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

(1）連結経営成績                                                 　　　　　　　　　　（百万円未満切り捨て） 

売上高 営業利益 経常利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％
18年5月期 157,478 － 7,362 － 7,944 －
17年5月期 － － － － － －

当期純利益
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
経常利益率

百万円 ％ 円 銭 円 銭 ％ ％ ％
18年5月期 4,787 － 232 47 231 13 12.3 12.1 5.0
17年5月期 － － － － － － － － －

（注）①持分法投資損益 18年5月期 －百万円  17年５月期 －百万円 

      ②期中平均株式数（連結） 18年5月期 20,594,574株  17年５月期 －株 

　　　　※株式交換を実施した平成17年11月16日以降期末日までの期中平均株式数を計算しております。

③会計処理の方法の変更 有

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

⑤当期より連結財務諸表を作成することとしたため、売上高、営業利益、経常利益、当期純利益における対前年 
 増減率は記載しておりません。

(2）連結財政状態                                                                     （百万円未満切り捨て） 

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
18年5月期 71,308 47,718 66.9 2,174 53
17年5月期 － － － － －

　（注）期末発行済株式数（連結） 18年5月期 21,944,160株   

(3）連結キャッシュ・フローの状況                                                     （百万円未満切り捨て） 

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
18年5月期 △3,760 △2,082 10,973 15,969
17年5月期 － － － －

(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 6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） 6社 （除外） －社 持分法（新規） －社 （除外） －社

２．平成19年5月期の連結業績予想（平成18年5月16日～平成19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
中間期 84,906 4,551 2,656
通　期 174,268 8,852 5,197

（参考）１株当たり予想当期純利益（通期）　　236円87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５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、当社および子会社６社により構成されております。

 　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および管理

 ㈱ツルハ
 薬局および一般販売業に基づく医薬品等販売ならびにフランチャイズ店への卸

 売販売業

 ㈱リバース  薬局および一般販売業に基づく医薬品等販売業

 ㈱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医薬品等の販売

 ㈱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医薬品等の販売

 ㈱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医薬品等の販売

 ㈱ツルハファーマシー  不動産賃貸業

店舗の賃貸 子会社 商品の販売

商品の販売委託 ㈱ツルハコーポレーション北北海道

店舗の賃貸 子会社 商品の販売

商品の販売委託 ㈱ツルハコーポレーション南北海道

店舗の賃貸 子会社 商品の販売

商品の販売委託 　　㈱ツルハコーポレーション東北

不動産賃貸 子会社 不動産賃貸

　㈱ツルハファーマシー

商品の供給 商品の販売

店舗の賃貸

商品の販売

当社

子会社

㈱ツルハ

一

般

消

費

者

フランチャイズ店

商品の販売

子会社

㈱リバース

経営全般に

おける指

導・管理
 

経営全般に

おける指

導・管理
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２．経営方針

 （1）経営の基本方針

  当社グループは、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。当社を中核とする持株会社化によりグループの戦略機能を当社に集約

し、迅速かつ機動的な意思決定を行い、各子会社は経営理念実践のため、事業活動に専念できる体制をとっております。

　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。

　この方針に基づき、事業年度末のみ年１回実施しておりました株主配当につきましては、平成18年５月期より中間

配当を実施し、中間期末および事業年度末の年２回としております。

当社は、平成17年11月16日付で持株会社体制へと移行し、株式会社ツルハと株式交換を行い、東京証券取引所市場第

一部に上場いたしました。

　当期の利益配当につきましては、この上場を記念するとともに、株主様の日頃のご支援に対し感謝の意を表するた

め、平成18年５月期の１株当たり期末配当金を、普通配当20円に上場記念配当５円を加えて25円を予定しております。

なお、中間配当につきましては、株式会社ツルハにより普通配当20円を実施いたしております。

　内部留保資金につきましては、店舗の新設および増床・改装に伴う設備投資やＭ＆Ａも含めた成長など、将来の企

業価値を高めるための投資に向けて、備えてゆく方針であります。

 （3）投資単位の引き下げに関する考え方および方針

　当社の１単元の株式数は100株であり、現在の株価水準では、投資単位金額は、投資単位引き下げの目安である50万

円を上回っておりませんので、現状で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。今後については市

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

　当社グループは、「2010年（平成22年）、1,000店舗」実現に向け、連結ベースの営業利益率およびＲＯＥ（株主資

本利益率）を中期的な経営指標として掲げており、当面の目標として平成21年５月期には、営業利益率5.2％以上、Ｒ

ＯＥ11.5％以上の達成を目指してまいります。

 （5）中長期的な当社グループの経営戦略

①　収益性を重視したドミナント戦略およびＭ＆Ａも含めた多店舗展開を積極的に推進すると同時に、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の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－ラーンニングによる専門知識の修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)」をはじめとする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顧客情報を分析活用し、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　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。  

⑥　各店舗を受付窓口とした本社専門スタッフによる介護相談や拠点店舗に介護用品専用売場を配置し、高齢者が快

　適に生活できる商品・情報の提供に努めるなど、介護事業の強化に取り組んでまいります。　

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、可能な限り強化してまいりたいと考え　

　ております。

（6）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、当社グループ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
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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、全力で取り組んで行きたいと考えてお

ります。

　また、コンプライアンス体制の強化、リスク管理、内部統制システムの機能充実を進め、経営に影響を与える諸

要因に対して、迅速かつ的確に判断、行動できる体制作りを進めます。　

 （7）親会社等に関する事項

　該当事項はございません。

 （8）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。

 

 

３．経営成績及び財政状態

 （1）経営成績

　当社グループを取り巻く経営環境は、夏場は好天に恵まれ、虫除け・日焼け止めなどの夏物季節商品が好調に推移

しました。下半期においては大雪・低温など天候不順の影響により非常に厳しい状況で推移いたしましたが、前期に

引き続き、季節や推奨品に合わせたエンド陳列やプロモーションの実施などにより買上点数のアップを図るとともに、

プライベートブランド商品の強化、マーチャンダイジング、粗利ミックス等販促策の強化などにより、売上、利益と

も計画を達成することができました。

　また、店舗展開につきましては、北海道を中心としたスクラップ＆ビルドによる既存店舗の活性化および東北・関

東地区では新規出店によるドミナント化の強化を図ってまいりました。また、調剤薬局を新たに16店舗併設したほか、

近隣にスーパーのない地域での食品導入など利便性の強化にも取り組んでまいりました。その結果、当社グループの

当連結会計年度末における店舗数は492店舗となりました。

 

当社グループの開店、閉店の状況は次のとおりとなっております。

 開店 閉店 純増 期末店舗数 うち調剤併設

 北海道 26 15 11 238 40

 東北 28 ４ 24 195 42

 関東         10 　　　　３  　　　 ７ 59         ７

 合計         64 22         42 492         89

 

  以上の結果、当連結会計期間における業績は、売上高1,574億78百万円（前年同期比11.2％増）、経常利益79億44百

万円（同11.4％増）、当期純利益は47億87百万円（同19.2%増）となり、過去最高の業績を収めることができました。

　(注)前年同期比は㈱ツルハ連結との比較であります。

 

 （2）財政状態

　当連結会計年度における現金および現金同等物(以下「資金」という。)は、税金等調整前当期純利益が83億3百万円

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

があったが、新株発行による収入により前連結会計年度末に比べ51億29百万円増加したことおよび新規連結会社の資

金を受入れたことにより、当連結会計年度末には159億69百万円となりました。

　当連結会計年度における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。

　　（営業活動によるキャッシュ・フロー）

　　　営業活動の結果使用した資金は、37億60百万円となりました。これは主に、業容の拡大により税金等調整前当期純　

　　利益を83億3百万円獲得したことに加え、減価償却費が17億65百万円発生したものの、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連結会計年度でおこなったことにより、仕入債務

　　が57億25百万円減少（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25億85百万円増加した

　　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、20億82百万円となりました。これは主に、差入保証金の返還により5億78百万円の

収入があったものの、有形固定資産の取得により16億50百万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

11億61百万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）

　財務活動の結果得られた資金は、109億73百万円となりました。これは主に、配当金の支払額が10億73百万円であっ

たものの、新株発行による収入が120億63百万円であっ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18年５月期

株主資本比率（％） 66.9

時価ベースの株主資本比率（％） 140.6

債務償還年数（年） ―

インタレスト・カバレッジ・レシオ（倍） ―

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）次期の見通し

　今後は、業界内の生き残りをかけ、異業態を巻き込んだ価格競争や出店競争がの一層熾烈化するものと思われます。

このような状況の中、引き続き東北・関東地区のドミナント化を強力に推進し、収益性の高い企業体質を目指し、利

益重視の経営に努めてまいります。

　出店につきましては、スクラップ＆ビルドによる既存店の活性化を含め、北海道23店舗、東北37店舗、関東20店舗、

合計80店舗の出店を行うとともに、新たに調剤薬局18店舗併設を計画しております。

　以上により、次期の連結業績の予想は、売上高1,742億68百万円、経常利益88億52百万円、当期純利益は51億97百万

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完全持株親会社としてのリスク

　グループ各社の経営変動リスクついて

　　グループ各社の諸要因に基づく業績の急激な変動が、当社の業績に影響を与える可能性があります。

　保険代理店業務におけるリスクについて

　　当社の業務の１部門である保険代理店業務について、法的規制・緩和の影響を受ける可能性があります。

 ②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。

（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1,149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、
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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。

 （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。

 （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。

 （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．連結財務諸表等
 （連結財務諸表の作成方法について）

　当社の当連結会計年度の連結財務諸表は、株式会社ツルハが株式会社ツルハホールディングスを逆取得したと判定さ

れるため、株式会社ツルハの連結財務諸表（平成17年５月16日～平成18年５月15日）に当社の株式交換後から当期末

（平成17年11月16日～平成18年５月15日）までの財務諸表を連結したものであります。

(1）連結貸借対照表

  
当連結会計年度

（平成18年５月15日）

区分
注記
番号

金額（千円）
構成比
（％）

（資産の部）     

Ⅰ　流動資産     

１．現金及び預金   15,651,228  

２．売掛金   1,678,861  

３．有価証券   1,024,513  

４．たな卸資産   18,715,569  

５．繰延税金資産   685,681  

６．その他   1,804,924  

流動資産合計   39,560,779 55.5

Ⅱ　固定資産     

１．有形固定資産     

(1）建物及び構築物 ※２ 8,533,703   

減価償却累計額  3,310,314 5,223,389  

(2）機械装置及び運搬具  31,147   

減価償却累計額  27,871 3,275  

(3）器具備品  9,062,014   

減価償却累計額  5,766,718 3,295,296  

(4）土地 ※２  2,224,470  

(5）建設仮勘定   4,922  

有形固定資産合計   10,751,354 15.1

２．無形固定資産     

(1）のれん   186,801  

(2）ソフトウェア   257,000  

(3）電話加入権   35,081  

(4）その他   44,567  

無形固定資産合計   523,450 0.7
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当連結会計年度

（平成18年５月15日）

区分
注記
番号

金額（千円）
構成比
（％）

３．投資その他の資産     

(1）投資有価証券 ※１  7,612,302  

(2）長期貸付金   25,017  

(3）繰延税金資産   43,771  

(4）差入保証金   11,777,972  

(5）その他   1,139,711  

(6）貸倒引当金   △126,070  

投資その他の資産合計   20,472,704 28.7

固定資産合計   31,747,509 44.5

資産合計   71,308,289 100.0
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当連結会計年度

（平成18年５月15日）

区分
注記
番号

金額（千円）
構成比
（％）

（負債の部）     

Ⅰ　流動負債     

１．買掛金   12,925,366  

２．１年内返済予定長期借入
金

  1,120  

３．未払金   3,056,418  

４．未払法人税等   1,041,192  

５．賞与引当金   1,133,912  

６．役員賞与引当金   162,414  

７．その他   436,861  

流動負債合計   18,757,286 26.3

Ⅱ　固定負債     

１．繰延税金負債   2,442,668  

２．退職給付引当金   35,303  

３．役員退職慰労引当金   344,970  

４．その他   2,009,724  

固定負債合計   4,832,665 6.8

負債合計   23,589,952 33.1

（純資産の部）     

Ⅰ　株主資本     

  １．資本金   6,438,665 9.0

　２．資本剰余金   14,581,645 20.5

　３．利益剰余金   22,594,866 31.7

  ４．自己株式   △2,300 △0.0

 　 株主資本合計   43,612,876 61.2

     

Ⅱ　評価・換算差額等     

　１．その他有価証券評価差額
金

  4,105,459 5.7

　　評価・換算差額等合計   4,105,459 5.7

純資産合計   47,718,336 66.9

負債純資産合計   71,308,289 100.0
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(2）連結損益計算書

  
当連結会計年度

（自　平成17年５月16日
至　平成18年５月15日）

区分
注記
番号

金額（千円）
百分比
（％）

Ⅰ　売上高   157,478,622 100.0

Ⅱ　売上原価   116,627,199 74.1

売上総利益   40,851,423 25.9

Ⅲ　販売費及び一般管理費     

 　１．従業員給与及び手当  12,582,849   

 　２．従業員賞与  1,356,121   

 　３．賞与引当金繰入額  1,133,175   

 　４．役員賞与引当金繰入額  138,121   

 　５．退職給付引当金繰入額  11,902   

 　６．役員退職慰労引当金繰
入額

 12,220   

 　７．地代家賃等  6,449,064   

 　８．その他  11,805,900 33,489,354 21.2

営業利益   7,362,068 4.7

Ⅳ　営業外収益     

１．受取利息  48,323   

２．受取配当金  31,577   

３．負ののれん償却額  88,630   

４．備品受贈益  372,509   

５．その他  153,136 694,177 0.4

Ⅴ　営業外費用     

１．支払利息  303   

２．割賦利息  19,786   

３．新株発行費  88,969   

４．その他  2,253 111,313 0.1

経常利益   7,944,933 5.0
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当連結会計年度

（自　平成17年５月16日
至　平成18年５月15日）

区分
注記
番号

金額（千円）
百分比
（％）

Ⅵ　特別利益     

１．固定資産売却益 ※１ 400   

２．退職給付引当金取崩益  781,522   

３．役員退職慰労引当金取崩
益

 8,416   

４．貸倒引当金戻入額  38,648 828,987 0.5

Ⅶ　特別損失     

１．固定資産除却損 ※２ 108,506   

２．固定資産売却損 ※３ 46,139   

３．減損損失 ※４ 314,661   

４．リース解約金  631   

５．関係会社清算損  853 470,793 0.2

税金等調整前当期純利益   8,303,127 5.3

法人税、住民税及び事業
税

 2,980,699   

法人税等調整額  534,904 3,515,603 2.3

当期純利益   4,787,523 3.0
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(3）連結株主資本等変動計算書

 

当連結会計年度（自平成17年５月16日　至平成18年５月15日）

　平成17年11月16日付の株式交換により、当社は㈱ツルハの完全親会社となりましたが、逆取得と判定されるため㈱

ツルハの連結財務諸表の前期末残高を記載しております。

 （単位：千円）

株主資本

資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計

平成17年５月15日　残高 4,188,184 4,634,122 19,022,282 △976 27,843,612

連結会計年度中の変動額

新株の発行 6,003,022 6,060,124   12,063,146

剰余金の配当   △1,072,706  △1,072,706

利益処分による役員賞与   △142,233  △142,233

当期純利益   4,787,523  4,787,523

自己株式の取得    △1,324 △1,324

株式交換による変動額（純額）

※１
△3,752,540 3,887,399   134,858

株主資本以外の項目の連結会計

年度中の変動額（純額）
     

連結会計年度中の変動額合計 2,250,481 9,947,523 3,572,583 △1,324 15,769,264

平成18年５月15日　残高 6,438,665 14,581,645 22,594,866 △2,300 43,612,876

評価・換算差額等

純資産合計
その他有価証券
評価差額金

評価・換算差額等
合計

平成17年５月15日　残高 2,421,093 2,421,093 30,264,706

連結会計年度中の変動額

新株の発行   12,063,146

剰余金の配当   △1,072,706

利益処分による役員賞与   △142,233

当期純利益   4,787,523

自己株式の取得   △1,324

株式交換による変動額（純額）　

※１
  134,858

株主資本以外の項目の連結会計

年度中の変動額（純額）
1,684,366 1,684,366 1,684,366

連結会計年度中の変動額合計 1,684,366 1,684,366 17,453,630

平成18年５月15日　残高 4,105,459 4,105,459 47,718,336

 （注）※１　資本連結手続に伴う調整額であります。
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(4）連結キャッシュ・フロー計算書

  
当連結会計年度

（自　平成17年５月16日
至　平成18年５月15日）

区分
注記
番号

金額（千円）

Ⅰ　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  8,303,127

減価償却費  1,765,626

負ののれん償却額  △88,630

貸倒引当金の減少額  △38,648

賞与引当金の減少額  △158,025

役員賞与引当金の増加額  138,121

退職給付引当金の減少額  △1,557,656

役員退職慰労引当金の減少額  △1,366

受取利息及び受取配当金  △79,900

支払利息及び割賦利息  20,090

備品受贈益  △372,509

固定資産除却損  108,506

固定資産売却損  46,139

減損損失  314,661

固定資産売却益  △400

売上債権の減少額  168,877

たな卸資産の増加額  △2,585,308

仕入債務の減少額  △5,725,675

未払消費税等の増加額  38,699

役員賞与の支払額  △142,233

その他  △275,122

小計  △121,626

利息及び配当金の受取額  34,862

利息の支払額  △20,199

法人税等の支払額  △3,653,848

営業活動によるキャッシュ・フロー  △3,760,811
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当連結会計年度

（自　平成17年５月16日
至　平成18年５月15日）

区分
注記
番号

金額（千円）

Ⅱ　投資活動によるキャッシュ・フロー   

定期預金の払戻による収入  3,720

有形固定資産の取得による支出  △1,650,894

有形固定資産の売却による収入  152,881

ソフトウェアの取得による支出  △95,733

貸付による支出  △1,802

貸付金の回収による収入  11,785

差入保証金の支出  △1,161,024

差入保証金の返還  578,781

その他  79,368

投資活動によるキャッシュ・フロー  △2,082,917

Ⅲ　財務活動によるキャッシュ・フロー   

短期借入による収入  900,000

短期借入金の返済による支出  △900,000

長期借入金の返済による支出  △16,320

新株発行による収入  12,063,146

自己株式の取得による支出  △1,324

配当金の支払額  △1,073,028

その他  612

財務活動によるキャッシュ・フロー  10,973,084

Ⅳ　現金及び現金同等物の増加額  5,129,355

Ⅴ　現金及び現金同等物の期首残高  10,593,936

Ⅵ　新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額  246,449

Ⅶ　現金及び現金同等物の期末残高 

 
 15,969,741
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連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項

項目
当連結会計年度

（自　平成17年５月16日
至　平成18年５月15日）

１．連結の範囲に関する事項 　下記子会社は、平成17年11月16日付の㈱

ツルハとの株式交換により連結子会社とな

りました。

 (1）連結子会社の数　６社

主要な連結子会社の名称

 　　㈱ツルハ

     ㈱リバース

㈱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

(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

（連結の範囲から除いた理由）

　総資産、売上高、当期純損益及び利

益剰余金は、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 　持分法非適用の非連結子会社及び関連会

社

 　　㈱ベース

 　　（持分法適用から除いた理由）

 　　　当期純利益（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。

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は、すべて

連結決算日と一致しております。

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

（イ）子会社株式及び関連会社株式

　　　移動平均法による原価法

（ロ）その他有価証券

　　時価のあるもの

決算日の市場価格等に基づく時価法

（評価差額は全部純資産直入法によ

り処理し、売却原価は移動平均法に

より算定）

　時価のないもの

　移動平均法による原価法

②　たな卸資産

（イ）商品

 　　　売価還元法による原価法

（ロ）貯蔵品

 　　　最終仕入原価法
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項目
当連結会計年度

（自　平成17年５月16日
至　平成18年５月15日）

(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

　機械装置及び運搬具

 　　　　６年

　器具備品

 　　　　４～20年

②　無形固定資産

 　　定額法

　なお、自社利用のソフトウェアにつ

いては、社内における利用可能期間

（５年）に基づく定額法によっており

ます。

(3）繰延資産の償却に関す

る事項

    新株発行費

　全額支出時の費用として計上しており

ます。

(4）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。

 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　役員賞与引当金

 　　役員に対して支給する賞与の支出に

充てるため、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。

 ④　退職給付引当金

　　一部の連結子会社の従業員の退職給

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。

　なお、退職給付債務の算定は簡便法

を採用しております。
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項目
当連結会計年度

（自　平成17年５月16日
至　平成18年５月15日）

（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。

 ④　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。

(5）重要なリース取引の処

理方法

　リース物件の所有権が借主に移転すると

認められるもの以外のファイナンス・リー

ス取引については、通常の賃貸借取引に係

る方法に準じた会計処理によっております。

(6）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。

５．連結子会社の資産及び負

債の評価に関する事項

　全面時価評価法を採用しております。

６．のれん及び負ののれんの

償却に関する事項

　のれん及び負ののれんの償却については

５年で償却しております。

　なお、重要性のないものについては一括

償却しております。

７．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。
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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

当連結会計年度
（自　平成17年５月16日
至　平成18年５月15日）

１．（固定資産の減損に係る会計基準）

　当連結会計年度より、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当期純利益は314,661千

円減少しております。

　 なお、減損損失累計額については、改正後の連結財

務諸表規則に基づき各資産の金額から直接控除しており

ます。

 

 ２．（役員賞与に関する会計基準）

　当連結会計年度より、「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、経常利益及び税金等調

整前当期純利益はそれぞれ138,121千円減少しておりま

す。

 

 ３．（貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準）

　当連結会計年度より、「貸借対照表の純資産の部の表

示に関する会計基準」（企業会計基準第５号　平成17年

12月９日）及び「貸借対照表の純資産の部の表示に関す

る会計基準等の適用指針」（企業会計基準適用指針第８

号　平成17年12月９日）を適用しております。

　従来の資本の部の合計に相当する金額は47,718,336千

円であります。
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注記事項

（連結貸借対照表関係）

当連結会計年度
（平成18年５月15日）

※１．非連結子会社に対するものは次のとおりであります。

投資有価証券 10,000千円

※２．担保に供している資産

建物及び構築物 30,328千円

土地 131,052千円

計 161,381千円

同上に対する債務額

長期借入金　　　　　　　　　　1,120千円

（１年内返済予定長期借入金を含む）

　３．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 69,248千円

南部製箸㈱ 32,300千円

 101,548千円

　当社は一部の店舗の差入保証金710,319千円につい

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710,319千円を当社に代わっ

て預託しております。

　４．当社の連結子会社（㈱ツルハ）は、運転資金の効率

的な調達を行うため、取引銀行５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 4,700,000千円

借入実行残高 －千円

差引額 4,700,000千円
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（連結損益計算書関係）

当連結会計年度
（自　平成17年５月16日
至　平成18年５月15日）

※１．固定資産売却益の内訳

機械装置及び運搬具 359千円

その他 41千円

計 400千円

 ※２．固定資産除却損の内訳

建物及び構築物 64,109千円

器具備品 36,433千円

差入保証金 7,000千円

その他 963千円

計 108,506千円

※３．固定資産売却損の内訳

建物及び構築物 43,133千円

土地 3,006千円

計 46,139千円

※４．減損損失の内訳

 　　　当社グループは当連結会計年度において以下の資

産グループについて減損損失314,661千円を計上して

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

ている店舗および土地や、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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（連結株主資本等変動計算書関係）

当連結会計年度（自　平成17年５月16日　至　平成18年５月15日）

１．発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項

前連結会計年度末

株式数

（株）

当連結会計年度

増加株式数

（株）

当連結会計年度

減少株式数

（株）

当連結会計年度末

株式数

（株）

発行済株式     

普通株式（注）２３ 19,071,374 6,505,420 3,632,000 21,944,794

合計 19,071,374 6,505,420 3,632,000 21,944,794

自己株式     

普通株式（注）４ 350 284 － 634

合計 350 284 － 634

（注）１．逆取得したと判定されるため、前連結会計年度末の株式数は、㈱ツルハの株式数であります。

 　 　２．普通株式の発行済株式総数の増加6,505,420株は、株式交換による増加3,672,620株、公募による新株の発行に

よる増加1,991,300株、第三者割当による新株の発行による増加766,500株、新株予約権の権利行使による新株の

発行による増加75,000株であります。

 　 　３．普通株式の発行済株式総数の減少3,632,000株は、株式交換前に㈱ツルハホールディングスが所有していた㈱ツ

ルハ株式であり、株式交換により割り当てられなかった㈱ツルハ株式であります。

 ４．普通株式の自己株式の株式数の増加284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

決議 株式の種類
配当金の総額

（千円）

１株当たり

配当額

（円）

基準日 効力発生日

平成17年８月11日

定時株主総会
普通株式 762,840 40 平成17年５月15日 平成17年８月12日

平成18年１月５日

取締役会
普通株式 382,505 20 平成17年11月15日 平成18年１月17日

 （注）上記配当はいずれも㈱ツルハによるものであります。

 

（２）基準日が当期に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌期となるもの

決議 株式の種類
配当金の総額

（千円）
配当の原資

１株当たり

配当額

 （円）

基準日 効力発生日

平成18年８月10日

定時株主総会
普通株式 548,613  利益剰余金 25 平成18年５月15日 平成18年８月11日
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（連結キャッシュ・フロー計算書関係）

当連結会計年度
（自　平成17年５月16日
至　平成18年５月15日）

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18年５月15日現在）

現金及び預金勘定 15,651,228千円

預入期間が３ヶ月を超える定期

預金
△706,000千円

有価証券 1,024,513千円

現金及び現金同等物 15,969,741千円

 

①　リース取引

        ＥＤＩＮＥＴにより開示を行うため、記載を省略しております。
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②　有価証券

１．その他有価証券で時価のあるもの（平成18年５月15日現在）

 種類
取得原価
（千円） 

連結貸借対照表計
上額(千円）

差額（千円）

連結貸借対照表計上

額が取得原価を超え

るもの

(1)株式 712,036 7,600,453 6,888,416

(2)債券    

  ①国債・地方債等 ― ― ―

  ②社債 ― ― ―

  ③その他 ― ― ―

(3)その他 ― ― ―

 小計 712,036 7,600,453 6,888,416

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 1,911 1,849 △62

 (2)債券    

　①国債・地方債等 ― ― ―

　②社債 ― ― ―

　③その他 ― ― ―

(3)その他 ― ― ―

 小計 1,911 1,849 △62

 合計 713,948 7,602,302 6,888,354

２．時価のない主な有価証券の内容（平成18年5月15日現在）

 連結貸借対照表計上額（千円）

その他有価証券  

非上場株式 10,000

外国投資信託 1,002,273

ＭＭＦ 22,240

③　デリバティブ取引

　当連結会計年度（自　平成17年５月16日　至　平成18年５月15日）においては、デリバティブ取引を全く行っ

ていないため、該当事項はありません。
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④　退職給付

１．採用している退職給付制度の概要

　一部の子会社は、確定給付型の制度として、特定退職金共済制度及び退職一時金制度を設けております。

２．退職給付債務及びその内訳

項目
当連結会計年度

（平成18年５月15日）

(1）退職給付債務 △66,407

(2）年金資産 31,103

(3）退職給付引当金(1)－(2) △35,303

　（注）　一部の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。

３．退職給付費用の内訳

項目
当連結会計年度

（自　平成17年５月16日
至　平成18年５月15日）

退職給付費用  

　勤務費用 11,175

４．退職給付債務等の計算の基礎に関する事項

当連結会計年度
（平成18年５月15日）

一部の子会社は簡便法を採用しておりますの

で基礎率等については記載しておりません。
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⑤　税効果会計

当連結会計年度
（平成18年５月15日）

１．繰延税金資産および繰延税金負債の発生の主な原因別

の内訳

内訳 （千円）

繰延税金資産  

未払事業税 89,639

賞与引当金 458,100

未払社会保険料 58,788

未払事業所税 16,660

繰越欠損金 31,059

長期未払金 166,142

退職給付引当金 14,262

役員退職慰労引当金 139,367

貸倒引当金 31,481

投資有価証券評価損 54,944

その他 54,515

評価性引当額 △5,405

繰延税金資産合計 1,109,555

繰延税金負債  

その他有価証券評価差額金 △2,782,894

特別償却準備金 △4,854

その他 △35,022

繰延税金負債合計 △2,822,771

繰延税金資産（負債）の純額 △1,713,215

 

 　　　繰延税金資産の純額は、連結貸借対照表の以下の項

目に含まれております。

 （千円）

　流動資産－繰延税金資産 685,681

固定資産－繰延税金資産 43,771

固定負債－繰延税金負債 △2,442,668

 

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

との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因と

なった主要な項目別の内訳

　法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担

率との間の差異が法定実効税率の100分の５以下である

ため注記を省略しております。
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⑥　セグメント情報

（1）事業の種類別セグメント情報

          当連結会計年度（自　平成17年５月16日　至　平成18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、営業利益および資産の金額は、全セグメントの売上高の合計、営業利益および全セグメント資

産の金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。

 　　（2）所在地別セグメント情報

　当連結会計年度（自　平成17年５月16日　至　平成18年５月15日）において本邦以外の国または地域に所在す

る連結子会社及び重要な在外支店がないため、該当事項はありません。

 　　（3）海外売上高

　当連結会計年度（自　平成17年５月16日　至　平成18年５月15日）において、海外売上高がないため該当事項

はありません。

⑦　関連当事者との取引

当連結会計年度（自　平成17年５月16日　至　平成18年５月15日）

役員および個人主要株主等

属性 氏名 住所
資本金又は
出資金
（千円）

事業の内
容又は職
業

議決権等
の所有
（被所
有）割合

関係内容

取引の内容
取引金額
（千円）

科目
期末残高
（千円）役員の

兼任等
事業上
の関係

役員の近

親者
鶴羽　肇 ― ―

当社代表

取締役社

長の兄

（被所有）

直接

4.40％

― ―
店舗賃貸借に

伴う連帯保証
47,689 ― ―

　（注）１．取引金額には、消費税等を含んでおりません。

２．取引条件および取引条件の決定方針等

(1）店舗賃貸借に伴う連帯保証に対して保険料等の支払は行っておりません。

３．子会社は、鶴羽肇より８店舗の賃貸借契約に伴い連帯保証を受けており、連帯保証の取引金額は、

　　８店舗の地代家賃（年額）であります。

⑧　ストック・オプション等関係

　当連結会計年度（自　平成17年５月16日　至　平成18年５月15日）

 　　ＥＤＩＮＥＴにより開示を行うため、記載を省略しております。
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（１株当たり情報）

当連結会計年度
（自　平成17年５月16日　至　平成18年５月15日）

１株当たり純資産額 2,174円53銭

１株当たり当期純利益金額 232円47銭

潜在株式調整後１株当たり当期純

利益金額
231円13銭

　（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。

 
当連結会計年度

（自　平成17年５月16日
至　平成18年５月15日）

１株当たり当期純利益金額  

当期純利益（千円） 4,787,523

普通株主に帰属しない金額（千円） －

普通株式に係る当期純利益（千円） 4,787,523

期中平均株式数（株） 20,594,574

  

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（千円） －

普通株式増加数（株） 114,847

（うち新株予約権） (114,847)

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の算定に含めなかった

潜在株式の概要

該当事項はありません。
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５．生産、受注及び販売の状況

（１）仕入実績

 （単位：千円）

品目

当連結会計年度
（自　平成17年５月16日
至　平成18年５月15日）

金額 構成比

商

品

％

医薬品 21,336,600 17.9

化粧品 27,028,653 22.6

雑貨 38,955,983 32.7

育児用品 8,694,016 7.3

その他 22,398,869 18.8

小計 118,414,122 99.3

フランチャイズ店 773,224 0.7

不動産賃貸料原価 24,692 0.0

合計 119,212,039 100.0

（２）売上実績

 （単位：千円）

品目

当連結会計年度
（自　平成17年５月16日
至　平成18年５月15日）

金額 構成比

商

品

％

医薬品 35,398,576 22.5

化粧品 34,341,992 21.8

雑貨 48,278,315 30.6

育児用品 9,579,346 6.1

その他 28,992,496 18.4

小計 156,590,727 99.4

フランチャイズ店への

卸売上高
811,885 0.5

不動産賃貸料 76,009 0.1

合計 157,478,622 100.0

（注）１．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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