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１．平成18年11月中間期の業績（平成18年６月１日～平成18年11月30日）

(1）経営成績 （注）記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。

売上高 営業利益 経常利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

18年11月中間期 55,916 8.8 3,288 41.6 3,316 41.0

17年11月中間期 51,398 11.7 2,322 20.4 2,351 20.4

18年５月期 103,285 9.3 4,653 7.7 4,704 8.0

中間（当期）純利益
１株当たり中間
（当期）純利益

潜在株式調整後１株当たり
中間（当期）純利益

百万円 ％ 円 銭 円 銭

18年11月中間期 1,750 44.0 78 85  ―

17年11月中間期 1,215 17.3 109 53  ―

18年５月期 2,486 9.1 224 03  ―
（注）①持分法投資損益 18年11月中間期 －百万円 17年11月中間期 －百万円 18年５月期 －百万円

②期中平均株式数 18年11月中間期 22,194,104株 17年11月中間期 11,097,052株 18年５月期 11,097,052株
③会計処理方法の変更 無
④売上高、営業利益、経常利益、中間（当期）純利益におけるパーセント表示は、対前年中間期増減率

(2）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月中間期 35,333 16,759 47.4 755 13

17年11月中間期 31,000 14,051 45.3 1,266 25

18年５月期 33,127 15,323 46.3 1,380 84
（注）①期末発行済株式数 18年11月中間期 22,194,104株 17年11月中間期 11,097,052株 18年５月期 11,097,052株

②期末自己株式数 18年11月中間期 124株 17年11月中間期 62株 18年５月期 62株

(3）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月中間期 3,014 △791 △331 8,680

17年11月中間期 1,747 △621 △300 6,126

18年５月期 3,468 △1,658 △322 6,788

２．平成19年５月期の業績予想（平成18年６月１日～平成19年５月31日）

売上高 経常利益 当期純利益

通期 112,200百万円 6,100百万円 3,200百万円

（参考）１株当たり予想当期純利益（通期）　　　 144円18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    28.0  28.0

19年５月期（実績）   － －   

19年５月期（予想） － －  16.0  16.0

 

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

資料発表日現在における仮定を前提としています。実際の業績は、今後様々な要因によって大きく異なる結果となる可

能性があります。
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１．企業集団の状況
　当社グループ（当社及び当社の関係会社）は、当社（株式会社クリエイトエス・ディー）及び子会社１社により構成

されており、医薬品、化粧品等の小売販売を主たる業務としております。

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

(1）小売販売業　　　　主な取扱商品は医薬品、化粧品、食品（加工品、日配品）、日用雑貨品等であり、当社が担

当しております。

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

商　　号　　株式会社エスタ

設　　立　　平成16年11月１日

資 本 金　　50百万円

株主構成　　当社100％

代 表 者　　代表取締役社長　高木　均（当社執行役員商品本部長）

　以上の事項を事業系統図によって示すと次のとおりであります。
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２．経営方針
(1）会社の経営の基本方針

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

　具体的な経営基本方針として次の２項目を掲げております。

１．極めて感じの良い応対（挨拶）

２．整理・整頓

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

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

＆シスター制度、さらに、覆面調査での店舗評価等具体的に実践する仕組みをつくり推進しております。

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

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

決めてそのとおりに置くことです。このことは、店舗のクリーンという意味で、また、買いやすい売場づくりという

意味で、さらには、不要なもの＝死に筋のカットを中心とした商品管理の観点で非常に重要なことだと考えておりま

す。

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

(2）会社の利益配分に関する基本方針

　当社は、株主の皆様への利益還元を経営の重要課題の一つと認識し、あわせて財務体質の強化と今後の事業展開に

備えるために内部留保の充実を図ることを基本としております。具体的な利益還元策として、株主の皆様からお預か

りしている資金に対する還元という観点及び業績を反映しつつ安定的に配当するという考えのもとに、純資産配当率

を尺度とし、当面は同比率２％を目処に配当を実施したいと考えております。

　当事業年度におきましては、上記配当方針に従い、当事業年度末現在の株式１株当たり普通配当16円（分割遡及修

正後の前期１株当たり配当比２円増配）とすることを予定いたしております。

(3）投資単位の引下げに関する考え方及び方針等

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

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

平成18年６月１日付をもって普通株式１株につき２株に分割しております。
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(4）目標とする経営指標

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

(5）中長期的な会社の経営戦略

①出店戦略

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

たしております。当社は、地盤の神奈川県をドミナントの中心としながらも、これまでの出店エリアの東京都、静岡

県、埼玉県、千葉県に加えて新たに群馬県、茨城県の北関東エリアにも店舗網の拡大を図りたいと考えております。

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

す。

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

しております。

②商品部門戦略

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

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

きております。この観点から、今後の競争に勝ち残っていくために、ドラッグストアの最大の特長である医薬品、化

粧品両部門の強化を図ってまいります。

　具体的には

イ．薬剤師教育による接客・推奨販売の強化及び「かかりつけ薬剤師」化の推進

ロ．成長カテゴリーである「健康食品」の更なる強化

ハ．医薬品、化粧品部門の売場強化

ニ．ヘルスケアアドバイザー、ビューティケアアドバイザーの育成配置

ホ．高品質のプライベートブランド商品の開発

等を推進してまいります。

(6）会社の対処すべき課題

①現状の認識について

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

ター等業界を超えた競合が一段と激しくなってきております。また、医薬品販売の規制緩和の動きが続いており、当

社の主力取扱商品である医薬品部門においてもドラッグストア業界内だけではなく、他業種をも巻き込んだ競合の時

代になるものと予想いたしております。

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

食品・サプリメント（栄養補助食品）などを買い求める需要は増えつつあります。

②当面の対処すべき課題

イ．業界内での地位を確立するための出店の継続

ロ．価格競争力の強化と安定した収益の確保

ハ．セルフメディケーション（自分の健康は自分で守る）をサポートする人材育成

③対処方針

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

き積極的な出店を計画いたしております。また、激しい価格競争に打ち勝つ経営基盤の構築とドラッグストアとして

の専門性を高め、カウンセリングを中心としたサービス面での競争力を確立するため、「ヘルスケア・ビューティケ

ア」部門の強化を行ないます。

④具体的な取組み状況等

イ．新たな出店エリアとして群馬県、茨城県を加え、北関東での店舗展開を進めてまいります。

ロ．競争力強化のために、商品価格見直しを継続して行う一方、高品質のプライベートブランド（ＰＢ）商品の開発、

ニチリウ商品の拡充により安定した収益の確保を図ってまいります。

ハ．人材育成につきましては、階層別の社内教育の他に、チェーンドラッグストア協会主催によります「ヘルスケア

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

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

お客様の相談にお応えできる体制を整えてまいります。

ニ．各店舗で順次開催している健康相談会を拡充し、マイドラッグストアの実現に向けて体制の整備を進めてまいり

ます。

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

ンターネット通販「楽天市場店」の強化を図ってまいります。
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(7）親会社等に関する事項

　該当事項はありません。

 

(8）その他、会社の経営上の重要な事項

　該当事項はありません。

(9）内部管理体制の整備・運用状況

　当該事項につきましては、コーポレート・ガバナンスに関する報告書の「内部統制システムに関する基本的な考え

方及びその整備状況」に記載しております。
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３．経営成績及び財政状態
(1）経営成績

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

業業績を背景にした設備投資に支えられ、おおむね順調な回復軌道をたどっております。一方、個人消費につきまし

ては、所得の伸び悩みを背景に横ばい状態がつづいており、力強さは感じられずに推移しております。

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

び規制緩和による他業態からの進出もあって競争は一段と激しくなっております。

　このような状況の中、当社は、接客サービスの充実と高品質のプライベートブランド商品の開発に継続して取り組

み、収益力の向上に努めてまいりました。

　新規出店につきましては、ドラッグストア事業部門で９店舗、調剤薬局事業部門で調剤専門薬局１店舗を開設いた

しました。

　以上により、当中間会計期間末の店舗数はドラッグストア201店舗（うちＦＣ１店舗、調剤薬局併設14店舗）、調剤

専門薬局７店舗の合計208店舗となりました。

　主要な品目別売上高は、医薬品部門12,557百万円（前年同期比10.6％増）、化粧品部門9,870百万円（前年同期比

10.2％増）、食料品部門16,942百万円（前年同期比7.7％増）、日用雑貨品部門10,861百万円（前年同期比11.2％増）、

その他部門5,683百万円（前年同期比1.6％増）となりました。

　この結果、売上高は55,916百万円（前年同期比8.8％増）、営業利益3,288百万円（前年同期比41.6％増）、経常利

益3,316百万円（前年同期比41.0％増）、中間純利益1,750百万円（前年同期比44.0％増）となりました。

(2）財政状態

当中間会計期間のキャッシュ・フローの状況

　当中間会計期間における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、前中間会計期間末に比べ2,554百万円増

加し、当中間会計期間末には8,680百万円となりました。

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

（営業活動によるキャッシュ・フロー）

　営業活動の結果得られた資金は3,014百万円（前年同期比1,267百万円増）となりました。これは税引前中間純利益

3,315百万円、仕入債務の増加による収入250百万円、未収入金の減少による収入244百万円、法人税等の支払による支

出1,403百万円等の結果であります。

（投資活動によるキャッシュ・フロー）

　投資活動の結果使用した資金は791百万円（前年同期比169百万円増）となりました。これは主に出店に伴う有形固

定資産の取得による支出361百万円及び出店仮勘定の支出385百万円等であります。

（財務活動によるキャッシュ・フロー）

　財務活動の結果使用した資金は331百万円（前年同期比30百万円増）となりました。これは長期借入金の返済による

支出21百万円、配当金の支払309百万円であります。

　当社のキャッシュ・フロー指標のトレンドは下記のとおりであります。

平成17年５月期 平成18年５月期 平成19年５月期

中間 期末 中間 期末 中間

株主資本比率（％） 43.8 44.9 45.3 46.3 47.4

時価ベースの株主資本比率

（％）
88.7 109.8 152.5 118.6 125.3

債務償還年数（年） 0.1 0.1 0.1 0.1 0.0

インタレスト・カバレッジ・

レシオ（倍）
263.9 299.4 330.3 355.0 635.4

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
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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

※有利子負債は、貸借対照表に計上されている負債のうち、利子を支払っている全ての負債を対象としております。

※営業キャッシュ・フロー及び利払いは、キャッシュ・フロー計算書に計上されている「営業活動によるキャッシュ・

フロー」及び「利息の支払額」を用いております。

(3）通期の見通し

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

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

のと期待されております。

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

健康相談会実施店舗の拡大を継続して図るとともに、高品質のプライベートブランド商品の開発強化により差別化と

経営基盤の強化を図ってまいります。

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

　以上により、平成19年５月期の業績の見通しにつきましては、売上高112,200百万円、経常利益6,100百万円、当期

純利益3,200百万円を予定しております。

  なお、平成18年７月14日の決算短信で発表いたしました通期の業績予想との差額は以下のとおりです。

通期

 売　　　上　　　高 経　　常　　利　　益 当　期　純　利　益

 百万円 百万円  百万円

 前回発表予想（Ａ） 111,200 5,260 2,750

 今回修正予想（Ｂ） 112,200 6,100 3,200

 増減額（Ｂ－Ａ） 1,000 840 450

 増減率（％） 0.9 16.0 16.4

 

(4）事業等のリスク

決算短信に記載した事業の状況、経理の状況等に関する事項のうち、投資者の判断に重要な影響を及ぼす可能性の

ある事項には、以下のようなものがあります。

 なお、文中の将来に関する事項は、当中間会計期間末現在において当社が判断したものであります。

①法的規制について

 当社の主要な事業活動の継続には、「薬事法」による許可及びその他諸法令にもとづく所轄官公庁の許可・免許・

登録等が必要です。将来、何らかの理由により許可・免許・登録等の取消し等があった場合には、当社の主要な事業

活動に支障をきたすとともに、当社の業績に重大な影響を与える可能性があります。

 ②医薬品販売の規制緩和

厚生労働省は、医薬品販売の規制緩和の一環として、危険性の少ない医薬品を中心に一般小売店で販売できる「医

薬部外品」への移行を進めております。今後とも医薬品販売の規制緩和の動きは続くものと予想されますので、その

内容の如何によっては、当社の業績に大きな影響を与えるおそれがあります。
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 ③出店施策について

当社は平成18年度11月30日現在、ドラッグストア201店舗（内、ＦＣ１店舗、調剤薬局併設14店舗）・調剤専門薬局

７店舗の合計208店舗を運営しております。最近の当社の業容拡大には以下のとおり、店舗数の拡大が大きく寄与して

おります。

 今後も店舗数の拡大を図っていく方針でありますが、出店交渉の遅延等の理由により計画どおりの出店ができない

場合には当社の利益計画に影響を与える可能性があります。

 最近４年間及び当中間会計期間の業績及び店舗数の推移は以下のとおりであります。

 （単位：百万円）

　　　　　　期別　

　　　　　　　　

　　　　　　項目

平成15年５月期 平成16年５月期 平成17年５月期 平成18年５月期
平成19年５月期

（中間）

 売上高 71,835 84,206 94,539 103,285 55,916

 営業利益 3,450 3,807 4,321 4,653 3,288

 経常利益 3,444 3,845 4,356 4,704 3,316

 当期純利益 1,817 1,931 2,279 2,486 1,750

 期末店舗数  129店  153店  179店  198店  208店

 （注）売上高には消費税等は含まれておりません。

 ④調剤業務について

 医薬分業が進展するに従い、処方箋の応需枚数が飛躍的に増加することが予想されます。当社では、薬剤師の調剤

に対する知識の充実について、積極的に取り組んでおります。また、調剤ミスを防止すべく「過誤防止マニュアル」

にもとづき

 イ.「劇薬」「毒薬」「麻薬」「向精神薬」は区分して保管する。

 ロ.「内用薬」「外用薬」は区分して保管する。

 ハ．医薬品棚には併用してはいけないもの、ある疾患に対して服用してはいけないもの、長期投与不可のもの等をシー

ルにて分かるように表示する。

 ニ．調剤ミス防止10カ条を作成し、薬剤師が毎日唱和・確認する。

 等々、細心の注意を払い調剤業務を行っております。また、調剤業務を行う全店において「薬局賠償責任保険」に加

入しております。

 しかしながら、調剤薬の欠陥・調剤ミス等が発生した場合には、将来訴訟を受ける可能性があります。

 ⑤薬剤師の確保について

 薬局（ドラッグストアを含む）の開設及び経営にあたっては、「薬事法」の規定により店舗ごとに薬剤師の配置が

義務付けられているほか、「薬剤師法」により薬剤師でない者が調剤業務を行ってはならないとされております。

 業界全体におきまして、薬剤師の採用、確保は重要な課題とされておりますが、当社におきましても今後の店舗数

の拡大に際しましては薬剤師の確保が重要であり、その確保の状況が出店計画に影響を及ぼす可能性があります。更

に、平成18年４月に薬学部に入学する者から、薬剤師になるためには６年制の薬学部を卒業しなければ国家試験の受

験資格が得られないこととなることへの対応も控えております。

 ⑥パートタイマー従業員の社会保険適用について

 厚生労働省は、次期年金改革としてパートタイマー労働者の社会保険（厚生年金・健康保険）への適用基準を拡大

し、「勤務時間が週の所定時間20時間以上」のパートタイマーに社会保険への加入を義務付けることを検討している

と報じられております。

 検討案の適用がなされた場合には、パートタイマー従業員数の多い当社にとって加入対象者増加に伴う事業主負担

が増大するおそれがあります。

 当社といたしましては、法改正がなされた場合には業績への影響をさけるため、一日の所定労働時間及び週当たり

勤務日数の短縮調整を検討する予定でありますが、この場合、当社のパートタイマー従業員の雇用政策や店舗運営に

おいて影響が出る可能性があります。

 なお、平成18年11月30日現在、当社パートタイマー従業員2,273名の内社会保険未適用者数は2,137名であります。

 ⑦個人情報の取扱いについて

当社は多岐にわたる個人情報を、顧客の信頼のもとに取り扱っております。「個人情報保護法」の施行により、コ

ンピュータシステムのセキュリティ強化と、顧客データの管理体制を確立いたしました。 

 その機密保持には現在考えられる高度なシステムセキュリティ対策を取り、関連諸規定による従業員教育を継続的

に実施いたしております。

しかしながら、万が一外部要因による不可抗力のシステムトラブルや、人為的操作等により情報流出が発生した場

合には、社会的な制裁を受け、業績に影響を与えるおそれがあります。 
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４．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30日）
当中間会計期間末

（平成18年11月30日）
対前中間
期比

前事業年度の
要約貸借対照表

（平成18年５月31日）

区分
注記
番号

金額（百万円）
構成比
（％）

金額（百万円）
構成比
（％）

増減
(百万円)

金額（百万円）
構成比
（％）

（資産の部）            

Ⅰ　流動資産            

１．現金及び預金  6,126   8,780    6,788   

２．売掛金  410   814    672   

３．たな卸資産  8,956   9,128    9,238   

４．その他  1,584   1,849    1,988   

流動資産合計   17,076 55.1  20,572 58.2 3,496  18,686 56.4

Ⅱ　固定資産            

(1)有形固定資産 ※１           

１．建物  2,857   2,967    2,892   

２．その他  2,783   2,819    2,771   

有形固定資産
合計

 5,641   5,787    5,663   

(2)無形固定資産  116   324    352   

(3)投資その他の資
産

           

１．長期貸付金  2,960   3,276    3,167   

２．敷金及び保
証金

 2,800   3,015    2,923   

３．その他  2,405   2,378    2,333   

貸倒引当金  ―   △21    ―   

投資その他の
資産合計

 8,165   8,648    8,424   

固定資産合計   13,923 44.9  14,761 41.8 837  14,440 43.6

資産合計   31,000 100.0  35,333 100.0 4,333  33,127 100.0
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前中間会計期間末

（平成17年11月30日）
当中間会計期間末

（平成18年11月30日）
対前中間
期比

前事業年度の
要約貸借対照表

（平成18年５月31日）

区分
注記
番号

金額（百万円）
構成比
（％）

金額（百万円）
構成比
（％）

増減
(百万円)

金額（百万円）
構成比
（％）

（負債の部）            

Ⅰ　流動負債            

１．買掛金  12,674   13,416    13,166   

２．一年内返済予
定長期借入金

 43   43    43   

３．未払法人税等  －   1,793    1,424   

４．賞与引当金  40   45    60   

５．役員賞与引当
金

 30   30    54   

 ６．ポイントカード
引当金

 －   205    131   

７．閉鎖店舗損失
引当金

 2   10    5   

８．その他 ※２ 3,216   2,037    1,969   

流動負債合計   16,007 51.7  17,581 49.8 1,573  16,854 50.9

Ⅱ　固定負債            

１．長期借入金  265   222    243   

２．退職給付引当
金

 372   446    407   

３．役員退職慰労
引当金

 206   246    226   

４．預り保証金  96   －    －   

５．その他  －   76    72   

固定負債合計   940 3.0  992 2.8 51  949 2.8

負債合計   16,948 54.7  18,574 52.6 1,625  17,804 53.7

（資本の部）            

Ⅰ　資本金   1,305 4.2  － － －  － －

Ⅱ　資本剰余金            

１．資本準備金  1,519   －    －   

資本剰余金合計   1,519 4.9  － － －  － －

Ⅲ　利益剰余金            

１．利益準備金  13   －    －   

２．任意積立金  9,500   －    －   

３．中間（当期）
未処分利益

 1,701   －    －   

利益剰余金合計   11,215 36.2  － － －  － －

Ⅳ　その他有価証券
評価差額金

  10 0.0  － － －  － －

Ⅴ　自己株式   △0 △0.0  － － －  － －

資本合計   14,051 45.3  － － －  －  

負債資本合計   31,000 100.0  － － －  － －
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前中間会計期間末

（平成17年11月30日）
当中間会計期間末

（平成18年11月30日）
対前中間
期比

前事業年度の
要約貸借対照表

（平成18年５月31日）

区分
注記
番号

金額（百万円）
構成比
（％）

金額（百万円）
構成比
（％）

増減
(百万円)

金額（百万円）
構成比
（％）

（純資産の部）            

Ⅰ　株主資本            

１．資本金   － －  1,305 3.7 －  1,305 3.9

２．資本剰余金            

(1）資本準備金  －   1,519    1,519   

資本剰余金合
計

  － －  1,519 4.3 －  1,519 4.6

３．利益剰余金            

(1）利益準備金  －   13    13   

(2）その他利益
剰余金

           

別途積立金  －   11,500    9,500   

繰越利益剰
余金

 －   2,411    2,972   

利益剰余金合
計

  － －  13,925 39.4 －  12,486 37.7

４．自己株式   － －  △0 △0.0 －  △0 △0.0

株主資本合計   － －  16,750 47.4 －  15,311 46.2

Ⅱ　評価・換算差額
等

           

１．その他有価証
券評価差額金

  － －  8 0.0 －  11 0.1

評価・換算差額
等合計

  － －  8 0.0 －  11 0.1

純資産合計   － －  16,759 47.4 －  15,323 46.3

負債純資産合計   － －  35,333 100.0 －  33,127 100.0
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(2）中間損益計算書

  
前中間会計期間

（自　平成17年６月１日
至　平成17年11月30日）

当中間会計期間
（自　平成18年６月１日
至　平成18年11月30日）

対前中間
期比

前事業年度の
要約損益計算書

(自　平成17年６月１日
至　平成18年５月31日)

区分
注記
番号

金額（百万円）
百分比
（％）

金額（百万円）
百分比
（％）

増減
(百万円)

金額（百万円）
百分比
（％）

Ⅰ　売上高   51,398 100.0  55,916 100.0 4,518  103,285 100.0

Ⅱ　売上原価   39,250 76.4  42,231 75.5 2,981  78,550 76.1

売上総利益   12,148 23.6  13,684 24.5 1,536  24,734 23.9

Ⅲ　販売費及び一般
管理費

  9,825 19.1  10,396 18.6 571  20,081 19.4

営業利益   2,322 4.5  3,288 5.9 965  4,653 4.5

Ⅳ　営業外収益 ※１  43 0.1  54 0.0 11  91 0.1

Ⅴ　営業外費用 ※２  14 0.0  26 0.0 △12  40 0.0

経常利益   2,351 4.6  3,316 5.9 965  4,704 4.6

Ⅵ　特別利益   ― ―  42 0.1 42  ― ―

Ⅶ　特別損失 ※３  9 0.0  44 0.1 35  23 0.1

税引前中間（当
期）純利益

  2,342 4.6  3,315 5.9 972  4,681 4.5

法人税、住民税
及び事業税

 1,190   1,719    2,350   

法人税等調整額  △62 1,127 2.2 △154 1,564 2.8 437 △154 2,195 2.1

中間（当期）純
利益

  1,215 2.4  1,750 3.1 534  2,486 2.4

前期繰越利益   486   ―  ―  ―  

中間（当期）未
処分利益

  1,701   ―  ―  ―  
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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６月１日　至　平成18年11月30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31日　残高
（百万円）

1,305 1,519 1,519 13 9,500 2,972 12,486 △0 15,311

中間会計期間中の変動額          

剰余金の配当（百万円）      △310 △310  △310

 別途積立金の積立（百万円）     2,000 △2,000 ―  ―

中間純利益（百万円）      1,750 1,750  1,750

株主資本以外の項目の中間会計
期間中の変動額（純額）
（百万円）

         

中間会計期間中の変動額合計
（百万円）

― ― ― ― 2,000 △560 1,439 ― 1,439

平成18年11月30日　残高
（百万円）

1,305 1,519 1,519 13 11,500 2,411 13,925 △0 16,750

 

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31日　残高
（百万円）

11 11 15,323

中間会計期間中の変動額    

剰余金の配当（百万円）   △310

 別途積立金の積立（百万円）   ―

中間純利益（百万円）   1,750

自己株式の処分（百万円）    

株主資本以外の項目の中間会計
期間中の変動額（純額）
（百万円）

△3 △3 △3

中間会計期間中の変動額合計
（百万円）

△3 △3 1,436

平成18年11月30日　残高
（百万円）

8 8 16,759
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前事業年度（自　平成17年６月１日　至　平成18年５月31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17年5月31日　残高
（百万円）

1,305 1,519 1,519 13 7,500 2,817 10,331 △0 13,156

事業年度中の変動額          

剰余金の配当（百万円）      △277 △277  △277

 役員賞与の支払（百万円）      △54 △54  △54

 別途積立金の積立（百万円）     2,000 △2,000 ―  ―

当期純利益（百万円）      2,486 2,486  2,486

株主資本以外の項目の事業年度
中の変動額（純額）
（百万円）

         

事業年度中の変動額合計
（百万円）

― ― ― ― 2,000 154 2,154 ― 2,154

平成18年5月31日　残高
（百万円）

1,305 1,519 1,519 13 9,500 2,972 12,486 △0 15,311

 

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31日　残高
（百万円）

6 6 13,163

事業年度中の変動額    

剰余金の配当（百万円）   △277

 役員賞与の支払（百万円）   △54

 別途積立金の積立（百万円）   ―

当期純利益（百万円）   2,486

株主資本以外の項目の事業年度
中の変動額（純額）
（百万円）

4 4 4

事業年度中の変動額合計
（百万円）

4 4 2,159

平成18年5月31日　残高
（百万円）

11 11 15,323
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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６月１

日
至　平成17年11月30

日)

当中間会計期間
(自　平成18年６月１

日
至　平成18年11月30

日)

対前中間期比

前事業年度の要約
キャッシュ・フロー計

算書
(自　平成17年６月１

日
至　平成18年５月31

日)

区分
注記
番号

金額（百万円） 金額（百万円）
増減

(百万円)
金額（百万円）

Ⅰ　営業活動によるキャッシュ・フロー      

１　税引前中間（当期）純利益  2,342 3,315  4,681

２　減価償却費  357 412  820

３　貸倒引当金の増加・減少（△）額  ― 21  ―

４　賞与引当金の増加・減少（△）額  △14 △15  6

５　役員賞与引当金の増加・減少（△）額  30 △24  54

 ６　ポイントカード引当金の増加・減少（△）額  ― 73  131

７　閉鎖店舗損失引当金の増加・減少（△）額  2 5  5

８　退職給付引当金の増加・減少（△）額  41 39  76

９　役員退職慰労引当金の増加・減少（△）額  21 20  41

10　受取利息及び受取配当金  △24 △32  △48

11　支払利息  5 4  9

12　受取補償金  ― △42  ―

13　固定資産除却損  6 0  0

14  減損損失  ― 36  ―

15　売上債権の減少・増加（△）額  △15 △142  △277

16　たな卸資産の減少・増加（△）額  △462 109  △735

17　未収入金の減少・増加（△）額  △2 244  △272

18　仕入債務の増加・減少（△）額  428 250  919

19　未払金の増加・減少（△）額  71 △34  101

20　未払費用の増加・減少（△）額  94 101  88

21　未払消費税等の増加・減少（△）額  40 3  50

22　役員賞与の支払額  △54 ―  △54

23　その他  69 68  118

小計  2,938 4,417 1,479 5,715

24　利息及び配当金の受取額  2 5  3

25　利息の支払額  △5 △4  △9

26　法人税等の支払額  △1,187 △1,403  △2,241

営業活動によるキャッシュ・フロー  1,747 3,014 1,267 3,468
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前中間会計期間
(自　平成17年６月１

日
至　平成17年11月30

日)

当中間会計期間
(自　平成18年６月１

日
至　平成18年11月30

日)

対前中間期比

前事業年度の要約
キャッシュ・フロー計

算書
(自　平成17年６月１

日
至　平成18年５月31

日)

区分
注記
番号

金額（百万円） 金額（百万円）
増減

(百万円)
金額（百万円）

Ⅱ　投資活動によるキャッシュ・フロー      

１　定期預金預入による支出  ― △500  ―

２　定期預金の払戻しによる収入  ― 400  ―

３　有形固定資産の取得による支出  △330 △361  △797

４　無形固定資産の取得による支出  △18 △12  △39

５　貸付けによる支出  △162 △72  △482

６　貸付金の回収による収入  122 144  255

７　長期前払費用の増加による支出  △33 △25  △105

８　建設協力金の回収による収入  79 63  187

９　敷金保証金の差入による支出  △73 △64  △266

10　敷金保証金の回収による収入  7 20  99

11　出店仮勘定の増加による支出  △217 △385  △405

12　その他 ※２ 3 2  △103

投資活動によるキャッシュ・フロー  △621 △791 △169 △1,658

Ⅲ　財務活動によるキャッシュ・フロー      

１　長期借入金の返済による支出  △23 △21  △44

２　配当金の支払額  △277 △309  △277

財務活動によるキャッシュ・フロー  △300 △331 △30 △322

Ⅳ　現金及び現金同等物の増加・減少（△）額  825 1,892 1,066 1,487

Ⅴ　現金及び現金同等物の期首残高  5,300 6,788 1,487 5,300

Ⅵ　現金及び現金同等物の中間期末（期末）残高 ※１ 6,126 8,680 2,554 6,788
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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 6月 1日
至　平成17年11月30日）

当中間会計期間
（自　平成18年 6月 1日
至　平成18年11月30日）

前事業年度
（自　平成17年6月 1日
至　平成18年5月31日）

1.資産の評価基準及

び評価方法

(1)有価証券

①満期保有目的の債券

償却原価法（定額法）

(1)有価証券

①　　　───

　

(1)有価証券

①　　　───

　　　

　 ②子会社株式及び関連会社

株式

移動平均法による原価法

　 ②子会社株式及び関連会社

株式

　　同左

　 ②子会社株式及び関連会社

株式

　　同左

③その他有価証券

時価のあるもの

　　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）

③その他有価証券

時価のあるもの

中間決算日の市場価格等

に基づく時価法　　　　

（評価差額は、全部純資

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）

③その他有価証券

　時価のあるもの

決算日の市場価格等に基

づく時価法 

　（評価差額は、全部純

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

投資事業有限責任組合出資

金については、当該投資事

業有限責任組合の直近の決

算書の当社持分割合で評価、

その他については移動平均

法による原価法

時価のないもの

　同左

時価のないもの

　同左

(2)たな卸資産

　商品

売価還元法による原価法

(2)たな卸資産

　商品

　同左

(2)たな卸資産

商品

　同左

　貯蔵品

　最終仕入原価法による原　

価法

　貯蔵品

　同左

  貯蔵品

　同左

2.固定資産の減価償

却の方法

(1)有形固定資産

定率法

ただし、平成10年4月1日以

降に取得した建物（附属設

備を除く）については定額

法

なお、主な耐用年数は以下

のとおりであります。

(1)有形固定資産

　同左

(1)有形固定資産

　同左

建物　　10年～50年

　構築物　10年～50年

工具器具備品

　 　　　3年～20年

  

(2)無形固定資産

　定額法

ソフトウエア（自社利用）

については、社内における

利用可能期間（5年）に基づ

く定額法

(2)無形固定資産

　定額法

ソフトウエア（自社利用）

については、社内における

利用可能期間（5年）に基づ

く定額法

 のれんについては、５年間

の均等償却

(2)無形固定資産

定額法

ソフトウエア（自社利用）

については、社内における

利用可能期間（5年）に基づ

く定額法

 営業権については、５年間

の均等償却

(3)長期前払費用

　　定額法

(3)長期前払費用

　同左

(3)長期前払費用

　同左

3.繰延資産の処理 新株発行費

支出時に全額費用として処理

しております。

 

───

新株発行費

支出時に全額費用として処理

しております。
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項目
前中間会計期間

（自　平成17年 6月 1日
至　平成17年11月30日）

当中間会計期間
（自　平成18年 6月 1日
至　平成18年11月30日）

前事業年度
（自　平成17年6月 1日
至　平成18年5月31日）

4.引当金の計上基準 (1)貸倒引当金

　債権の貸倒れによる損失に

備えるため、一般債権につ

いては貸倒実績率により、

貸倒懸念債権等特定の債権

については個別に回収可能

性を勘案し、回収不能見込

額を計上しております。

(1)貸倒引当金

　　 　同左

(1)

───

(2)賞与引当金

　 従業員の賞与の支給に備え

るため、支給見込額の当中

間会計期間負担額を計上し

ております。

(2)賞与引当金

　　　 同左

 (2)賞与引当金

　 従業員の賞与の支給に備え

るため、支給見込額の当期

負担額を計上しておりま

す。

(3)役員賞与引当金

　役員に対する賞与の支給に

備えるため、支給見込額の

当中間会計期間負担分を計

上しております。

(3)役員賞与引当金

　　　 同左

(3)役員賞与引当金

　役員に対する賞与の支給に

備えるため、支給見込額の

当期負担分を計上しており

ます。

(4)

───

(4)ポイントカード引当金

　販売促進を目的とするポイ

ントカード制度により付与

したポイントの使用に備え

るため、未使用のポイント

残高に対して、過去の使用

実績率に基づき将来使用さ

れると見込まれる額を計上

しております。

(4)ポイントカード引当金

　　　 同左

(5)閉鎖店舗損失引当金

　店舗閉鎖に伴う損失に備え

るため、資産内容等を勘案

して、損失見込額を計上し

ております。

(5)閉鎖店舗損失引当金

　　　 同左

(5)閉鎖店舗損失引当金

　　　 同左

(6)退職給付引当金

　従業員の退職給付に備えるた

め、当期末における退職給付

債務に基づき当中間会計期間

末において発生していると認

められる額を計上しておりま

す。

過去勤務債務は、その発生時

の従業員の平均残存勤務期間

以内の一定の年数（5年）に

よる定額法により按分した額

をそれぞれ発生時から費用処

理することとしております。

数理計算上の差異は、その発

生時の従業員の平均残存勤務

期間以内の一定の年数（5

年）による定額法により按分

した額をそれぞれ発生の翌事

業年度から費用処理すること

としております。

(6)退職給付引当金

　　　 同左

(6)退職給付引当金

　従業員の退職給付に備える

ため、当期末における退職

給付債務に基づき計上して

おります。

　過去勤務債務は、その発生

時の従業員の平均残存勤務

期間以内の一定の年数（5

年）による定額法により按

分した額をそれぞれ発生時

から費用処理することとし

ております。

　数理計算上の差異は、その

発生時の従業員の平均残存

勤務期間以内の一定の年数

（５年）による定額法によ

り按分した額をそれぞれ発

生の翌事業年度から費用処

理することとしております。
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項目
前中間会計期間

（自　平成17年 6月 1日
至　平成17年11月30日）

当中間会計期間
（自　平成18年 6月 1日
至　平成18年11月30日）

前事業年度
（自　平成17年6月 1日
至　平成18年5月31日）

(7)役員退職慰労引当金

　役員の退職慰労金の支出に

備えるため、内規に基づく

中間期末要支給額を計上し

ております。

(7)役員退職慰労引当金

同左

(7)役員退職慰労引当金

　役員の退職慰労金の支出に

備えるため、内規に基づく

期末要支給額を計上してお

ります。

5.リース取引の処

理方法

リース物件の所有権が借主

に移転すると認められるも

の以外のファイナンス・

リース取引については、通

常の賃貸借取引に係る方法

に準じた会計処理によって

おります。

同左 同左

6.中間キャッシュ・

フロー計算書

（キャッシュ・フ

ロー計算書）にお

ける資金の範囲

手許現金、随時引き出し可

能な預金及び容易に換金可

能であり、かつ、価値の変

動について僅少なリスクし

か負わない取得日から3ヶ月

以内に償還期限の到来する

短期投資からなっておりま

す。

同左 同左

7.その他中間財務諸

表（財務諸表）作

成のための基本と

なる重要な事項

消費税等の会計処理

　税抜方式によっております。

消費税等の会計処理

同左

消費税等の会計処理

　　　同左
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中間財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更

前中間会計期間
（自　平成17年６月１日

　　至　平成17年11月30日）

当中間会計期間
（自　平成18年６月１日
　至　平成18年11月30日）

前事業年度
（自　平成17年６月１日
至　平成18年５月31日）

（固定資産の減損に係る会計基準）

　当中間会計期間より、固定資産の減

損に係る会計基準（「固定資産の減損

に係る会計基準の設定に関する意見

書」（企業会計審議会　平成14年８月

９日）及び「固定資産の減損に係る会

計基準の適用指針」（企業会計基準適

用指針第６号　平成15年10月31日）を

適用しております。

これによる損益に与える影響はありま

せん。

 

───

 

 

───

 

（役員賞与に関する会計基準）

　役員賞与は従来、株主総会の利益処

分決議により未処分利益の減少として

会計処理しておりましたが、当中間会

計期間から「役員賞与に関する会計基

準」（平成17年11月29日企業会計基準

第４号）に基づき、発生時に費用処理

することとしております。

　この結果、従来の方法と比較して、

営業利益、経常利益及び税引前中間純

利益はそれぞれ30百万円減少しており

ます。

  

───

　

 

 （役員賞与に関する会計基準）

  役員賞与は従来、株主総会の利益処

分案決議により未処分利益の減少とし

て会計処理しておりましたが、当事業

年度より「役員賞与に関する会計基

準」（平成17年11月29日企業会計基準

第４号）に基づき、発生時に費用処理

することとしております。 

 この結果、従来の方法と比較して、

営業利益、経常利益及び税引前当期純

利益はそれぞれ54百万円減少しており

ます。
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前中間会計期間
（自　平成17年６月１日

　　至　平成17年11月30日）

当中間会計期間
（自　平成18年６月１日
　至　平成18年11月30日）

前事業年度
（自　平成17年６月１日
至　平成18年５月31日）

 

───

 

 

 

───

 

 （ポイントカード引当金）

 従来、販売促進を目的とするポイン

トカード制度により付与したポイント

については、その使用時に費用処理し

ておりましたが、当事業年度において

磁気ポイントカードシステムが新たに

導入され、ポイントカードの使用見込

額の合理的な算定が可能となったこと

から、より合理的な期間損益計算と財

務内容の健全化を図るため、当事業年

度より未使用のポイント残高に対して、

過去の使用実績率に基づき将来使用さ

れると見込まれる額を計上することに

変更いたしました。

 この変更により、従来と同一の方法

によった場合と比較して、営業利益、

経常利益及び税引前当期純利益はそれ

ぞれ131百万円減少しております。

 なお、新たに導入されたポイント

カードシステムが当下半期からの本格

稼動となったことから、当中間会計期

間は、従来の方法によっております。

 従って、当中間会計期間において当

事業年度と同一の方法によった場合と

比較して、当中間会計期間における営

業利益、経常利益及び税引前中間純利

益はそれぞれ291百万円多く計上され

ております。

 

 

 

 

 

 

 

 （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）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、15,323百万円であります。

 なお、財務諸表等規則の改正により、

当事業年度における貸借対照表の純資

産の部については、改正後の財務諸表

等規則により作成しております。
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 表示方法の変更

前中間会計期間
（自　平成17年６月１日

　　至　平成17年11月30日）

当中間会計期間
（自　平成18年６月１日

　　至　平成18年11月30日）

───

 

 

 

 

 （中間貸借対照表）

１. 「未払法人税等」は、前中間会計期間まで、流動負債

の「その他」に含めて表示していましたが、当中間会計期

間末において負債及び純資産の合計の100分の５を超えた

ため、区分掲記しました。

 なお、前中間会計期間末の「未払法人税等」の金額は

1,271百万円であります。

２.前中間会計期間まで区分掲記していた「預り保証金」

は、金額的重要性及び区分掲記の必要性を考慮して、当中

間会計期間末において固定負債の「その他」に含めて表示

しています。

 なお、前中間会計期間末の「預り保証金」の金額は71百

万円であります。
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追加情報

前中間会計期間
（自　平成17年６月１日

　　至　平成17年11月30日）

当中間会計期間
（自　平成18年６月１日
　至　平成18年11月30日）

前事業年度
（自　平成17年６月１日
至　平成18年５月31日）

─── （ポイントカード引当金）

 　従来、販売促進を目的とするポイン

トカード制度により付与したポイント

については、その使用時に費用処理し

ておりましたが、前事業年度の下期よ

り未使用のポイント残高に対して、過

去の使用実績率に基づき将来使用され

ると見込まれる額を計上することに変

更いたしました。

　従って、当中間会計期間と同一の方

法によった場合と比較して、前中間会

計期間における営業利益、経常利益及

び税引前中間純利益はそれぞれ291百万

円多く計上されております。

 ───

  （貸借対照表の純資産の部の表示に

関する会計基準）

 前事業年度の下期より、「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、16,759百万円であります。

 なお、中間財務諸表等規則の改正に

より、当中間会計期間における中間貸

借対照表の純資産の部については、改

正後の中間財務諸表等規則により作成

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30日）

当中間会計期間末
（平成18年11月30日）

前事業年度末
（平成18年５月31日）

※１．有形固定資産の減価償却累計額

2,517百万円

※１．有形固定資産の減価償却累計額

3,230百万円

※１．有形固定資産の減価償却累計額

2,875百万円

 

 

 

 

 

 

※２．消費税等の取扱い

仮払消費税等及び仮受消費税等

は相殺の上、流動負債の「その

他」に含めて表示しております。

※２．消費税等の取扱い

同左 

※２．

───

 

 

 

 

 

　３．当中間会計期間中の発行済株式

数の増加

発行形態　　株式分割（１：２）

 発行年月日　平成17年７月20日

 発行済株式数　5,548,557株

 発行価額　　　　　－

 資本組入額　　　　－

　３．

───

 

 

 

　３．

───
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（中間損益計算書関係）

前中間会計期間
（自　平成17年６月１日
　至　平成17年11月30日）

当中間会計期間
（自　平成18年６月１日
至　平成18年11月30日）

前事業年度
（自　平成17年６月１日
至　平成18年５月31日）

※１．営業外収益のうち主要なもの ※１．営業外収益のうち主要なもの ※１．営業外収益のうち主要なもの

受取利息 22百万円

 

受取利息 31百万円 受取利息 45百万円

 

※２．営業外費用のうち主要なもの ※２．営業外費用のうち主要なもの ※２．営業外費用のうち主要なもの 

支払利息 5百万円

 

支払利息 4百万円

貸倒引当金繰

入

21百万円

支払利息 9百万円

上場準備費用 24百万円

 

     

※３．

　　　　　　　───

※３．減損損失

　当中間会計期間において、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．

　　　　　　　───

 場所 用途 種類
減損損失

（百万円）

 神奈川県 社宅用資産  借地権等  　  12

　静岡県 店舗用資産  建物等  　  23

 合　計  　　36

 　当社は、キャッシュフローを生み

出す最小単位として、店舗用資産に

ついては店舗を基本単位として、ま

た賃貸用資産については物件を基本

単位としてグルーピングしておりま

す。

 　社宅用資産については、当中間会

計期間末において売却が予定されて

おり売却損の発生が見込まれたため、

当該売却損計上予定価額を減損損失

として特別損失に計上いたしました。

店舗用資産については、営業活動か

ら生じる損益が継続してマイナスで

あるため、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

少額を減損損失として特別損失に計

上いたしました。

 　上記の主な資産に係る内訳は以下

のとおりです。

勘定科目 金額（百万円）

 建物 18

 構築物 1

 工具器具備品 0

 借地権 11

 リース資産 4

 合　計 36

 　なお、当資産グループの回収可能

価額は正味売却価額または使用価値

により測定しております。

 社宅用資産については正味売却価額

を使用し、売却契約価額に基づき評

価しました。

  店舗用資産について使用した使用
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前中間会計期間
（自　平成17年６月１日
　至　平成17年11月30日）

当中間会計期間
（自　平成18年６月１日
至　平成18年11月30日）

前事業年度
（自　平成17年６月１日
至　平成18年５月31日）

価値については、将来キャッシュ・

フローを5.9％で割引いて算定してお

ります。

 

　４．減価償却実施額 　４．減価償却実施額 　４．減価償却実施額

有形固定資産 332百万円

無形固定資産 6百万円

有形固定資産 356百万円

無形固定資産 37百万円

有形固定資産 713百万円

無形固定資産 71百万円
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（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６月１日　至平成18年11月30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）

発行済株式     

普通株式（注） 11,097,114 11,097,114 ― 22,194,228

合計 11,097,114 11,097,114 ― 22,194,228

自己株式     

普通株式（注） 62 62 ― 124

合計 62 62 ― 124

 　（注）平成18年６月１日付で普通株式１株につき２株の割合で株式分割を行っております。

 

２．新株予約権及び自己新株予約権に関する事項

 該当事項はありません。

 

３．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
１株当たり　　

　配当額
基準日 効力発生日

平成18年８月25日

定時株主総会
普通株式  310百万円  28円 平成18年5月31日 平成18年8月28日
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前事業年度（自平成17年６月１日　至平成18年５月31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）

発行済株式     

普通株式（注） 5,548,557 5,548,557 ― 11,097,114

合計 5,548,557 5,548,557 ― 11,097,114

自己株式     

普通株式（注） 31 31 ― 62

合計 31 31 ― 62

 

 　（注）平成17年７月20日付で普通株式１株につき２株の割合で株式分割を行っております。

 

２．新株予約権及び自己新株予約権に関する事項

 該当事項はありません。

 

３．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
１株当たり　　
　　配当額

基準日 効力発生日

平成17年８月26日

定時株主総会
普通株式  277百万円  50円 平成17年５月31日 平成17年８月29日

（2）基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの

 　　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25日

定時株主総会
普通株式  利益剰余金  310百万円  28円

平成18年5月31

日

平成18年8月28

日
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（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６月１日

　　至　平成17年11月30日）

当中間会計期間
（自　平成18年６月１日
　至　平成18年11月30日）

前事業年度
（自　平成17年６月１日
至　平成18年５月31日）

※１.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

※１.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

※１.現金及び現金同等物の期末残高

と貸借対照表に掲記されている科目の

金額との関係

（平成17年11月30日現在） （平成18年11月30日現在） （平成18年５月31日現在）

 （百万円）

現金及び預金勘定 6,126

預入期間が３ヶ月を

超える定期預金
―

現金及び現金同等物 6,126

 （百万円）

現金及び預金勘定 8,780

預入期間が３ヶ月を

超える定期預金
△100

現金及び現金同等物 8,680

 （百万円）

現金及び預金勘定 6,788

預入期間が３ヶ月を

超える定期預金
―

現金及び現金同等物 6,788

※２.

 ───

※２.

 ───

※２.㈱アイロムロハスからの事業の

譲受により増加した資産の主な内訳

 主な内訳 (百万円) 

 商品 8

 工具器具備品 0

 営業権 276

 資産合計 285
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①　リース取引

前中間会計期間
（自　平成17年６月１日

　　至　平成17年11月30日）

当中間会計期間
（自　平成18年６月１日
　至　平成18年11月30日）

前事業年度
（自　平成17年６月１日
至　平成18年５月31日）

１．リース物件の所有権が借主に移転

すると認められるもの以外のファイ

ナンス・リース取引

１．リース物件の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

額相当額及び中間期末残高相当額

(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

額相当額及び中間期末残高相当額

(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
(百万円)

減価償却
累計額相
当額
(百万円)

中間期
末残高
相当額
(百万円)

工具器
具備品 1,900 958 942

その他 199 39 159

合計 2,099 997 1,101

 
取得
価額
相当
額

(百万円)

減価
償却
累計
額相
当額

(百万円)

減損
損失
累計
額相
当額

(百万円)

中間
期末
残高
相当
額

(百万円)

工具器
具備品 1,667 961 4 701

その他 259 89 － 169

合計 1,926 1,050 4 871

 
取得価額
相当額
(百万円)

減価償却
累計額相
当額
(百万円)

期末残
高相当
額
(百万円)

工具器
具備品 1,811 964 847

その他 255 64 191

合計 2,067 1,028 1,039

(2)未経過リース料中間期末残高相当

額等

(2)未経過リース料中間期末残高相当

額等

(2)未経過リース料期末残高相当額等

未経過リース料中間期末残高相

当額

未経過リース料中間期末残高相

当額

未経過リース料期末残高相当額

１年内 365百万円

１年超 760百万円

合計 1,126百万円

１年内 355百万円

１年超 545百万円

合計 900百万円

リース資産減

損勘定中間期

末残高 

4百万円

１年内 374百万円

１年超 690百万円

合計 1,064百万円

(3)支払リース料、リース資産減損勘

定の取崩額、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

定の取崩額、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

定の取崩額、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 211百万円

減価償却費相当額 200百万円

支払利息相当額 13百万円

支払リース料 201百万円

リース資産減損勘

定の取崩額

－

減価償却費相当額 190百万円

支払利息相当額 11百万円

減損損失 4百万円

支払リース料 422百万円

減価償却費相当額 400百万円

支払利息相当額 25百万円

(4)減価償却費相当額の算定方法

リース期間を耐用年数とし、残存

価額を零とする定額法によってお

ります。

(4)減価償却費相当額の算定方法

　　　　同左

(4)減価償却費相当額の算定方法

　　　　同左

(5)利息相当額の算定方法

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。

(5)利息相当額の算定方法

　　　　同左

(5)利息相当額の算定方法

　　　　同左

（減損損失について）

リース資産に配分された減損損失は

ありません。

 

 

（減損損失について）

リース資産に配分された減損損失は

ありません。
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②　有価証券

前中間会計期間末（平成17年11月30日現在）

１．その他有価証券で時価のあるもの

 取得原価（百万円）
中間貸借対照表計上額

（百万円）
差額（百万円）

株式 23 41 17

合計 23 41 17

２．時価評価されていない主な有価証券の内容

 中間貸借対照表計上額（百万円）

(1)満期保有目的の債券  

非上場債券 200

(2)子会社株式及び関連会社株式 50

(3)その他有価証券  

非上場株式 20

その他 13

当中間会計期間末（平成18年11月30日現在）

１．その他有価証券で時価のあるもの

 取得原価（百万円）
中間貸借対照表計上額

（百万円）
差額（百万円）

株式 23 38 14

合計 23 38 14

２．時価評価されていない主な有価証券の内容

 中間貸借対照表計上額（百万円）

(1)子会社株式及び関連会社株式 50

(2)その他有価証券  

非上場株式 20

その他 10
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前事業年度末（平成18年５月31日現在）

１．その他有価証券で時価のあるもの

 取得原価（百万円）
貸借対照表計上額

（百万円）
差額（百万円）

株式 23 43 19

合計 23 43 19

２．時価評価されていない主な有価証券の内容

 貸借対照表計上額（百万円）

(1)子会社株式及び関連会社株式 50

(2)その他有価証券  

　　 非上場株式 20

　　 その他 9

③　デリバティブ取引

前中間会計期間（自平成17年６月１日　至平成17年11月30日）、当中間会計期間（自平成18年６月１日　至平成18年

11月30日）及び前事業年度（自平成17年６月１日　至平成18年５月31日）

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

④　ストック・オプション等

当中間会計期間（自平成18年６月１日　至平成18年11月30日）及び前事業年度（自平成17年６月１日　至平成18年５

月31日）

　当社は、ストック・オプションを付与しておりませんので、該当事項はありません。

⑤　持分法損益等

前中間会計期間（自平成17年６月１日　至平成17年11月30日）、当中間会計期間（自平成18年６月１日　至平成18年

11月30日）及び前事業年度（自平成17年６月１日　至平成18年５月31日）

　当社は、関連会社を有しておりませんので、該当事項はありません。
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（１株当たり情報）

前中間会計期間
（自　平成17年６月１日

　　至　平成17年11月30日）

当中間会計期間
（自　平成18年６月１日
　至　平成18年11月30日）

前事業年度
（自　平成17年６月１日
至　平成18年５月31日）

１株当たり純資産額　　1,266円25銭 １株当たり純資産額　　  755円13銭 １株当たり純資産額　　1,380円84銭

１株当たり中間純利益　　109円53銭 １株当たり中間純利益　　 78円85銭 １株当たり当期純利益　　224円03銭

なお、潜在株式調整後１株当たり中間

純利益については、潜在株式が存在し

ないため記載しておりません。

　　　　　　同左
なお、潜在株式調整後１株当たり当期

純利益については、潜在株式が存在し

ないため記載しておりません。

　当社は、平成17年7月20日付けで株

式１株につき２株の株式分割を行って

おります。

　なお、当該株式分割が前期首に行わ

れたと仮定した場合の１株当たり情報

については、それぞれ以下のとおりと

なります。

　当社は、平成18年6月1日付けで株式

１株につき２株の株式分割を行ってお

ります。

　なお、当該株式分割が前期首に行わ

れたと仮定した場合の１株当たり情報

については、それぞれ以下のとおりと

なります。

　当社は、平成17年7月20日付けで株

式１株につき２株の株式分割を行って

おります。

　なお、当該株式分割が前期首に行わ

れたと仮定した場合の前期の１株当た

り情報については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

1,073円96銭 1,181円36銭

１株当たり中間純
利益

１株当たり当期純
利益

93円37銭 200円53銭

なお、潜在株式調
整後１株当たり中
間純利益について
は、潜在株式が存
在しないため記載
しておりません。

なお、潜在株式調
整後１株当たり当
期純利益について
は、潜在株式が存
在しないため記載
しておりません。

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

633円12銭 690円42銭

１株当たり中間純
利益

１株当たり当期純
利益

54円76銭 112円01銭

なお、潜在株式調
整後１株当たり中
間純利益について
は、潜在株式が存
在しないため記載
しておりません。

なお、潜在株式調
整後１株当たり当
期純利益について
は、潜在株式が存
在しないため記載
しておりません。

１株当たり純資産額　　1,181円36銭

１株当たり当期純利益　　200円53銭

　なお、潜在株式調整後１株当たり当

期純利益については、潜在株式が存在

しいないため記載しておりません。

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

 
前中間会計期間

(自　平成17年６月１日
　至　平成17年11月30日)

当中間会計期間
(自　平成18年６月１日
 至　平成18年11月30日)

前事業年度
(自　平成17年６月１日
 至　平成18年５月31日)

中間（当期）純利益（百万円） 1,215 1,750 2,486

普通株主に帰属しない金額

（百万円）
― ― ―

普通株式に係る中間（当期）純利益

（百万円）
1,215 1,750 2,486

期中平均株式数（株） 11,097,052 22,194,104 11,097,052

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

────── ────── ──────
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（重要な後発事象）

前中間会計期間
（自　平成17年６月１日

　　至　平成17年11月30日）

当中間会計期間
（自　平成18年６月１日
　至　平成18年11月30日）

前事業年度
（自　平成17年６月１日
至　平成18年５月31日）

────── ──────   平成18年４月12日開催の当社取締役

会の決議に基づき、次のように株式分

割による新株式を発行しております。

 1.平成18年６月１日付をもって普通株

式１株につき２株に分割します。

 （1）分割により増加する株式数

 普通株式　　11,097,114株

 （2）分割方法

 平成18年５月31日最終の株主名

簿及び実質株主名簿に記載また

は記録された株主の所有株式を、

１株につき２株の割合をもって

分割する。

 ２.配当起算日

 平成18年６月１日

 

 当該株式分割が前期首に行われたと

仮定した場合の前期における１株当た

り情報及び当期首に行われたと仮定し

た場合の当期における１株当たり情報

は、それぞれ以下のとおりとなります。

前事業年度 当事業年度

１株当たり純資産額 １株当たり純資産額

590円68銭 690円42銭

１株当たり当期純利
益

１株当たり当期純利
益

100円27銭 112円01銭

なお、潜在株式調整
後１株当たり当期純
利益については、潜
在株式が存在しない
ため記載しておりま
せん。

なお、潜在株式調整
後１株当たり当期純
利益については、潜
在株式が存在しない
ため記載しておりま
せん。
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５．仕入及び販売の状況
(1）仕入実績

品目別

前中間会計期間
（自平成17年６月１日
至平成17年11月30日）

当中間会計期間
（自平成18年６月１日
至平成18年11月30日）

前事業年度
（自平成17年６月１日
至平成18年５月31日）

金額
（百万円）

構成比（％）
金額

（百万円）
構成比（％）

金額
（百万円）

構成比（％）

医薬品 7,600 19.2 7,895 18.7 15,251 19.2

化粧品 6,764 17.0 7,190 17.1 13,798 17.4

食料品 13,313 33.6 14,266 33.9 26,520 33.5

日用雑貨品 7,455 18.8 8,269 19.6 15,329 19.3

その他 4,508 11.4 4,511 10.7 8,360 10.6

合計 39,642 100.0 42,132 100.0 79,260 100.0

　（注）　上記の金額には、消費税等は含まれておりません。

(2）販売実績

①　品目別売上実績

品目別

前中間会計期間
（自平成17年６月１日
至平成17年11月30日）

当中間会計期間
（自平成18年６月１日
至平成18年11月30日）

前事業年度
（自平成17年６月１日
至平成18年５月31日）

金額
（百万円）

構成比（％）
金額

（百万円）
構成比（％）

金額
（百万円）

構成比（％）

医薬品 11,350 22.1 12,557 22.5 23,256 22.5

化粧品 8,958 17.4 9,870 17.6 18,116 17.5

食料品 15,728 30.6 16,942 30.3 31,465 30.5

日用雑貨品 9,766 19.0 10,861 19.4 19,290 18.7

その他 5,593 10.9 5,683 10.2 11,156 10.8

合計 51,398 100.0 55,916 100.0 103,285 100.0

　（注）　上記の金額には、消費税等は含まれておりません。

②　地区別売上実績

地区別

前中間会計期間
（自平成17年６月１日
至平成17年11月30日）

当中間会計期間
（自平成18年６月１日
至平成18年11月30日）

前事業年度
（自平成17年６月１日
至平成18年５月31日）

金額
（百万円）

構成比（％）
金額

（百万円）
構成比（％）

金額
（百万円）

構成比（％）

神奈川県 35,045 68.2 36,959 66.1 70,095 67.9

東京都 6,990 13.6 8,096 14.5 14,229 13.8

静岡県 7,104 13.8 7,983 14.3 14,272 13.8

埼玉県 939 1.8 1,011 1.8 1,909 1.8

千葉県 1,319 2.6 1,864 3.3 2,778 2.7

合計 51,398 100.0 55,916 100.0 103,285 100.0

　（注）　上記金額には、消費税等は含まれておりません。
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