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１．平成18年11月中間期の業績（平成18年５月16日～平成18年11月15日）

(1）経営成績  （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11月中間期 1,366 807.9 920 971.4 949 －

17年11月中間期 150 － 85 － 85 △7.0

18年５月期 857 255 177

中間(当期)純利益
１株当たり中間
(当期)純利益

百万円 ％ 円 銭

18年11月中間期 887 926.8 40 43

17年11月中間期 86 △6.5 23 53

18年５月期 213 17 73

（注）①期中平均株式数 18年11月中間期 21,949,329株 17年11月中間期 －株 18年５月期 12,064,246株

②会計処理の方法の変更 有

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

(2）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11月中間期 40,725 40,563 99.6 1,846 56

17年11月中間期 366 329 90.0 89 84

18年５月期 40,346 40,162 99.5 1,830 16

（注）①期末発行済株式数 18年11月中間期 21,964,445株 17年11月中間期 －株 18年５月期 21,944,545株

②期末自己株式数 18年11月中間期 249株 17年11月中間期 －株 18年５月期 249株

２．平成19年５月期の業績予想（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

通　期 2,748 1,836 1,749

（参考）１株当たり予想当期純利益（通期）　　　 79円63銭

３．配当状況

・現金配当 １株当たり配当金（円）

第１四半期末 中間期末 第３四半期末 期末 その他 年間

18年５月期 － － － 25 － 25

19年５月期（実績） － 24 － － －
48

19年５月期（予想） － － － 24 －

(注）　18年５月期末配当の内訳　普通配当20円　記念配当　5円

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

等は、業況の変化等により、上記予想数値と異なる場合があります。なお、上記予想に関する事項は添付資料の６ページを参照して下さい。
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６．個別中間財務諸表等
(1) 中間貸借対照表

  
前中間会計期間末

（平成17年11月15日）
当中間会計期間末

（平成18年11月15日）
前事業年度の要約貸借対照表

（平成18年５月15日）

区分
注記
番号

金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

（資産の部）           

Ⅰ　流動資産           

１．現金及び預金  170,728   7,427,739   8,953,668   

２．売掛金  601   34,429   40,609   

３．有価証券  －   3,007,047   1,002,273   

４．前払費用  2,312   －   799   

５．未収入金  99   －   －   

６．未収還付法人税等  10,171   －   －   

７．関係会社短期貸付
金

 －   873,956   829,984   

８．その他 ※１ 351   163,807   50,881   

流動資産合計   184,263 50.3  11,506,979 28.3  10,878,215 27.0

Ⅱ　固定資産           

１．無形固定資産           

(1）電話加入権  41   41   41   

無形固定資産合計  41   41   41   

２．投資その他の資産           

(1）投資有価証券  75,721   －   －   

(2）関係会社株式  106,450   26,790,439   26,790,439   

（3）関係会社長期
　　     貸付金

 －   2,427,964   2,677,976   

投資その他の資産
合計

 182,171   29,218,403   29,468,415   

固定資産合計   182,212 49.7  29,218,444 71.7  29,468,456 73.0

資産合計   366,476 100.0  40,725,423 100.0  40,346,671 100.0
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前中間会計期間末

（平成17年11月15日）
当中間会計期間末

（平成18年11月15日）
前事業年度の要約貸借対照表

（平成18年５月15日）

区分
注記
番号

金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

（負債の部）           

Ⅰ　流動負債           

１．未払金  998   47,304   47,314   

２．未払法人税等  35   30,068   25,812   

３．賞与引当金  737   27,831   31,475   

４．役員賞与引当金  24,292   30,308   53,441   

５．その他 ※１ 198   19,590   22,576   

流動負債合計   26,260 7.2  155,103 0.4  180,620 0.5

Ⅱ　固定負債           

１．役員退職慰労引当
金

 8,416   5,497   2,644   

２．その他  1,860   930   1,395   

固定負債合計   10,276 2.8  6,427 0.0  4,039 0.0

負債合計   36,537 10.0  161,530 0.4  184,659 0.5

           

（資本の部）           

Ⅰ　資本金   10,000 2.7  － －  － －

Ⅱ　利益剰余金           

１．利益準備金  2,500   －   －   

２．任意積立金  174,357   －   －   

３．中間未処分利益  143,081   －   －   

利益剰余金合計   319,939 87.3  － －  － －

資本合計   329,939 90.0  － －  － －

負債資本合計   366,476 100.0  － －  － －

           

（純資産の部）           

Ⅰ　株主資本           

１．資本金   － －  6,467,564 15.9  6,438,665 15.9

２．資本剰余金           

　資本準備金  －   32,306,115   32,277,236   

資本剰余金合計   － －  32,306,115 79.3  32,277,236 80.0

３．利益剰余金           

(1）利益準備金  －   15,020   15,020   

(2）その他利益剰余
金

          

別途積立金  －   861,695   1,161,695   

繰越利益剰余金  －   909,423   270,591   

利益剰余金合計   － －  1,786,139 4.4  1,447,307 3.6

４．自己株式   － －  △1,198 △0.0  △1,198 △0.0

株主資本合計   － －  40,558,620 99.6  40,162,011 99.5

Ⅱ　新株予約権   － －  5,272 0.0  － －

純資産合計   － －  40,563,893 99.6  40,162,011 99.5

負債純資産合計   － －  40,725,423 100.0  40,346,671 100.0
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(2) 中間損益計算書

  
前中間会計期間

（自　平成17年５月16日
至　平成17年11月15日）

当中間会計期間
（自　平成18年５月16日
至　平成18年11月15日）

前事業年度の要約損益計算書
（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
（％）

金額（千円）
百分比
（％）

金額（千円）
百分比
（％）

Ⅰ　営業収益   150,460 100.0  1,366,041 100.0  857,555 100.0

Ⅱ　営業費用   64,545 42.9  445,564 32.6  602,446 70.3

営業利益   85,915 57.1  920,477 67.4  255,109 29.7

Ⅲ　営業外収益 ※１  40 0.0  29,290 2.1  13,057 1.5

Ⅳ　営業外費用 ※２  － －  － －  90,783 10.5

経常利益   85,955 57.1  949,767 69.5  177,383 20.7

Ⅴ　特別利益 ※３  508 0.4  － －  8,924 1.0

税引前中間（当
期）純利益

  86,463 57.5  949,767 69.5  186,307 21.7

法人税、住民税及
び事業税

 35   53,334   3,800   

法人税等調整額  － 35 0.1 8,987 62,322 4.5 △31,431 △27,631 △3.2

中間（当期）純利
益

  86,428 57.4  887,445 65.0  213,938 24.9

前期繰越利益   56,652   －   －  

中間未処分利益   143,081   －   －  
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(3) 中間株主資本等変動計算書

当中間会計期間（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
金合計別途積立

金
繰越利益
剰余金

平成18年５月15日　残高
（千円）

6,438,665 32,277,236 32,277,236 15,020 1,161,695 270,591 1,447,307 △1,198 40,162,011

中間会計期間中の変動額

新株の発行 28,898 28,878 28,878      57,777

剰余金の配当      △548,613 △548,613  △548,613

中間純利益      887,445 887,445  887,445

別途積立金の取崩     △300,000 300,000 －  －

株主資本以外の項目の中間会計
期間中の変動額（純額）

         

中間会計期間中の変動額合計
（千円）

28,898 28,878 28,878 － △300,000 638,831 338,831 － 396,608

平成18年11月15日　残高
（千円）

6,467,564 32,306,115 32,306,115 15,020 861,695 909,423 1,786,139 △1,198 40,558,620

新株予約権 純資産合計

平成18年５月15日　残高
（千円）

－ 40,162,011

中間会計期間中の変動額

新株の発行  57,777

剰余金の配当  △548,613

中間純利益  887,445

別途積立金の取崩  －

株主資本以外の項目の中間会
計期間中の変動額（純額）

5,272 5,272

中間会計期間中の変動額合計
（千円）

5,272 401,881

平成18年11月15日　残高
（千円）

5,272 40,563,893
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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）

株主資本

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

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
金合計別途積立

金
繰越利益
剰余金

平成17年５月15日　
残高
（千円）

10,000 － － 2,500 174,357 56,652 233,510 － 243,510 243,510

事業年度中の変動額

新株の発行 5,938,665 5,995,767 5,995,767      11,934,433 11,934,433

当期純利益      213,938 213,938  213,938 213,938

自己株式の取得        △1,198 △1,198 △1,198

株式交換による変
動額（純額）※１

490,000 25,852,570 25,852,570      26,342,570 26,342,570

会社分割による変
動額（純額）※２

 428,899 428,899 12,520 987,338  999,858  1,428,757 1,428,757

事業年度中の変動額
合計
（千円）

6,428,665 32,277,236 32,277,236 12,520 987,338 213,938 1,213,797 △1,198 39,918,501 39,918,501

平成18年５月15日　
残高
（千円）

6,438,665 32,277,236 32,277,236 15,020 1,161,695 270,591 1,447,307 △1,198 40,162,011 40,162,011

※１　平成17年11月16日付の㈱ツルハとの株式交換に伴う変動額の純額であります。

※２　平成18年２月16日付の当社を承継会社とする㈱ツルハの会社分割に伴う変動額の純額であります。
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(4) 中間キャッシュ・フロー計算書

  
前中間会計期間

（自　平成17年５月16日
至　平成17年11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

  

税引前中間純利益  86,463

賞与引当金の増加額  22

役員賞与引当金の
増加額

 24,292

退職給付引当金の
減少額

 △2,323

役員退職慰労引当金
の減少額

 △198,359

受取利息及び
受取配当金

 △8

売上債権の減少額  273

その他  △16,145

小計  △105,785

利息及び配当金の
受取額

 10

法人税等の支払額  △689

還付法人税等の
受取額

 6,366

営業活動によるキャッ
シュ・フロー

 △100,097

Ⅱ　投資活動によるキャッ
シュ・フロー

  

投資活動によるキャッ
シュ・フロー

 －

Ⅲ　財務活動によるキャッ
シュ・フロー

  

財務活動によるキャッ
シュ・フロー

 －

Ⅳ　現金及び現金同等物の
減少額

 △100,097

Ⅴ　現金及び現金同等物の
期首残高

 270,825

Ⅵ　現金及び現金同等物の
中間期末残高

※ 170,728
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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17年５月16日
至　平成17年11月15日）

当中間会計期間
（自　平成18年５月16日
至　平成18年11月15日）

前事業年度
（自　平成17年５月16日
至　平成18年５月15日）

１．資産の評価基準及び評価

方法

(1）有価証券

子会社株式及び関連会社株式

移動平均法による原価法

(1）有価証券

子会社株式及び関連会社株式

同左

(1）有価証券

子会社株式及び関連会社株式

同左

その他有価証券

時価のあるもの

中間決算日の市場価格等に

基づく時価法（評価差額は全

部資本直入法により処理し、

売却原価は移動平均法により

算定）

その他有価証券

時価のあるもの

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）

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

時価のないもの

同左

時価のないもの

同左

２．繰延資産の処理方法  ――――――――

 

 ――――――――

 

新株発行費

全額支出時の費用として計

上しております。

３．引当金の計上基準 (1)貸倒引当金

債権の貸倒損失に備えるため、

一般債権については貸倒実績率に

より、貸倒懸念債権等特定の債権

については個別に回収可能性を吟

味し、回収不能見込額を計上して

おります。なお、当中間期の繰入

額はありません。

(1)貸倒引当金

同左

(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。なお、当期の繰入額は

ありません。

(2)賞与引当金

従業員の賞与支給に備えるため、

実際支給見込額のうち、当中間期

帰属分を引当計上しております。

(2)賞与引当金

同左

(2)賞与引当金

従業員の賞与支給に備えるため、

実際支給見込額のうち、当事業年

度負担分を引当計上しております。

(3)役員賞与引当金

役員の賞与支給に備えるため、

実際支給見込額のうち当中間期帰

属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、当会計

年度における支給見込額の当

中間会計期間負担額を計上し

ております。

(3)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、実際支給見込額

を引当計上しております。

(4)　　───────

（追加情報）

当社の退職給付制度は、適格退

職年金制度と退職一時金制度を採

用しておりましたが、平成17年６

月１日から、確定拠出年金制度お

よび前払給与制度へ全面移行し、

「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軽微であ

ります。

(4)　　 ───────

――――――─

(4)　　───────

 （追加情報）

当社の退職給付制度は、適格退

職年金制度と退職一時金制度を採

用しておりましたが、平成17年６

月１日から、確定拠出年金制度お

よび前払給与制度へ全面移行し、

「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軽微であ

ります。

(5)役員退職慰労引当金

役員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)役員退職慰労引当金

同左

(5)役員退職慰労引当金

　　役員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。

４．中間キャッシュ・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

金および取得日から３ヶ月以内に満

期の到来する定期預金からなってお

ります。

―――――――― ――――――――

５．その他中間財務諸表（財

務諸表）作成のための基

本となる重要な事項

(1)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。

(1)消費税等の会計処理

税抜方式によっております。

(1)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17年５月16日
至　平成17年11月15日）

当中間会計期間
（自　平成18年５月16日
至　平成18年11月15日）

前事業年度
（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。

       ――――――――       ――――――――

２．役員賞与に係る会計基準

　　当中間会計期間より、「役員賞与に関す

る会計基準」（企業会計基準委員会　企業

会計基準第４号　平成17年11月29日）を適

用しております。これにより営業利益、経

常利益および税引前中間純利益はそれぞれ

24,292千円減少しております。

      ――――――――       ――――――――

      ―――――――― ３．ストック・オプション等に関する会計基準

　　当中間会計期間より、「ストック・オプショ

ン等に関する会計基準」（企業会計基準第８

号　平成17年12月27日）及び「ストック・オ

プション等に関する会計基準の適用指針」（企

業会計基準適用指針第11号　平成18年５月31

日）を適用しております。

　これにより営業利益、経常利益および税引

前中間純利益はそれぞれ5,272千円減少してお

ります。

      ――――――――

会計処理方法の変更

前中間会計期間
（自　平成17年５月16日
至　平成17年11月15日）

当中間会計期間
（自　平成18年５月16日
至　平成18年11月15日）

前事業年度
（自　平成17年５月16日
至　平成18年５月15日）

────── ──────  １．役員賞与に関する会計基準

  当事業年度より、「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、経常利益および税引前当期純利益はそ

れぞれ53,441千円減少しております。

────── ──────  ２．貸借対照表の純資産の部の表示に関する

会計基準

  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　平成17年12月９日）および「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。

 なお、従来の資本の部の合計に相当する金額

は40,162,011千円であります。
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表示方法の変更

前中間会計期間
（自　平成17年５月16日
至　平成17年11月15日）

当中間会計期間
（自　平成18年５月16日
至　平成18年11月15日）

前事業年度
（自　平成17年５月16日
至　平成18年５月15日）

──────  １．中間貸借対照表 

  前中間期まで区分掲記しておりました「未

収入金」（当中間期末残高5,328千円）、「未

収還付法人税等」（当中間期末残高135,863千

円）は、資産の総額の100分の１以下となった

ため、流動資産の「その他」に含めて表示す

ることにしました。

 １．貸借対照表 

  前事業年度まで区分掲記しておりました「未

収還付法人税等」（当事業年度末残高15,358

千円）は、資産の総額の100分の１以下となっ

たため、流動資産の「その他」に含めて表示

することにしました。

追加情報

前中間会計期間
（自　平成17年５月16日
至　平成17年11月15日）

当中間会計期間
（自　平成18年５月16日
至　平成18年11月15日）

前事業年度
（自　平成17年５月16日
至　平成18年５月15日）

関係会社からの受取配当金は前中間会計

期間においては営業外収益として計上して

おりましたが、定款目的の変更に伴い、当

中間会計期間より営業収益とすることにい

たしました。　この変更により、営業収益

および営業利益が前中間会計期間に比して

それぞれ145,280千円増加しておりますが経

常利益および税引前中間純利益に与える影

響はありません。

────────  １．計上区分の変更

  関係会社からの受取配当金は前事業年度

においては営業外収益として計上しており

ましたが、定款目的の変更に伴い、当事業

年度より営業収益とすることにいたしまし

た。この変更により、営業収益および営業

利益が前事業年度に比較してそれぞれ

217,920千円増加しておりますが、経常利益

および税引前当期純利益に与える影響はあ

りません。

────────

 

────────  ２．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方法

  平成17年11月16日付の株式交換に伴い資

本金が１億円超となったため、外形標準課

税の適用を受けることとなりました。その

ため、実務対応報告第12号「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」（企業会

計基準委員会 平成16年２月13日）に基づき、

当事業年度から法人事業税の付加価値割お

よび資本割22,012千円を営業費用として計

上しております。

────────

 

────────

 

 ３．財政状態・経営成績の変動について

  当社は、平成17年11月16日に持株会社と

しての事業を開始しております。

　このため、当事業年度の財政状態及び経

営成績は前事業年度と比較して大きく変動

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17年11月15日）

当中間会計期間末
（平成18年11月15日）

前事業年度末
（平成18年５月15日）

※１　消費税等は、仮払消費税等および仮受

消費税等とを、相殺のうえ、流動資産の

「その他」に含めて表示しております。

※１　消費税等は、仮払消費税等および仮受

消費税等とを、相殺のうえ、流動負債の

「その他」に含めて表示しております。

――――――――――

（中間損益計算書関係）

前中間会計期間
（自　平成17年５月16日
至　平成17年11月15日）

当中間会計期間
（自　平成18年５月16日
至　平成18年11月15日）

前事業年度
（自　平成17年５月16日
至　平成18年５月15日）

※１　営業外収益のうち主要なもの

　　　還付加算金　　　　　31千円

※１　営業外収益のうち主要なもの

　　　受取利息　　　　28,874千円

※１　営業外収益のうち主要なもの

　　　受取利息　　　　 　  9,744千円

※２　　　――――――――――

　　　

※２　　　――――――――――

　　　

※２　営業外費用のうち主要なもの

　　　新株発行費　　　  　88,969千円

※３　特別利益のうち主要なもの

 受取保険金　　　　508千円

※３　     ――――――――――

 

※３　特別利益のうち主要なもの

　　　役員退職慰労引当金取崩益

　　　　　　　　　　　　　 8,924千円

（中間株主資本等変動計算書関係）

当中間会計期間（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

前事業年度末株式数
（株）

当中間会計期間増加
株式数（株）

当中間会計期間減少
株式数（株）

当中間会計期間末株
式数（株）

普通株式 249 － － 249

合計 249 － － 249

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

前事業年度末株式数
（株）

当事業年度増加株式
数（株）

当事業年度減少株式
数（株）

当事業年度末株式数
（株）

普通株式（注） － 249 － 249

合計 － 249 － 249

 （注）普通株式の自己株式の株式数の増加249株は、単元未満株式の買取りによる増加であります。

 

 

（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17年５月16日
至　平成17年11月15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17年11月15日現在）
 （千円）

現金及び預金勘定 170,728 

現金及び現金同等物 170,728 
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①　リース取引

前中間会計期間
（自　平成17年５月16日
至　平成17年11月15日）

当中間会計期間
（自　平成18年５月16日
至　平成18年11月15日）

前事業年度
（自　平成17年５月16日
至　平成18年５月15日）

該当事項はありません。 同左 同左

②　有価証券

前中間会計期間末（平成17年11月15日）

１．子会社株式及び関連会社株式で時価のあるもの

 
中間貸借対照表計上額

（千円）
時価（千円） 差額（千円）

関連会社株式 106,450 19,576,480 19,470,030

合計 106,450 19,576,480 19,470,030

２．その他有価証券で時価のあるもの

　　　　　　　該当事項はありません。

３．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（千円）

その他有価証券  

ＭＭＦ 28,678

ＭＲＦ 47,042

当中間会計期間末（平成18年11月15日）

          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。

 

 

前事業年度末（平成18年５月15日）

          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　デリバティブ取引

前中間会計期間（自　平成17年５月16日　至　平成17年11月15日）

当社は、デリバティブ取引を全く行っておりませんので、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17年５月16日
至　平成17年11月15日）

 

関連会社に対する投資の

金額（千円）
106,450  

持分法を適用した場合の

投資の金額（千円）
6,275,831  

持分法を適用した場合の

投資利益の金額（千円）
481,794  
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（１株当たり情報）

前中間会計期間
（自　平成17年５月16日
至　平成17年11月15日）

当中間会計期間
（自　平成18年５月16日
至　平成18年11月15日）

前事業年度
（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 89円84銭

１株当たり中間純利益

金額
23円53銭

なお、潜在株式調整後１株当たり中

間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。

１株当たり純資産額 1,846円56銭

１株当たり中間純利益

金額
40円43銭

潜在株式調整後１株当

たり中間純利益金額

 

40円26銭

１株当たり純資産額 1,830円16銭

１株当たり当期純利益

金額
17円73銭

潜在株式調整後１株当

たり当期純利益金額
17円65銭

　当社は、平成17年７月23日付で株式

１株につき992.6株の株式分割を行っ

ております。

　なお、１株当たり中間純利益は、期

首に分割が行われたものとして計算し

ております。

　また、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株当たり純資
産額

76円27銭 66円30銭

１株当たり中間
純利益金額

１株当たり当期
純利益金額

25円17銭 15円20銭

潜在株式調整後
１株当たり中間
純利益金額

潜在株式調整後
１株当たり当期
純利益金額

－円－銭 －円－銭

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

 
前中間会計期間

（自　平成17年５月16日
至　平成17年11月15日）

当中間会計期間
（自　平成18年５月16日
至　平成18年11月15日）

前事業年度
（自　平成17年５月16日
至　平成18年５月15日）

１株当たり中間（当期）純利益金額    

中間（当期）純利益（千円） 86,428 887,445 213,938

普通株主に帰属しない金額（千円） － － －

普通株式に係る中間（当期）純利益

（千円）
86,428 887,445 213,938

期中平均株式数（株） 3,672,620 21,949,329 12,064,246

    

 潜在株式調整後１株当たり中間（当期）

純利益金額
   

中間（当期）純利益調整額（千円） － － －

普通株式増加数（株） － 90,873 58,920

（うち新株予約権） － (90,873) (58,920)

希薄化効果を有しないため、潜在株式

調整後１株当たり中間（当期）純利益

の算定に含めなかった潜在株式の概要

－
 新株予約権１種類（新

株予約権の数1,238個）
－
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（重要な後発事象）

前中間会計期間
（自　平成17年５月16日
至　平成17年11月15日）

当中間会計期間
（自　平成18年５月16日
至　平成18年11月15日）

前事業年度
（自　平成17年５月16日
至　平成18年５月15日）

１．株式会社ツルハとの株式交換

　当社と株式会社ツルハは、純粋持株会社

に移行する目的で、平成17年11月16日に当

社を純粋持株会社とし株式会社ツルハを完

全子会社となる株式交換を行いました。

(1) 株式交換契約の概要

①　株式交換の内容

　当社は株式会社ツルハと商法第352条

ないし第363条に定める方式により株式

交換を行いました。

②　株式交換の日

平成17年11月16日

③　株式交換に際して発行する株式およ

び割り当て

　当社は株式会社ツルハとの株式交換

に際して、株式交換の日の前日におけ

る最終の株式会社ツルハの株主名簿に

記載された株主のうち当社を除く株主

に対して、その所有する株式会社ツル

ハの普通株式数の合計に相当する数の

普通株式を発行し、その所有する株式

会社ツルハの普通株式１株につき当社

の株式１株の割合をもって割当交付し

ました。

(2) 株式会社ツルハの概要

代表者　取締役社長　鶴羽　樹

資本金　42億円

住所　　札幌市東区北24条東20丁目１

番21号

①　主な事業内容

医薬品、化粧品、雑貨、育児用品等

の販売

②　売上高および中間純利益

（平成17年11月15日中間会計期間）

売上高 72,914,746千円

中間純利益 2,312,529千円

③　資産、負債、資本の状況

（平成17年11月15日現在）

資産合計 55,172,720千円

負債合計 22,654,971千円

資本合計 32,517,749千円

１．株式会社くすりの福太郎との業務・資本

提携

 当社は、平成18年11月20日、株式会社くす

りの福太郎との間で、業務・資本提携を行

うことで合意いたしました。

　概要は、「４．中間連結財務諸表等（重

要な後発事象）」をご参照ください。

 ───────────
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前中間会計期間
（自　平成17年５月16日
至　平成17年11月15日）

当中間会計期間
（自　平成18年５月16日
至　平成18年11月15日）

前事業年度
（自　平成17年５月16日
至　平成18年５月15日）

２．会社分割について

　平成17年12月27日開催の当社取締役会に

おいて、当社は平成18年2月16日付で、当社

を承継会社として、当社の完全子会社であ

る株式会社ツルハを分割会社とした会社分

割（吸収分割）を行い、株式会社ツルハの

子会社である株式会社リバースの支配およ

び管理にかかる営業を当社に承継すること

を決定いたしました。

(1）会社分割の要旨

①　分割の日程

分割契約書承認取締役会（両社）

平成17年12月27日

分割契約書締結（両社）

平成17年12月27日

分割契約書承認株主総会（株式会社

ツルハ）　　　平成18年 1月11日

なお、当社は商法第374条ノ23第1項

（簡易吸収分割）の規定により、商

法第374条ノ17第1項の株主総会の承

認を得ずに承継いたします。

分割期日　平成18年2月16日

分割登記　平成18年2月16日（予定)

②　分割方式

　当社の完全子会社であります株式会

社ツルハを分割会社とし、当社を承継

会社とする分割型吸収分割であります。

　なお、承継会社である当社について

は、商法第374条ノ23第1項の簡易吸収

分割の要件を充足するものであり、商

法第374条ノ17第1項の株主総会の承認

を得ずに行うものであります。

③　株式の割当

　株式会社ツルハは、当社の完全子会

社であるため、本件会社分割に際して、

株式の割当は行いません。

④　分割により増加する資本の額等

　本件会社分割に際して、当社の資本

金は増加しません。

⑤　分割交付金

　本件会社分割に際して、分割交付金

の支払いは行いません。
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前中間会計期間
（自　平成17年５月16日
至　平成17年11月15日）

当中間会計期間
（自　平成18年５月16日
至　平成18年11月15日）

前事業年度
（自　平成17年５月16日
至　平成18年５月15日）

３　公募による新株発行

　当社は、平成18年１月13日開催の取締役

会において、以下のとおり新株式の発行を

決議し、平成18年２月７日に払込が完了い

たしました。

(1）募集の方法

ブックビルディング方式による一般公

募

(2）発行する株式の種類及び数

普通株式　　 1,991,300株

(3）発行価額

１株につき　　　 4,286円

(4）発行価額の総額

8,534,711千円

(5）資本組入額

１株につき　　　 2,143円

(6）資本組入額の総額

4,267,355千円

(7）払込期日

平成18年２月７日

(8）配当起算日

平成17年11月16日

(9）資金の使途

　子会社投融資を通じて全額設備投資資

金に充当する予定であります。

 ───────────  ───────────

４　第三者割当による新株発行

　当社は、平成18年１月13日開催の取締役

会において、下記の通り当社株式の第三者

割当による新株式の発行を決議し、平成18

年２月７日に払込が完了いたしました。

(1）割当先

イオン株式会社

(2）発行する株式の種類及び数

普通株式　　　 308,700株

(3）発行価額

１株につき　　　 4,471円

(4）発行価額の総額

1,380,197千円

(5）資本組入額

１株につき　　　 2,143円

(6）資本組入額の総額

661,544千円

(7）払込期日

平成18年２月７日

(8）配当起算日

平成17年11月16日

(9）資金使途

　子会社投融資を通じて全額設備投資資

金に充当する予定であります。

　この上記３、４の増資により、平成18年２

月７日に発行済株式総数が2,300,000株、資本

金が4,928,900千円、資本準備金が4,986,009

千円増加し、その結果、発行済株式総数が

21,474,494株、資本金が5,440,380千円、資本

準備金が30,850,059千円となりました。
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前中間会計期間
（自　平成17年５月16日
至　平成17年11月15日）

当中間会計期間
（自　平成18年５月16日
至　平成18年11月15日）

前事業年度
（自　平成17年５月16日
至　平成18年５月15日）

５　オーバーアロットメントによる売出し

　当社は、平成18年１月13日開催の取締役

会において、以下のとおりオーバーアロッ

トメントによる当社株式の売出し（日興シ

ティグループ証券株式会社が当社株主から

借入れる当社普通株式500,000株（上限）の

売出し）に関連して、第三者割当増資（以

下「本件第三者割当増資」という。）を決

議しております。ただしオーバーアロット

メントによる売出しが減少または売出しそ

のものが中止される場合、シンジケートカ

バー取引が行われる場合および安定操作取

引で買い付けた株式の全部または一部を借

入株式の返却に充当する場合があります。

そのため、本件第三者割当増資における発

行数の全部または一部につき申し込みが行

われず、その結果、失権により本件第三者

割当増資における最終的な発行数はその限

度で減少し、または発行そのものが全く行

われない場合があります。

　なお、本件第三者割当増資の新株発行条

件は以下のとおりであります。

①　割当先

日興シティグループ証券株式会社

②　発行する株式の種類及び数

普通株式　上限500,000株

③　発行価額

１株につき　　　4,286円

④　発行価額の総額

上限　　　2,143,000千円

⑤　資本組入額

１株につき　　　2,143円

⑥　資本組入額の総額

上限　　　1,071,500千円

⑦　払込期日

平成18年３月８日

⑧　配当起算日

平成17年11月16日

⑨　資金使途

　子会社投融資を通じて全額設備投資資

金に充当する予定であります。
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