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１．平成19年５月期の業績（平成18年６月１日～平成19年５月31日）

(1）経営成績 （％表示は対前期増減率）

売上高 営業利益 経常利益 当期純利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

19年５月期 113,647 10.0 6,729 44.6 6,813 44.8 3,679 48.0

18年５月期 103,285 9.3 4,653 7.7 4,704 8.0 2,486 9.1

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
営業利益率

円 銭 円 銭 ％ ％ ％

19年５月期 165 80 － － 21.6 18.5 5.9

18年５月期 224 03 － － 17.5 15.1 4.5

（参考）持分法投資損益　　　　     　 19年５月期　　　  　－　　　百万円  18年５月期　　 　　－　 　　百万円

 

 (2）財政状態

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

19年５月期 40,413 18,691 46.2 842 16

18年５月期 33,127 15,323 46.3 1,380 84

（参考）自己資本 19年５月期 18,691百万円 18年５月期 15,323百万円

(3）キャッシュ・フローの状況　

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

19年５月期 6,525 △2,654 △354 10,304

18年５月期 3,468 △1,658 △322 6,788

２．配当の状況

１株当たり配当金 配当金総額
(年間)

配当性向
純資産
配当率（基準日） 第１四半期末 中間期末 第３四半期末 期末 年間

円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 百万円 ％ ％

18年５月期 － － － － － － 28 00 28 00 310 12.5 2.0

19年５月期 － － － － － － 25 00 25 00 554 15.1 3.3

20年５月期（予想） － － － － － － 28 00 28 00         － 15.7        －

 

 ３．平成20年５月期の業績予想（平成19年６月１日～平成20年５月31日）

（％表示は、通期は対前期、中間期は対前年中間期増減率）

売上高 営業利益 経常利益 当期純利益
１株当たり
当期純利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 円 銭

中間期 63,100 12.8 3,720 13.1 3,760 13.4 2,020 15.4 91 02

通期 128,200 12.8 7,410 10.1 7,500 10.1 4,050 10.1 182 48
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４．その他

(1）重要な会計方針の変更

①　会計基準等の改正に伴う変更　  有

②　①以外の変更　　　　　　　　  無

（注）詳細は、21ページ「会計処理方法の変更」をご覧ください。

(2）発行済株式数（普通株式）

①　期末発行済株式数（自己株式を含む） 19年５月期 22,194,228株 18年５月期 11,097,114株

②　期末自己株式数 19年５月期 124株 18年５月期 62株

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

②　１株当たり当期純利益の算定の基礎となる株式数については、33ページ「１株当たり情報」をご覧くだ

　　　　　さい。

※　業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項

上記の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。業績予想の前提となる仮定及び業績予想の利用にあたっての注意事項等につきましては、添付

資料を参照してください。
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１．経営成績
(1）経営成績に関する分析

①経営成績

  当事業年度におけるわが国経済は、原油価格の高止まり、原材料価格の高騰などの懸念材料がありましたが、輸出企

業を中心とした設備投資及び回復傾向を見せている個人消費に支えられ、緩やかながら拡大基調を続けてまいりまし

た。

　当業界におきましては、雇用者所得の改善、根強い健康志向を反映して底堅く推移いたしましたが、各社の積極的な

出店、ＦＣ展開、事業統合等による業容の拡大の動きは依然として続いており、厳しい環境が続いております。

　このような状況の中、当社は「地域に密着したドラッグストア」を実現するため、チラシ広告による集客に頼らず、

ポイントカード会員を中心とした固定客を重視する方針に基づき、ポイント２倍デーを月６回に拡大し、地域のお客様

のご支持を得てまいりました。また、従来の薬剤師による健康相談会に加えて、管理栄養士による「ママとベビーの栄

養相談会」を実施するなど、地域のお客様の健康に関するお悩みを個別にご相談いただく場を提供いたしてまいりまし

た。

　商品面では、天候不順の影響を受けてかぜ薬、花粉症関連商品などの季節商品のピークがずれる傾向にありましたが、

事業年度を通じては、概ね例年どおりの動きとなりました。また、「品質と価値をご提供」するために、高品質のプラ

イベートブランド商品の開発、販売に継続して取り組むことにより価格競争の激化に対応しながらも利益確保を図って

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は従来の出店エリアに28店舗、新たに群馬県に２店舗の合計30

店舗出店いたしました。

　調剤薬局事業部門では、調剤専門薬局３店舗を開設するとともに、ドラッグストアへの併設の形で１店舗を開設いた

しました。また、経営効率化の観点等からドラッグストア１店舗をフランチャイズ形態に変更するとともに２店舗を閉

鎖いたしました。

　以上により、当期末の店舗数はドラッグストア220店舗（うちフランチャイズ２店舗）、調剤薬局併設15店舗（うち

フランチャイズ１店舗）、調剤専門薬局９店舗の合計229店舗となりました。

　主要な品目別売上高は、医薬品部門25,856百万円（前年同期比11.2％増）、化粧品部門20,257百万円（前年同期比

11.8％増）、食料品部門34,271百万円（前年同期比8.9％増）、日用雑貨品部門21,741百万円（前年同期比12.7％増）、

その他部門11,520百万円（前年同期比3.3％増）となりました。

　これらの結果、売上高は113,647百万円（前年同期比10.0％増）、営業利益6,729百万円（前年同期比44.6％増）、経

常利益6,813百万円（前年同期比44.8％増）、当期純利益3,679百万円（前年同期比48.0％増）となり、過去最高益を更

新いたしました。

 　②次期の見通し

　国内経済は順調に回復軌道をたどるものと期待されておりますが、原油価格の高止まり及び為替の動向により、原材

料価格の上昇が懸念されているほかに、日銀による利上げも予想されており、持続的な景気回復につながるか、不安感

が残っております。

　個人消費につきましても、雇用統計数値の改善、サラリーマン世帯の所得増など明るい兆しが見えておりますが、一

方で年金制度及び税制等の先行き不安があり、順調に回復するか確信がもてない状況にあります。

　当業界におきましても、出店の拡大に伴う競争の激化、医薬品販売の規制緩和等による業態を超えての競合及びＭ＆

Ａによる業界再編の動きの加速化など厳しい経営環境が続くものと予想しております。

　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）」を実践するこ

とにより、お客様の支持を得るとともに、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。

　また、店舗開発体制の強化により、出店エリアの拡大と既存エリアの深耕を図ることにより、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20年5月期の業績につきましては下記のとおり予想しております。

 平成20年5月期の業績予想（平成19年6月1日～平成20年5月31日）

 売　　　上　　　高 経　　常　　利　　益 当　期　純　利　益

 百万円 百万円  百万円

通期 

 
128,200 7,500 4,050

 （参考）１株当たり予想当期純利益　182円48銭　　　予想期中平均株式数　22,194,104株

　　　　  （注）上記の予想は、現時点で入手可能な情報に基づき、当社が判断した見通しであり、リスクや不確

                実性を含んでおります。実際の業績は、さまざまな要素によりこれら業績予想とは異なることが

                あります。
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(2）財政状態に関する分析

①資産、負債及び純資産の状況

　当事業年度末の資産につきましては、40,413百万円で、前事業年度末に比べ7,286百万円増加（前事業年度比

22.0％増加）しました。そのうち流動資産は23,867百万円で、前事業年度末に比べ5,180百万円増加（前事業年度比

27.7％増加）し、固定資産は16,546百万円で、前事業年度末に比べ2,105百万円増加（前事業年度比14.6％増加）と

なりました。固定資産の主な増加要因は新規出店関連投資によるものです。

　負債につきましては、21,722百万円で、前事業年度末に比べ3,918百万円増加（前事業年度比22.0％増加）しまし

た。そのうち流動負債は20,679百万円で、前事業年度末に比べ3,824百万円増加（前事業年度比22.7％増加）し、固

定負債は1,042百万円で、前事業年度末に比べ93百万円増加（前事業年度比9.8％増加）しました。流動負債の主な

増加要因は買掛金が2,007百万円、未払金が654百万円、未払法人税等が819百万円増加したことによるものです。

　純資産につきましては、18,691百万円で、前事業年度末に比べ3,367百万円（前事業年度比22.0％増加）しました。

これは別途積立金が2,000百万円、繰越利益剰余金が1,369百万円増加したことによるものです。

②当事業年度のキャッシュ・フローの状況

　当事業年度における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、前事業年度末に比べ3,516百万円増加し、

当事業年度末には10,304百万円となりました。当事業年度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6,525百万円（前期比3,056百万円増）となりました。これは税引前当期純利益

6,760百万円、仕入債務の増加による収入2,007百万円、たな卸資産の増加による支出979百万円及び法人税等の支払

による支出2,635百万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2,654百万円（前期比995百万円増）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1,346百万円、建設協力金の貸付けによる支出458百万円及び出店仮勘定の増加による支出

794百万円等の結果であります。

 (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354百万円（前期比32百万円増）となりました。これは長期借入金の返済による支

出43百万円、配当金の支払310百万円の結果であります。

 

 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

自己資本比率（％） 33.0 44.0 44.9 46.3 46.2

時価ベースの自己資本比率（％） ― 98.0 109.8 118.6 118.1

債務償還年数（年） 1.2 0.1 0.1 0.1 0.0

 インタレスト・カバレッジ・レシオ(倍) 40.8 109.8 299.4 355.0 690.6

 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

  ※当社は平成16年２月12日に店頭登録をしているため、平成15年５月期の時価ベースの自己資本比率については記　

載しておりません。

 ※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）利益配分に関する基本方針及び当期・次期の配当

  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3％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平成19年8月24日開催予定の定時株主総会において、当事業年度末

現在の株式１株当たり普通配当25円（分割遡及修正後の前期１株当たり配当比11円増配）とすることを付議する予定

であります。
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(4）事業等のリスク 

   今後、当社の損益、収支若しくは財政状態に重要な影響を与える事項、又は与える可能性のある事項 

(a)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。

(b)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。

(c)出店政策について

　当社は平成19年５月31日現在、ドラッグストア220店舗（うち、フランチャイズ２店舗）、調剤薬局併設15店舗（う

ち、フランチャイズ１店舗）及び調剤専門薬局９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5年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

 売上高 71,835 84,206 94,539 103,285 113,647

 営業利益 3,450 3,807 4,321 4,653 6,729

 経常利益 3,444 3,845 4,356 4,704 6,813

 当期純利益 1,817 1,931 2,279 2,486 3,679

 期末店舗数 129店 153店 179店 198店 229店

（注）売上高には消費税等は含まれておりません。

 

(d)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

①「劇薬」「毒薬」「麻薬」「向精神薬」は区分して保管する。

　　＊他に重点管理品目として区分して管理するものも指定している。

②「内用薬」「外用薬」は区分して保管する。

③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。

④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。 

(e)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。
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(f)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避けるため、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19年5月31日現在、当社パートタイマー従業員2,399名のうち社会保険未適用者数は2,168名であります。

(g)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、関連諸規程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失が発生した場合に

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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２．企業集団の状況
 当社グループは当社（株式会社クリエイトエス・ディー）及び子会社２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。

　　　　小売販売業　　　　：　主な取扱商品は医薬品、化粧品、食料品（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。

　　　　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（株式会社エ

　　　　　　　　　　　　　　   スタ）が担当しております。

 　〔事業系統図〕

　　　以上述べた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。

 

    

   

 

 

 

                       （注）１．出資比率        

                          ２．取引関係        

100％ 

プライベート 
ブランド商品 

当社 
（子会社） 

㈱エスタ 
一般顧客 

商品 
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３．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積極的に推進していくよう徹底を図っております。

 

(2）目標とする経営指標

当社は、株主資本を効率的に活用しつつ、株主価値の拡大を図るという視点に立ち、自己資本利益率15％以上、総資

産経常利益率15％以上を当面の主たる経営指標としております。

当事業年度は、自己資本利益率21.6％、総資産経常利益率18.5％となりました。

(3）中長期的な会社の経営戦略

①出店戦略

　当社は、首都圏及び群馬県、茨城県の北関東を主要な出店エリア心として店舗展開を続けてまいります。

　ドラッグストア事業部門では、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とする他、駅前立

地の開発、他業種との共同での複合出店の促進等により年間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・店舗運営戦略

ますます激化する競争に勝ち残っていくために、顧客第一主義の実践を図ってまいります。

具体的には

イ．「極めて感じの良い応対」の更なるレベルアップ

ロ．「整理整頓」のできばえ評価の実施と個別フォロー

ハ．お客様のご意見、ご要望に対する真摯な対応

ニ．高品質のプライベートブランド商品の開発及び髙付加価値商品の導入

ホ．積極的な改装及び棚割のリニューアルによる品揃えの充実

ヘ．健康相談会、ベビー相談会等の開催を通じて、「相談できるドラッグストア」の実現

  　等を推進してまいります。

(4）会社の対処すべき課題

当業界を取り巻く環境は、各社とも従来の地盤を越えた積極的な出店を続けていることに加えて、合併、事業統合、

ＦＣ展開などにより業容拡大の動きが一段と激しくなっております。

　また、薬事法の改正による医薬品販売の規制緩和による他業態との競合及び薬学部６年制の導入による薬剤師の供給

不足など、今後とも厳しい経営環境が続くものと認識いたしております。

　このような状況の中、当社といたしましては、出店エリアの拡大を図るとともに、駅前、ショッピングセンター  内

への出店等にも積極的に取り組むことにより業容の拡大に努めてまいりたいと考えております。

　また、「極めて感じの良い応対」の実現にむけて、接客サービスの改善に継続して取り組むとともに健康相談会など

による密度の濃い顧客サービスを拡充することにより固定客づくりを図り差別化を図ってまいります。

　更に薬事法改正の状況を見極めながら、登録販売者等の資格取得者の育成を図ってまいります。

　商品面では価格競争力のアップと財務体質の強化を図るため、引き続き高品質のプライベートブランド商品の開発、

育成に取り組んでまいります。 
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４．財務諸表
(1）貸借対照表

前事業年度
（平成18年５月31日）

当事業年度
（平成19年５月31日）

対前年比

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)

（資産の部）

Ⅰ　流動資産

１．現金及び預金 6,788 10,304  

２．売掛金 672 1,046  

３．商品 9,166 10,124  

４．貯蔵品 71 100  

５．前払費用 493 559  

６．繰延税金資産 386 569  

７．未収入金 1,095 1,138  

８．その他 12 24  

流動資産合計 18,686 56.4 23,867 59.1 5,180

Ⅱ　固定資産

(1)有形固定資産

１．建物  4,300 5,294

減価償却累計額 1,408 2,892 1,708 3,586  

２．構築物 666 876

減価償却累計額 329 336 404 471  

３．車両運搬具 3 3

減価償却累計額 3 0 3 0  

４．工具器具備品 2,233 2,782

減価償却累計額 1,134 1,099 1,483 1,298  

５．土地  1,334 1,334  

有形固定資産合計 5,663 17.1 6,691 16.5 1,028

(2)無形固定資産

　１. のれん ― 215

　２. 営業権 221 ―  

３．借地権 44 27  

４．ソフトウェア 59 79  

５．電話加入権 26 27  

無形固定資産合計 352 1.1 350 0.9 △1
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前事業年度
（平成18年５月31日）

当事業年度
（平成19年５月31日）

対前年比

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)

(3)投資その他の資産

１．投資有価証券 73 70  

２．関係会社株式 50 70  

３．出資金 0 0  

４．長期貸付金 3,167 3,530  

５．破産更生債権等 ― 10  

６．長期前払費用 564 648  

７．繰延税金資産 282 366  

８．建設協力金 857 719  

９．敷金及び保証金 2,923 3,217  

10．出店仮勘定 440 824  

11．その他 64 64  

貸倒引当金 ― △20  

投資その他の資産合計 8,424 25.4 9,504 23.5 1,079

固定資産合計 14,440 43.6 16,546 40.9 2,105

資産合計 33,127 100.0 40,413 100.0 7,286

（負債の部）

Ⅰ　流動負債

１．買掛金 13,166 15,173  

２．一年内返済予定長期借
入金

 43 46  

３．未払金 737 1,391  

４．未払費用 956 1,140  

５．未払法人税等 1,424 2,243  

６．未払消費税等 169 155  

７．預り金 68 85  

８．賞与引当金 60 69  

９．役員賞与引当金 54 70  

10．ポイントカード引当金 131 263  

11．閉鎖店舗損失引当金 5 30  

12．その他 37 9  

流動負債合計 16,854 50.9 20,679 51.2 3,824
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前事業年度
（平成18年５月31日）

当事業年度
（平成19年５月31日）

対前年比

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)

Ⅱ　固定負債

１．長期借入金  243 197  

２．退職給付引当金 407 487  

３．役員退職慰労引当金 226 281  

４．預り保証金 72 73  

５．その他 ― 3  

固定負債合計 949 2.8 1,042 2.6 93

負債合計 17,804 53.7 21,722 53.8 3,918

（純資産の部）

Ⅰ　株主資本

　　１.資本金 1,305 3.9 1,305 3.2 ―

　　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 4.6 1,519 3.8 ―

　　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 9,500 11,500

　　　　　繰越利益剰余金 2,972 4,341

　利益剰余金合計 12,486 37.7 15,855 39.2 3,369

　　４.自己株式 △0 △0.0 △0 △0.0 ―

　株主資本合計 15,311 46.2 18,680 46.2 3,369

Ⅱ　評価・換算差額等

1.その他有価証券評価差
額金

11 0.1 10 0.0 △1

　評価・換算差額等合計 11 0.1 10 0.0 △1

　純資産合計 15,323 46.3 18,691 46.2 3,367

　負債純資産合計 33,127 100.0 40,413 100.0 7,286
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(2）損益計算書

前事業年度
（自　平成17年６月１日
至　平成18年５月31日）

当事業年度
（自　平成18年６月１日
至　平成19年５月31日）

対前年比

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)

Ⅰ　売上高 103,285 100.0 113,647 100.0 10,361

Ⅱ　売上原価

１．商品期首たな卸高 8,494 9,166

２．当期商品仕入高 79,251 86,395

３．事業の譲受による商品
受入

8 7

合計 87,754 95,569

４．他勘定振替高 ※1 37 17

５．商品期末たな卸高 9,166 78,550 76.1 10,124 85,426 75.2 6,875

売上総利益 24,734 23.9 28,220 24.8 3,486

Ⅲ　販売費及び一般管理費

１．広告宣伝費 2,218 1,626

２．ポイントカード引当金
繰入額

131 263

３．役員報酬 203 205

４．給与手当 7,213 7,736

５．賞与 802 979

６．賞与引当金繰入額 60 69

７．役員賞与引当金繰入額 54 70

８．退職給付費用 88 104

９．役員退職慰労引当金繰
入額

41 55

10．法定福利費 639 710

11．水道光熱費 809 848

12．減価償却費 820 898

13．消耗品費 263 369

14．地代家賃 3,936 4,354

15．その他 2,798 20,081 19.4 3,200 21,491 18.9 1,410

営業利益 4,653 4.5 6,729 5.9 2,075

Ⅳ　営業外収益

１．受取利息 45 68

２．有価証券利息 2 ―

３．受取配当金 1 1

４．広告媒体等設置収入 ― 13

５．その他 42 91 0.1 36 119 0.1 28
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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）

当事業年度
（自　平成18年６月１日
至　平成19年５月31日）

対前年比

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)

Ⅴ　営業外費用

１．支払利息 9 9

２．新株発行費 3 ―

 ３．貸倒引当金繰入額 ― 20

４．一部指定替費用 ― 5

５．上場準備費用 24 ―

６．その他 2 40 0.0 0 35 0.0 △4

経常利益 4,704 4.6 6,813 6.0 2,109

Ⅵ　特別利益      

１．受取補償金 ― ― ― 42 42 0.0 42

Ⅶ　特別損失

１．固定資産除却損 ※２ 0 8

 ２．減損損失  ※３ ―   36    

　３．閉鎖店舗損失 17 22

４．閉鎖店舗損失引当金繰
入額

5 23 0.1 28 95 0.1 71

税引前当期純利益 4,681 4.5 6,760 5.9 2,079

法人税、住民税及び事
業税

2,350 3,347

法人税等調整額 △154 2,195 2.1 △266 3,080 2.7 885

当期純利益 2,486 2.4 3,679 3.2 1,193

－ 13 －



(3）株主資本等変動計算書

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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当事業年度（自平成18年６月１日　至平成19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

事業年度中の変動額          

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 ―  ―

当期純利益（百万円） 3,679 3,679 3,679

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 1,369 3,369 ― 3,369

平成19年5月31日残高（百万円） 1,305 1,519 1,519 13 11,500 4,341 15,855 △0 18,680

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

事業年度中の変動額

剰余金の配当（百万円） △310

別途積立金の積立（百万円） ―

当期純利益（百万円） 3,679

株主資本以外の項目の事業年度中
の変動額（純額）（百万円）

△1 △1 △1

事業年度中の変動額合計
（百万円）

△1 △1 3,367

平成19年5月31日残高（百万円） 10 10 18,691
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(4）キャッシュ・フロー計算書

前事業年度
（自　平成17年６月１日
至　平成18年５月31日）

当事業年度
（自　平成18年６月１日
至　平成19年５月31日）

対前年比

区分
注記
番号

金額（百万円） 金額（百万円）
増減

(百万円)

Ⅰ　営業活動によるキャッシュ・フ
ロー

１．税引前当期純利益 4,681 6,760  

２．減価償却費 820 898  

３．貸倒引当金の増加・減少（△）
額

－ 20  

４. 賞与引当金の増加・減少（△）
額

6 9  

５．役員賞与引当金の増加・減少
（△）額

54 16  

　 ６．ポイントカード引当金の増加・
減少(△)額

131 131  

　 ７．閉鎖店舗損失引当金の増加・減
少（△）額

5 26  

８．退職給付引当金の増加・減少
（△）額

76 80  

９．役員退職慰労引当金の増加・減
少（△）額

41 55  

10．受取利息及び受取配当金 △48 △69  

11．支払利息 9 9  

12．受取補償金 － △42  

13. 減損損失 － 36  

14．売上債権の減少・増加（△）額 △277 △373  

15．たな卸資産の減少・増加（△）
額

△735 △979  

16．未収入金の減少・増加（△）額 △272 △0  

17．仕入債務の増加・減少（△）額 919 2,007  

18．未払金の増加・減少（△）額 101 286  

19．未払費用の増加・減少（△）額 88 183  

20．未払消費税等の増加・減少
（△）額

50 △13  

21．役員賞与の支払額 △54 －  

22．その他 118 110  

小計 5,715 9,152 3,436

23．利息及び配当金の受取額 3 17  

24．利息の支払額 △9 △9  

25．法人税等の支払額 △2,241 △2,635  

営業活動によるキャッシュ・フ
ロー

3,468 6,525 3,056
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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）

当事業年度
（自　平成18年６月１日
至　平成19年５月31日）

対前年比

区分
注記
番号

金額（百万円） 金額（百万円）
増減

(百万円)

Ⅱ　投資活動によるキャッシュ・フ
ロー

１. 定期預金の預入による支出 － △900  

２. 定期預金の払戻による収入 － 900  

３．有形固定資産の取得による支出 △797 △1,346  

４．有形固定資産の売却による収入 － 0  

５．無形固定資産の取得による支出 △39 △40  

６．無形固定資産の売却による収入 － 5  

７．投資有価証券の償還による収入 200 －  

８．関係会社株式取得による支出 － △20  

９．貸付けによる支出 △482 △458  

10．貸付金の回収による収入 255 301  

11．長期前払費用の増加による支出 △105 △117  

12．建設協力金の回収による収入 187 138  

13．敷金保証金の差入による支出 △266 △281  

14．敷金保証金の回収による収入 99 28  

15．出店仮勘定の増加による支出 △405 △794  

16．事業の譲受による支出 ※２ △285 △80  

17．その他 △18 9  

投資活動によるキャッシュ・フ
ロー

△1,658 △2,654 △995

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 △44 △43  

２．配当金の支払額 △277 △310  

財務活動によるキャッシュ・フ
ロー

△322 △354 △32

Ⅳ　現金及び現金同等物の増加・減少
（△）額

1,487 3,516 2,028

Ⅴ　現金及び現金同等物の期首残高 5,300 6,788 1,487

Ⅵ　現金及び現金同等物の期末残高 ※１ 6,788 10,304 3,516
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重要な会計方針

項目
前事業年度

（自　平成17年６月１日
至　平成18年５月31日）

当事業年度
（自　平成18年６月１日
至　平成19年５月31日）

１．有価証券の評価基準及び

評価方法

(1）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）子会社株式及び関連会社株式

　　　同左

(2) 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

(2) その他有価証券

　　時価のあるもの

　　　  　同左　

 

 

    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

  売価還元法による原価法

(1) 商品

同左

(2) 貯蔵品

　　最終仕入原価法による原価法

(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（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

　建　物（建物付属設備を除く）

①平成10年３月31日以前に取得したもの

　 旧定率法

②平成10年４月１日から平成19年３月31

日までに取得したもの

  旧定額法

 建物 10年～50年

構築物 10年～50年

工具器具備品 ３年～20年

 

 

 

③平成19年４月１日以降に取得したもの

　 定額法

建物以外 

①平成19年３月31日以前に取得したもの

　 旧定率法

②平成19年４月１日以降に取得したもの

　 定率法

 なお、主な耐用年数は次のとおりであり

ます。

　建　物　　　　８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

(2）無形固定資産

　  定額法

　ソフトウェア（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。

　ソフトウェア（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年間の定額法。

(3）長期前払費用

定額法

(3）長期前払費用

同左

４．繰延資産の処理方法 新株発行費

　支出時に全額費用として処理しておりま

す。

 

　             ────

５．引当金の計上基準 (1）

────

(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
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項目
前事業年度

（自　平成17年６月１日
至　平成18年５月31日）

当事業年度
（自　平成18年６月１日
至　平成19年５月31日）

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。
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項目
前事業年度

（自　平成17年６月１日
至　平成18年５月31日）

当事業年度
（自　平成18年６月１日
至　平成19年５月31日）

(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。

(2)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額を計上しており

ます。

(3)役員賞与引当金

　　　　 　　同左

(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

(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。

(6)退職給付引当金

　　　　　　　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。

(7）役員退職慰労引当金

　役員及び執行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。

６．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

７．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か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

８．その他財務諸表作成のた

めの基本となる重要な事

項

(1) 消費税等の会計処理

　　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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会計処理方法の変更

前事業年度
（自　平成17年６月１日

至　平成18年５月31日）

当事業年度
（自　平成18年６月１日
至　平成19年５月31日）

（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。

 

 

 

────

（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になったことから、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。

 

 

 

 

 

────

 

 

 

────

(企業結合に係る会計基準）

　当事業年度より、「企業結合に係る会計基準」（企業

会計審議会　平成15年10月31日）及び「企業結合会計基

準及び事業分離等会計基準に関する適用指針」（平成17

年12月27日　企業会計基準適用指針第10号）を適用して

おります。

　なお、この変更による損益に与える影響は軽微であり

ます。
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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）

当事業年度
（自　平成18年６月１日
至　平成19年５月31日）

 

 

 

────

 

(有形固定資産の減価償却方法の変更）

　法人税法の改正（（所得税法等の一部を改正する法律

　平成19年３月30日　法律第６号）及び（法人税法施行

令の一部を改正する政令　平成19年３月30日　政令第83

号））に伴い、平成19年４月１日以降に取得したものに

ついては、改正後の法人税法に基づく方法に変更してお

ります。

　なお、この変更による損益に与える影響は軽微であり

ます。
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表示方法の変更

前事業年度
（自　平成17年６月１日
至　平成18年５月31日）

当事業年度
（自　平成18年６月１日
至　平成19年５月31日）

 

────

 

（貸借対照表）

 １.前事業年度において「営業権」として掲記されてい

たものは、当事業年度から「のれん」として表示してお

ります。

 

 

────

（損益計算書）

 １.前事業年度まで営業外収益の「その他」に含めて表

示しておりました「広告媒体等設置収入」は、営業外収

益の総額の100分の10を超えたため区分掲記することに

いたしました。

　　なお、前事業年度における「広告媒体等設置収入」の

金額は８百万円であります。

追加情報

前事業年度
（自　平成17年６月１日
至　平成18年５月31日）

当事業年度
（自　平成18年６月１日
至　平成19年５月31日）

──── ────

注記事項

（貸借対照表関係）

前事業年度
（平成18年５月31日）

当事業年度
（平成19年５月31日）

 ────  ────

（損益計算書関係）

前事業年度
（自　平成17年６月１日

至　平成18年５月31日）

当事業年度
（自　平成18年６月１日
至　平成19年５月31日）

※１．他勘定振替高は販売費及び一般管理費（広告宣伝

費）への振替であります。

※１．他勘定振替高は販売費及び一般管理費への振替であ

ります。

※２．固定資産除却損の内訳は、次のとおりであります。 ※２．固定資産除却損の内訳は、次のとおりであります。

建物 0百万円

車両運搬具 0百万円

工具器具備品 0百万円

計 0百万円

建物  6百万円

構築物  0百万円

工具器具備品  0百万円

ソフトウェア 0百万円

計  8百万円

※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。

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
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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）

当事業年度
（自　平成18年６月１日
至　平成19年５月31日）

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。
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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

発行済株式

　普通株式 5,548,557株 5,548,557株 ― 11,097,114株

合計 5,548,557株 5,548,557株 ― 11,097,114株

自己株式

　普通株式 31株 31株 ― 62株

合計 31株 31株 ― 62株

　　（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）配当金の支払

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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　　当事業年度（自　平成18年６月１日　至　平成19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

発行済株式

　普通株式 11,097,114株 11,097,114株 - 22,194,228株

合計 11,097,114株 11,097,114株 - 22,194,228株

自己株式

　普通株式 62株 62株 - 124株

合計 62株 62株 - 124株

　　（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）配当金の支払

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

　　　（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８月24日

定時株主総会
普通株式

利益

剰余金
　554百万円 　25円 平成19年5月31日 平成19年8月27日

（キャッシュ・フロー計算書関係）

前事業年度
（自　平成17年６月１日
至　平成18年５月31日）

当事業年度
（自　平成18年６月１日
至　平成19年５月31日）

※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

※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18年５月31日現在）

　現金及び預金勘定 6,788百万円

　現金及び現金同等物 6,788百万円

（平成19年５月31日現在）

　現金及び預金勘定 10,304百万円

　現金及び現金同等物 10,304百万円

※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

※２. (有)京町薬局からの事業の譲受により増加した資

産の主な内訳

商品 8百万円

工具器具備品 0百万円

営業権 276百万円

資産合計 285百万円

商品  7百万円

建物 17百万円

構築物 3百万円

工具器具備品 0百万円

のれん    50百万円

資産合計  80百万円
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（リース取引関係）

前事業年度
（自　平成17年６月１日
至　平成18年５月31日）

当事業年度
（自　平成18年６月１日
至　平成19年５月31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
（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

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）

期末残高
相当額
（百万円）

工具器具
備品

1,640 1,009 4 626

その他 292 114 - 178

合計 1,933 1,123 4 805

２．未経過リース料期末残高相当額等 ２．未経過リース料期末残高相当額等

　　未経過リース料期末残高相当額 　　未経過リース料期末残高相当額

１年内 374百万円

１年超 690百万円

合計 1,064百万円

１年内   338 百万円

１年超   495 百万円

合計  834 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

     リース資産減損勘定の残高　　　　　 3 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

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

支払リース料    354百万円

リース資産減損勘定の取崩額    1百万円

減価償却費相当額    334百万円

支払利息相当額

減損損失

  19百万円

 ４百万円

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

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

（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）

 ────
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（有価証券関係）

前事業年度（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

種類 取得原価（百万円）
貸借対照表計上額

（百万円）
差額（百万円）

貸借対照表計上額が

取得原価を超えるも

の

(1)株式 22 42 19

(2)債券

①　国債・地方債等 ― ― ―

②　社債 ― ― ―

③　その他 ― ― ―

(3)その他 ― ― ―

小計 22 42 19

貸借対照表計上額が

取得原価を超えない

もの

(1)株式 0 0 △0

(2)債券

①　国債・地方債等 ― ― ―

②　社債 ― ― ―

③　その他 ― ― ―

(3)その他 ― ― ―

小計 0 0 △0

合計 23 43 19

２．当事業年度中に売却したその他有価証券（自平成17年６月１日　至平成18年５月31日）

　　　 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

貸借対照表計上額（百万円）

（1）子会社株式 50

（2）その他有価証券

　　　　非上場株式 20

　　　　その他 9

４．その他有価証券のうち満期があるもの及び満期保有目的の債券の今後の償還予定額

1年以内
（百万円）

１年超５年以内
（百万円）

５年超10年以内
（百万円）

10年超
（百万円）

１．債券

　(1)国債・地方債等 ― ― ― ―

　(2)社債 ― ― ― ―

　(3)その他 ― ― ― ―

２．その他 ― 9 ― ―

合計 ― 9 ― ―
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当事業年度（平成19年５月31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（百万円）
貸借対照表計上額

（百万円）
差額（百万円）

貸借対照表計上額が

取得原価を超えるも

の

(1)株式 22 40 17

(2)債券

①　国債・地方債等 ― ― ―

②　社債 ― ― ―

③　その他 ― ― ―

(3)その他 ― ― ―

小計 22 40 17

貸借対照表計上額が

取得原価を超えない

もの

(1)株式 0 0 △0

(2)債券

①　国債・地方債等 ― ― ―

②　社債 ― ― ―

③　その他 ― ― ―

(3)その他 ― ― ―

小計 0 0 △0

合計 23 41 17

２．当事業年度中に売却したその他有価証券（自平成18年６月１日　至平成19年５月31日）

　　　 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

貸借対照表計上額（百万円）

（1）子会社株式 70

（2）その他有価証券

　　　　非上場株式 20

　　　　その他 9

４．その他有価証券のうち満期があるもの及び満期保有目的の債券の今後の償還予定額

1年以内
（百万円）

１年超５年以内
（百万円）

５年超10年以内
（百万円）

10年超
（百万円）

１．債券

　(1)国債・地方債等 ― ― ― ―

　(2)社債 ― ― ― ―

　(3)その他 ― ― ― ―

２．その他 ― 9 ― ―

合計 ― 9  ―  ―
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（デリバティブ取引関係）

　　前事業年度（自平成17年６月１日　至平成18年５月31日）及び当事業年度（自平成18年６月１日　至平成19年５月31

日）

　　　当社は、デリバティブ取引を全く行なっておりませんので、該当事項はありません。
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（退職給付関係）

１．採用している退職給付制度の概要

　　当社は、退職金規程に基づく退職一時金制度を採用いたしております。

２．退職給付債務及びその内訳

前事業年度
（平成18年５月31日）

当事業年度
（平成19年５月31日）

(1)退職給付債務（百万円） △435 △515

(2)未積立退職給付債務（百万円） △435 △515

(3)未認識過去勤務債務（百万円） △16 △8

(4)未認識数理計算上の差異（百万円） 44 35

(5)退職給付引当金（百万円） △407 △487

３．退職給付費用の内訳

前事業年度
（自　平成17年６月１日
至　平成18年５月31日）

当事業年度
（自　平成18年６月１日
至　平成19年５月31日）

退職給付費用（百万円） 88 104

(1)勤務費用（百万円） 75 85

(2)利息費用（百万円） 9 11

(3)過去勤務債務の費用処理額（百万円） △8 △8

(4)数理計算上の差異の費用処理額（百万円） 12 15

４．退職給付債務等の計算の基礎に関する事項

前事業年度
（平成18年５月31日）

当事業年度
（平成19年５月31日）

(1)割引率 2.5％ 　 2.5％

(2)退職給付見込額の期間配分方法 　　期間定額基準 　　期間定額基準

(3)過去勤務債務の処理年数 発生年度より５年 発生年度より５年

(4)数理計算上の差異の処理年数 　　発生年度の翌期より5年 　　発生年度の翌期より5年

（ストック・オプション等関係）

前事業年度（自平成17年６月１日　至平成18年５月31日）及び当事業年度（自平成18年６月１日　至平成19年５月31

日）

　該当事項はありません。

（関連当事者との取引）

前事業年度（自平成17年６月１日　至平成18年５月31日）及び当事業年度（自平成18年６月１日　至平成19年５月31

日）

　該当事項はありません。
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（税効果会計関係）

前事業年度
（平成18年５月31日）

当事業年度
（平成19年５月31日）

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

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：百万円） （単位：百万円）

繰延税金資産

未払事業税否認 104

未払賞与否認 166

ポイントカード引当金否認 53

退職給付引当金否認 165

役員退職慰労引当金否認 91

投資有価証券評価損否認 12

その他 82

繰延税金資産計 677

繰延税金負債

その他有価証券評価差額金 △7

繰延税金負債計 △7

繰延税金資産（負債）の純額 669

繰延税金資産

未払事業税否認 165

未払賞与否認 215

ポイントカード引当金否認 106

退職給付引当金否認 197

役員退職慰労引当金否認 114

投資有価証券評価損否認 12

その他 130

繰延税金資産計 943

繰延税金負債

その他有価証券評価差額金 △7

繰延税金負債計 △7

繰延税金資産（負債）の純額 936

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

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：％） （単位：％）

法定実効税率 40.6

（調整）

留保金課税 4.3

住民税均等割 1.2

交際費 0.1

その他 0.7

税効果会計適用後の法人税等の負担率 46.9

法定実効税率 40.6

（調整）

留保金課税 3.0

住民税均等割 0.9

交際費 0.1

その他 1.0

税効果会計適用後の法人税等の負担率 45.6

（持分法投資損益等）

　　前事業年度（自平成17年６月１日　至平成18年５月31日）及び当事業年度（自平成18年６月１日　至平成19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。

（継続企業の前提に重要な疑義を抱かせる事象又は状況）

　　前事業年度（自平成17年６月１日　至平成18年５月31日）及び当事業年度（自平成18年６月１日　至平成19年５月31

日）

　　該当事項はありません。
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（１株当たり情報）

前事業年度
（自　平成17年６月１日
至　平成18年５月31日）

当事業年度
（自　平成18年６月１日
至　平成19年５月31日）

１株当たり純資産額 1,380円84銭

１株当たり当期純利益 224円03銭

１株当たり純資産額     842円16銭

１株当たり当期純利益 165円80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。

　当社は、平成17年７月20日付で普通株式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。

　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18年６月１日付で普通株式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。

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

１株当たり純資産額    690円42銭

１株当たり当期純利益    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。

（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６月１日
　至　平成18年５月31日）

当事業年度
（自　平成18年６月１日
　至　平成19年５月31日）

当期純利益 2,486 3,679

普通株式に帰属しない金額（百万円） ― ― 

普通株式に係る当期純利益（百万円） 2,486 3,679

期中平均株式数（株） 11,097,052 22,194,104

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後１株当たり当

期純利益の算定に含めなかった潜在株式の概要
─── ───
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（重要な後発事象）

前事業年度
（自　平成17年６月１日
至　平成18年５月31日）

当事業年度
（自　平成18年６月１日
至　平成19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
590円68銭

１株当たり当期純利益
100円27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。

１株当たり純資産額
　　 　　 690円42銭

１株当たり当期純利益
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。
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５．その他
(1）役員の異動

  代表者の異動

    該当事項はありません。

 

　その他の役員の移動

　　該当事項はありません。

　　

(2）その他

 仕入及び販売の状況

 ①品目別仕入実績

 品目別

前事業年度

（自　平成17年６月１日

　　至　平成18年５月31日）

当事業年度

（自　平成18年６月１日

　　 至　平成19年５月31日） 

増減 

 金額（百万円） 構成比（％） 金額（百万円） 構成比（％） 金額（百万円） 増減率（％） 

 医薬品 15,251 19.2 16,524 19.1 1,273 8.3

 化粧品 13,798 17.4 14,850 17.2 1,052 7.6

 食料品 26,520 33.5 28,828 33.4 2,307 8.7

 日用雑貨品 15,329 19.3 17,057 19.7 1,728 11.3

 その他 8,360 10.6 9,141 10.6 780 9.3

 合計 79,260 100.0 86,402 100.0 7,142 9.0

 （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

    品目別販売実績

品目別 

前事業年度

（自　平成17年６月１日

    至　平成18年５月31日）

当事業年度

（自　平成18年６月１日

    至　平成19年５月31日）

増減 

 金額(百万円) 構成比（％） 金額(百万円) 構成比（％） 金額(百万円) 増減率（％） 

 医薬品 23,256 22.5 25,856 22.8 2,599 11.2

 化粧品 18,116 17.5 20,257 17.8 2,140 11.8

 食料品 31,465 30.5 34,271 30.2 2,805 8.9

 日用雑貨品 19,290 18.7 21,741 19.1 2,450 12.7

 その他 11,156 10.8 11,520 10.1 364 3.3

 合計 103,285 100.0 113,647 100.0 10,361 10.0

 （注）上記の金額には消費税等は含まれておりません。

 

 　地区別販売実績

 地区別

前事業年度

（自　平成17年６月１日

    至　平成18年５月31日）

当事業年度

（自　平成18年６月１日

    至　平成19年５月31日）

増減 

 金額(百万円)  構成比（％） 金額(百万円)  構成比（％） 金額(百万円)  増減率（％）

神奈川県 70,095 67.9 74,581 65.6 4,485 6.4

 東京都 14,229 13.8 16,407 14.4 2,178 15.3

 静岡県 14,272 13.8 16,239 14.3 1,967 13.8

 埼玉県 1,909 1.8 2,340 2.1 431 22.6

 千葉県 2,778 2.7 3,849 3.4 1,071 38.6

 群馬県  -  - 227 0.2 227 ― 

 合計  103,285  100.0 113,647  100.0 10,361  10.0 

 （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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