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１．平成20年５月期の連結業績（平成19年５月16日～平成20年５月15日）

(1）連結経営成績 （％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 ％

20年５月期 227,787 31.2 10,145 16.7 11,071 19.4 6,256 23.9

19年５月期 173,618 10.2 8,695 18.1 9,270 16.7 5,047 5.4

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 ％ ％ ％

20年５月期 264 50 263 97 10.9 12.2 4.5

19年５月期 229 81 228 90 10.2 12.4 5.0

（参考）持分法投資損益 20年５月期 －百万円 19年５月期 △91百万円

(2）連結財政状態

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

20年５月期 103,150 63,750 61.7 2,689 42

19年５月期 78,618 51,468 65.4 2,340 08

（参考）自己資本 20年５月期 63,650百万円 19年５月期 51,431百万円

(3）連結キャッシュ・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

20年５月期 7,397 △5,289 △1,917 14,321

19年５月期 7,111 △10,173 △926 11,980

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
（連結）

純資産配当
率（連結）（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 ％ ％

19年５月期 － － 24 00 － － 24 00 48 00 1,055 20.9 2.1

20年５月期   24 00   32 00 56 00 1,325 21.2 2.2

21年５月期（予想）   28 00   28 00 56 00 － 18.9 －

 

 

３．平成21年５月期の連結業績予想（平成20年５月16日～平成21年５月15日）

（％表示は、通期は対前期、第２四半期連結累計期間は対前年同四半期増減率）

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

第２四半期連結累計期間 122,258 7.5 5,700 8.1 6,214 9.1 3,450 10.0 145 79

通期 246,010 8.0 11,182 10.2 12,200 10.2 6,778 8.3 286 40
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４．その他

(1）期中における重要な子会社の異動（連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動）　無

新規 －社  除外 －社  

 

(2）連結財務諸表作成に係る会計処理の原則・手続、表示方法等の変更（連結財務諸表作成のための基本となる重要な

事項の変更に記載されるもの）

①　会計基準等の改正に伴う変更　無

②　①以外の変更　　　　　　　　有

 

(3）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） 20年５月期 23,668,534株 19年５月期 21,995,094株

②　期末自己株式数 20年５月期 1,624株 19年５月期 664株

（注）１株当たり当期純利益（連結）の算定の基礎となる株式数については、28ページ「１株当たり情報」をご覧

ください。

（参考）個別業績の概要

１．平成20年５月期の個別業績（平成19年５月16日～平成20年５月15日）

(1）個別経営成績 （％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 ％

20年５月期 3,003 6.0 1,859 0.8 1,954 2.4 1,789 0.5

19年５月期 2,834 230.5 1,844 622.9 1,907 975.6 1,780 732.3

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

円 銭 円 銭

20年５月期 75 66 75 51

19年５月期 81 07 80 75

(2）個別財政状態

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

20年５月期 49,617 49,367 99.3 2,081 68

19年５月期 41,283 41,051 99.3 1,866 43

（参考）自己資本 20年５月期 49,266百万円 19年５月期 41,014百万円

※　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３ページを参照して下さい。
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１．経営成績
(1）経営成績に関する分析

 　 （当期の経営成績）

　当社グループを取り巻く経営環境は、競合他社との出店競争や価格競争など、一層厳しさを増しております。

このような状況のなか、平成19年５月16日付で関東地区に116店舗を展開する㈱くすりの福太郎を当社の完全子会社化

とする株式交換を実施し、更なるグループシナジー効果を発揮してまいりました。

　出店につきましては、北海道地区のスクラップ＆ビルドならびに東北・関東地区のドミナント化を推進し、グルー

プ全体で94店舗の開店と13店舗の閉店を行い、当連結会計年度末における店舗数は、750店舗となりました。

当社グループの開店・閉店の状況は次のとおり 

 開店 閉店 純増 期末店舗数 うち調剤併設

 北海道 25 6 19 273 49

 東北 36 2 34 248 54

 関東         33 5  　　　 28 229         75

 合計         94 13         81 750        178

 

　以上の結果、当連結会計年度における業績は、売上高2,277億87百万円（前期比31.2％増）、営業利益101億45百万

円（同16.7％増）、経常利益110億71百万円（同19.4％増）、当期純利益62億56百万円（同23.9％増）となり過去最高

の業績を収めることができました。

 （次期の見通し）

　今後もドラッグストア業界は、価格競争や出店競争が激化し、企業の統合や再編が進むほか、薬事法改正による異

業態の新規参入などが予想され、生き残りをかけた競争が一層熾烈化するものと思われます。

　当社グループの店舗展開につきましては、61店舗の開店を計画し、ドミナント化の推進を図るほか、７月に長野県

への新規出店ならびに愛知県に本社を置く㈱スパーク（愛知県３店舗、滋賀県４店舗）の子会社化など新規エリアへ

の進出を図り、更なる競争力の強化に努めてまいります。

　また、当社グループは、「お客様の生活に豊かさと余裕を提供する」という理念のもと、引き続きドラッグストア

としての専門性・利便性を追求するとともに、美と健康への高まる意識にも対応すべく、きめ細やかなカウンセリン

グ、良質でお買い求めやすい商品の品揃えにより、お客様に親しまれる店舗づくりを強化し、企業価値の最大化に努

めてまいります。

　以上により、次期の連結業績の予想は、売上高2,460億10百万円、営業利益111億82百万円、経常利益122億円、当期

純利益67億78百万円を見込んでおります。

 

(2）財政状態に関する分析

　当連結会計年度における現金および現金同等物(以下「資金」という。)は、税金等調整前当期純利益が113億73百万

円（前期比28.4％増）となったことと、仕入債務の増加と減価償却費および新規連結子会社（㈱くすりの福太郎・㈱

ウィング）の資金により、前連結会計年度末に比べ23億40百万円増加し、当連結会計年度末には143億21百万円（前期

比19.5％増）となりました。

　当連結会計年度における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因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、73億97百万円(前期比4.0％増)となりました。これは主に、税金等調整前当期純利

益113億73百万円に加え、仕入債務37億64百万円(前期比86.5％増)の増加、減価償却費24億15百万円(前期比42.9％

増)などの収入、および法人税等の支払47億73百万円(前期比70.3％増)、たな卸資産46億97百万円(前期比103.0％増)

の増加などの支出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、52億89百万円(前期比48.0％減）となりました。これは主に、新規出店に伴う有形

固定資産の取得35億76百万円(前期比53.5％増）と差入保証金28億22百万円(前期比29.1％増)などの支出によるもので

あります。
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（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、19億17百万円(前期比106.8％増)となりました。これは主に、配当金の支払10億95百

万円(前期比2.0％増)の支出、長期借入金の返済7億36百万円などの支出によるものであります。

 当社グループのキャッシュ・フロー指標のトレンドは下記のとおりであります。

平成19年5月期 平成20年5月期

自己資本比率（％） 65.4 61.7

時価ベースの自己資本比率

（％） 120.3 90.6

キャッシュ・フロー対有利

子負債比率（年） 0.2 0.4

インタレスト・カバレッ

ジ・レシオ(倍） 496.6 167.5

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

キャッシュ・フロー対有利子負債比率：有利子負債／キャッシュ・フロー

インタレスト・カバレッジ・レシオ：キャッシュ・フロー／利払い

（注１）いずれも連結ベースの財務数値により計算しております。

（注２）株式時価総額は自己株式を除く発行済株式数をベースに計算しています。

（注３）キャッシュ・フローは、営業キャッシュ・フローを利用しています。

（注４）有利子負債は連結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いま

す。

 

(3）利益配分に関する基本方針および当期・次期の配当

　当社は、経営基盤の強化および将来の事業展開を勘案しながら、株主利益重視の見地から安定した配当を行うこと

を基本方針とし、さらに配当性向を考慮した利益配分を実施してまいりたいと考えております。

　この方針に基づき、事業年度末のみ年１回実施しておりました株主配当につきましては、平成18年５月期より中間

配当を実施し、中間期末および事業年度末の年２回としております。

　中間期末の利益配当につきましては、１株につき24円の配当を実施いたしました。期末におきましては１株につき

８円の増配とし、１株につき32円の配当を行うことを決定いたしました。これにより通期では56円の配当となりま

す。

　なお、次期におきましても第２四半期末日および期末日を基準日として年２回の配当を実施することとしておりま

す。

　内部留保資金につきましては、店舗の新設および増床・改装に伴う設備投資やＭ＆Ａも含めた成長など、将来の企

業価値を高めるための投資に向けて、備えてゆく方針であります。

　(4）事業等のリスク

　最近の有価証券報告書（平成19年８月10日提出）における「事業等のリスク」から重要な変更がないため開示を省

略いたします。
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２．企業集団の状況

 　当社グループは、当社および子会社９社により構成されております。

 　それに伴い当社グループ各社の主な業務の内容と位置付けは、次のとおりとなります。

名称 主な事業の内容

 ㈱ツルハホールディングス 医薬品・化粧品・雑貨等の販売を行うドラッグストアの経営指導および管理

 ㈱ツルハ
 薬局および一般販売業に基づく医薬品等販売ならびにフランチャイズ店への卸

 売販売業

 ㈱リバース  関東地区における薬局および一般販売業に基づく医薬品等販売業

 ㈱くすりの福太郎  関東地区における薬局および一般販売業に基づく医薬品等の販売

 ㈱ウイング　  当社グループのプライベートブランド商品の企画開発・販売促進業務

 ㈱ツルハコーポレーション北北海道 北北海道地区における薬種商販売業に基づく医薬品等の販売

 ㈱ツルハコーポレーション南北海道 南北海道地区における薬種商販売業に基づく医薬品等の販売

 ㈱ツルハコーポレーション東北 関東、東北地方における薬種商販売業に基づく医薬品等の販売

 ㈱ツルハファーマシー  不動産賃貸業、保育園の経営

 ㈱福コーポレーション  関東地区における薬種商販売業に基づく医薬品等の販売
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３．経営方針
(1）会社の経営の基本方針

  　平成20年５月期中間決算短信（平成19年12月20日開示）により開示を行なった内容から重要な変更がないため開

　示を省略しております。

　　当該中間決算短信は、次のＵＲＬからご覧いただくことができます。

　　（当社ホームページ）

　　 http://www.tsuruha-hd.co.jp/index.html

　　（東京証券取引所ホームページ（上場会社情報検索ページ））

 　　http://www.tse.or.jp/listing/compsearch/index.html

(2）目標とする経営指標

　　平成20年５月期中間決算短信（平成19年12月20日開示）により開示を行なった内容から重要な変更がないため開

　示を省略しております。

　　当該中間決算短信は、次のＵＲＬからご覧いただくことができます。

　　（当社ホームページ）

　　 http://www.tsuruha-hd.co.jp/index.html

　　（東京証券取引所ホームページ（上場会社情報検索ページ））

 　　http://www.tse.or.jp/listing/compsearch/index.html

(3）中長期的な会社の経営戦略   

　　平成20年５月期中間決算短信（平成19年12月20日開示）により開示を行なった内容から重要な変更がないため開

示を省略しております。

　当該中間決算短信は、次のＵＲＬからご覧いただくことができます。

　（当社ホームページ）

　 http://www.tsuruha-hd.co.jp/index.html

　（東京証券取引所ホームページ（上場会社情報検索ページ））

 　http://www.tse.or.jp/listing/compsearch/index.html

(4）会社の対処すべき課題

　平成20年５月期中間決算短信（平成19年12月20日開示）により開示を行なった内容から重要な変更がないため開

示を省略しております。

　当該中間決算短信は、次のＵＲＬからご覧いただくことができます。

　（当社ホームページ）

　 http://www.tsuruha-hd.co.jp/index.html

　（東京証券取引所ホームページ（上場会社情報検索ページ））

 　http://www.tse.or.jp/listing/compsearch/index.html

(5）その他、会社の経営上重要な事項

　　　　平成20年４月１日付で当社グループのプライベートブランド商品の企画開発・販売促進業務を行なっております

株式会社ウイングの株式を51％取得し、同社を子会社といたしました。
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４．連結財務諸表
(1）連結貸借対照表

  
前連結会計年度

（平成19年５月15日）
当連結会計年度

（平成20年５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   8,949,114   10,273,144   

２．売掛金   2,009,771   4,050,002   

３．有価証券   3,037,559   4,069,847   

４．たな卸資産   21,335,713   29,629,579   

５．繰延税金資産   947,854   1,134,929   

６．その他   2,506,940   2,878,844   

流動資産合計   38,786,954 49.3  52,036,347 50.4 13,249,393

Ⅱ　固定資産         

１．有形固定資産         

(1）建物及び構築物  10,013,543   13,468,171    

減価償却累計額  3,725,299 6,288,244  5,565,846 7,902,325   

(2）機械装置及び運搬
具

 22,023   43,075    

減価償却累計額  20,183 1,839  33,931 9,143   

(3）器具備品  9,467,134   10,856,972    

減価償却累計額  5,977,185 3,489,948  7,154,792 3,702,179   

(4）土地   2,270,980   2,242,321   

(5）建設仮勘定   7,794   52,440   

有形固定資産合計   12,058,807 15.3  13,908,410 13.5 1,849,603

２．無形固定資産         

(1）のれん   1,522,395   11,449,754   

(2）ソフトウェア   251,936   326,467   

(3）電話加入権   36,607   46,558   

(4）その他   45,067   45,067   

無形固定資産合計   1,856,006 2.4  11,867,846 11.5 10,011,840
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前連結会計年度

（平成19年５月15日）
当連結会計年度

（平成20年５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）

３．投資その他の資産         

(1）投資有価証券 ※１  11,336,247   6,147,483   

(2）長期貸付金   16,274   8,962   

(3）繰延税金資産   48,840   163,135   

(4）差入保証金   13,260,892   17,300,817   

(5）その他   1,360,731   1,841,976   

(6）貸倒引当金   △106,445   △124,870   

投資その他の資産合
計

  25,916,541 33.0  25,337,505 24.6 △579,036

固定資産合計   39,831,354 50.7  51,113,762 49.6 11,282,407

資産合計   78,618,308 100.0  103,150,109 100.0 24,531,801
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前連結会計年度

（平成19年５月15日）
当連結会計年度

（平成20年５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   14,944,020   24,131,241   

２．短期借入金   －   50,000   

３．１年内償還予定社債   －   200,000   

４．１年内返済予定長期
借入金

  －   702,260   

５．未払金   3,854,079   4,062,434   

６．未払法人税等   2,294,977   2,753,458   

７．繰延税金負債   －   396   

８．賞与引当金   1,342,984   1,707,905   

９．役員賞与引当金   191,990   221,812   

１０．その他   394,328   742,707   

流動負債合計   23,022,380 29.3  34,572,215 33.5 11,549,835

Ⅱ　固定負債         

１．社債   －   500,000   

２．長期借入金   －   578,890   

３．繰延税金負債   2,257,890   1,925,995   

４．退職給付引当金   38,615   148,436   

５．役員退職慰労引当金   369,210   97,210   

６．その他   1,461,395   1,576,827   

固定負債合計   4,127,110 5.2  4,827,360 4.7 700,249

負債合計   27,149,490 34.5  39,399,575 38.2 12,250,084

（純資産の部）         

Ⅰ　株主資本         

  １．資本金   6,512,738 8.3  6,572,178 6.4 59,440

　２．資本剰余金   14,655,668 18.6  22,160,288 21.4 7,504,619

　３．利益剰余金   26,566,442 33.8  31,726,797 30.8 5,160,354

  ４．自己株式   △2,435 △0.0  △6,653 △0.0 △4,218

 　 株主資本合計   47,732,414 60.7  60,452,610 58.6 12,720,195

Ⅱ　評価・換算差額等         

　　その他有価証券評価差
額金

  3,699,494 4.7  3,197,742 3.1 △501,752

　　評価・換算差額等合計   3,699,494 4.7  3,197,742 3.1 △501,752

Ⅲ　新株予約権   36,909 0.1  100,181 0.1 63,272

純資産合計   51,468,818 65.5  63,750,534 61.8 12,281,716

負債純資産合計   78,618,308 100.0  103,150,109 100.0 24,531,801
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(2）連結損益計算書

  
前連結会計年度

（自　平成18年５月16日
至　平成19年５月15日）

当連結会計年度
（自　平成19年５月16日
至　平成20年５月15日）

対前年比

区分
注記
番号

金額（千円）
百分比
（％）

金額（千円）
百分比
（％）

増減
（千円）

Ⅰ　売上高   173,618,567 100.0  227,787,323 100.0 54,168,755

Ⅱ　売上原価   127,714,244 73.6  165,371,135 72.6 37,656,891

売上総利益   45,904,322 26.4  62,416,187 27.4 16,511,864

Ⅲ　販売費及び一般管理
費

        

 　１．従業員給与及び手
当

 14,027,909   19,085,891    

 　２．従業員賞与  1,320,466   1,539,972    

 　３．賞与引当金繰入額  1,342,984   1,707,905    

 　４．役員賞与引当金繰
入額

 191,990   221,812    

 　５．退職給付引当金繰
入額

 7,307   27,820    

 　６．役員退職慰労引当
金繰入額

 24,240   6,690    

 　７．地代家賃等  7,571,293   11,198,130    

 　８．その他  12,722,976 37,209,167 21.4 18,482,047 52,270,268 22.9 15,061,100

営業利益   8,695,155 5.0  10,145,919 4.5 1,450,763

Ⅳ　営業外収益         

１．受取利息  73,170   119,290    

２．受取配当金  41,911   52,180    

３．備品受贈益  395,017   587,332    

４．その他  178,502 688,601 0.4 230,703 989,506 0.4 300,905

Ⅴ　営業外費用         

１．支払利息  0   30,310    

２．割賦利息  14,318   8,085    

３．貸倒引当金繰入額  －   12,387    

４．持分法投資損失  91,080   －    

５．その他  8,236 113,637 0.1 12,704 63,487 0.0 △50,149

経常利益   9,270,119 5.3  11,071,938 4.9 1,801,818
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前連結会計年度

（自　平成18年５月16日
至　平成19年５月15日）

当連結会計年度
（自　平成19年５月16日
至　平成20年５月15日）

対前年比

区分
注記
番号

金額（千円）
百分比
（％）

金額（千円）
百分比
（％）

増減
（千円）

Ⅵ　特別利益         

１．固定資産売却益 ※１ 1,333   －    

２．退職給付引当金取
崩益

 3,275   －    

３．投資有価証券売却
益

 －   501,817    

４．貸倒引当金戻入額  19,625   10,320    

５．その他  － 24,234 0.0 20,493 532,630 0.2 508,396

Ⅶ　特別損失         

１．固定資産除却損 ※２ 302,375   73,874    

２．固定資産売却損 ※３ 146   4    

３．減損損失 ※４　 －   144,411    

４．固定資産臨時償却 ※５ 71,531   －    

５．リース解約金 　 62,988   －    

６．その他  － 437,042 0.2 12,661 230,952 0.1 △206,090

税金等調整前当期
純利益

  8,857,311 5.1  11,373,616 5.0 2,516,305

法人税、住民税及
び事業税

 3,986,830   4,897,269    

法人税等調整額  △176,836 3,809,993 2.2 220,343 5,117,613 2.3 1,307,619

当期純利益   5,047,317 2.9  6,256,002 2.7 1,208,685
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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18年５月16日　至平成19年５月15日）

 

株主資本

資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計

平成18年５月15日　残高

　　　　　　　　　（千円）
6,438,665 14,581,645 22,594,866 △2,300 43,612,876

連結会計年度中の変動額

新株の発行 74,073 74,022   148,095

剰余金の配当   △1,075,741  △1,075,741

当期純利益   5,047,317  5,047,317

自己株式の取得    △134 △134

株主資本以外の項目の連結会計

年度中の変動額（純額）
     

連結会計年度中の変動額合計

　　　　　　　　　　（千円）
74,073 74,022 3,971,575 △134 4,119,537

平成19年５月15日　残高

　　　　　　　　　　（千円）
6,512,738 14,655,668 26,566,442 △2,435 47,732,414

評価・換算差額等

新株予約権 純資産合計
その他有価証券
評価差額金

評価・換算差額等
合計

平成18年５月15日　残高

　　　　　　　　　（千円）
4,105,459 4,105,459 － 47,718,336

連結会計年度中の変動額

新株の発行    148,095

剰余金の配当    △1,075,741

当期純利益    5,047,317

自己株式の取得    △134

株主資本以外の項目の連結会計

年度中の変動額（純額）
△405,965 △405,965 36,909 △369,056

連結会計年度中の変動額合計

　　　　　　　　　　（千円）
△405,965 △405,965 36,909 3,750,481

平成19年５月15日　残高

　　　　　　　　　　（千円）
3,699,494 3,699,494 36,909 51,468,818
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当連結会計年度（自平成19年５月16日　至平成20年５月15日）

 

株主資本

資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計

平成19年５月15日　残高

　　　　　　　　　（千円）
6,512,738 14,655,668 26,566,442 △2,435 47,732,414

連結会計年度中の変動額

新株の発行 59,440 59,400   118,840

剰余金の配当   △1,095,647  △1,095,647

当期純利益   6,256,002  6,256,002

自己株式の取得    △4,218 △4,218

株式交換による変動額　※  7,445,219   7,445,219

株主資本以外の項目の連結会計

年度中の変動額（純額）
     

連結会計年度中の変動額合計

　　　　　　　　　　（千円）
59,440 7,504,619 5,160,354 △4,218 12,720,195

平成20年５月15日　残高

　　　　　　　　　　（千円）
6,572,178 22,160,288 31,726,797 △6,653 60,452,610

評価・換算差額等

新株予約権 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19年５月15日　残高

　　　　　　　　　（千円）
3,699,494 3,699,494 36,909 51,468,818

連結会計年度中の変動額

新株の発行    118,840

剰余金の配当    △1,095,647

当期純利益    6,256,002

自己株式の取得    △4,218

株式交換による変動額　※    7,445,219

株主資本以外の項目の連結会計

年度中の変動額（純額）
△501,752 △501,752 63,272 △438,479

連結会計年度中の変動額合計

　　　　　　　　　　（千円）
△501,752 △501,752 63,272 12,281,716

平成20年５月15日　残高

　　　　　　　　　　（千円）
3,197,742 3,197,742 100,181 63,750,534

(注)　※　平成19年５月16日付の㈱くすりの福太郎との株式交換に伴う変動額であります。
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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18年５月16日
至　平成19年５月15日）

当連結会計年度
（自　平成19年５月16日
至　平成20年５月15日）

　対前年比

区分
注記
番号

金額（千円） 金額（千円）  増減（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

 8,857,311 11,373,616 2,516,305

減価償却費  1,690,492 2,415,956 725,464

のれん償却額  － 784,076 784,076

貸倒引当金の増加額
（△減少額）

 △19,625 12,266 31,891

賞与引当金の増加額  209,071 185,470 △23,601

役員賞与引当金の増加
額 

 29,576 29,822 246

退職給付引当金の増加
額

 3,312 12,329 9,016

役員退職慰労引当金の
増加額（△減少額） 

 24,240 △361,010 △385,250

受取利息及び受取配当
金

 △115,082 △171,471 △56,388

支払利息及び割賦利息  14,319 38,395 24,075

備品受贈益  △395,017 △587,332 △192,314

固定資産除却損  302,375 73,874 △228,500

固定資産売却損  146 4 △141

減損損失  － 144,411 144,411

固定資産売却益  △1,333 － 1,333

投資有価証券売却益　  － △501,817 △501,817

持分法による投資損益  91,080 － △91,080

売上債権の増加額  △330,909 △503,356 △172,446

たな卸資産の増加額  △2,313,404 △4,697,194 △2,383,790

仕入債務の増加額  2,018,653 3,764,785 1,746,131

未払消費税等の増加額
(△減少額)

 △75,402 141,477 216,880

その他  △125,907 △85,570 40,337

小計  9,863,896 12,068,734 2,204,838

利息及び配当金の受取
額

 64,487 146,212 81,725

利息の支払額  △14,318 △44,173 △29,854

法人税等の支払額  △2,802,791 △4,773,258 △1,970,467

営業活動によるキャッ
シュ・フロー

 7,111,272 7,397,514 286,241
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前連結会計年度

（自　平成18年５月16日
至　平成19年５月15日）

当連結会計年度
（自　平成19年５月16日
至　平成20年５月15日）

　対前年比

区分
注記
番号

金額（千円） 金額（千円）  増減（千円）

Ⅱ　投資活動によるキャッ
シュ・フロー

    

定期預金の預入による
支出

 － △90,559 △90,559

定期預金の払戻による
収入

 700,000 90,000 △610,000

有形固定資産の取得に
よる支出

 △2,330,323 △3,576,608 △1,246,284

有形固定資産の売却に
よる収入

 52,513 1,900 △50,612

ソフトウェアの取得に
よる支出

 △116,467 △173,239 △56,771

投資有価証券の取得に
よる支出

 △4,496,175 △102,408 4,393,766

投資有価証券の売却に
よる収入

 － 604,287 604,287

連結範囲の変更を伴う
子会社株式の取得によ
る収入

 － 11,024 11,024

事業譲受による支出  ※1 △2,525,000 － 2,525,000

貸付による支出  △880 △1,841 △961

貸付金の回収による収
入

 8,854 7,311 △1,542

差入保証金の支出  △2,187,077 △2,822,947 △635,870

差入保証金の返還  694,301 828,451 134,149

その他  26,867 △64,612 △91,480

投資活動によるキャッ
シュ・フロー

 △10,173,386 △5,289,241 4,884,145

Ⅲ　財務活動によるキャッ
シュ・フロー

    

短期借入による収入  － 800,000 800,000

短期借入金の返済によ
る支出

 － △800,000 △800,000

長期借入による収入  － 1,500,000 1,500,000

長期借入金の返済によ
る支出

 △1,120 △2,236,730 △2,235,610

社債の償還による支出  － △200,000 △200,000

新株発行による収入  148,095 118,840 △29,255

自己株式の取得による
支出

 △134 △4,218 △4,084

配当金の支払額  △1,074,307 △1,095,973 △21,666

その他  510 912 402

財務活動によるキャッ
シュ・フロー

 △926,954 △1,917,169 △990,214
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前連結会計年度

（自　平成18年５月16日
至　平成19年５月15日）

当連結会計年度
（自　平成19年５月16日
至　平成20年５月15日）

　対前年比

区分
注記
番号

金額（千円） 金額（千円）  増減（千円）

Ⅳ　現金及び現金同等物の増
加額

 △3,989,067 191,104 4,180,172

Ⅴ　現金及び現金同等物の期
首残高

 15,969,741 11,980,673 △3,989,067

Ⅵ　新規連結に伴う現金及び
現金同等物の増加額

※2 － 2,149,750 2,149,750

Ⅶ　現金及び現金同等物の期
末残高 

※3 11,980,673 14,321,529 2,340,855
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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18年５月16日
至　平成19年５月15日）

当連結会計年度
（自　平成19年５月16日
至　平成20年５月15日）

１．連結の範囲に関する事項  (1）連結子会社の数　６社

主要な連結子会社の名称

 　　㈱ツルハ

     ㈱リバース

㈱ツルハコーポレーション東北

㈱ツルハコーポレーション北北海道

㈱ツルハコーポレーション南北海道

㈱ツルハファーマシー

 (1）連結子会社の数　９社

主要な連結子会社の名称

 　　㈱ツルハ

     ㈱リバース

　   ㈱くすりの福太郎

㈱ウイング

㈱ツルハコーポレーション北北海道

㈱ツルハコーポレーション南北海道

　　 ㈱ツルハコーポレーション東北

㈱ツルハファーマシー

　   ㈱福コーポレーション

　上記のうち、㈱くすりの福太郎およ

び㈱福コーポレーションについては、

平成19年５月16日付の株式交換により、

㈱ウイングについては、平成20年４月

１日付の株式譲受により新たに持分を

取得したため、当連結会計年度より連

結の範囲に含めております。

 (2）主要な非連結子会社の名称等

 　　主要な非連結子会社

㈱ベース

（連結の範囲から除いた理由）

　非連結子会社は、小規模であり、総

資産、売上高、当期純損益および利益

剰余金等は、いずれも連結財務諸表に

重要な影響を及ぼしていないためであ

ります。

(2）主要な非連結子会社の名称等

     主要な非連結子会社

同左

（連結の範囲から除いた理由）

同左

２．持分法の適用に関する事

項

(1）持分法適用の関連会社数　１社

 　  主要な会社名

 　  ㈱くすりの福太郎

 　　　㈱くすりの福太郎は、平成18年12月

に株式を取得したことにより、関連会

社に該当することとなったため、当連

結会計年度より持分法の適用範囲に含

めております。

(1）持分法適用の関連会社数　－社　

  ㈱くすりの福太郎は、当社が同社株

式を追加取得し連結子会社となったた

め、持分法の適用範囲から除外してお

ります。

 

 

 

  (2）持分法を適用していない非連結子会

     社および関連会社

 　　㈱ベース

 　　（持分法適用から除いた理由）

 　　　当期純損益（持分に見合う額）およ

び利益剰余金（持分に見合う額）等は、

いずれも連結財務諸表に重要な影響を

及ぼしていないためであります。

 (2）持分法を適用していない非連結子会

     社および関連会社

同左

　　（持分法適用から除いた理由）

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の末日は、すべて

連結決算日と一致しております。

同左
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項目
前連結会計年度

（自　平成18年５月16日
至　平成19年５月15日）

当連結会計年度
（自　平成19年５月16日
至　平成20年５月15日）

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

①　有価証券

　　　その他有価証券

　　　時価のあるもの

　連結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

①　有価証券

　　　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

（イ）商品

 　　　売価還元法による原価法

（ロ）貯蔵品

 　　　最終仕入原価法

②　たな卸資産

（イ）商品

同左

（ロ）貯蔵品

同左

(2）重要な減価償却資産の

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日以降取得

の建物（建物付属設備を除く）につい

ては定額法によっております。

　なお、主な耐用年数は次のとおりで

あります。

　建物及び構築物

 　　　　10～39年

　機械装置及び運搬具

 　　　　６年

　器具備品

 　　　　４～20年

①　有形固定資産

同左

　

 

 

　

 

 

 　　

 

 　

 

 　

（会計処理の変更）

　当社および連結子会社は、有形固定

資産の減価償却に関して、減損会計へ

の対応や、複数の減価償却方法で管理

できる新しい固定資産システムの開発

を進めておりましたが、当連結会計年

度での当該システム稼動を機に、減価

償却方法についての見直しを行いまし

た。

　具体的には、取得価額を耐用年数の

期間にわたって、より適切に費用配分

することを目的に、耐用年数経過時の

帳簿価額と実際の処分価額との比較検

証を行った結果、多くの有形固定資産

について耐用年数経過後の処分価額が

僅少であったことから、残存価額を備

忘価額１円とすることがより実態に即

したものであると判断いたしました。
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項目
前連結会計年度

（自　平成18年５月16日
至　平成19年５月15日）

当連結会計年度
（自　平成19年５月16日
至　平成20年５月15日）

  　以上の事由と、平成19年度税制改正

による減価償却方法の変更を鑑み、当

連結会計年度より取得した有形固定資

産については、平成19年度税制改正に

基づく減価償却の方法へ変更しており

ます。

　なお、これによる損益へ与える影響

は軽微であります。

（追加情報）

　当社および連結子会社は、当連結会

計年度から、法人税法の改正に伴い、

平成19年３月31日以前に取得した有形

固定資産については、改正前の法人税

法に基づく減価償却方法の適用により、

取得価額の５％相当額と備忘価額との

差額を５年間にわたり均等償却し、減

価償却費に含めて計上しておりま

す。

　なお、これによる損益へ与える影響

は軽微であります。　

 ②　無形固定資産

 　　定額法

　なお、自社利用のソフトウェアにつ

いては、社内における利用可能期間

（５年）に基づく定額法によっており

ます。

②　無形固定資産

同左

(3）重要な引当金の計上基

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。

 ①　貸倒引当金

同左

  ②　賞与引当金

　　従業員の賞与支給に備えるため、実

際支給見込額のうち、当連結会計年度

負担分を引当計上しております。

 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。

 ③　役員賞与引当金

同左
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項目
前連結会計年度

（自　平成18年５月16日
至　平成19年５月15日）

当連結会計年度
（自　平成19年５月16日
至　平成20年５月15日）

 ④　退職給付引当金

　　一部の連結子会社の従業員の退職給

付に備えるため、当連結会計年度末に

おける退職給付債務および年金資産の

見込額に基づき計上しております。

　なお、退職給付債務の算定は簡便法

を採用しております。

 ④　退職給付引当金

　　一部の連結子会社の従業員の退職給

付に備えるため、当連結会計年度末に

おける退職給付債務および年金資産の

見込額に基づき計上しております。

　数理計算上の差異は、各連結会計年

度の発生時における従業員の平均残存

勤務期間以内の一定の年数（３年）に

よる定額法により按分した額をそれぞ

れ発生の翌連結会計年度から費用処理

することとしております。

　なお、重要性の乏しい一部の連結子

会社においては、退職給付債務の算定

は簡便法を採用しております。

 ⑤　役員退職慰労引当金

　　役員の退職慰労金の支給に備えるた

め、当社および連結子会社の一部は内

規に基づく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

    役員の退職慰労金の支給に備えるた

め、連結子会社の一部は内規に基づく

期末要支給額を計上しております。

（追加情報）

　当社および一部の連結子会社は、平

成19年８月10日開催の定時株主総会を

もって役員退職慰労金制度を廃止いた

しました。

　なお、制度廃止日までの在任期間に

対応する役員退職慰労金を打ち切り支

給すること、並びに役員退職慰労金の

打ち切り支給の時期については、各取

締役および監査役の退任時とすること

としました。

　これに伴い、当社および一部の連結

子会社の制度廃止日までに計上されて

いた役員退職慰労引当金は全額「長期

未払金」に振り替え、固定負債の「そ

の他」に含めて表示しております。

(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）消費税等の会計処理 　税抜方式によっております。  同左

５．連結子会社の資産及び負

債の評価に関する事項

　全面時価評価法を採用しております。  同左

６．のれん及び負ののれんの

償却に関する事項

　個別案件ごとに判断し、20年以内の合理

的な年数で均等償却しております。

　なお、重要性のないものについては一括

償却しております。

 同左

㈱ツルハホールディングス（3391）　平成 20 年５月期決算短信

－ 21 －



項目
前連結会計年度

（自　平成18年５月16日
至　平成19年５月15日）

当連結会計年度
（自　平成19年５月16日
至　平成20年５月15日）

７．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およ

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

 

 

連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更

前連結会計年度
（自　平成18年５月16日
至　平成19年５月15日）

当連結会計年度
（自　平成19年５月16日
至　平成20年５月15日）

（企業結合に係る会計基準及び事業分離等に関する会計

　基準）

────────────

 

　当連結会計年度より、「企業結合に係る会計基準」（「企

業結合に係る会計基準の設定に関する意見書」（平成15年

10月31日企業会計審議会））、「事業分離等に関する会計

基準」（企業会計基準第７号　平成17年12月27日）および、

「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」（企業会計基準適用指針第10号　平成18年12月22日）

を適用しております。

　

（ストック・オプション等に関する会計基準） ────────────

　当連結会計年度より、「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）

および「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、経常利益および税金等調整前当期

純利益は、それぞれ36,909千円減少しております。
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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19年５月15日）

当連結会計年度
（平成20年５月15日）

※１．非連結子会社及び関連会社に対するものは次のとお

りであります。

投資有価証券 4,412,294千円

※１．非連結子会社に対するものは次のとおりであります。

投資有価証券    10,000千円

　２．保証債務

  連結会社以外の会社の金融機関等からの借入に対し

債務保証を行っております。

社会福祉法人鶴翔福祉会 55,398千円

南部製箸㈱ 27,500千円

 82,898千円

　連結子会社の㈱ツルハは一部の店舗の差入保証金

885,356千円について、金融機関および貸主との間で

代位預託契約を締結しており、当該契約に基づき、

金融機関は、貸主に対して差入保証金相当額885,356

千円を同社に代わって預託しております。

　２．保証債務

  連結会社以外の会社の金融機関等からの借入に対し

債務保証を行っております。

社会福祉法人鶴翔福祉会 41,548千円

南部製箸㈱ 22,150千円

 63,698千円

　連結子会社の㈱ツルハは一部の店舗の差入保証金

836,621千円について、金融機関および貸主との間で

代位預託契約を締結しており、当該契約に基づき、

金融機関は、貸主に対して差入保証金相当額836,621

千円を同社に代わって預託しております。

　３．連結子会社の㈱ツルハは、運転資金の効率的な調達

を行うため、取引銀行５行と当座貸越契約を締結して

おります。この契約に基づく当連結会計年度末の借入

未実行残高は次のとおりであります。

　３．連結子会社の㈱ツルハと㈱くすりの福太郎は、運転

資金の効率的な調達を行うため、取引銀行５行と当座

貸越契約を締結しております。この契約に基づく当連

結会計年度末の借入未実行残高は次のとおりでありま

す。

当座貸越極度額 4,700,000千円

借入実行残高 －千円

差引額 4,700,000千円

当座貸越極度額 5,200,000千円

借入実行残高 －千円

差引額 5,200,000千円

㈱ツルハホールディングス（3391）　平成 20 年５月期決算短信

－ 23 －



（連結損益計算書関係）

前連結会計年度
（自　平成18年５月16日
至　平成19年５月15日）

当連結会計年度
（自　平成19年５月16日
至　平成20年５月15日）

※１．固定資産売却益の内訳 ※１．　　　　　───────────

土地 1,333千円 　      

 ※２．固定資産除却損の内訳  ※２．固定資産除却損の内訳

建物及び構築物 42,917千円

器具備品 224,859千円

差入保証金 27,905千円

その他 6,693千円

計 302,375千円

建物及び構築物 36,564千円

器具備品   24,167千円

差入保証金 5,287千円

その他 7,855千円

計 73,874千円

※３．固定資産売却損の内訳

機械装置及び運搬具 146千円

※３．固定資産売却損の内訳

機械装置及び運搬具   4千円

※４．　　　　　─────────── ※４．減損損失の内訳　

  　　　当社グループは当連結会計年度において以下の資

産グループについて減損損失 144,411千円を計上し

ております。

場所 用途 種類

 北海道旭川市他 事業用資産 土地、建物等

  　　　当社グループは、キャッシュ・フローを生み出す

最小の単位として、店舗ごとに資産のグルーピング

をしております。

  　　　営業活動から生ずる損益が継続してマイナスとなっ

ている店舗および土地や、土地の時価の下落が著し

い店舗等を対象とし、回収可能価額が帳簿価額を下

回るものについて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し

ております。

  　　　なお、当資産グループの回収可能価額は使用価値

により測定しており、将来キャッシュ・フローを

3.6％で割り引いて算定しております。

※５．固定資産臨時償却は、一部の連結子会社において、

店舗ＰＯＳ端末機器を新型へ入れ替え導入を進めてお

り、今後使用しなくなる旧型ＰＯＳ端末機器の減価償

却予定額を計上しております。

※５．　　　　　───────────
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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18年５月16日　至　平成19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

（株）

当連結会計年度

増加株式数

（株）

当連結会計年度

減少株式数

（株）

当連結会計年度末

株式数

（株）

発行済株式     

普通株式（注）１． 21,944,794 50,300 － 21,995,094

合計 21,944,794 50,300 － 21,995,094

自己株式     

普通株式（注）２． 634 30 － 664

合計 634 30 － 664

（注）１．普通株式の発行済株式総数の増加50,300株は、新株予約権の権利行使による新株の発行による増加であります。

 　 　２．普通株式の自己株式の株式数の増加30株は、単元未満株式の買取りによる増加であります。

 

２．新株予約権及び自己新株予約権に関する事項

区分 新株予約権の内訳
新株予約権の
目的となる株
式の種類

新株予約権の目的となる株式の数（株） 
当連結会計
年度末残高
（千円）

前連結会計
年度末 

当連結会計
年度増加 

当連結会計
年度減少 

当連結会計
年度末 

 提出会社

（親会社）

 ストック・オプションとして

の新株予約権
 －  －  －  －  － 36,909

 合計  －  －  －  －  － 36,909

 （注）上表の新株予約権は、権利行使期間の初日が到達しておりません。

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

（千円）

１株当たり

配当額

（円）

基準日 効力発生日

平成18年８月10日

定時株主総会
普通株式 548,613 25 平成18年５月15日 平成18年８月11日

平成18年12月５日

取締役会
普通株式 527,146 24 平成18年11月15日 平成19年１月17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

決議 株式の種類
配当金の総額

（千円）
配当の原資

１株当たり

配当額

 （円）

基準日 効力発生日

平成19年６月22日

取締役会
普通株式 527,875  利益剰余金 24 平成19年５月15日 平成19年７月27日
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当連結会計年度（自　平成19年５月16日　至　平成20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

（株）

当連結会計年度

増加株式数

（株）

当連結会計年度

減少株式数

（株）

当連結会計年度末

株式数

（株）

発行済株式     

普通株式（注）１． 21,995,094 1,673,440 － 23,668,534

合計 21,995,094 1,673,440 － 23,668,534

自己株式     

普通株式（注）２． 664 960 － 1,624

合計 664 960 － 1,624

（注）１．普通株式の発行済株式総数の増加40,000株は、新株予約権の権利行使による新株の発行による増加であり、

1,633,440株は株式交換によるものであります。

 　 　２．普通株式の自己株式の株式数の増加960株は、単元未満株式の買取りによる増加であります。

 

２．新株予約権及び自己新株予約権に関する事項

区分 新株予約権の内訳
新株予約権の
目的となる株
式の種類

新株予約権の目的となる株式の数（株） 
当連結会計
年度末残高
（千円）

前連結会計
年度末 

当連結会計
年度増加 

当連結会計
年度減少 

当連結会計
年度末 

 提出会社

（親会社）

 ストック・オプションとして

の新株予約権
 － － －　 －　 －　 100,181

 合計  － － －　 －　 －　 100,181

 （注）上表の新株予約権は、権利行使期間の初日が到達しておりません。

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

（千円）

１株当たり

配当額

（円）

基準日 効力発生日

平成19年６月22日

取締役会
普通株式 527,875 24 平成19年5月15日 平成19年7月27日

平成19年12月20日

取締役会
普通株式 567,781 24 平成19年11月15日 平成20年１月17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

決議 株式の種類
配当金の総額

（千円）
配当の原資

１株当たり

配当額

 （円）

基準日 効力発生日

平成20年６月23日

取締役会
普通株式 757,341  利益剰余金 32 平成20年５月15日 平成20年7月29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18年５月16日
至　平成19年５月15日）

当連結会計年度
（自　平成19年５月16日
至　平成20年５月15日）

※1．㈱信陽堂薬局からの事業の譲受により増加した資産

の主な内訳

※1．　　　　　─────────

 

流動資産 310,152千円

　有形固定資産 713,790千円

　無形固定資産 1,400,010千円

　投資等 101,047千円

固定資産計 2,214,847千円

資産合計 2,525,000千円

 

※２．　　　　　───────── ※２．重要な非資金取引の内容

 

　株式交換により新たに連結子会社となった会社の資産お

よび負債の内訳

 

　株式交換により新たに㈱くすりの福太郎および㈱福コー

ポレーションを連結したことに伴う連結開始時における合

算した資産および負債の内訳は次のとおりであります。な

お、これらの連結子会社の増加に伴う現金及び現金同等物

の増加額は2,149,750千円であります。

 

 （千円） 

 流動資産 7,991,732  

 固定資産 3,883,774  

 資産合計 11,875,507  

 流動負債 8,135,740  

 固定負債 2,384,597  

 負債合計 10,520,338  

 

※３．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

※３．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19年５月15日現在） （平成20年５月15日現在）

現金及び預金勘定 8,949,114千円

預入期間が３ヶ月を超える定

期預金
△6,000千円

有価証券 3,037,559千円

現金及び現金同等物 11,980,673千円

現金及び預金勘定 10,273,144千円

預入期間が３ヶ月を超える定

期預金
　△21,463千円

有価証券 4,069,847千円

現金及び現金同等物  14,321,529千円
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   (開示の省略)

　リース取引、関連当事者との取引、税効果会計、有価証券、デリバティブ取引、退職給付、ストック・オプ

ション等、企業結合等に関する注記事項については、決算短信における開示の必要性が大きくないと考えられる

ため開示を省略しております。

 

（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18年５月16日　至　平成19年５月15日）および当連結会計年度（自　平成19年５月

16日　至　平成20年５月15日）において、医薬品・化粧品等を中心とした物販事業の売上高、営業利益および資

産の金額は、全セグメントの売上高の合計、営業利益および全セグメント資産の金額の合計額に占める割合がい

ずれも90％超であるため、事業の種類別セグメント情報の記載を省略しております。

ｂ．所在地別セグメント情報

　前連結会計年度（自　平成18年５月16日　至　平成19年５月15日）および当連結会計年度（自　平成19年５月

16日　至　平成20年５月15日）において、本邦以外の国または地域に所在する連結子会社および重要な在外支店

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18年５月16日　至　平成19年５月15日）および当連結会計年度（自　平成19年５月

16日　至　平成20年５月15日）において、海外売上高がないため該当事項はありません。

（１株当たり情報）

前連結会計年度
（自　平成18年５月16日　至　平成19年５月15日）

当連結会計年度
（自　平成19年５月16日　至　平成20年５月15日）

１株当たり純資産額 2,340円08銭

１株当たり当期純利益金額 229円81銭

潜在株式調整後１株当たり当期純

利益金額
228円90銭

１株当たり純資産額 2,689円42銭

１株当たり当期純利益金額 264円50銭

潜在株式調整後１株当たり当期純

利益金額
263円97銭

　（注）　１株当たり当期純利益金額及び潜在株式調整後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18年５月16日
至　平成19年５月15日）

当連結会計年度
（自　平成19年５月16日
至　平成20年５月15日）

１株当たり当期純利益金額   

当期純利益（千円） 5,047,317 6,256,002

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） 5,047,317 6,256,002

期中平均株式数（株） 21,963,416 23,651,950

   

潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額   

当期純利益調整額（千円） － －

普通株式増加数（株） 86,639 48,102

（うち新株予約権） (86,639) (48,102)

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

新株予約権１種類（新株予約権の数

　1,212個）

新株予約権１種類（新株予約権の数

　1,197個）
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（重要な後発事象）

前連結会計年度
（自　平成18年５月16日
至　平成19年５月15日）

当連結会計年度
（自　平成19年５月16日
至　平成20年５月15日）

（株式交換による㈱くすりの福太郎の完全子会社化）

　当社は、平成19年５月16日付で、㈱くすりの福太郎を完

全子会社とする株式交換を実施いたしました。

１．被取得企業の名称及び事業の内容、企業結合を行った

主な理由、企業結合日、企業結合の法的形式、結合後企

業の名称及び取得した議決権比率

 (1)被取得企業の名称及び事業の内容等

商号　　　　㈱くすりの福太郎

代表者　　　代表取締役社長　小川　久哉

資本金　　　98,000千円

本店所在地　千葉県鎌ヶ谷市道野辺本町２－14－３

事業の内容　ドラッグストア・調剤薬局

 (2)企業結合を行った主な理由

　提携・再編が加速する業界状況において、当社と㈱

くすりの福太郎とは、平成18年11月20日に資本・業務

提携を行うことで合意し、平成18年12月19日には当社

が㈱くすりの福太郎の発行済株式の36.5％（取得原価

4,493,375千円）を取得いたしました。その後、業務

提携の相乗効果を追及すべく検討を重ねて参りました

が、このたび株式交換によって両者が一体となった経

営体制の実現を図ることが最善であるとの判断に至り

ました。

 (3)企業結合日

平成19年５月16日

 (4)企業結合の法的形式

株式交換

 (5)結合後企業の名称

㈱くすりの福太郎

 (6)取得した議決権比率

63.5％

　なお、本株式交換により、当社が保有する㈱くすり

の福太郎の普通株式に係る議決権比率は100.0％とな

りました。

２．被取得企業の取得原価及びその内訳

 取得の対価（当社普通株式） 7,445,219 千円 

 取得に直接要した支出 134,000 千円 

 取得原価計 7,579,219 千円 

３．株式の種類別の交換比率及びその算定方法並びに交付

株式数及びその評価額

  (1)株式の種類及び交換比率

 
当社

（完全親会社）

㈱くすりの福太郎

（完全子会社）

株式交換比率  １ 13.12 

　㈱くすりの福太郎の普通株式１株に対して、当社の

株式13.12株を割り当てる。ただし、当社が保有する

㈱くすりの福太郎株式71,500株に対しては、株式交換

による株式の割当は行わない。

 

────────────
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前連結会計年度
（自　平成18年５月16日
至　平成19年５月15日）

当連結会計年度
（自　平成19年５月16日
至　平成20年５月15日）

 (2)交換比率の算定方法

　当社は、第三者機関である㈱インターリンクに株式

交換比率の算定を依頼いたしました。当社の株式価値

については、市場株価平均法による算定を行い、㈱く

すりの福太郎の株式価値については、ディスカウン

ト・キャッシュ・フロー方式（ＤＣＦ方式）及び類似

会社比較方式による算定を行いました。これらの算定

結果を総合的に勘案し、当事者間で協議の上合意し、

上記の交換比率を算定いたしました。

 (3)交付株式数及びその評価額

交付株式数 評価額

 1,633,440株  7,445,219千円

４．発生したのれんの金額、発生原因、償却の方法及び償

却期間

 (1)のれんの金額

10,685,893千円　

 (2)発生原因

　今後の事業貢献により期待される超過収益額より発

生したものであります。

 (3)償却の方法及び償却期間

20年間で均等償却しております。

５．企業結合日に受け入れた資産及び引き受けた負債の額

並びにその主な内訳

（平成19年５月15日現在）

流動資産 7,916,536 千円 

固定資産 3,883,774 千円 

資産合計 11,800,311 千円 

 

流動負債 8,120,093 千円 

固定負債 2,384,597 千円 

負債合計 10,504,691 千円 

 

６．企業結合契約に規定される条件付取得対価の内容及び

当該事業年度以降の会計処理方針

該当事項はありません。

７．取得原価のうち研究開発費等に配分され費用処理され

た金額及びその科目名

該当事項はありません。
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前連結会計年度
（自　平成18年５月16日
至　平成19年５月15日）

当連結会計年度
（自　平成19年５月16日
至　平成20年５月15日）

（役員退職慰労金制度の廃止）

　当社は、平成19年７月２日開催の取締役会において、平

成19年８月10日開催の第45回定時株主総会終結の時をもっ

て役員退職慰労金制度を廃止することを決議いたしまし

た。 

　この廃止に伴い、制度廃止日までの在任期間に対応する

役員退職慰労金を打ち切り支給すること、並びに役員退職

慰労金の打ち切り支給の時期については、各取締役および

監査役の退任時とすることが本総会で承認されました。

　一部の連結子会社についても、役員退職慰労金制度を廃

止することを決議しております。

　なお、これによる損益への影響はありません。

────────────
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５．生産、受注及び販売の状況

（１）仕入実績

 （単位：千円）

品目

前連結会計年度
（自　平成18年５月16日
至　平成19年５月15日）

当連結会計年度
（自　平成19年５月16日
至　平成20年５月15日）

金額 構成比 金額 構成比

商

品

％ ％

医薬品 22,946,151 17.6 34,550,267 20.3

化粧品 29,740,993 22.8 39,114,131 23.0

雑貨 43,283,641 33.2 53,679,338 31.6

育児用品 8,904,117 6.9 9,890,264 5.8

その他 24,748,556 19.0 32,155,536 18.9

小計 129,623,470 99.5 169,389,537 99.6

フランチャイズ店 683,000 0.5 638,473 0.4

不動産賃貸料原価 27,646 0.0 40,351 0.0

合計 130,334,117 100.0 170,068,363 100.0

（２）売上実績

 （単位：千円）

品目

前連結会計年度
（自　平成18年５月16日
至　平成19年５月15日）

当連結会計年度
（自　平成19年５月16日
至　平成20年５月15日）

金額 構成比 金額 構成比

商

品

％ ％

医薬品 38,517,432 22.2 57,615,222 25.3

化粧品 38,212,234 22.0 50,573,216 22.2

雑貨 54,171,647 31.2 66,853,359 29.4

育児用品 9,976,589 5.7 10,950,559 4.8

その他 31,940,961 18.4 41,014,393 18.0

小計 172,818,865 99.5 227,006,751 99.7

フランチャイズ店への

卸売上高
717,150 0.4 670,397 0.3

不動産賃貸料 82,551 0.1 110,174 0.0

合計 173,618,567 100.0 227,787,323 100.0

（注）１．当社グループは、主に一般消費者に対して店頭販売を行っているため、受注生産および受注販売は行っており

ません。
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６．個別財務諸表
(1）貸借対照表

 
前事業年度

（平成19年５月15日）
当事業年度

（平成20年５月15日）
対前年比

区分 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  3,178,368   2,985,314   

２．売掛金  45,786   48,954   

３．有価証券  3,015,270   4,047,464   

 ４．繰延税金資産  26,984   30,447   

 ５．関係会社短期貸付金  921,956   1,559,719   

 ６．その他  267,913   240,877   

流動資産合計  7,456,278 18.1  8,912,776 18.0 1,456,498

Ⅱ　固定資産        

１．無形固定資産        

(1) 電話加入権  41   41   

無形固定資産合計  41 0.0  41 0.0 －

２．投資その他の資産        

(1) 投資有価証券  2,800   100,000   

(2) 関係会社株式  31,283,814   38,873,233   

(3) 関係会社長期貸付
金

 2,540,986   1,731,267   

投資その他の資産合
計

 33,827,600 81.9  40,704,500 82.0 6,876,900

固定資産合計  33,827,641 81.9  40,704,541 82.0 6,876,900

資産合計  41,283,919 100.0  49,617,318 100.0 8,333,398
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前事業年度

（平成19年５月15日）
当事業年度

（平成20年５月15日）
対前年比

区分 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．未払金  48,552   58,511   

２．未払費用  3,126   386   

３．未払法人税等  53,145   55,667   

４．預り金  1,644   246   

５．前受収益  4,145   3,396   

６．賞与引当金  25,714   36,878   

７．役員賞与引当金  64,331   70,762   

８．その他  22,260   14,734   

流動負債合計  222,920 0.6  240,583 0.5 17,662

Ⅱ　固定負債        

１．役員退職慰労引当金  8,350   －   

 ２．その他  930   9,585   

固定負債合計  9,280 0.0  9,585 0.0 304

負債合計  232,201 0.6  250,168 0.5 17,967

 （純資産の部）        

Ⅰ　株主資本        

 １．資本金  6,512,738 15.8  6,572,178 13.3 59,440

 ２．資本剰余金        

 　(1)資本準備金 32,351,259   39,855,878    

 　　資本剰余金合計  32,351,259 78.3  39,855,878 80.3 7,504,619

　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   861,695    

　　　繰越利益剰余金 1,275,427   1,969,299    

　　　利益剰余金合計  2,152,143 5.2  2,846,016 5.7 693,872

４．自己株式  △1,332 △0.0  △7,105 △0.0 △5,772

株主資本合計  41,014,809 99.3  49,266,968 99.3 8,252,158

Ⅱ　新株予約権  36,909 0.1  100,181 0.2 63,272

　純資産合計  41,051,718 99.4  49,367,150 99.5 8,315,431

　負債純資産合計  41,283,919 100.0  49,617,318 100.0 8,333,398
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(2）損益計算書

 
前事業年度

（自　平成18年５月16日
至　平成19年５月15日）

当事業年度
（自　平成19年５月16日
至　平成20年５月15日）

対前年比

区分 金額（千円）
百分比
（％）

金額（千円）
百分比
（％）

増減
（千円）

Ⅰ　営業収入        

１．手数料収入 1,112,881   1,282,453    

２．受取配当金 1,721,310 2,834,192 100.0 1,721,310 3,003,763 100.0 169,571

Ⅱ　営業費用        

 　１．役員報酬 120,174   138,578    

 　２．従業員給与及び手
　当　　　　　　　　
　

207,898   242,234    

 　３．賞与引当金繰入額 25,714   36,878    

 　４．役員賞与引当金繰入
額

64,331   70,762    

５．役員退職慰労引当金
繰入額

5,706   770    

 　６．福利厚生費 64,575   68,933    

 　７．地代家賃 27,960   27,960    

 　８．支払手数料 219,231   285,696    

 　９．その他 254,351 989,944 34.9 272,470 1,144,284 38.1 154,340

営業利益  1,844,248 65.1  1,859,479 61.9 15,231

Ⅲ　営業外収益        

１．受取利息 50,576   67,175    

２．有価証券利息 11,399   20,328    

３．消費税差益 1,230   －    

４．その他 475 63,681 2.2 7,457 94,961 3.2 31,279

経常利益  1,907,929 67.3  1,954,440 65.1 46,510

税引前当期純利益  1,907,929 67.3  1,954,440 65.1 46,510

法人税、住民税及び
事業税

122,886   168,373    

法人税等調整額 4,446 127,333 4.5 △3,462 164,911 5.5 37,578

当期純利益  1,780,596 62.8  1,789,529 59.6 8,932
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(3）株主資本等変動計算書

前事業年度（自　平成18年５月16日　至　平成19年５月15日）

株主資本

資本金

資本剰余金 利益剰余金

自己株式
株主資本合
計

資本準備金
資本剰余金
合計

利益準備
金

その他利益剰余金
利益剰余金
合計

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

事業年度中の変動額

新株の発行 74,073 74,022 74,022      148,095

剰余金の配当      △1,075,760 △1,075,760  △1,075,760

当期純利益      1,780,596 1,780,596  1,780,596

自己株式の取得        △134 △134

別途積立金の取崩     △300,000 300,000 －  －

株主資本以外の項目の事
業年度中の変動額（純
額）

         

事業年度中の変動額合計
（千円）

74,073 74,022 74,022 － △300,000 1,004,836 704,836 △134 852,797

平成19年５月15日　残高
（千円）

6,512,738 32,351,259 32,351,259 15,020 861,695 1,275,427 2,152,143 △1,332 41,014,809

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

事業年度中の変動額

新株の発行  148,095

剰余金の配当  △1,075,760

当期純利益  1,780,596

自己株式の取得  △134

別途積立金の取崩  －

株主資本以外の項目の事
業年度中の変動額（純
額）

36,909 36,909

事業年度中の変動額合計
（千円）

36,909 889,706

平成19年５月15日　残高
（千円）

36,909 41,051,718
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当事業年度（自　平成19年５月16日　至　平成20年５月15日）

株主資本

資本金

資本剰余金 利益剰余金

自己株式
株主資本合
計

資本準備金
資本剰余金
合計

利益準備
金

その他利益剰余金
利益剰余金
合計

別途積立金
繰越利益剰
余金

平成19年５月15日　残高
（千円）

6,512,738 32,351,259 32,351,259 15,020 861,695 1,275,427 2,152,143 △1,332 41,014,809

事業年度中の変動額

新株の発行 59,440 59,400 59,400      118,840

剰余金の配当      △1,095,657 △1,095,657  △1,095,657

当期純利益      1,789,529 1,789,529  1,789,529

自己株式の取得        △5,772 △5,772

株式交換による変動額　
※

 7,445,219 7,445,219      7,445,219

株主資本以外の項目の事
業年度中の変動額（純
額）

         

事業年度中の変動額合計
（千円）

59,440 7,504,619 7,504,619   693,872 693,872 △5,772 8,252,158

平成20年５月15日　残高
（千円）

6,572,178 39,855,878 39,855,878 15,020 861,695 1,969,299 2,846,016 △7,105 49,266,968

新株予約権 純資産合計

平成19年５月15日　残高
（千円）

36,909 41,051,718

事業年度中の変動額

新株の発行  118,840

剰余金の配当  △1,095,657

当期純利益  1,789,529

自己株式の取得  △5,772

株式交換による変動額　
※

 7,445,219

株主資本以外の項目の事
業年度中の変動額（純
額）

63,272 63,272

事業年度中の変動額合計
（千円）

63,272 8,315,431

平成20年５月15日　残高
（千円）

100,181 49,367,150

(注)　※　平成19年５月16日付の㈱くすりの福太郎との株式交換に伴う変動額であります。
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７．その他
(1）役員の異動

　①　代表役員の異動

　該当事項はありません。

　②　その他の役員の異動

・退任取締役

　専務取締役　野村　博明（任期満了による）

　③　退任日

　平成20年８月12日開催予定の当社株主総会終結の時
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