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１．平成18年11月期の業績（平成18年５月16日～平成18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 ％

18年11月期 17,833  (－) 573  (－) 637  (－)

18年５月期 34,862 (10.3) 1,211 (11.9) 1,261 (14.8)

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11月期 323  (－) 29 05 － － 7.9 4.3 3.6

18年５月期 409 (△50.4) 36 79 － － 10.8 8.8 3.6
（注）①期中平均株式数 18年11月期           11,127,714株 18年５月期 11,127,714株

②会計処理の方法の変更 無
③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。
④当社は、平成17年7月5日付で普通株式１株につき普通株式２株の割合で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て前期の期中平均株式数及び前期の1株当たり当期純利益を算出しておりま
す。

⑤平成18年11月期は、決算期変更に伴い６ヶ月決算となっておりますので、対前期増減率は記載しておりません。

(2）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 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11月期 14,643 4,202 28.7 377 69

18年５月期 14,829 3,968 26.8 356 62
（注）①期末発行済株式数 18年11月期 11,127,714株 18年５月期 11,127,714株

②期末自己株式数 18年11月期 136株 18年５月期 136株
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６．個別財務諸表等
(1）貸借対照表

  
前事業年度

（平成18年５月15日）
当事業年度

（平成18年11月15日）
対前年比

区分
注記
番号

金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

増減
（千円）

（資産の部）         

Ⅰ　流動資産         

１．現金及び預金   1,424,293   1,233,941   

２．売掛金  ※１  880,382   845,152   

３．商品   3,665,542   3,803,475   

４．貯蔵品   15,905   12,577   

５．前払費用   69,073   82,797   

６．繰延税金資産   250,877   250,541   

７．未収入金 ※１  577,323   555,995   

８．その他 ※１  207,098   294,018   

流動資産合計   7,090,497 47.8  7,078,500 48.3 △11,996

Ⅱ　固定資産         

(1）有形固定資産         

１．建物  2,754,857   2,765,339    

 　 減価償却累計額  1,384,325 1,370,531  1,431,341 1,333,998   

２．構築物  251,688   242,581    

 　 減価償却累計額  146,631 105,056  145,049 97,531   

３．車両運搬具  20,862   20,647    

 　 減価償却累計額  18,391 2,470  16,567 4,079   

４．器具及び備品  1,532,800   1,565,388    

 　 減価償却累計額  998,497 534,303  1,053,399 511,989   

５．土地   754,092   754,092   

６．建設仮勘定   45,159   40,608   

有形固定資産合計   2,811,613 19.0  2,742,300 18.7 △69,313

(2）無形固定資産         

１．借地権   31,928   31,928   

２．商標権   8,284   7,767   

３．ソフトウェア   116,478   103,655   

４．電話加入権   11,352   11,352   

５．その他   1,911   1,793   

無形固定資産合計   169,956 1.1  156,497 1.1 △13,458

(3）投資その他の資産         

１．投資有価証券   257,450   257,888   

２．関係会社株式   80,000   80,000   

３．出資金   2,093   1,986   

４．関係会社長期貸付金   448,000   388,000   

５．長期前払費用   161,232   178,287   

６．繰延税金資産   255,973   186,789   

７．差入保証金   3,515,792   3,533,810   

８．その他   46,558   49,538   

貸倒引当金   △10,000   △10,000   

投資その他の資産合計   4,757,100 32.1  4,666,300 31.9 △90,799

固定資産合計   7,738,670 52.2  7,565,099 51.7 △173,571

資産合計   14,829,167 100.0  14,643,600 100.0 △185,567
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前事業年度

（平成18年５月15日）
当事業年度

（平成18年11月15日）
対前年比

区分
注記
番号

金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

増減
（千円）

（負債の部）         

Ⅰ　流動負債         

１．買掛金   5,187,227   5,199,613   

２．１年以内償還予定の社
債

  186,000   156,000   

３．短期借入金   －   350,000   

４．１年以内返済予定の長
期借入金

  967,105   990,965   

５．未払金 ※１  508,706   453,839   

６．未払費用   46,836   46,434   

７．未払法人税等   435,041   178,472   

８．未払消費税等   55,857   30,471   

９．預り金   41,079   59,195   

10．賞与引当金   260,722   266,222   

11．ポイントカード債務引
当金

  202,820   207,919   

12. その他   68,528   73,000   

流動負債合計   7,959,924 53.6  8,012,136 54.7 52,211

Ⅱ　固定負債         

１．社債   179,000   116,000   

２．長期借入金   2,298,585   2,085,660   

３．役員退職慰労引当金   138,410   9,700   

４．長期未払金   134,543   66,989   

５．預り保証金   141,611   139,204   

６．その他   8,772   11,117   

固定負債合計   2,900,922 19.6  2,428,671 16.6 △472,250

負債合計   10,860,846 73.2  10,440,808 71.3 △420,038
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前事業年度

（平成18年５月15日）
当事業年度

（平成18年11月15日）
対前年比

区分
注記
番号

金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

増減
（千円）

（純資産の部）         

Ⅰ　株主資本         

１．資本金   317,596 2.1  317,596 2.2 －

２．資本剰余金         

(1）資本準備金  247,434   247,434    

資本剰余金合計   247,434 1.7  247,434 1.7 －

３．利益剰余金         

(1）利益準備金  29,759   29,759    

(2）その他利益剰余金         

固定資産圧縮積立金  1,592   1,525    

特別償却準備金  7,120   5,148    

出店積立金  810,000   810,000    

別途積立金  1,983,606   1,983,606    

繰越利益剰余金  547,045   783,305    

利益剰余金合計   3,379,123 22.8  3,613,345 24.6 234,221

４．自己株式   △78 0.0  △78 0.0 －

 株主資本合計   3,944,076 26.6  4,178,297 28.5 234,221

Ⅱ　評価・換算差額等         

１．その他有価証券評価差
額金

  24,244 0.2  24,494 0.2 249

 評価・換算差額等合計   24,244 0.2  24,494 0.2 249

純資産合計   3,968,320 26.8  4,202,792 28.7 234,471

負債純資産合計   14,829,167 100.0  14,643,600 100.0 △185,567
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(2）損益計算書

  
前事業年度

（自　平成17年５月16日
至　平成18年５月15日）

当事業年度
（自　平成18年５月16日
至　平成18年11月15日）

区分
注記
番号

金額（千円）
百分比
（％）

金額（千円）
百分比
（％）

Ⅰ　売上高   34,862,391 100.0  17,833,945 100.0

Ⅱ　売上原価        

１．商品期首たな卸高  3,724,837   3,665,542   

２．当期商品仕入高  26,611,613   13,803,577   

合計  30,336,451   17,469,119   

３．商品期末たな卸高  3,665,542 26,670,909 76.5 3,803,475 13,665,644 76.6

売上総利益   8,191,482 23.5  4,168,301 23.4

Ⅲ　販売費及び一般管理費        

１．広告宣伝費  153,631   67,898   

２．物流委託費  65,985   15,615   

３．役員報酬  147,050   64,240   

４．給与及び手当  2,422,870   1,270,916   

５．福利厚生費  395,487   201,654   

６．賞与  247,718   －   

７．賞与引当金繰入額  260,722   266,222   

８．ポイントカード債務引
当金繰入額

 126,767   79,840   

９．消耗品費  152,979   71,284   

10．水道光熱費  312,607   178,938   

11．賃借料  1,595,313   817,276   

12．支払手数料  152,904   70,745   

13．減価償却費  429,940   214,858   

14．その他  515,882 6,979,861 20.0 275,452 3,594,944 20.2

営業利益   1,211,621 3.5  573,356 3.2
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前事業年度

（自　平成17年５月16日
至　平成18年５月15日）

当事業年度
（自　平成18年５月16日
至　平成18年11月15日）

区分
注記
番号

金額（千円）
百分比
（％）

金額（千円）
百分比
（％）

Ⅳ　営業外収益        

１．受取利息  15,025   11,201   

２．受取配当金  4,932   4,780   

３．受取家賃  44,254   27,700   

４．受取手数料  58,103   30,156   

５．広告資産受贈益  25,154   13,082   

６．雑収入  32,668 180,139 0.5 14,642 101,563 0.6

        

Ⅴ　営業外費用        

１．支払利息  37,723   16,852   

２．社債利息  2,643   963   

３．営業外支払手数料  69,942   9,315   

４．雑損失  20,008 130,317 0.4 10,261 37,392 0.2

経常利益   1,261,443 3.6  637,526 3.6

Ⅵ　特別利益        

１．ゴルフ会員権売却益  449   －   

２．固定資産売却益 ※２ 32 481 0.0 19 19 0.0

Ⅶ　特別損失        

１．固定資産除却損 ※１ 19,738   7,212   

２．減損損失 ※３ 374,981   27,169   

３．経営統合費用  －   36,578   

４．過年度給与手当  －   10,165   

５．その他  21,975 416,694 1.2 17 81,143 0.5

税引前当期純利益   845,229 2.4  556,403 3.1

法人税、住民税及び事
業税

 506,439   163,814   

法人税等調整額  △70,551 435,887 1.2 69,345 233,160 1.3

当期純利益   409,342 1.2  323,243 1.8

        

 （注）当事業年度は、決算期変更に伴い６ヶ月決算となっておりますので、対前期増減率は記載しておりません。
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(3）株主資本等変動計算書

前事業年度（自　平成17年５月16日　至　平成18年５月15日）

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
計資本準

備金

資本剰
余金合
計

利益準
備金

その他利益剰余金

利益剰余金
合計

固定資
産圧縮
積立金

特別償
却準備
金

出店積
立金

別途積立金
繰越利益剰
余金

平成17年５月15日　

残高　（千円）
317,596 247,434 247,434 29,759 1,889 15,342 810,000 1,283,606 922,051 3,062,648 － 3,627,679

事業年度中の変動額

積立金の積立        700,000 △700,000 －  －

積立金の取崩     △297 △8,221   8,518 －  －

剰余金の配当         △66,767 △66,767  △66,767

役員賞与金の支払         △26,100 △26,100  △26,100

当期純利益         409,342 409,342  409,342

自己株式の取得            △78 △78

株主資本以外の項

目の事業年度中の

変動額（純額）

           －

事業年度中の

変動額合計
    △297 △8,221  700,000 △375,006 316,475 △78 316,396

平成18年５月15日　

残高　（千円）
317,596 247,434 247,434 29,759 1,592 7,120 810,000 1,983,606 547,045 3,379,123 △78 3,944,076

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　（千円）
18,996 18,996 3,646,676

事業年度中の変動額

積立金の積立   －

積立金の取崩   －

剰余金の配当   △66,767

役員賞与金の支払   △26,100

当期純利益   409,342

自己株式の取得   △78

株主資本以外の項

目の事業年度中の

変動額（純額）

5,247 5,247 5,247

事業年度中の

変動額合計
5,247 5,247 321,644

平成18年５月15日　

残高　（千円）
24,244 24,244 3,968,320
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当事業年度（自　平成18年５月16日　至　平成18年11月15日）

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
計資本準

備金

資本剰
余金合
計

利益準
備金

その他利益剰余金

利益剰余金
合計

固定資
産圧縮
積立金

特別償
却準備
金

出店積
立金

別途積立金
繰越利益剰
余金

平成18年５月15日　

残高　（千円）
317,596 247,434 247,434 29,759 1,592 7,120 810,000 1,983,606 547,045 3,379,123 △78 3,944,076

事業年度中の変動額

積立金の取崩     △66 △1,972   2,039 －  －

剰余金の配当         △89,021 △89,021  △89,021

当期純利益         323,243 323,243  323,243

株主資本以外の項

目の事業年度中の

変動額（純額）

            

事業年度中の

変動額合計
    △66 △1,972   236,260 234,221  234,221

平成18年11月15日　

残高　（千円）
317,596 247,434 247,434 29,759 1,525 5,148 810,000 1,983,606 783,305 3,613,345 △78 4,178,297

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18年５月15日　

残高　（千円）
24,244 24,244 3,968,320

事業年度中の変動額

積立金の取崩    

剰余金の配当   △89,021

当期純利益   323,243

株主資本以外の項

目の事業年度中の

変動額（純額）

249 249 249

事業年度中の

変動額合計
249 249 234,471

平成18年11月15日　

残高　（千円）
24,494 24,494 4,202,792
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重要な会計方針

項目
前事業年度

（自　平成17年５月16日
至　平成18年５月15日）

当事業年度
（自　平成18年５月16日
至　平成18年11月15日）

１．有価証券の評価基準及び

評価方法

(1）子会社株式

　移動平均法による原価法を採用してお

ります。

(1）子会社株式

同左

 (2）その他有価証券

時価のあるもの

　期末日の市場価格等に基づく時価法

（評価差額は全部純資産直入法により処

理し、売却原価は移動平均法により算

定）を採用しております。

(2）その他有価証券

時価のあるもの

同左

 時価のないもの

　移動平均法による原価法を採用してお

ります。

時価のないもの

同左

２．たな卸資産の評価基準及

び評価方法

(1）商品

　月次総平均法による原価法によっており

ます。

(1）商品

同左

 (2）貯蔵品

　最終仕入原価法による原価法によってお

ります。

(2）貯蔵品

同左

３．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（建物附属設備を除

く）については定額法）を採用しており

ます。

　事業用定期借地権が設定されている借

地上の建物の減価償却は、当該借地契約

期間を耐用年数とし、残存価額を零とす

る定額法を採用しております。

　なお、主な耐用年数は以下のとおりで

あります。

(1）有形固定資産

同左

 建物　　　　　８年～47年

器具及び備品　３年～20年

 (2）無形固定資産

　ソフトウェア（自社利用分）について

は、社内における利用可能期間（５年）

に基づく定額法を採用しております。

(2）無形固定資産

同左

 (3）長期前払費用

　定額法によっております。

(3）長期前払費用

同左

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。

(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、賞与
支給見込額の当期負担額を計上しており
ます。

(2）賞与引当金
同左
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項目
前事業年度

（自　平成17年５月16日
至　平成18年５月15日）

当事業年度
（自　平成18年５月16日
至　平成18年11月15日）

 (3）ポイントカード債務引当金
　販売促進を目的とするポイントカード
制度に基づき、顧客に付与したポイント
の利用による費用負担に備えるため、利
用実績率に基づき将来利用されると見込
まれる額を計上しております。

(3）ポイントカード債務引当金
同左

 (4）役員退職慰労引当金
　役員の退職慰労金支出に備えるため、
役員退職金規程に基づく期末要支給額を
計上しております。
　なお、内規の変更を行ったことにより、
平成17年5月期より繰入を実施しており
ません。

(4）役員退職慰労引当金
同左

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

６．ヘッジ会計の方法

 

(1）ヘッジ会計の方法

　金利スワップは特例処理を採用してお

ります。

(1）ヘッジ会計の方法

同左

 (2）ヘッジ手段とヘッジ対象

　借入金等の金利変動リスクをヘッジす

るために金利スワップを利用しておりま

す。

(2）ヘッジ手段とヘッジ対象

同左

 (3）ヘッジ方針

　主に金利変動リスクを回避するために

デリバティブ取引を利用することを基本

方針としております。

(3）ヘッジ方針

同左

 (4）ヘッジ有効性評価の方法

　金利スワップ取引については、事前に

特例処理の条件に合致している事を確認

しているため、事後の有効性の評価を省

略しております。

(4）ヘッジ有効性評価の方法

同左

７．その他財務諸表作成のた

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
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　会計処理方法の変更

前事業年度
（自　平成17年５月16日
至　平成18年５月15日）

当事業年度
（自　平成18年５月16日
至　平成18年11月15日）

 （固定資産の減損に係る会計基準）

  当事業年度より、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。

　これは、同会計基準及び適用指針が当事業年度より適用さ

れることによるものであります。

　これにより税引前当期純利益は374,981千円減少しており

ます。なお、減損損失累計額については、各資産の金額から

直接控除しております。

──────

 （貸借対照表「純資産の部」の表示）

  当事業年度より、「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）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）に基づいて貸借対照表を作成しており

ます。

　これは、同会計基準及び適用指針が当事業年度より適用さ

れることによるものであります。

　なお、従来の資本の部の合計に相当する金額は3,968,320

千円であります。

──────

注記事項

（貸借対照表関係）

前事業年度
（平成18年５月15日）

当事業年度
（平成18年11月15日）

※１　関係会社に対する資産及び負債

　区分掲記されているもの以外で各科目に含まれてい

るものは、次のとおりであります。

　売掛金 451,634千円

　未収入金 2,462千円

　その他流動資産 127,529千円

　未払金 26,777千円

 

※１　関係会社に対する資産及び負債

　区分掲記されているもの以外で各科目に含まれてい

るものは、次のとおりであります。

　売掛金 418,786千円

　未収入金 6,697千円

　その他流動資産 127,461千円

　未払金 19,490千円
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（損益計算書関係）

前事業年度
（自　平成17年５月16日
至　平成18年５月15日）

当事業年度
（自　平成18年５月16日
至　平成18年11月15日）

※１　固定資産除却損は、店舗設備の建物3,447千円、構

築物547千円、器具及び備品1,951千円と既存設備の

取壊費用13,790千円であります。

※１　固定資産除却損は、店舗設備の建物397千円、構築

物909千円、器具及び備品851千円と既存設備の取壊

費用5,053千円であります。

※２　固定資産売却益は、車両運搬具32千円であります。 ※２　固定資産売却益は、車両運搬具19千円であります。

※３　当社は、以下の資産グループについて減損損失を計

上しました。

※３　当社は、以下の資産グループについて減損損失を計

上しました。

場所 用途 種類
減損損失

（千円）

 兵庫県

　　1件

 遊休

資産 

 土地・建物・構

築物・器具及び

備品

122,074

 兵庫県

　　 9件
 店舗

 建物・構築物・

器具及び備品・

その他

207,913

 その他

　　 2件
 店舗

 建物・構築物・

器具及び備品・

その他

44,993

場所 用途 種類
減損損失

（千円）

 兵庫県

　　 2件
 店舗

 建物・構築物・

器具及び備品・

その他

21,852

 その他

　　 2件
 店舗

 建物・構築物・

器具及び備品・

その他

5,316

 　　　当社は、キャッシュ・フローを生み出す最小単位と

して、店舗を基本単位とし、遊休資産については物

件単位ごとにグルーピングしております。その結果、

店舗資産については、収益性の悪化及び遊休資産に

ついては、市場価格の下落により、回収可能価額が

帳簿価額を下回った上記資産グループの帳簿価額を

回収可能価額まで減額し、当該減少額を減損損失

（374,981千円）として特別損失に計上しました。

 

 　　　当社は、キャッシュ・フローを生み出す最小単位と

して、店舗を基本単位とし、遊休資産については物

件単位ごとにグルーピングしております。その結果、

店舗資産について、収益性の悪化により、回収可能

価額が帳簿価額を下回った上記資産グループの帳簿

価額を回収可能価額まで減額し、当該減少額を減損

損失（27,169千円）として特別損失に計上しました。

 

 　　減損損失の内訳  　　減損損失の内訳

建物 181,166千円

土地 107,610  

器具及び備品 48,839  

構築物 18,407  

その他 18,957  

建物 14,434千円

器具及び備品 8,472  

構築物 919  

その他 3,342  

       当該資産グループの回収可能価額は、店舗資産に

ついては、将来の回収が見込めないため、全額を減

損損失とし、遊休資産については、正味売却価額に

より算定しております。なお、正味売却価額につい

ては不動産鑑定士による評価額を基に算定しており

ます。

       当該資産グループの回収可能価額は、店舗資産に

ついては、将来の回収が見込めないため、全額を減

損損失としております。
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（株主資本等変動計算書関係）

前事業年度（自　平成17年５月16日 至　平成18年５月15日）

　　自己株式の種類及び株式数に関する事項

 前期末株式数 当期増加株式数 当期減少株式数 当期末株式数 摘　　要 

 自己株式

 普通株式
 －  136株  －  136株  注

  合　計  －  136株  －  136株  

（注）単元未満株式の買取請求によるものであります。 

当事業年度（自　平成18年５月16日 至　平成18年11月15日）

　　自己株式の種類及び株式数に関する事項

 前期末株式数 当期増加株式数 当期減少株式数 当期末株式数 摘　　要 

 自己株式

 普通株式
 136株

       － 　　

　　　　　　
－  136株  

  合　計  136株 － －  136株  

－ 39 －



①　リース取引

前事業年度
（自　平成17年５月16日
至　平成18年５月15日）

当事業年度
（自　平成18年５月16日
至　平成18年11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

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期末残高相当額

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）

減損損失
累計額
相当額
（千円）

期末残高
相当額

（千円） 

車両運搬具 3,400 2,323 － 1,076

器具及び備品 120,100 96,671 4,436 18,993

ソフトウェア 59,606 50,808 1,824 6,974

合計 183,107 149,803 6,260 27,043

 
取得価額
相当額
（千円）

減価償却
累計額
相当額
（千円）

減損損失
累計額
相当額
（千円）

期末残高
相当額

（千円） 

車両運搬具 3,400 2,663 － 736

器具及び備品 96,485 83,464 3,460 9,559

ソフトウェア 49,728 45,609 1,899 2,219

合計 149,614 131,738 5,360 12,515

２．未経過リース料期末残高相当額等

　　未経過リース料期末残高相当額

２．未経過リース料期末残高相当額等

　　未経過リース料期末残高相当額

１年内 26,112千円

１年超 9,318千円

合計 35,431千円

リース資産減損勘定の残高 3,542千円

１年内 15,210千円

１年超 3,985千円

合計 19,195千円

リース資産減損勘定の残高 1,997千円

３．支払リース料、リース資産減損勘定取崩額、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、リース資産減損勘定取崩額、減価償却

費相当額、支払利息相当額及び減損損失

支払リース料 38,891千円

リース資産減損勘定の取崩額 3,803千円

減価償却費相当額 35,681千円

支払利息相当額 2,001千円

減損損失 7,028千円

支払リース料 16,828千円

リース資産減損勘定の取崩額 1,904千円

減価償却費相当額 14,124千円

支払利息相当額 541千円

減損損失 342千円

４．減価償却費相当額の算定方法 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。

同左

５．利息相当額の算定方法 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。

同左

－ 40 －



②　有価証券

前事業年度（平成18年５月15日現在）

　子会社株式及び関連会社株式で時価のあるものはありません。

当事業年度（平成18年11月15日現在）

　子会社株式及び関連会社株式で時価のあるものはありません。

③　税効果会計

１．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

   
（単位：千円）

 
前事業年度

(平成18年５月15日現在)
 

当事業年度
(平成18年11月15日現在)

繰延税金資産

貸倒引当金

賞与引当金

確定拠出年金移行に伴う未払金

役員退職慰労引当金

一括償却資産損金算入限度超過額

減価償却資産損金算入限度超過額

減損損失

未払事業税

未払社会保険料

未払手数料 

ポイントカード債務引当金

その他

繰延税金資産小計

評価性引当額

繰延税金資産合計

繰延税金負債

特別償却準備金

その他有価証券評価差額金

その他

繰延税金負債合計

繰延税金資産（負債）の純額

 

4,100

106,896

82,743

56,748

7,206

42,844

133,105

33,480

13,524

－

83,156

100,766

664,571

△134,819

529,752

 

△4,948

△16,847

△1,106

△22,902

506,850

  

4,100

109,151

54,931

3,977

7,472

46,984

138,473

17,388

14,018

12,300

85,247

99,764

593,808

△134,819

458,989

 

△3,577

△17,021

△1,060

△21,658

437,330

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

   （単位：％）

 
前事業年度

(平成18年５月15日現在)

 

 

当事業年度

(平成18年11月15日現在)

法定実効税率

（調整）

同族会社の留保金額に対する課税

交際費等永久に損金に算入されない項目

住民税均等割

土地減損損失

その他

税効果会計適用後の法人税等の負担率

41.0

 

4.4

0.2

1.3

5.2

△0.5

51.6

 

  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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（１株当たり情報）

前事業年度
（自　平成17年５月16日
至　平成18年５月15日）

当事業年度
（自　平成18年５月16日
至　平成18年11月15日）

１株当たり純資産額 356円62銭

１株当たり当期純利益金額 36円79銭

１株当たり純資産額 377円69銭

１株当たり当期純利益金額 29円05銭

 なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額につい

ては、潜在株式が存在しないため記載しておりません。

 なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額につい

ては、潜在株式が存在しないため記載しておりません。

　当社は、平成17年７月５日付で普通株式１株につき、普

通株式２株の割合で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

の前事業年度の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。

１株当たり純資産額 325円36銭

１株当たり当期純利益金額 71円86銭

　──────

　（注）　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。

 
前事業年度

(自　平成17年５月16日
至　平成18年５月15日)

当事業年度
(自　平成18年５月16日
至　平成18年11月15日)

１株当たり当期純利益金額   

当期純利益（千円） 409,342 323,243

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） 409,342 323,243

期中平均株式数（株） 11,127,714 11,127,714
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（重要な後発事象）

前事業年度
（自　平成17年５月16日
至　平成18年５月15日）

当連結会計年度
（自　平成18年５月16日
至　平成18年11月15日）

　　経営統合について

　  当社は、株式会社ジップ・ホールディングスと平成18

年３月９日に経営統合に関する基本合意書を締結し、平

成18年６月２日に株式移転に係る最終合意書を締結し、

平成18年８月５日開催の第35期定時株主総会の承認を受

けております。

　なお、その内容は、次のとおりです。

 １.株式移転の概要

 (１) 株式移転の基本スキーム

 両社は、株式移転により共同で持株会社「株式会社

アライドハーツ・ホールディングス（以下「新会社」

という）」を設立し、その完全子会社となります。

 (２) 株式移転の日程

平成18年6月2日 株式移転に係る最終合意書

締結

平成18年7月3日 株式移転計画の承認取締役

会 

平成18年8月5日 当社及び株式会社ジップ・

ホールディングス株式移転

承認株主総会

平成18年11月16日（予定） 株式移転期日・新会社設

立・新会社設立登記日

  (３) 株式移転比率

 当社
株式会社ジップ・

ホールディングス

 株式移転比率 1 540

  当社の株式１株に対して新会社の株式２株、株式会社

ジップ・ホールディングスの株式１株に対して新会社の

株式1,080株を割当て交付いたします。

  (４) 株式移転交付金

  会社法では株式移転に伴う交付金の制度がございま

せんので、株式移転交付金の支払はありません。

  なお、株式移転期日の前日までの決算期における配

当は別途、両社が各々支払う予定です。

 (５) 設立後における新会社の上場申請に関する事項 

  新たに設立する共同持株会社は、ジャスダック証券

取引所に新規上場申請を行うことを予定しています。

なお、株式移転に伴い両社の株式は上場廃止となる予

定であります。

 (６) 株式会社ジップ・ホールディングス発行新株予約権

に関する対応 

 上記（５）のとおり、株式移転の結果、株式会社

ジップ・ホールディングスの株式が上場廃止となる

予定であることと関連し、新会社は同社新株予約権

の新株予約権者に対し、保有していた新株予約権と

実質的に同等の新株予約権を発行し、同社新株予約

権者に割当てる方針です。

　（株式移転による完全親会社設立）

　当社は、株式会社ジップドラッグ（旧社名は株式会

社ジップ・ホールディングス）と経営統合を行うため

平成18年８月５日開催の当社第35期定時株主総会及び

株式会社ジップドラッグ臨時株主総会の承認を得て、

同社と共同して株式移転により、完全親会社「株式会

社アライドハーツ・ホールディングス」を平成18年11

月16日に設立いたしました。

１．共同して持株会社を設立する株式会社ジップドラッグ

の概要

 (１) 商号

 　　　 株式会社ジップドラッグ（旧社名は株式会社ジッ

プ・ホールディングス）

 (２) 事業の内容

 ドラッグストア・調剤薬局チェーンの持株会社（平

成18年11月16日に完全子会社である株式会社白沢ド

ラッグ、株式会社東洋薬局及び株式会社シーズアン

ドアーパスを吸収合併したため、事業の内容はド

ラッグストアの経営に変更されています。）

 (３) 資産、負債及び純資産の状況（平成18年11月15日

現在）

資産合計（連結）　 25,540百万円

負債合計（連結） 　20,353百万円

純資産合計（連結）  5,187百万円

２．企業結合の目的

 ドラッグストア業界は、大手各社の積極出店、改正薬

事法の施行に伴う異業態の新規参入等による競争の激

化、及びメーカー・卸の大型再編や医療費負担抑制策

の影響など、大きな変革期を迎えようとしています。

　このような経営環境下、両社はこの大変革期の到来

をチャンスと捉え、営業基盤、主要顧客、得意分野の

補完性が高い両社がそれぞれの強みを集結し将来も競

争力のある企業集団として発展・成長していくために、

経営統合を行うことが両社にとって最善の選択である

と判断いたしました。

３．企業結合日

 平成18年11月16日

４．企業結合の法的形式及び結合後企業の名称

 会社法第772条に定める株式移転により、完全親会

社「株式会社アライドハーツ・ホールディングス」を

平成18年11月16日に設立いたしました。
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前事業年度
（自　平成17年５月16日
至　平成18年５月15日）

当連結会計年度
（自　平成18年５月16日
至　平成18年11月15日）

２.新会社（共同持株会社）の概要

(１) 商号  

 株式会社アライドハーツ・ホールディングス

 英文名 Allied Hearts Holdings Co.,Ltd.

(２) 事業内容  

 ドラッグストア・調剤薬局チェーンの持株会社

(３) 本店所在地 神戸市中央区 

(４) 取締役

 代表取締役

会長

 久松正志

 （現当社代表取締役会長）

 代表取締役

社長

 石橋一郎

 （現当社代表取締役社長）

 代表取締役

副社長

 北嶋永一

（現株式会社ジップ・ホールディ

ングス代表取締役社長）

 取締役

 西崎昭

 （現株式会社ジップ・ホールディ

ングス取締役）

 取締役

 平瀬禎治

 （現株式会社ジップ・ホールディ

ングス常勤監査役）

 社外取締役
 北山真

 （現当社社外監査役）

(５) 資本金  資本金　　　1,413百万円

(６) 発行予定

株式数 

 

 46,481,180株

 但し、株式移転期日の前日までに株

式会社ジップ・ホールディングスの

新株予約権が行使された場合は、当

該株式数を増加させるものとします。

(７) 単元株式数 １単元の株式数は1,000 株とする予

定です。 

(８) 決算期 11月15日（予定）

３.共同して持株会社を設立する株式会社ジップ・ホール

ディングスの概要（平成17年11月20日）

(１) 商号 株式会社ジップ・ホールディング

ス

(２) 設立 平成12年２月24日

(３) 事業内容 ドラッグストア・調剤薬局チェー

ンの持株会社

(４) 本店所在地 名古屋市北区若鶴町３１４

(５) 資本金 1,096百万円

(６) 代表者 北嶋永一

(７) 社員数 819人

(８) 売上高及び

当期純利益

（平成17年11月期）

売上高（連結）   65,696百万円

当期純利益（連結）  894百万円

(９) 資産、負債及

び資本の状況

（平成17年11月20日現在）

資産金額（連結） 26,145百万円

負債合計（連結） 19,861百万円

資本合計（連結）  6,284百万円

５．議決権のある株式の移転比率及びその算定方法

(１) 議決権のある株式の移転比率

 当社

株式会社ジップドラッグ

（旧社名は株式会社ジッ

プ・ホールディングス）

 株式移転比率 1 540

(２) 算定方法

 株式会社ジップドラッグ（旧社名は株式会社ジッ

プ・ホールディングス）は三菱UFJ証券株式会社に、

株式会社ライフォートは株式会社みずほ銀行にそれ

ぞれ株式移転比率の算定を依頼し、その算定結果を

参考として、両社間で協議した結果、上記のとおり

合意いたしました。

　三菱UFJ証券株式会社は、両社それぞれについて、

市場株価平均法、類似会社比準法及び修正純資産法

による分析を実施し、その結果を総合的に勘案して

株式移転比率を算定しました。

　株式会社みずほ銀行は、両社それぞれについて、

市場株価方式、類似会社比較方式及びDCF（ディスカ

ウンテッド・キャッシュ・フロー）方式による分析

を実施し、その結果を総合的に勘案して株式移転比

率を算定しました。

６．株式移転に際して発行する株式数

 46,649,660 株（普通株式）

また、１単元の株式数は1,000株とします。

７．企業結合後の議決権比率及び当該企業結合を持分の結

合と判定した理由

(１) 企業結合後の議決権比率

 当社

株式会社ジップドラッグ

（旧社名は株式会社ジッ

プ・ホールディングス）

 議決権比率  49.6%  50.4%

(２) 当該企業結合を持分の結合と判定した理由

 いずれの企業の株主も他の企業を支配したとは認め

られず、かつ以下の要件についても総合的に勘案し

た結果、持分の結合と判断し持分プーリング法によ

る会計処理を採用しております。

 ①企業結合に際して支払われた対価のすべてが、議

決権のある株式であること。

 ②結合後企業に対して各結合当事企業の株主が総体

として有することになった議決権比率が等しいこ

と。（当該比率が50対50から上下おおむね5パー

セントポイントの範囲内にあること。） 

③議決権比率以外の支配関係を示す一定の事実（い

ずれかの当事企業の役職員などが取締役会の過半

数を占めていること、重要な財務及び営業の方針

決定を支配する契約等によりいずれかの当事企業

が有利な立場にあることなど）が存在しないこと。

 なお、企業結合の結果、処分することが決定された

重要な事業はございません。
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