息相当額 1,323千円

(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

 

 

（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。 

 

 

②　有価証券

　前中間会計期間、当中間会計期間および前事業年度のいずれにおいても子会社株式および関連会社株式で時価の

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16年５月16日
至　平成16年11月15日）

当中間会計期間
（自　平成17年５月16日
至　平成17年11月15日）

前事業年度
（自　平成16年５月16日
至　平成17年５月15日）

１株当たり純資産額 1,465円06銭

１株当たり中間純利益

金額
97円74銭

１株当たり純資産額 1,700円25銭

１株当たり中間純利益

金額
121円08銭

１株当たり純資産額 1,563円48銭

１株当たり当期純利益

金額
194円85銭

潜在株式調整後１株当

たり中間純利益金額
97円59銭

潜在株式調整後１株当

たり中間純利益金額
120円61銭

潜在株式調整後１株当

たり中間純利益金額
194円52銭

　（注）　１株当たり中間（当期）純利益金額及び潜在株式調整後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16年５月16日
至　平成16年11月15日)

当中間会計期間
(自　平成17年５月16日
至　平成17年11月15日)

前事業年度
(自　平成16年５月16日
至　平成17年５月15日)

１株当たり中間（当期）純利益金額    

中間（当期）純利益（千円） 1,858,153 2,312,529 3,835,089

普通株主に帰属しない金額（千円） － － 128,043

（うち利益処分による役員賞与金） (－) (－) (128,043)

普通株式に係る中間（当期）純利益

（千円）
1,858,153 2,312,529 3,707,046

期中平均株式数（株） 19,010,702 19,098,769 19,025,303

    

潜在株式調整後１株当たり中間（当期）純

利益金額
   

中間（当期）純利益調整額（千円） － － －

普通株式増加数（株） 30,428 74,731 31,755

（うち新株予約権） (1,993) (61,842) (3,922)

（うち新株引受権） (28,435) (12,888) (27,833)

希薄化効果を有しないため、潜在株式調

整後１株当たり中間（当期）純利益の算

定に含めなかった潜在株式の概要

新株予約権１種類（新

株予約権の数2,652

個）。

 

─────

 

新株予約権１種類（新

株予約権の数2,652

個）。
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（重要な後発事象）

前中間会計期間
（自　平成16年５月16日
至　平成16年11月15日）

当中間会計期間
（自　平成17年５月16日
至　平成17年11月15日）

前事業年度
（自　平成16年５月16日
至　平成17年５月15日）

────── ────── （確定拠出年金制度への移行）

　当社の退職給付制度は、適格退職年金制度と

退職一時金制度を採用しておりましたが、平

成17年６月１日から、確定拠出年金制度及び前

払い給与制度へ全面移行いたしました。

　これによる翌事業年度の損益に与える影響額

は、特別利益として約750百万円となる見込み

であります。

────── （株式会社ツルハホールディングスとの株式

交換）

 当社と株式会社ツルハホールディングスは、

当社が株式会社ツルハホールディングスの完

全子会社となることを目的として、平成17年

11月16日に株式会社ツルハホールディングス

を純粋持株会社とする株式交換を行いました。

 （１）株式交換契約の概要

   ①　株式交換の内容

　当社は株式会社ツルハホールディング

スと商法第352条ないし第363条に定める

方式により株式交換を行いました。

   ②　株式交換の日

　平成17年11月16日

   ③　株式交換に際して発行する株式及び割当

　株式会社ツルハホールディングスは

当社との株式交換に際して、株式交換

の日の前日における最終の当社の株主

名簿に記載された株主のうち株式会社

ツルハホールディングスを除く株主に

対して、その所有する当社の普通株式

数の合計に相当する数の普通株式を発

行し、その所有する当社の普通株式１

株につき株式会社ツルハホールディン

グスの株式１株の割合をもって割当交

付いたしました。

 （２）株式会社ツルハホールディングスの概要

　　　 代表者　取締役社長　鶴羽　樹

　　 　資本金　10百万円

　　 　住所　札幌市東区北24条東20丁目1番

　　　　　　　21号

   ①　主な事業内容

　各種事業を営む会社の株式を所有する

ことによる当該事業会社の支配、管理及

び支援。

   ②　売上高及び中間純利益

　　　（平成17年11月期）

売上高　 　150,460千円

中間純利益　86,428千円

（株式会社クレーン商事との株式交換）

　当社と株式会社クレーン商事は、当社が株式

会社クレーン商事の完全子会社となることを目

的として、平成17年６月30日に株式交換契約を

締結し、平成17年８月11日開催の定時株主総会

において同株式交換契約書の承認を受けまし

た。

　なお、株式会社クレーン商事におきましても、

平成17年８月11日開催の定時株主総会において

同株式交換契約書の承認を受けております。ま

た、同日をもって株式会社クレーン商事は株式

会社ツルハホールディングスへ商号変更してお

ります。

　純粋持株会社となる株式会社クレーン商事の

普通株式は、東京証券取引所への新規上場を申

請する予定であります。上場日は東京証券取引

所の規則に基づき決定されますが、株式交換を

すべき日である平成17年11月16日を予定してお

ります。併せて、東京証券取引所に上場してい

る完全子会社となる当社の普通株式は平成17年

11月10日に上場廃止する予定であります。

 （１）株式交換契約の概要

   ①　株式交換の内容

　当社は株式会社クレーン商事と商法

第352条ないし第363条に定める方式によ

り株式交換を行います。

   ②　株式交換の日

　株式交換の日は平成17年11月16日とし

ます。

   ③　株式交換に際して発行する株式及び割当

　株式会社クレーン商事は当社との株

式交換に際して、株式交換の日の前日

における最終の当社の株主名簿に記載

された株主のうち株式会社クレーン商

事を除く株主に対して、その所有する

当社の普通株式数の合計に相当する数

の普通株式を発行し、その所有する当

社の普通株式１株につき株式会社クレー

ン商事の株式１株の割合をもって割当

交付します。
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前中間会計期間
（自　平成16年５月16日
至　平成16年11月15日）

当中間会計期間
（自　平成17年５月16日
至　平成17年11月15日）

前事業年度
（自　平成16年５月16日
至　平成17年５月15日）

  

   ③　資産、負債、資本の状況

（平成17年11月15日現在）

資産合計　 　366,476千円

負債合計　　  36,537千円

資本合計　 　329,939千円

 

 （２）株式会社クレーン商事の概要

　　　 代表者　取締役　鶴羽　肇

　　 　資本金　10百万円

　　 　住所　札幌市東区北24条東20丁目1番

　　　　　　　21号

   ①　主な事業内容

　各種事業を営む会社の株式を所有する

ことによる当該事業会社の支配、管理及

び支援。

   ②　売上高及び当期純利益

（平成17年５月期）

売上高　 　　7,160千円

当期純利益　55,841千円

   ③　資産、負債、資本の状況

（平成17年５月15日現在）

資産合計　 　460,335千円

負債合計　　 216,825千円

資本合計　 　243,510千円

────── （会社分割）

 　平成17年12月27日開催の当社取締役会にお

いて、当社は平成18年２月16日付けで、当社

の完全親会社である株式会社ツルハホールディ

ングスを承継会社として、当社を分割会社と

した会社分割（吸収分割）を行い、当社の子

会社である株式会社リバースの支配および管

理にかかる営業を株式会社ツルハホールディ

ングスに承継することを決定いたしました。

１． 会社分割の要旨

(１)分割の日程

　　分割契約書承認取締役会（両社）

　　  平成17年12月27日

　　分割契約書締結（両社）

　　  平成17年12月27日

　　分割契約書承認株主総会（当社）

　　　平成18年１月11日

　なお、株式会社ツルハホールディングスは

商法第374条ノ23第1項（簡易吸収分割）の規

定により、商法第374条ノ17第1項の株主総会

の承認を得ずに承継いたします。

　　分割期日     平成18年2月16日

　　分割登記     平成18年2月16日（予定）

 (２)分割方式

当社を分割会社とし、株式会社ツルハホール

ディングスを承継会社とする分割型吸収分割

であります。

なお、承継会社である株式会社ツルハホール

ディングスについては、商法第374条ノ23第

1項の簡易吸収分割の要件を充足するもので

あり、商法第374条ノ17第1項の株主総会の承

認を得ずに行うものであります。

──────
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前中間会計期間
（自　平成16年５月16日
至　平成16年11月15日）

当中間会計期間
（自　平成17年５月16日
至　平成17年11月15日）

前事業年度
（自　平成16年５月16日
至　平成17年５月15日）

  (３)株式の割当

　当社は、株式会社ツルハホールディングス

の完全子会社であるため、本件会社分割に際

して、株式の割当はありません。

(４)分割により減少する資本の額等

　本件会社分割に際して、当社の資本金は減

少しません。

(５)分割交付金

　本件会社分割に際して、分割交付金はあり

ません。
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