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１．平成18年11月期の連結業績（平成18年５月16日～平成18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 ％

18年11月期 18,178  (－) 581  (－) 666  (－)

18年５月期 35,010 (－) 1,188 (－) 1,244 (－)

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 360  (－) 32 42 － － 8.8 4.4 3.7

18年５月期 391 (－) 35 18 － － 9.9 8.2 3.6

（注）①持分法投資損益 18年11月期 －百万円 18年５月期 －百万円

　　　②期中平均株式数（連結） 18年11月期           11,127,714株 18年５月期 11,127,714株

③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
株式分割が前連結会計年度の期首に行われたと仮定して前連結会計年度の期中平均株式数及び前連結会計年度の
1株当たり当期純利益を算出しております。

④会計処理の方法の変更 無
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。

 ⑥当社は、平成18年5月期より連結財務諸表を作成しているため、平成18年5月期の対前期増減率は記載しておりま

せん。

(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 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 14,925 4,222 28.3 379 46

18年５月期 15,115 3,950 26.1 355 01

（注）期末発行済株式数（連結） 18年11月期           11,127,714株 18年５月期 11,127,714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

18年11月期 9 △198 △21 1,431

18年５月期 1,067 △1,121 301 1,641

(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 1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
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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（株式会社ライフォート）、子会社１社（株式会社松ノ木薬品）

により構成されており、医薬品等の販売事業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の当該事業に係る位置付けは次のとおりであります。

（医薬品等の販売）

　当事業は、医薬品、化粧品、日用雑貨品等の販売及び処方箋に基づく調剤を主たる業務としており、当社及び子会

社の株式会社松ノ木薬品が営んでおります。当社は患者・一般消費者に販売する他、子会社の株式会社松ノ木薬品及

びボランタリー会加盟店（注）への卸売（商品供給）を行っております。子会社の株式会社松ノ木薬品は患者・一般

消費者への販売を行っております。

［事業系統図］

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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 （注）　当社のボランタリー会加盟店は、原則として元社員が自己資本により店舗を開業するにあたり、商品取引

契約書に基づき当社から商品の供給を受ける店舗であります。

 

２．経営成績及び財政状態
(1）経営成績

　当連結会計年度におけるわが国経済は、中国などアジアの発展による好調な外需、企業収益の改善による設備投資

の拡大により、長期にわたる景気拡大を続けているものの、米国経済の減速、長期金利の上昇などが懸念され、予断

を許さない状況が続くものと予想されます。

　当ドラッグストア業界におきましては、セルフメディケーションの浸透による市場拡大が続いておりますものの、

業種業態を超える出店競争や価格競争がますます激しさを増しており、厳しい営業環境が続いております。

　このような状況の下、当社グループは、株式会社松ノ木薬品の完全子会社化によるドミナント展開の拡充、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、平成18年11月16日付で株式移転による共同持

株会社「株式会社アライドハーツ・ホールディングス」設立に向かうなど、経営基盤の強化、効率性の追求、成長ス

ピード向上を具体化させる行動をとってきました。

　なお、「株式会社アライドハーツ・ホールディングス」は、決算期を毎年11月15日とするため、共同持株会社の会

計年度に合わせ、経営計画の策定、連結決算等を円滑に進めるため、平成18年８月５日開催の第35期定時株主総会の

決議により、決算期を５月15日から11月15日に変更いたしました。この変更に伴い、当連結会計年度は平成18年５月

16日から平成18年11月15日までの６ヶ月決算となっております。このため、当連結会計年度の業績につきましては、

前連結会計年度との比較はいたしておりません。
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　店舗につきましては、京都府に１店舗、兵庫県に１店舗、大阪府に１店舗の合計３店舗の新規出店をするとともに、

立地の陳腐化・不採算店舗等に対応するため２店舗を退店し、期末の店舗数は128店舗となりました。

　調剤売上については、期末調剤取扱い店舗は前期末より１店舗減少し26店舗となりましたが、面分業が進展し受取

処方箋調剤枚数が増加したこと及び投薬期間の長期化による単価の上昇により、調剤売上高は6億29百万円と好調に推

移いたしました。

　ボランタリー売上につきましては、従来からの競合激化による売上低迷に歯止めがかからない状態で推移し、さら

に、株式会社松ノ木薬品の連結子会社化により、商品供給に伴う売上高が相殺消去されましたため、卸売売上高は5億

58百万円で推移しました。

　この結果、売上高は181億78百万円となり、営業利益は5億81百万円、経常利益は6億66百万円となりました。売上高

経常利益率は3.7%と前連結会計年度の3.6%に比較して若干改善いたしました。固定資産の減損会計の適用に伴う減損

損失の計上が減少した事等に伴い、当期純利益は3億60百万円となりました。このため、自己資本当期純利益率は６ヶ

月で8.8%と前連結会計年度の12ヶ月での9.9%に比較して、大幅に改善することができました。

(2）財政状態

①　キャッシュ・フローの状況

　当連結会計年度における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、税金等調整前当期純利益５億69百万

円を含む営業活動によるキャッシュ・フローが９百万円、投資活動の結果使用した資金が１億98百万円、財務活動

の結果使用した資金が21百万円となりましたことにより、２億10百万円減少して、連結会計年度末には14億31百万

円となりました。

（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、９百万円となりました。

　これは、主に税金等調整前当期純利益５億69百万円、減価償却費２億23百万円がありましたものの、法人税等の

支払額４億40百万円、役員退職慰労金の支給１億28百万円、たな卸資産の増加額99百万円、その他負債の減少額80

百万円、その他流動資産の増加額74百万円の支払による支出があったこと等によるものであります。

（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、１億98百万円となりました。

　これは、主に有形固定資産の取得による支出１億65百万円、保証金の差入による支出１億14百万円、保証金の返

還による収入95百万円があったこと等によるものであります。

（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が、21百万円となりました。

　これは、主に短期借入金の純増による収入３億50百万円、長期借入金の純減１億89百万円、社債の償還93百万円、

配当金の支払89百万円等の支出があったことによるものであります。

②　キャッシュ・フロー指標等のトレンド

（参考:個別）
平成15年５月期

（参考:個別）
平成16年５月期

（参考:個別）
平成17年５月期

連結
平成18年５月期

連結
平成18年11月期

自己資本比率（％） 29.3 31.3 26.5 26.1 28.3

時価ベースの自己資本比率（％） 22.0 30.9 49.1 81.7 67.9

債務償還年数（年） 8.4 5.1 6.2 3.4 203.9

インタレスト・カバレッジ・レシオ 5.9 9.8 11.0 27.9 0.5

　（注）　当社は、平成18年５月期より連結財務諸表を作成しているため、平成17年５月期以前については参考として個

別決算の数値を記載いたしております。

自己資本比率：自己資本／総資産

時価ベースの自己資本比率：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

※株式時価総額は、期末株価終値×期末発行済株式数により算出しております。

※営業キャッシュ・フローはキャッシュ・フロー計算書の営業活動によるキャッシュ・フローを使用しておりま

す。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。

また、利払いについては、キャッシュ・フロー計算書の利息の支払額を使用しております。
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３．連結財務諸表等
(1）連結貸借対照表

  
前連結会計年度

（平成18年５月15日）
当連結会計年度

（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   1,641,918   1,431,757   

２．売掛金   478,061   468,701   

３．たな卸資産   4,116,488   4,215,652   

４．繰延税金資産   250,877   263,538   

５．未収入金   577,281   550,006   

６．その他   154,540   256,500   

流動資産合計   7,219,167 47.8  7,186,157 48.1 △33,010

Ⅱ　固定資産         

１．有形固定資産 ※１        

(1）建物及び構築物   1,620,932   1,559,689   

(2）器具及び備品   545,589   520,257   

(3）土地   923,961   923,961   

(4）建設仮勘定   45,159   40,608   

(5）その他   3,169   4,338   

有形固定資産合計   3,138,811 20.8  3,048,856 20.4 △89,955

２．無形固定資産         

(1）ソフトウェア   125,687   111,845   

(2）その他   89,918   89,282   

無形固定資産合計   215,605 1.4  201,127 1.3 △14,477

３．投資その他の資産         

(1）投資有価証券   257,460   257,888   

(2）繰延税金資産   255,973   186,789   

(3）差入保証金   3,841,023   3,838,207   

(4）その他   213,380   232,399   

貸倒引当金   △26,216   △26,216   

投資その他の資産合計   4,541,621 30.0  4,489,069 30.2 △52,552

固定資産合計   7,896,038 52.2  7,739,053 51.9 △156,985

資産合計   15,115,205 100.0  14,925,210 100.0 △189,995
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前連結会計年度

（平成18年５月15日）
当連結会計年度

（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   511,746   459,054   

６．未払法人税等   454,739   179,896   

７．賞与引当金   275,508   285,488   

８．ポイントカード債務引当金   203,112   213,505   

９．その他   222,688   223,816   

流動負債合計   8,008,127 53.0  8,058,340 54.0 50,212

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．退職給付引当金   45,632   38,883   

４．役員退職慰労引当金   138,410   9,700   

５．連結調整勘定   191,945   －   

６．負ののれん   －   171,740   

７．その他   303,029   222,416   

固定負債合計   3,156,602 20.9  2,644,400 17.7 △512,201

負債合計   11,164,729 73.9  10,702,741 71.7 △461,988

（純資産の部）         

Ⅰ　株主資本         

１．資本金   317,596 2.1  317,596 2.1  

２．資本剰余金   247,434 1.6  247,434 1.7  

３．利益剰余金   3,361,278 22.2  3,633,022 24.3  

４．自己株式   △78 △0.0  △78 △0.0  

株主資本合計   3,926,231 25.9  4,197,975 28.1 271,743

Ⅱ　評価・換算差額等         

１．その他有価証券評価差
額金

  24,244   24,494   

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

純資産合計   3,950,475 26.1  4,222,469 28.3 271,993

負債純資産合計   15,115,205 100.0  14,925,210 100.0 △189,995

         

－ 5 －



(2）連結損益計算書

  
前連結会計年度

（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）

区分
注記
番号

金額（千円）
百分比
（％）

金額（千円）
百分比
（％）

Ⅰ　売上高   35,010,822 100.0  18,178,379 100.0

Ⅱ　売上原価   26,657,590 76.1  13,660,844 75.1

売上総利益   8,353,231 23.9  4,517,534 24.9

Ⅲ　販売費及び一般管理費 ※１  7,164,566 20.5  3,936,290 21.7

営業利益   1,188,665 3.4  581,244 3.2

Ⅳ　営業外収益        

１．受取利息  13,341   8,344   

２．受取配当金  4,932   4,832   

３．受取家賃  44,514   28,240   

４．受取手数料  58,762   31,319   

５．広告資産受贈益  25,154   13,082   

６．連結調整勘定償却額  10,102   －   

７．負ののれん償却額  －   20,204   

８．雑収入  32,972 189,780 0.6 16,903 122,926 0.7

Ⅴ　営業外費用        

１．支払利息  40,366   17,815   

２．営業外支払手数料  73,692   9,315   

３．雑損失  20,083 134,142 0.4 10,915 38,047 0.2

経常利益   1,244,303 3.6  666,123 3.7

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．減損損失 ※３ 374,981   27,169   

２．固定資産除却損 ※４ 19,738   22,639   

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 1.2 229 96,781 0.6

税金等調整前当期純利
益

  828,089 2.4  569,361 3.1

法人税、住民税及び事
業税

 507,144   165,245   

法人税等調整額  △70,551 436,592 1.3 43,351 208,596 1.1

当期純利益   391,497 1.1  360,765 2.0

        

 （注）当連結会計年度は、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）連結株主資本等変動計算書

前連結会計年度（自　平成17年５月16日　至　平成18年５月15日）

株主資本 評価・換算差額等

純資産合計
資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計

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）
317,596 247,434 3,062,648 － 3,627,679 18,996 18,996 3,646,676

連結会計年度中の変動額

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   391,497  391,497   391,497

自己株式の取得    △78 △78   △78

株主資本以外の項目の連結

会計年度中の変動額（純

額）

    － 5,247 5,247 5,247

連結会計年度中の変動額合計 － － 298,630 △78 298,551 5,247 5,247 303,799

平成18年５月15日　残高

（千円）
317,596 247,434 3,361,278 △78 3,926,231 24,244 24,244 3,950,475

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）

株主資本 評価・換算差額等

純資産合計
資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計

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）
317,596 247,434 3,361,278 △78 3,926,231 24,244 24,244 3,950,475

連結会計年度中の変動額

剰余金の配当   △89,021  △89,021   △89,021

当期純利益   360,765  360,765   360,765

株主資本以外の項目の連結

会計年度中の変動額（純

額）

     249 249 249

連結会計年度中の変動額合計 － － 271,743 － 271,743 249 249 271,993

平成18年11月15日　残高

（千円）
317,596 247,434 3,633,022 △78 4,197,975 24,494 24,494 4,222,469
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(4）連結キャッシュ・フロー計算書

  
前連結会計年度

（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）

区分
注記
番号

金額（千円） 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  828,089 569,361

減価償却費  435,807 223,617

連結調整勘定償却額  △10,102 －

のれん償却額  － △20,204

賞与引当金の増加額  6,765 9,979

退職給付引当金の減少額  △3,332 △6,749

役員退職慰労引当金の減少額  － △128,710

ポイントカード債務引当金の増減額  △30,300 10,393

受取利息及び受取配当金  △18,274 △13,176

支払利息  40,366 17,815

固定資産除却損  19,738 22,639

減損損失  374,981 27,169

売上債権の減少額  47,235 9,359

たな卸資産の増減額  60,641 △99,163

その他資産の増加額  △126,872 △74,587

仕入債務の増加額  57,475 12,386

役員賞与の支払額  △26,100 －

その他負債の減少額  △243,386 △80,236

その他  △20,390 △15,343

小計  1,392,341 464,551

利息及び配当金の受取額  5,887 4,894

利息の支払額  △38,322 △19,991

法人税等の支払額  △292,320 △440,386

営業活動によるキャッシュ・フロー  1,067,586 9,068

Ⅱ　投資活動によるキャッシュ・フロー    

有形固定資産の取得による支出  △426,670 △165,756

無形固定資産の取得による支出  △20,816 △11,973

貸付金の回収による収入  14,921 －

貸付けによる支出  △600,000 －

保証金の回収による収入  133,133 95,624

保証金の差入による支出  △357,845 △114,293

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取
得による収入

※２ 138,460 －

その他  △2,280 △1,743

投資活動によるキャッシュ・フロー  △1,121,097 △198,142
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前連結会計年度

（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）

区分
注記
番号

金額（千円） 金額（千円）

Ⅲ　財務活動によるキャッシュ・フロー    

 短期借入の純増減額  － 350,000

長期借入れによる収入  1,490,000 300,000

長期借入金の返済による支出  △935,536 △489,065

社債の償還による支出  △186,000 △93,000

配当金の支払額  △66,767 △89,021

自己株式の取得による支出  △78 －

財務活動によるキャッシュ・フロー  301,618 △21,086

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  248,107 △210,160

Ⅵ　現金及び現金同等物の期首残高  1,393,811 1,641,918

Ⅶ　現金及び現金同等物の期末残高 ※１ 1,641,918 1,431,757

    

 （注）当連結会計年度は、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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連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項

項目
前連結会計年度

（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）

１．連結の範囲に関する事項  連結子会社の数１社

 連結子会社の名称

　㈱松ノ木薬品

 連結子会社の数１社

 連結子会社の名称

　　　　　　　　同左

２．持分法の適用に関する事

項

 該当事項はありません。 　　　　　　　　同左

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末日と連結決算日

は一致しております。

　　　　　　　　同左

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

イ　有価証券

    その他有価証券

①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。

ロ　たな卸資産

①商品

 月次総平均法による原価法によって

おります。

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。

イ　有価証券

    その他有価証券

①時価のあるもの

 　　　　　同左

 

 

 

②時価のないもの

 　　　　　同左

 

ロ　たな卸資産

①商品

 　　　　　同左

 

②貯蔵品

  　　　　 同左

(2）重要な減価償却資産の

減価償却の方法

イ　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。

    建物          8年～47年

器具及び備品  3年～20年

ロ　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。

イ　有形固定資産

  　　　　 同左

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

ロ　無形固定資産

  　　　　 同左
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項目
前連結会計年度

（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）

(3）重要な引当金の計上基

準

イ　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。

ロ　賞与引当金

　従業員の賞与支給に備えるため、賞

与支給見込額の当連結会計年度負担額

を計上しております。

ハ　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。

ニ　退職給付引当金

 連結子会社において、従業員に対す

る退職給付の支払いに備えるため、当

連結会計年度末における退職給付債務

及び年金資産に基づき計上しておりま

す。

　当該子会社は小規模企業に該当する

ため、退職給付債務の算定は簡便法に

よっております。

　なお、当社は、平成17年4月に退職

一時金制度及び適格退職年金制度の全

てについて確定拠出年金制度へ移行し、

「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）を適用しているため、退職給付引

当金を計上しておりません。

ホ　役員退職慰労引当金

　当社において、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。

イ　貸倒引当金

    　　　　同左

 

 

  

 

ロ　賞与引当金

　  　　　　同左

 

 

ハ　ポイントカード債務引当金

　  　　　　同左

 

  

 

 

ニ　退職給付引当金

   　　　　 同左

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ホ　役員退職慰労引当金

  　　　　 同左
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項目
前連結会計年度

（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）

(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

 

 

 

 

(5）重要なヘッジ会計の方

法

イ　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。

ロ　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。

ハ　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事を基

本方針としております。

ニ　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。

イ　ヘッジ会計の方法

  　　　　　同左

 

ロ　ヘッジ手段とヘッジ対象

  　　　　　同左

 

ハ　ヘッジ方針

  　　　　　同左

  

ニ　ヘッジ有効性評価の方法

  　　　　　同左

 

 

 

(6）その他連結財務諸表作

成のための重要な事項

消費税等の会計処理方法

　消費税及び地方消費税の会計処理は税抜

方式によっております。

消費税等の会計処理方法

  　　　　　　　同左

 

５．連結子会社の資産及び負

債の評価に関する事項

  連結子会社の資産及び負債の評価につい

ては、全面時価評価法を採用しております。

  　　　　　　　同左

 

 

６．連結調整勘定の償却に関

する事項

 連結調整勘定の償却については、5年間の

均等償却を行っております。

────── 

７．のれん及び負ののれんの

償却に関する事項

──────  負ののれんの償却については、5年間の均

等償却を行っております。

８．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
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　表示方法の変更

前連結会計年度
（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）

 

 ──────

 （連結貸借対照表）

　前連結会計年度において、「連結調整勘定」として掲

記されていたものは、当連結会計年度から「負ののれん」

と表示しております。

 

 ──────

（連結損益計算書）

　前連結会計年度において、「連結調整勘定償却額」と

して掲記されていたものは、当連結会計年度から「負の

のれん償却額」と表示しております。

　

 ────── 

（連結キャッシュ・フロー計算書）

　前連結会計年度において、「連結調整勘定償却額」と

して掲記されていたものは、当連結会計年度から「のれ

ん償却額」と表示しております。
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注記事項

（連結貸借対照表関係）

前連結会計年度
（平成18年５月15日）

当連結会計年度
（平成18年11月15日）

 ※１．有形固定資産の減価償却累計額 2,805,504千円  ※１．有形固定資産の減価償却累計額 2,892,796千円 

（連結損益計算書関係）

前連結会計年度
（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）

 ※１　販売費及び一般管理費の主要な費目と金額は次の

とおりであります。

 ※１　販売費及び一般管理費の主要な費目と金額は次の

とおりであります。

 給与及び手当 2,503,925千円 

 賞与引当金繰入額 267,059 

 ポイントカード債務引当金繰

入額

127,060 

 賃借料  1,634,247 

 給与及び手当 1,402,957千円 

 賞与引当金繰入額 285,488 

 ポイントカード債務引当金繰

入額

86,010 

 賃借料 890,956 

 ※２　固定資産売却益の内容は次のとおりであります。  ※２　固定資産売却益の内容は次のとおりであります。

 車両運搬具 32千円 

　　　

 車両運搬具 19千円 

　　　

　※３　当社グループは、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　当社グループは、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、建物及び構

築物、器具及び備

品

122,074

 兵庫県

　　 9件
 店舗

 建物及び構築物、

器具及び備品、そ

の他

207,913

 その他

　　 2件
 店舗

 建物及び構築物、

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

 建物及び構築物、

器具及び備品、そ

の他

21,852

 その他

　　 2件
 店舗

 建物及び構築物、

器具及び備品、そ

の他

5,316

 　　　当社グループは、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。

 　　　当社グループは、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

建物及び構築物 199,574千円

土地 107,610  

器具及び備品 48,839  

その他 18,957  

建物及び構築物 15,354千円

器具及び備品 8,472  

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。

 ※４　固定資産除却損は、店舗設備の建物及び構築物3,995

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。

 ※４  固定資産除却損は、店舗設備の建物及び構築物

13,759千円、器具及び備品1,420千円と既存設備の

取壊費用7,458千円であります。
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（連結株主資本等変動計算書関係）

前連結会計年度（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
当期増加株式数 当期減少株式数

当連結会計

年度末株式数
摘　　要 

 発行済株式 

 普通株式
5,563,925株   5,563,925株   －  11,127,850株  注１

  合　計 5,563,925株  5,563,925株  －  11,127,850株  

 自己株式

 普通株式
 －  136株  －  136株  注２

  合　計  － 136株  －  136株  

（注）１．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。

２．単元未満株式の買取請求によるものであります。

２．新株予約権及び自己新株予約権に関する事項

該当事項はございません。

３．配当に関する事項

(1) 配当金の支払額

決議 株式の種類 配当金の総額
１株当たり

配当額
基準日 効力発生日

 平成17年８月６日

定時株主総会
 普通株式  66,767千円  12円  平成17年５月15日  平成17年８月８日

(2) 基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度となるもの

平成18年８月５日の定時株主総会において、次のとおり決議を予定しております。

決議 株式の種類 配当の原資 配当金の総額
１株当たり

配当額
基準日 効力発生日

 平成18年８月５日

定時株主総会
 普通株式 利益剰余金   89,021千円   8円  平成18年５月15日  平成18年８月７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）

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
当期増加株式数 当期減少株式数

当連結会計

年度末株式数
摘　　要 

 発行済株式 

 普通株式
 11,127,850株 － － 11,127,850株  

  合　計  11,127,850株 － － 11,127,850株  

 自己株式

 普通株式
 136株 － － 136株  

  合　計  136株 － － 136株  

２．新株予約権及び自己新株予約権に関する事項

該当事項はございません。

３．配当に関する事項

(1) 配当金の支払額

決議 株式の種類 配当金の総額
１株当たり

配当額
基準日 効力発生日

平成18年８月５日

定時株主総会
 普通株式 89,021千円 8円  平成18年５月15日  平成18年８月７日

(2) 基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度となるもの

平成19年２月９日の定時株主総会において、次のとおり決議を予定しております。

決議 株式の種類 配当の原資 配当金の総額
１株当たり

配当額
基準日 効力発生日

 平成19年２月９日

定時株主総会
 普通株式 利益剰余金 44,510千円 4円  平成18年11月15日  平成19年２月13日
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（連結キャッシュ・フロー計算書関係）

前連結会計年度
（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）

※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

※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） （平成18年11月15日現在）

現金及び預金勘定 1,641,918千円

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  1,641,918

現金及び預金勘定 1,431,757千円

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  1,431,757

※２　株式の取得により新たに連結子会社となった会社の

資産及び負債の主な内訳

 株式の取得により新たに㈱松ノ木薬品を連結したこ

とに伴う連結開始時の資産及び負債の内訳並びに㈱松

ノ木薬品株式の取得価額と㈱松ノ木薬品取得のための

支出（純額）との関係は次のとおりです。

 ※２　             ──────

 （千円） 

 流動資産 770,394

 固定資産 705,549

 流動負債 △535,828

 固定負債 △658,067

 連結調整勘定 △202,047

 ㈱松ノ木薬品株式の取得価額 80,000

 ㈱松ノ木薬品現金及び現金同等物 △218,460

 差引：㈱松ノ木薬品取得のための支出 △138,460
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①　リース取引

前連結会計年度
（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）

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
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②　有価証券

前連結会計年度（平成18年５月15日現在）

１．その他有価証券で時価のあるもの

 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 4,888 46,632 41,743

(2）債券 － － －

(3）その他 － － －

小計 4,888 46,632 41,743

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 6,261 5,610 △651

(2）債券 － － －

(3）その他 － － －

小計 6,261 5,610 △651

合計 11,150 52,242 41,092

２．当連結会計年度中に売却したその他有価証券（自　平成17年５月16日　至　平成18年５月15日）

売却額（千円） 売却益の合計額（千円） 売却損の合計額（千円）

－ － －

３．時価評価されてい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 205,208

当連結会計年度（平成18年11月15日現在）

１．その他有価証券で時価のあるもの

 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 4,903 48,200 43,296

(2）債券 － － －

(3）その他 － － －

小計 4,903 48,200 43,296

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 6,261 4,480 △1,781

(2）債券 － － －

(3）その他 － － －

小計 6,261 4,480 △1,781

合計 11,165 52,680 41,515

２．当連結会計年度中に売却したその他有価証券（自　平成18年５月16日　至　平成18年11月15日）

売却額（千円） 売却益の合計額（千円） 売却損の合計額（千円）

－ － －

３．時価評価されてい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 205,208
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③　デリバティブ取引

１．取引の状況に関する事項

前連結会計年度
（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）

(1）取引の内容

　当社の利用しているデリバティブ取引は、金利関連

の金利スワップ取引であります。

(1）取引の内容

　　　　　　　　    同左

(2）取引に対する取組方針

 　当社のデリバティブ取引は、将来の金利変動による

リスク回避を目的としており、投機的な取引はおこな

わない方針であります。

(2）取引に対する取組方針

　　　　　　　　     同左

(3）取引の利用目的

 　金利関連におけるデリバティブ取引は、借入金利等

の将来の金利市場における利率上昇による変動リスク

を回避する目的で利用しております。

 　なお、当該取引を利用してヘッジ会計（特例処理）

をおこなっております。

(3）取引の利用目的

 　　　　　　　　    同左

 

(4）取引に係るリスクの内容

 金利スワップ取引は、市場金利の変動リスクを有し

ております。

 　なお、デリバティブ取引の契約先は、いずれも信用

度の高い国内の銀行であるため、相手先の契約不履行

によるいわゆる信用リスクは、ほとんどないと判断し

ております。

(4）取引に係るリスクの内容

 　　　　　　　　  同左

 

(5）取引に係るリスク管理体制

 　デリバティブ取引の執行・管理については、取引権

限及び取引限度額等を定めた社内ルールに従い、取締

役会において承認決議された事項に基づいて財務部が

行っております。

(5）取引に係るリスク管理体制

 　　　　　　　　    同左

２．取引の時価等に関する事項

前連結会計年度（平成18年５月15日現在）  当連結会計年度（平成18年11月15日現在）

 ヘッジ会計が適用されているものについては、

記載対象から除いております。
 　　　　　　　　    同左
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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

　当社は確定拠出年金制度を採用しており、連結子会社は、適格退職年金制度を採用しております。また、

連結子会社の退職給付債務の算定方法として簡便法を採用しております。

２．退職給付債務及びその内訳

前連結会計年度

（平成18年５月15日）

当連結会計年度

（平成18年11月15日）

(1）退職給付債務 △88,418千円

(2）年金資産 42,785千円

(3）未積立退職給付債務((1)+(2)) △45,632千円

(4）会計基準変更時差異の未処理額 －千円

(5）連結貸借対照表計上額純額

　　((3)+(4))
△45,632千円

(6）前払年金費用 －千円

(7）退職給付引当金((5)-(6)) △45,632千円

　確定拠出年金制度への移行に伴う当連結会計年度末時

点の未移換額199,110千円は,流動負債の未払金及び固定

負債のその他に計上しております。

(1）退職給付債務 △77,248千円

(2）年金資産 38,364千円

(3）未積立退職給付債務((1)+(2)) △38,883千円

(4）会計基準変更時差異の未処理額 －千円

(5）連結貸借対照表計上額純額

　　((3)+(4))
△38,883千円

(6）前払年金費用 －千円

(7）退職給付引当金((5)-(6)) △38,883千円

　確定拠出年金制度への移行に伴う当連結会計年度末時

点の未移換額133,979千円は,流動負債のその他及び固定

負債のその他に計上しております。

３．退職給付費用の内訳

前連結会計年度

（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）

(1）勤務費用　　　　　　　　（注）１ 587千円

(2）その他　　　　　　　　　（注）２ 　61,302千円

　　退職給付費用計 61,889千円

（注）１．簡便法を採用している連結子会社の退職給付

費用であります。

　　　２．確定拠出年金への掛金支払額であります。

(1）勤務費用　　　　　　　　（注）１ 3,323千円

(2）その他　　　　　　　　　（注）２ 33,899千円

　　退職給付費用計 37,223千円

（注）１．簡便法を採用している連結子会社の退職給付

費用であります。

　　　２．確定拠出年金への掛金支払額であります。
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⑤　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）

 
前連結会計年度

(平成18年５月15日現在)
 

当連結会計年度
(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

退職給付引当金

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

  固定資産再評価

  その他

繰延税金負債合計

繰延税金資産（負債）の純額

 

11,394

112,958

15,289

82,743

56,748

7,340

42,844

133,105

35,175

14,222

－

83,276

101,439

696,537

△166,784

529,752

 

△4,948

△16,847

△17,783

△1,424

△41,004

488,748

  

11,572

117,242

13,100

54,931

3,977

8,724

47,011

138,473

17,388

15,005

12,300

87,593

100,084

627,405

△142,291

485,114

 

△3,577

△17,021

△18,232

△1,060

△39,891

445,222

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：％）

 
前連結会計年度

(平成18年５月15日現在)
 

当連結会計年度
(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

 

4.5

0.2

1.4

5.3

0.3

52.7

 

 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

ａ．事業の種類別セグメント情報

前連結会計年度（自　平成17年５月16日　至　平成18年５月15日）

　　　　　　　当社グループの事業は、医薬品、化粧品、日用雑貨品等の販売とこれに付帯する業務の単一事業であり、

当該事業以外に事業の種類がないため、該当事項はありません。

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）

　　　　　　　当社グループの事業は、医薬品、化粧品、日用雑貨品等の販売とこれに付帯する業務の単一事業であり、

当該事業以外に事業の種類がないため、該当事項はありません。

ｂ．所在地別セグメント情報

前連結会計年度（自　平成17年５月16日　至　平成18年５月15日）

　　　　　　　本邦以外の国又は地域に所在する連結子会社及び在外支店がないため、該当事項はありません。

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）

　　　　　　　本邦以外の国又は地域に所在する連結子会社及び在外支店がないため、該当事項はありません。

ｃ．海外売上高

前連結会計年度（自　平成17年５月16日　至　平成18年５月15日）

　　　　　　　海外売上高がないため、該当事項はありません。

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）

　　　　　　　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

前連結会計年度（自　平成17年５月16日　至　平成18年５月15日）

役員及び個人主要株主等

属性 氏名 住所 資本金
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 久松良亮 － －

当社副社長

合名会社東

亜ビル代表

社員

（被所有）

直接4.5
－ －

合名会社東亜

ビルからの広

告塔の賃借

3,600 差入保証金 2,320

合名会社東亜

ビルへの土地

の賃貸

6,900

 その他流動負

債
300

 預り保証金 12,455

　（注）１．上記金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。

２．取引条件及び取引条件の決定方針等

久松良亮に対する取引として開示している広告塔の賃借取引および土地の賃貸取引は、副社長久松良亮が第

三者（合名会社東亜ビル）の代表者として行った取引であり、賃貸料の決定は近隣の賃料を参考にし、同等

の価格によって決定しております。

 

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）

役員及び個人主要株主等

属性 氏名 住所 資本金
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
残高

（千円）役員の
兼任等

事業上
の関係

退任役員 久松良亮 － －

当社

前副社長

合名会社東

亜ビル代表

社員

（被所有）

直接4.5
－ －

合名会社東亜

ビルへの土地

の賃貸

1,606

差入保証金

 その他流動負

債

 預り保証金

2,080

503

12,455

　（注）１．上記金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。

２．取引条件及び取引条件の決定方針等

上記取引は、久松良亮が第三者（合名会社東亜ビル）の代表者として行った取引であり、賃貸料の決定は近

隣の賃料を参考にし、同等の価格によって決定しております。

３．久松良亮は平成18年８月５日に当社の取締役を退任したため、取引金額は平成18年５月16日から平成18年８

月５日までの金額を表示し、残高は平成18年８月５日の残高を表示しております。
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（１株当たり情報）

前連結会計年度
（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）

１株当たり純資産額 355円01銭

１株当たり当期純利益金額 35円18銭

１株当たり純資産額 379円46銭

１株当たり当期純利益金額 32円42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。

　（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。

 
前連結会計年度

(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)

１株当たり当期純利益金額   

当期純利益（千円） 391,497 360,765

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） 391,497 360,765

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）

前連結会計年度
（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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前連結会計年度
（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) 従業員数 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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４．仕入の状況
　商品の部門別の仕入高は以下のとおりであります。

商品の部門別

前連結会計年度
（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）

金額（千円） 構成比（％） 金額（千円） 構成比（％）

調剤 635,852 2.4 346,569 2.5

小売・卸売

ヘルスケア 8,190,122 30.8 4,145,169 30.1

ビューティーケア 9,712,961 36.5 5,236,978 38.1

ハウスキーピング 5,984,989 22.5 2,924,350 21.3

コンビニエンス 2,088,024 7.8 1,108,053 8.0

合計 26,611,949 100.0 13,761,121 100.0

　（注）　上記の金額には、消費税等は含まれておりません。

５．販売の状況
　商品の部門別の売上高は以下のとおりであります。

商品の部門別

前連結会計年度
（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）

金額（千円） 構成比（％） 金額（千円） 構成比（％）

調剤 1,055,491 3.0 629,729 3.5

小売

ヘルスケア 10,574,753 30.2 5,673,663 31.2

ビューティーケア 11,876,325 33.9 6,424,471 35.3

ハウスキーピング 6,471,751 18.5 3,598,849 19.8

コンビニエンス 2,345,351 6.7 1,292,888 7.1

卸売 2,687,149 7.7 558,775 3.1

合計 35,010,822 100.0 18,178,379 100.0

　（注）　上記の金額には、消費税等は含まれておりません。
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