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１．平成17年11月中間期の業績（平成17年6月1日～平成17年11月30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 
 
17年11月中間期 
16年11月中間期 

百万円    ％
51,398     11.7 
46,017     13.2  

     百万円     ％
2,322      20.4 
1,928     15.6

百万円     ％ 
2,351     20.4
1,952     12.7

17年５月期 94,539    12.3  4,321        13.5  4,356        13.3  
 

 
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 

 
17年11月中間期 
16年11月中間期 

百万円    ％
1,215    17.3 
1,036    18.1 

 円  銭 
                 109 53   
                 186 73   

円  銭 
                  ―  

― 
17年５月期 2,279      18.0                  401 06   ― 
（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  17年11月中間期11,097,052株 16年11月中間期5,548,526株  17年5月期5,548,526株 
   ③会計処理方法の変更 無 
   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 
（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 
 
17年11月中間期 
16年11月中間期 

円  銭 
                0  0  
                0  0  

円  銭 
                     ―  
                     ―  

17年５月期                     ―                   50  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
 
17年11月中間期 
16年11月中間期 

百万円 
31,000   

        27,223   

百万円
14,051       
11,917     

％  
45.3   
43.8   

円  銭 
      1,266  25   
      2,147  92   

17年５月期 29,316 13,163      44.9         2,362  73   
（注）①期末発行済株式数  17年11月中間期11,097,052株  16年11月中間期5,548,526株  17年5月期5,548,526株  

②期末自己株式数   17年11月中間期      62株  16年11月中間期     31株 17年5月期       31株   
 

（４）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

 
17年11月中間期 
16年11月中間期 

百万円 
1,747    
1,743     

百万円
△ 621    
△ 1,186    

百万円 
△ 300     
△ 312      

百万円
6,126    
4,424    

17年５月期 3,608     △ 2,146   △ 341     5,300    
 

２．平成18年5月期の業績予想（平成17年6月1日～平成18年5月31日） 

1株当たり年間配当金  
売上高 経常利益 当期純利益 

期末  

通 期 
百万円 

109,100      
百万円

5,050      
百万円

2,470      
円  銭 
25  00  

円  銭
25  00  

（参考）1株当たり予想当期純利益（通期）222円58銭 
（注）従来、株主総会の利益処分案決議により未処分利益の減少として会計処理しておりました役員賞与を当期よ 

   り発生時に費用処理することとしております。この結果、平成18年5月期の業績予想につきましては、平成17 

   年７月15日発表の数値から上記費用相当額を減額修正いたしております。 

   ※上記の業績予想は、本資料の発表日現在において入手可能な情報及び将来の業績に影響を与える不確実な 

    要因に係る本資料発表日現在における仮定を前提としています。実際の業績は、今後様々な要因によって 

    大きく異なる結果となる可能性があります。 

－  － 
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１．企業集団の状況 

 当社グループ（当社及び当社の関係会社）は、当社（株式会社クリエイトエス・ディー）及び子会社1社により構 

成されており、医薬品、化粧品等の小売販売を主たる業務としております。 

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

（1）小 売 販 売 業 主な取扱商品は医薬品、化粧品、食品（加工品、日配品）、日用雑貨品等であり、 

当社が担当しております。 

 （2）製造企画、販売業 当社が販売するプライベートブランド商品の製造企画を子会社が担当しております。 

      商  号  株式会社エスタ 

      設  立  平成16年11月１日 

      資 本 金  50百万円 

      株主構成  当社100％ 

      代 表 者  代表取締役社長 山本明男（当社執行役員商品本部長） 

 

 以上の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。 
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２．経営方針 

 （1）会社の経営の基本方針 

   当社の経営理念は、「私たちはお客様の近くにいて、お客様とのふれあいを大切にします」としております。 

具体的な経営基本方針として次の２項目を掲げております。 

１．極めて感じの良い応対（挨拶） 

２．整理・整頓 

「極めて感じの良い応対（挨拶）」については、「相談できる、かかりつけ薬局」を目指す当社にとっては 

最も重要であると考えております。集合教育としての接遇研修、毎日の仕事の中で先輩社員が付きっきりで教 

育するブラザー＆シスター制度、さらに、覆面調査での店舗評価等具体的に実践する仕組みをつくり推進して 

おります。 

   「整理・整頓」につきましては、私たちは「小売業は整理・整頓業」であると考えております。「整理」と 

  は必要なものと不要なものを分けて、不要なものを捨てる（なくす）ことであり、「整頓」とは、必要なもの 

  を置き場所を決めてそのとおりに置くことです。このことは、店舗のクリーンという意味で、また、買いやす 

  い売場づくりという意味で、さらには、不要なもの＝死に筋のカットを中心とした商品管理の観点で非常に重 

  要なことだと考えております。 

当社では、常にこの経営基本方針を念頭に置きつつ日々の業務を推進しております。 

 

 （2）会社の利益配分に関する基本方針 

   利益配分につきましては、経営基盤の強化および将来の事業展開の促進のため、内部留保を確保しつつも安 

定した配当を継続して実施することを基本方針としております。 

 内部留保資金につきましては、今後の経営環境の激変に対応すべく、強固な店舗ドミナントの形成を図るた 

めに有効投資してまいりたいと考えております。 

 

－  － 
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 （3）投資単位の引下げに関する考え方及び方針等 

   当社は、投資単位の引下げが当社株式の流動性の向上及び株主数の増加に有効な施策であると認識いたして 

おりますが、引下げにつきましては、業績や株価などの今後の推移を見守りながら検討を進めていく方針であ 

  ります。なお、平成17年７月20日付をもって普通株式１株につき２株に分割しております。 

 

 （4）目標とする経営指標 

   当社は、株主資本利益率 15％以上、総資本経常利益率 15％以上を当面の主たる経営指標としております。 

  

（5）中長期的な会社の経営戦略 

  ①出店戦略 

   ドラッグストア事業は、１店舗当たりの売上規模は小さく、多店舗でのドミナント化が必要な業態であると 

認識いたしております。当社は、地盤の神奈川県をドミナントの中心としながらも、更に今後の成長のために 

東京都、静岡県、埼玉県、千葉県を展開エリアと考えております。 

当社の強みである郊外・住宅街立地の小商圏フォーマットを中心に今後も毎年30店舗程度の出店を計画し 

ております。 

 調剤薬局事業部門におきましても、ドラッグストアへの併設という形を中心として、毎年５店舗程度の出店 

を計画しております。 

②商品部門戦略 

 当社の取扱い商品に関しては、医薬品等の規制緩和の動きもあって業界内競合のみならず、スーパーマー

ケット、ホームセンター及びコンビニエンスストア等との競合に見られるように、小売業の業態を超えてボー

ダーレス化してきております。この観点から、今後の競争に勝ち残っていくために、ドラッグストアの最大の

特長である医薬品、化粧品両部門の強化を図ってまいります。 

 具体的には 

 イ．薬剤師教育による接客・推奨販売の強化及び「かかりつけ薬剤師」化の推進 

 ロ．成長カテゴリーである「健康食品」の更なる強化 

 ハ．医薬品、化粧品部門の売場強化 

 ニ．ヘルスケアアドバイザー、ビューティケアアドバイザーの育成配置 

 ホ．高品質のプライベートブランド商品の開発 

  等を推進してまいります。 

 

（6）会社の対処すべき課題 

  ①現状の認識について 

    当業界を取り巻く環境は、各社の積極的な出店に伴う業界内競合にとどまらず、スーパーマーケット、

ホームセンター等業界を超えた競合が一段と激しくなってきております。また、医薬品販売の自由化の動

きが続いており、当社の主力取扱商品である医薬品部門においてもドラッグストア業界内だけではなく、

他業種をも巻き込んだ競合の時代になるものと予想いたしております。 

         一方で、消費者の「健康志向」は強まり、積極的に自分自身で病気予防、健康の維持・増進を求め、予 

防薬・健康食品・サプリメント（栄養補助食品）などを買い求める需要は増えつつあります。 

   ②当面の対処すべき課題 

   イ．業界内での地位を確立するための出店の継続 

   ロ．低価格志向による商品価格の値下げのもたらす粗利益率の低下への対応 
   ハ．セルフメディケーション（自分の健康は自分で守る）をサポートする人材育成 

   ③対処方針 

     開発部門の強化及び外部ネットワークの活用により、１店舗毎のマーケットリサーチを十分に行いなが

ら、引き続き積極的な出店を計画いたしております。また、激しい価格競争に打ち勝つ経営基盤の構築と

ドラッグストアとしての専門性を高め、カウンセリングを中心としたサービス面での競争力を確立するた

め、「ヘルスケア・ビューティケア」部門の強化を行ないます。 

 

 

 

－  － 
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   ④具体的な取組み状況等 

   イ．商品価格の値下げは常に段階的に実施してまいりますが、粗利益率の低下に対しましては高品質のプラ 

イベートブランド（ＰＢ）商品の開発、推奨品の販売強化を行い、粗利益率のバランスを取りたいと考 

えております。 

      ロ．人材育成につきましては、チェーンドラッグストア協会主催によります「ヘルスケアアドバイザー」

「ビューティケアアドバイザー」の認定取得を店舗社員に奨励し、継続して認定者の増加を図っており

ます。これにより各店舗に薬剤師以外にもヘルスケア・ビューティケアの専門知識を持った社員が常駐

し、お客様の相談にお応えできる体制を整えてまいります。 

   ハ．各店舗で健康相談会を実施し、マイドラッグストアの実現に向けて体制の整備を進めてまいります。 

   ニ．店舗で取扱っていない商品への要望にお応えするため、「お取り寄せ販売」の仕組みの拡充を図るとと

もに、店舗で取扱うべき商品の見直しに繋げてまいります。 

 

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

   ①コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方 

     当社は、法令の遵守に基づく企業倫理の重要性を認識し、変動する社会、経済環境に対応した迅速な経 

    営の意思決定と、経営の健全性の向上を図ることによって株主価値を高めることを経営上の最も重要な課 

    題の一つとして位置づけております。 

 これを実現するために、株主の皆様の権利保護、平等性の確保、ステイクホルダー（お客様、株主の皆 

様、お取引先様、地域社会、従業員等）との良好な関係の構築、情報開示の充実及び株主総会、取締役会、 

監査役会、会計監査人など、法律上の機能制度を一層強化・改善・整備しながら、コーポレート・ガバナ 

ンスを充実させていきたいと考えております。 

②コーポレート・ガバナンスに関する施策の実施状況 

       イ．会社の経営上の意思決定、執行および監督に係る経営管理組織等 

  ・当社は、監査役制度採用の経営体制を基本とし、取締役会の機動性を重視するとともに、業務執行面 

   での迅速な対応を図るため執行役員制度を併せてとっております。 

また、社外取締役の選任は行なっておりませんが、社外監査役２名を含んだ３名の監査役体制で臨む 

とともに、代表取締役社長と３名の監査役との定期的な懇談の場を持ち、監査役制度の充実強化を 

図っております。 

     ・取締役会は月１回の定例取締役会のほか、必要に応じて機動的に臨時取締役会を開催し、法令で定め 

られた事項や経営に関する重要事項を決定するとともに、業務執行の状況を逐次監督するほか、毎週

１回経営全般にわたる事項について意見交換の場を設けております。 

    ロ．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 

     ・社外取締役は選任しておりません。社外監査役については該当事項はありません。 

 

 （8）親会社等に関する事項 

     該当事項はありません。 

 

  （9）その他、会社の経営上の重要な事項 

     該当事項はありません。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

－  － 
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３．経営成績及び財政状態 

 （1）経営成績 

   当中間会計期間におけるわが国経済は、原油などの素材・原材料の高騰による不安要素はありましたが、好 

  調な企業業績を背景にした設備投資に支えられ、おおむね順調な回復軌道をたどっております。また、個人消 

  費につきましても、雇用・所得環境に改善の動きが見られることから、増税や年金等の将来不安は残るものの 

  底固く推移しております。 

 当業界におきましては、各社とも依然として積極的な出店を続けていることや業界再編の動きが続いている 

こと及び規制緩和による他業態からの進出もあって競争は一段と激しくなっております。 

 このような状況の中、当社は、磁気ポイントカードシステムやクレジットカードの導入により顧客の利便性 

の向上を図るとともに高品質のプライベートブランド商品の開発に継続して取組み、収益力の向上に努めてま 

いりました。 

 新規出店につきましては、ドラッグストア事業部門で10店舗、調剤薬局事業部門でドラッグストアへの併設

の形で２店舗を開設いたしました。一方、経営効率化等の観点からドラッグストアを２店舗、ドラッグストア

に併設する調剤薬局１店舗を閉鎖いたしました。 

 以上により、当中間会計期間末の店舗数はドラッグストア182店舗（うちＦＣ１店舗、調剤薬局併設13店舗）、 

調剤専門薬局５店舗の合計187店舗となりました。 

 主要な品目別売上高は、医薬品部門11,350百万円（前年同期比12.6％増）、化粧品部門8,958百万円（前年同

期比14.1％増）、食料品部門15,728百万円（前年同期比11.3％増）、日用雑貨品部門9,766百万円（前年同期比

10.1％増）、その他部門5,593百万円（前年同期比10.0％増）となりました。また、販売費及び一般管理費では

磁気ポイントカードシステムの導入、切替に伴う費用が計画を若干上回る結果となりました。 

 この結果、売上高は51,398百万円（前年同期比11.7％増）、営業利益2,322百万円（前年同期比20.4％増）、

経常利益2,351百万円（前年同期比20.4％増）、当期純利益1,215百万円（前年同期比17.3％増）となりました。 

 

(2)財政状態 

当中間会計期間のキャッシュ・フローの状況 

   当中間会計期間における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、前中間会計期間末に比べ1,701百

万円増加し、当中間会計期間末には6,126百万円となりました。 

   当中間会計期間中における各キャッシュ・フローの状況は次のとおりであります。 

(営業活動によるキャッシュ・フロー) 

営業活動の結果得られた資金は1,747百万円（前年同期比4百万円増）となりました。これは税引前中間純利 

益2,342百万円、仕入債務の増加による収入428百万円、たな卸資産の増加による支出462百万円、法人税等の 

支払による支出1,187百万円等の結果であります。 

 

(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621百万円（前年同期比564百万円減）となりました。これは主に出店に伴う 

有形固定資産の取得による支出330百万円及び建設協力金の貸付けによる支出162百万円等であります。 

 

(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300百万円（前年同期比12百万円減）となりました。これは長期借入金の返済 

による支出23百万円、配当金の支払277百万円であります。 

    

当社のキャッシュ・フロー指標のトレンドは下記のとおりであります。 

 平成16年５月期 平成17年５月期 18年5月期 

 中間 期末 中間 期末 中間 

株主資本比率（％） 37.6 44.0 43.8 44.9 45.3 

時価ベースの株主資本比率（％） ― 98.0 88.7 109.8 152.5 

債務償還年数（年） 0.2 0.1 0.1 0.1 0.1 

インタレスト・カバレッジ・レシオ（倍） 69.6 109.8 263.9 299.4 330.3 

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 

※当社は平成16年２月12日に店頭登録をしているため、平成16年５月期中間の時価ベースの株主資本比率につ 

 いては記載しておりません。 

※有利子負債は、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。 

※営業キャッシュ・フロー及び利払いは、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」及び「利息の支払額」を用いております。 

－  － 
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（3）通期の見通し 

    国内経済は、企業業績の改善を背景に本格的な回復軌道に乗るものと期待されております。 

個人消費につきましても、増税・年金問題等の将来不安はあるものの、雇用環境の改善等により順調に回 

   復するものと期待されております。 

 このような中で、当社は「地域に密着したドラッグストア」として「極めて感じの良い応対（挨拶）」の 

実践及び健康相談会実施店舗の拡大を継続して図るとともに、ポイントカードシステムの改善等による利便 

性の向上に積極的に取組んでまいります。また、高品質のプライベートブランド商品の開発強化により差別 

化と経営基盤の強化を図ってまいります。 

 更に、引き続き積極的な出店を続け、店舗網の拡大とドミナント化を推進してまいります。 

    また、従来は株主総会の利益処分案決議により未処分利益の減少として会計処理しておりました役員賞与 

   を、当期から発生時に費用処理することとなりましたので、従来の業績予想と比較して営業利益、経常利益、 

   税引前当期純利益がそれぞれ60百万円減少することとなりました。 

以上により、平成18年5月期の業績の見通しにつきましては、売上高109,100百万円、経常利益5,050百 

万円、当期純利益2,470百万円を予定しております。 
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４．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30日） 

当中間会計期間末 

（平成17年11月30日）

対前中

間期比 

前事業年度年度の 
要約貸借対照表 

（平成17年5月31日） 

区分 
注記 

番号 
金額(百万円) 

構成比

（％）
金額(百万円)

構成比

（％）

増減 

(百万円) 
金額(百万円) 

構成比

（％）

（資産の部）           

Ⅰ 流動資産      

1.現金及び預金  4,424  6,126  5,300 

2.売掛金  346  410  394 

3.たな卸資産  8,306  8,956  8,494 

4.その他  1,165  1,584  1,560 

流動資産合計   14,243 52.3 17,076 55.1 2,832  15,749 53.7

Ⅱ 固定資産      

(1)有形固定資産 ※1     

1.建物 ※2 2,401  2,857  2,813 

2.その他 ※2 2,695  2,783  2,776 

有形固定資産合計  5,096  5,641  5,590 

(2)無形固定資産  96  116  105 

(3)投資その他の資産      

1.長期貸付金  2,691  2,960  2,853 

2.敷金及び保証金  2,588  2,800  2,683 

3.その他   2,511  2,405  2,338 

貸倒引当金  △4  ―  △4 

投資その他の資産合計  7,786  8,165  7,871 

固定資産合計   12,979 47.7 13,923 44.9 944  13,567 46.3

資産合計   27,223 100.0 31,000 100.0 3,776  29,316 100.0

（負債の部）      

Ⅰ 流動負債      

1.買掛金  11,799  12,674  12,246 

2.一年内返済予定 

 長期借入金 
※2 51  43  44 

3.賞与引当金  35  40  54 

4.役員賞与引当金  ―  30  ― 

5.閉鎖店舗損失引当金  ―  2  ― 

6.その他 ※3 2,542  3,216  2,909 

流動負債合計   14,428 53.0 16,007 51.7 1,579  15,255 52.0

Ⅱ 固定負債      

1.長期借入金 ※2 309  265  287 

2.退職給付引当金  304  372  331 

  3.役員退職慰労引当金  165  206  184 

4.預り保証金  97  96  94 

固定負債合計   876 3.2 940 3.0 63  898 3.1

負債合計   15,305 56.2 16,948 54.7 1,642  16,153 55.1

 

 

 

 

     

      

－  － 

 

7



  
前中間会計期間末 

（平成16年11月30日） 

当中間会計期間末 

（平成17年11月30日） 

対前中 

間期比 

前事業年度の 

要約貸借対照表 

（平成17年5月31日） 

区分 
注記 

番号 
金額(百万円) 

構成比

（％）
金額(百万円) 

構成比

（％）

増減
(百万円) 

金額(百万円) 
構成比

（％）

（資本の部）      

Ⅰ 資本金   1,305 4.8 1,305 4.2 ―  1,305 4.5

Ⅱ 資本剰余金      

 1.資本準備金  1,519  1,519  1,519 

 資本剰余金合計   1,519 5.6 1,519 4.9 ―  1,519 5.2

Ⅲ 利益剰余金      

 1.利益準備金  13  13  13 

 2.任意積立金  7,500  9,500  7,500 

 3.中間(当期)未処

分利益 
 1,574  1,701  2,817 

利益剰余金合計   9,088 33.4 11,215 36.2 2,127  10,331 35.2

Ⅳ その他有価証 

券評価差額金 
  4 0.0 10 0.0 6  6 0.0

Ⅴ 自己株式   △0 △0.0 △0 △0.0 ―  △0 △0.0

資本合計   11,917 43.8 14,051 45.3 2,133 13,163 44.9

負債・資本合計   27,223 100.0 31,000 100.0 3,776 
 
29,316 100.0
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（２）中間損益計算書

  
前中間会計期間 

（自平成16年６月１日 

至平成16年11月30日）

当中間会計期間 

（自平成17年６月１日 

 至平成17年11月30日）

対前中 

間期比 

前事業年度の 

要約損益計算書 
(自平成16年６月１日 

至平成17年５月31日) 

区分 
注記 

番号 
金額(百万円) 

百分比

（％）
金額(百万円) 

百分比

（％）
増減 

(百万円) 
金額(百万円)

百分比

（％）

Ⅰ 売上高   46,017 100.0 51,398 100.0 5,381  94,539 100.0

Ⅱ 売上原価   35,498 77.1 39,250 76.4 3,752  72,699 76.9

売上総利益   10,518 22.9 12,148 23.6 1,629  21,839 23.1

Ⅲ 販売費及び一般管理費   8,590 18.7 9,825 19.1 1,234  17,518 18.5

営業利益   1,928 4.2 2,322 4.5 394  4,321 4.6

Ⅳ 営業外収益 ※1  32 0.0 43 0.1 10  56 0.0

Ⅴ 営業外費用 ※2  8 0.0 14 0.0 5  22 0.0

経 常 利 益   1,952 4.2 2,351 4.6 399  4,356 4.6

Ⅵ特別利益   ― ― ― ― ―  ― ―

Ⅶ特別損失   2 0.0 9 0.0 6  98 0.1

税引前中間(当 
期)純利益 

  1,949 4.2 2,342 4.6 392  4,257 4.5

法人税、住民税及 
び事業税 

 910 1,190  2,190 

法人税等調整額  3 913 2.0 △62 1,127 2.2 213 △212 1,977 2.1

中間(当期)純利益   1,036 2.2 1,215 2.4 179  2,279 2.4

前期繰越利益   538 486 △52  538

中間(当期)未処 
分利益 

  1,574 1,701 127  2,817

     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

－  － 
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(3)中間キャッシュ・フロー計算書

  
前中間会計期間
（自平成16年６月１日

至平成16年11月30日）

当中間会計期間
（自平成17年６月１日

至平成17年11月30日）

対前中 

間期比 

前事業年度の要約キャッ
シュ・フロー計算書 
(自平成16年６月１日

至平成17年５月31日)

区分 
注記
番号

金額(百万円) 金額(百万円) 
増減 
(百万円) 

金額(百万円) 

Ⅰ 営業活動によるキャッシュ・フロー      

１税引前中間（当期）純利益  1,949 2,342  4,257 

２減価償却費  315 357  691 

３賞与引当金の増加・減少（△）額  △11 △14  8 

４役員賞与引当金の増加・減少（△）額  ― 30  ― 

５閉鎖店舗損失引当金の増加・減少（△）額  ― 2  ― 

６退職給付引当金の増加・減少（△）額  29 41  55 

７役員退職慰労引当金の増加・減少（△）額  16 21  36 

８受取利息及び受取配当金  △18 △24  △37 

９支払利息  6 5  12 

10固定資産除却損  2 6  2 

11売上債権の減少・増加（△）額  △25 △15  △72 

12たな卸資産の減少・増加（△）額  △548 △462  △736 

13未収入金の減少・増加（△）額  33 △2  △101 

14仕入債務の増加・減少（△）額  1,152 428  1,604 

15未払金の増加・減少（△）額  △17 71  109 

16未払費用の増加・減少（△）額  85 94  114 

17未払消費税等の増加・減少（△）額  △138 40  △96 

18役員賞与の支払額  △48 △54  △48 

19その他  43 69  26 

小  計  2,828 2,938 110 5,825 

20利息及び配当金の受取額  1 2  3 

21利息の支払額  △6 △5  △12 

22法人税等の支払額  △1,079 △1,187  △ 2,208 

営業活動によるキャッシュ・フロー    1,743 1,747 4 3,608 

Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー        

１有形固定資産の取得による支出  △528 △330  △1,359 

２無形固定資産の取得による支出  △7 △18  △19 

３貸付けによる支出  △403 △162  △661 

４貸付金の回収による収入  102 122  216 

５長期前払費用の増加による支出  △70 △33  △115 

６建設協力金の回収による収入  83 79  170 

７敷金保証金の差入による支出  △85 △73  △ 169 

８敷金保証金の回収による収入  0 7  9 

９出店仮勘定の増加による支出  △235 △217  △170 

10関係会社株式の取得による支出  △50 ―  △50 

11その他  6 3  3 

 投資活動によるキャッシュ・フロー  △1,186 △621 564 △ 2,146 

Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー      

１長期借入金の返済による支出  △36 △23  △ 64 

２配当金の支払額  △276 △277  △ 276 

 財務活動によるキャッシュ・フロー  △312 △300 12 △341 

Ⅳ  現金及び現金同等物の増加・減少（△）額  244 825 580 1,120 

Ⅴ 現金及び現金同等物の期首残高  4,180 5,300 1,120 4,180 

Ⅵ 現金及び現金同等物の中間期末(期末)残高 ※ 4,424 6,126 1,701 5,300 

－  － 
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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 6月 1日 
至 平成16年11月30日）

当中間会計期間 
（自 平成17年 6月 1日 
至 平成17年11月30日）

前事業年度 
（自 平成16年6月 1日 
至 平成17年5月31日） 

1.資産の評価基準及 

び評価方法 

(1)有価証券 

①満期保有目的の債券 

償却原価法（定額法） 

  ②子会社株式及び関連会 

社株式 

移動平均法による原価 

法 

③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） 

時価のないもの 

移動平均法による原価法

 

(1)有価証券 

①満期保有目的の債券 

 同左 

  ②子会社株式及び関連会 

社株式 

  同左 

 

③その他有価証券 

時価のあるもの  

同左 

 

 

 

 

 

時価のないもの 

 投資事業有限責任組合出

資金については、当該投資

事業有限責任組合の直近の

決算書の当社持分割合で評

価、その他については移動

平均法による原価法 

(1)有価証券 

①満期保有目的の債券 

   同左  

   ②子会社株式及び関連会 

社株式 

  同左 

 

③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 

  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 

  貯蔵品 

 最終仕入原価法による原 

 価法 

(2)たな卸資産 

商品 

 同左 

 

 

2.固定資産の減価償 

却の方法 

(1)有形固定資産 

定率法 

ただし、平成10年4月1日

以降に取得した建物（附

属設備を除く）について

は定額法。 

なお、主な耐用年数は以

下のとおりであります。 

建物  10年～50年 

 構築物 10年～50年 

工具器具備品 

     3年～20年  

 

(1)有形固定資産 

同左 

 

(1)有形固定資産 

   同左 

 

 (2)無形固定資産 

  定額法 

ソフトウエア（自社利

用）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 

 

(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.繰延資産の処理  新株発行費は支出時に全額

費用として処理しておりま

す。 

 

－  － 
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項目 
前中間会計期間 

（自 平成16年 6月 1日 
至 平成16年11月30日）

当中間会計期間 
（自 平成17年 6月 1日 
至 平成17年11月30日）

前事業年度 
（自 平成16年6月 1日 
至 平成17年5月31日） 

4.引当金の計上基準 (1)貸倒引当金 

 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

に回収可能性を勘案し,回

収不能見込額を計上して

おります。 

 (2)賞与引当金 

  従業員の賞与の支給に備 

   えるため, 支給見込額の 

当中間会計期間負担額を 

計上しております。 

(3)退職給付引当金 

 従業員の退職給付に備え 

るため、当期末における 

退職給付債務に基づき当 

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。

過去勤務債務は、その発 

生時の従業員の平均残存 

勤務期間以内の一定の年 

数（5年）による定額法に

より按分した額をそれぞ 

れ発生時から費用処理す 

ることとしております。 

数理計算上の差異は、そ 

の発生時の従業員の平均 

残存勤務期間以内の一定 

の年数（5年）による定額

法により按分した額をそ 

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)役員退職慰労引当金 

 役員の退職慰労金の支出

に備えるため、内規に基

づく中間期末要支給額を

計上しております。 

(5) 

 

 

 

 

(6) 

(1)貸倒引当金 

    同左 

 

 

 

 

 

 

 

(2)賞与引当金 

    同左 

 

 

 

(3)退職給付引当金 

     同左 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(4)役員退職慰労引当金 

同左 

 

 

 

(5)役員賞与引当金 

役員に対する賞与の支給に

備えるため、支給見込額の

当中間会計期間負担分を計

上しております。 

(6)閉鎖店舗損失引当金 

  店舗閉鎖に伴う損失に備え

るため、資産内容等を勘案

して、損失見込額を計上し

ております。 

  

(1)貸倒引当金 

     同左 

 

 

 

 

 

 

 

 (2)賞与引当金 

  従業員の賞与の支給に備え

るため、支給見込額の当期

負担額を計上しておりま 

す。 

(3)退職給付引当金 

 従業員の退職給付に備える

ため、当期末における退職

給付債務に基づき計上して

おります。 

 過去勤務債務は、その発生

時の従業員の平均残存勤務

期間以内の一定の年数（5

年）による定額法により按

分した額をそれぞれ発生時

から費用処理することとし

ております。 

 数理計算上の差異は、その

発生時の従業員の平均残存

勤務期間以内の一定の年数

（５年）による定額法によ

り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)役員退職慰労引当金 

 役員の退職慰労金の支出に

備えるため、内規に基づく

期末要支給額を計上してお

ります。 

(5) 

 

 

 

 

(6) 

 

 

 

－  － 
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項目 
前中間会計期間 

（自 平成16年 6月 1日 
  至 平成16年11月30日） 

当中間会計期間 
（自 平成17年 6月 1日 
至 平成17年11月30日） 

前事業年度 
（自 平成16年6月 1日  
  至 平成17年5月31日） 

5.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 

 

6.中間キャッシュ・  

 フロー計算書( 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

可能な預金及び容易に換

金可能であり、かつ、価

値の変動について僅少な

リスクしか負わない取得

日から3ヶ月以内に償還期

限の到来する短期投資か

らなっております。 

同左 

 

同左 

 

 

7.その他中間財務諸 

表（財務諸表）作 

成のための基本と 

なる重要な事項 

消費税等の会計処理 

 税抜方式によっておりま 

  す。 

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６月１日 
   至 平成16年11月30日） 

当中間会計期間 
（自 平成17年６月１日 
  至 平成17年11月30日） 

前事業年度 
（自 平成16年６月１日 
至 平成17年５月31日） 

 （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）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。 

これによる損益に与える影響はあり

ません。 

（役員賞与に関する会計基準） 

役員賞与は従来、株主総会の利益処

分案決議により未処分利益の減少と

して会計処理しておりましたが、当

中間会計期間から「役員賞与に関す

る会計基準」（平成17年11月29日企

業会計基準第４号）に基づき、発生

時に費用処理することとしておりま

す。 

この結果、従来の方法と比較して、

営業利益、経常利益及び税引前中間

純利益はそれぞれ30百万円減少して

おります。 

 

 

追加情報 

前中間会計期間 
（自 平成16年 6月 1日 
至 平成16年11月30日） 

当中間会計期間 
（自 平成17年 6月 1日 
至 平成17年11月30日） 

前事業年度 
（自 平成16年6月 1日 
至 平成17年5月31日） 

「地方税法等の一部を改正する法

律」（平成15年法律第9号）が平成15

年3月31日に公布され、平成16年6月

１日以降に開始する事業年度より外

形標準課税制度が導入されたことに

伴い、当中間会計期間から「法人事

業税における外形標準課税部分の損

益計算書上の表示についての実務上

の取扱い」（平成16年2月13日企業会

計基準委員会実務対応報告第12号）

に従い、法人事業税の付加価値割及

び資本割については、販売費及び一

般管理費に計上しております。 

この結果、販売費及び一般管理費が

40百万円増加し、営業利益、経常利

益及び税引前中間純利益がそれぞれ

40百万円減少しております。 

 「地方税法等の一部を改正する法

律」（平成15年法律第9号）が平成15

年３月31日に公布され、平成16年6

月１日以降に開始する事業年度より

外形標準課税制度が導入されたこと

に伴い、当事業年度から「法人事業 

税における外形標準課税部分の損益

計算書上の表示についての実務上の

取扱い」（平成16年２月13日企業会 

計基準委員会実務対応報告第12号）

に従い、法人事業税の付加価値割及

び資本割については、販売費及び一 

般管理費に計上しております。 

この結果、販売費及び一般管理費が

81百万円増加し、営業利益、経常利

益及び税引前当期純利益がそれぞれ

81百万円減少しております。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

－  － 
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注記事項 

（中間貸借対照表関係） 

前中間会計期間末 

（平成16年11月30日） 

当中間会計期間末 

（平成17年11月30日） 

前事業年度末 

（平成17年5月31日） 

※１ 有形固定資産の減価償却累計 

額 

1,840百万円 

※２ 担保資産及び担保付債務 

   担保に供している資産は、次 

のとおりであります。 

建     物 116百万円 

土     地 271百万円 

   計    387百万円 

 

担保付債務は、次のとおりで

あります。 

長期借入金   143百万円 

(一年内返済予定長期借入金を含む)     

※１ 有形固定資産の減価償却累計

額 

2,517百万円 

※２        

※１ 有形固定資産の減価償却累計

額 

2,188百万円 

※２ 担保資産及び担保付債務 

   担保に供している資産は、次

のとおりであります。 

建     物 114百万円 

土     地 271百万円 

   計    385百万円 

 

担保付債務は、次のとおりで

あります。 

長期借入金   143百万円 

(一年内返済予定長期借入金を含む)   

※３ 消費税等の取扱い 

   仮払消費税等及び仮受消費税 

等は相殺の上、流動負債の 

「その他」に含めて表示して 

おります。 

 ４ 

 

 

※３ 消費税等の取扱い 

   同左 

 

 

 

 ４ 当中間会計期間中の発行済株

   式数の増加 

発行形態  株式分割（１：２）

発行年月日  平成17年7月20日 

発行株式数  5,548,557株 

発行価格     － 

資本組入額    － 

※３  

 

 

 

 

 ４ 

 

（中間損益計算書関係） 

前中間会計期間 
（自平成16年６月１日 

至平成16年11月30日） 

当中間会計期間 
（自平成17年６月１日 

至平成17年11月30日） 

前事業年度 
（自平成16年６月１日 

至平成17年５月31日） 

※１ 営業外収益のうち主要なもの 

       受取利息    17百万円  

※２ 営業外費用のうち主要なもの 

       支払利息     6百万円 

３ 減価償却実施額  

       有形固定資産  293百万円 

      無形固定資産   4      

※１ 営業外収益のうち主要なもの

受取利息    22百万円 

※２ 営業外費用のうち主要なもの

        支払利息      5百万円 

３ 減価償却実施額 

        有形固定資産  332百万円 

        無形固定資産    6   

※１ 営業外収益のうち主要なもの

        受取利息    34百万円  

※２ 営業外費用のうち主要なもの

        支払利息    12百万円 

３ 減価償却実施額 

        有形固定資産  645百万円 

        無形固定資産  10 

 

（中間キャッシュ・フロー計算書関係） 

前中間会計期間 
(自平成16年６月１日 

至平成16年11月30日) 

当中間会計期間 
(自平成17年６月１日 

至平成17年11月30日) 

前事業年度 
(自平成16年６月１日 

至平成17年５月31日) 

※ 現金及び現金同等物の中間期末 

 残高と中間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30日現在） 

百万円 

現金及び預金勘定   4,424 

   預入期間が3ヶ月  

を超える定期預金        ― 

現金及び現金同等物   4,424 

 

※ 現金及び現金同等物の中間期末 

 残高と中間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30日現在）

百万円

現金及び預金勘定   6,126 

    預入期間が3ヶ月  

を超える定期預金     ―  

現金及び現金同等物  6,126 

 

※ 現金及び現金同等物の期末残高 

と貸借対照表に掲記されている科 

目の金額との関係 

（平成17年５月31日現在）

百万円

現金及び預金勘定   5,300 

   預入期間が3ヶ月  

を超える定期預金     － 

  現金及び現金同等物  5,300 

   

－  － 
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① リース取引 

前中間会計期間 
(自平成16年６月１日 

至平成16年11月30日) 

当中間会計期間 
(自平成17年６月１日 

至平成17年11月30日) 

前事業年度 
(自平成16年６月１日 

至平成17年５月31日) 

１．リース物件の所有権が借主に移 

転すると認められるもの以外の 

ファイナンス・リース取引 

(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 

 取得価 
額相当
額  
(百万円) (百万円)

減価償却 
累計額 
相当額 

中間期
末残高
相当額 
(百万円) 

工具器

具備品 
1,950 935 1,015 

その他 63 12 50 

合 計 2,013 947 1,065 

 

 (2)  未経過リース料中間期末残高 

相当額 

 

  １年内     377百万円 

 １年超     711百万円 

  合計    1,089百万円 

  

(3) 支払リース料、減価償却費 

相当額及び支払利息相当額 

 支払リース料  206百万円 

 減価償却費相     
当額            194百万円 
支払利息相当額  13百万円 
 

 (4) 減価償却費相当額の算定方法 

リース期間を耐用年数とし、 

残存価額を零とする定額法に 

よっております。 

 

 （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。 

 

１．リース物件の所有権が借主に移 

転すると認められるもの以外の 

ファイナンス・リース取引 

(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 

 取得価
額相当
額
(百万円)

減価償却
累計額
相当額
(百万円)

中間期
末残高
相当額
(百万円)

工具器

具備品
1,900 958 942

その他 199 39 159

合 計 2,099 997 1,101

 

 (2)  未経過リース料中間期末残高

相当額 

  

  １年内     365百万円

 １年超     760百万円

  合計    1,126百万円

  

(3)支払リース料、減価償却費相当

 額及び支払利息相当額 

     支払リース料  211百万円  

減価償却費相     
当額            200百万円 

     支払利息相当額  13百万円 
 

 (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 

       同左 

 

 

 

 

 

１．リ―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  
(百万円) (百万円)

減価償却 
累計額 
相当額 

期末残
高相当
額 
(百万円)

工具器

具備品
1,824 895 928

その他 151 21 130

合 計 1,976 917 1,059

 

(2) 未経過リース料期末残高相当 

額 

 

  １年内     352百万円

 １年超     727百万円

  合計    1,080百万円

 

(3)  支払リース料、減価償却費 

相当額及び支払利息相当額 

 支払リース料  412百万円 

 減価償却費相     
当額            387百万円 
支払利息相当額  26百万円 
 

 (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 

       同左 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

－  － 
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② 有価証券 

前中間会計期間末（平成16年11月30日現在） 

 １．その他有価証券で時価のあるもの 

 取得原価（百万円） 
中間貸借対照表 
計上額（百万円） 

差額（百万円） 

株式 23 30 6 

合計 23 30 6 

 

 ２．時価評価されていない主な有価証券の内容 

 中間貸借対照表計上額（百万円） 

（1）満期保有目的の債券 

    非上場債券 

（2）子会社株式及び関連会社株式 

（3）その他有価証券 

    非上場株式（店頭売買株式を除く） 

 

200 

50 

 

20 

 

当中間会計期間末（平成17年11月30日現在） 

 １．その他有価証券で時価のあるもの 

 取得原価（百万円） 
中間貸借対照表 
計上額（百万円） 

差額（百万円） 

株式 23 41 17 

合計 23 41 17 

 

 ２．時価評価されていない主な有価証券の内容 

 中間貸借対照表計上額（百万円） 

（1）満期保有目的の債券 

    非上場債券 

（2）子会社株式及び関連会社株式 

（3）その他有価証券 

    非上場株式 

    その他 

 

200 

50 

 

20 

13 

 

前事業年度末（平成17年５月31日現在） 

 １．その他有価証券で時価のあるもの 

 取得原価（百万円） 
貸借対照表計上額 
（百万円） 

差額（百万円） 

株式 23 35 11 

合計 23 35 11 

 

 ２．時価評価されていない主な有価証券の内容 

 貸借対照表計上額（百万円） 

（1）満期保有目的の債券 

    非上場債券 

（2）子会社株式 

（3）その他有価証券 

    非上場株式 

    その他 

200  

50 

 

20 

14 

 

                                                           

－  － 
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③ デリバティブ取引 

  前中間会計期間（自平成16年6月1日 至平成16年11月30日）、当中間会計期間（自平成17年6月1日 至平成17年 

11月30日）及び前事業年度（自平成16年6月1日 至平成17年5月31日） 

  当社は、デリバティブ取引を全く利用しておりませんので、該当事項はありません。 

 

④ 持分法損益等 

  前中間会計期間（自平成16年6月1日 至平成16年11月30日）、当中間会計期間（自平成17年6月1日 至平成17年 

11月30日）及び前事業年度（自平成16年6月1日 至平成17年5月31日） 

  当社は、関連会社を有しておりませんので、該当事項はありません。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

－  － 
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（1株当たり情報） 

前中間会計期間 
(自平成16年６月１日 

至平成16年11月30日) 

当中間会計期間 
(自平成17年６月１日 

至平成17年11月30日) 

前事業年度 
(自平成16年６月１日 

至平成17年５月31日) 

1株当たり純資産額   2,147円92銭 

1株当たり中間純利益   186円73銭 

 

なお、潜在株式調整後１株当たり
中間純利益については、潜在株式が
存在しないため記載しておりませ
ん。 

1株当たり純資産額   1,266円25銭

1株当たり中間純利益   109円53銭

 

同左 

 

 

 当社は、平成17年7月20日付けで

株式１株につき２株の株式分割を

行っております。 

 なお、当該株式分割が前期首に

行われたと仮定した場合の１株当

たり情報については、それぞれ以

下のとおりとなります。 

前中間会計期間 前事業年度 

１株当たり純資

産額  

 1,073円96銭

１株当たり中間

純利益 

93円37銭

なお、潜在株式

調整後1株当た

り中間純利益に

ついては、潜在

株式が存在しな

いため記載して

おりません。 

１株当たり純

資産額 

1,181円36銭

１株当たり当

期純利益 

200円53銭

なお、潜在株式

調整後1株当た

り当期純利益に

ついては、潜在

株式が存在しな

いため記載して

おりません。 
 

1株当たり純資産額   2,362円73銭

1株当たり当期純利益   401円06銭

 

なお、潜在株式調整後１株当たり
当期純利益については、潜在株式が
存在しないため記載しておりませ
ん。 

（注）1株当たり中間（当期）純利益の算定上の基礎は、以下のとおりであります。 

 前中間会計期間 
(自平成16年６月１日 

至平成16年11月30日)

当中間会計期間 
(自平成17年６月１日 

至平成17年11月30日) 

前事業年度 
(自平成16年６月１日 

至平成17年５月31日)

中間（当期）純利益（百万円） 1,036  1,215  2,279 

普通株主に帰属しない金額（百万円） ―  ―   54 

（うち利益処分による役員賞与金） （―） （―）  （54）

普通株式に係る中間（当期）純利益(百万円) 1,036  1,215  2,225 

期中平均株式数（千株） 5,548  11,097  5,548 

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 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

－  － 

 

19



（重要な後発事象） 

前中間会計期間 
(自平成16年６月１日 

至平成16年11月30日) 

当中間会計期間 
(自平成17年６月１日 

至平成17年11月30日) 

前事業年度 
(自平成16年６月１日 

至平成17年５月31日) 

 

 

 
 平成17年４月18日開催の当社取

締役会の決議に基づき、次のよう

に株式分割による新株式を発行し

ております。 

1.平成17年７月20日付をもって普 

 通株式１株につき２株に分割し 

 ます。 

（1）分割により増加する株式数 

   普通株式   5,548,557株

（2）分割方法 

   平成17年５月31日最終の株 

   主名簿及び実質株主名簿に 

   記載または記録された株主 

   の所有株式を、１株につき 

   ２株の割合をもって分割す 

   る。 

２．配当起算日 

    平成17年６月１日 

 

 当該株式分割が前期首に行われ

たと仮定した場合の前期における

１株当たり情報及び当期首に行わ

れたと仮定した場合の当期におけ

る１株当たり情報は、それぞれ以

下のとおりとなります。 

前事業年度 当事業年度 

１株当たり純

資産額 

1,006円04銭 

１株当たり当

期純利益 

209円22銭 

なお、潜在株

式調整後１株

当たり当期純

利益について

は、潜在株式

が存在しない

ため記載して

おりません。 

１株当たり純

資産額 

1,181円36銭

１株当たり当

期純利益 

200円53銭

なお、潜在株

式調整後１株

当たり当期純

利益について

は、潜在株式

が存在しない

ため記載して

おりません。 
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５．仕入及び販売の状況 

(1)仕入実績

前中間会計期間 
(自平成16年６月１日 

至平成16年11月30日) 

当中間会計期間 
(自平成17年６月１日 

至平成17年11月30日) 

前事業年度 
(自平成16年６月１日 

至平成17年５月31日) 

    期別 

 

 

品目別 金額(百万円) 構成比（％） 金額(百万円) 構成比（％） 金額(百万円) 構成比（％）

医 薬 品 6,663 18.5 7,600 19.2 14,089 19.2 

化 粧 品 6,088 16.9 6,764 17.0 12,342 16.8 

食 料 品 12,220 33.9 13,313 33.6 25,327 34.5 

日用雑貨品 7,003 19.4 7,455 18.8 14,006 19.0 

そ の 他 4,071 11.3 4,508 11.4 7,713 10.5 

合計 36,047 100.0 39,642 100.0 73,480 100.0 

（注）上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

 

（2）販売実績 

 ① 品目別売上実績 

前中間会計期間 
(自平成16年６月１日 

至平成16年11月30日) 

当中間会計期間 
(自平成17年６月１日 

至平成17年11月30日) 

前事業年度 
(自平成16年６月１日 

至平成17年５月31日) 

    期別 

 

 

品目別 金額(百万円) 構成比（％） 金額(百万円) 構成比（％） 金額(百万円) 構成比（％）

医 薬 品 10,080 21.9 11,350 22.1 21,629 22.9 

化 粧 品 7,851 17.1 8,958 17.4 16,029 16.9 

食 料 品 14,131 30.7 15,728 30.6 28,927 30.6 

日用雑貨品 8,869 19.3 9,766 19.0 17,405 18.4 

そ の 他 5,083 11.0 5,593 10.9 10,547 11.2 

合計 46,017 100.0 51,398 100.0 94,539 100.0 

（注）上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

 

 ② 地区別売上実績 

前中間会計期間 
(自平成16年６月１日 

至平成16年11月30日) 

当中間会計期間 
(自平成17年６月１日 

至平成17年11月30日) 

前事業年度 
(自平成16年６月１日 

至平成17年５月31日) 

    期別 

 

 

地区別 金額(百万円) 構成比（％） 金額(百万円) 構成比（％） 金額(百万円) 構成比（％）

神奈川県 32,994 71.7 35,045 68.2 66,947 70.8 

東 京 都 6,244 13.6 6,990 13.6 12,891 13.6 

静 岡 県 5,776 12.6 7,104 13.8 12,057 12.8 

埼 玉 県 706 1.5 939 1.8 1,585 1.7 

千 葉 県 296 0.6 1,319 2.6 1,057 1.1 

合計 46,017 100.0 51,398 100.0 94,539 100.0 

（注）上記金額には、消費税等は含まれておりません。 
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