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１．平成20年５月期の業績（平成19年６月１日～平成20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 ％

20年５月期 127,817 12.5 7,732 14.9 7,860 15.4 4,260 15.8

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

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 191 96 － － 20.7 18.2 6.0

19年５月期 165 80 － － 21.6 18.5 5.9

（参考）持分法投資損益 20年５月期 － 百万円 19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

20年５月期 46,162 22,390 48.5 1,008 86

19年５月期 40,413 18,691 46.2 842 16

（参考）自己資本 20年５月期 22,390百万円 19年５月期 18,691百万円

(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

20年５月期 5,508 △3,955 △601 11,255

19年５月期 6,525 △2,654 △354 10,304

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 ％ ％

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

20年５月期 － － － － － － 32 00 32 00 710 16.7 3.5

21年５月期（予想） － － － － － － 40 00 40 00         － 20.4        －

 

 ３．平成21年５月期の業績予想（平成20年６月１日～平成21年５月31日）

（％表示は、通期は対前期、第２四半期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２四半期累計期間 70,000 11.5 3,950 1.2 4,040 1.6 2,060 △1.9 92 82

通期 142,000 11.1 8,120 5.0 8,300 5.6 4,360 2.3 196 45

－ 1 －



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　  無

②　①以外の変更　　　　　　　　  無

 

(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） 20年５月期 22,194,228株 19年５月期 22,194,228株

②　期末自己株式数 20年５月期 124株 19年５月期 124株

（注）①　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、輸出企業を中心とした設備投資に支えられ、緩やかな回復軌道をたどっておりま

したが、年度後半には、原油価格の高止まり、原材料価格の高騰及び米国発の金融市場の混乱などにより景気減速が懸

念されるようになってまいりました。個人消費につきましては、ガソリン価格及び原材料価格の高騰を背景としたメー

カー出荷価格の値上げ発表が相次いでおり、先行きの消費者物価の大幅上昇への不安が高まり、力強さを感じられずに

推移いたしております。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　当業界におきましては、消費者の根強い健康志向はあるものの、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づくりを一層進めるため、月６回のポイント２倍デーの訴求に努めた他、薬剤

師による「健康相談会」を59店舗に、管理栄養士による「栄養相談会」を39店舗にそれぞれ拡大してまいりました。ま

た、「極めて感じの良い応対推進部」を新設し、接客サービスの更なる向上に努めてまいりました。

　商品面では、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消費者物価の上昇が懸

念される中、「品質と価値」を備えた商品を提供するなど、地域のお客様のご期待に添うべく努力をしてまいりまし

た。

　一方、地域社会とのふれあいを深めるために、第３回「クリエイトあるこう会」を湘南海岸で実施し、600人の参加

を得て、地域のお客様の交流・健康づくりの場を提供してまいりました。また、社会貢献活動の一環として一昨年より

はじめました、「エコキャップ運動」の参加店舗を27店舗に拡大し、当年度は1,400人分のワクチン代相当分のキャッ

プを地域の皆様とともに集め、途上国の子供の病気予防活動に協力してまいりました。

　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36店舗、新たに茨城県に４店舗の合計40

店舗出店いたしました。

　調剤薬局事業部門では、ドラッグストアへの併設の形で５店舗を開設いたしました。

　また、経営効率化の観点等からインターネット上に開設しておりました「楽天市場店」を閉鎖した他、スクラップア

ンドビルドによりドラッグストア１店舗を閉鎖いたしました。

　以上により、当期末の店舗数は直営ドラッグストア257店舗（うち調剤薬局併設19店舗）、ＦＣドラッグストア２店

舗（うち調剤薬局併設店１店舗）、直営調剤専門薬局９店舗の合計268店舗となりました。

　主要な品目別売上高は、医薬品部門29,443百万円（前年同期比13.9％増）、化粧品部門23,433百万円（前年同期比

15.7％増）、食料品部門37,722百万円（前年同期比10.1％増）、日用雑貨品部門24,874百万円（前年同期比14.4％増）、

その他部門12,343百万円（前年同期比7.1％増）となりました。

　これらの結果、売上高は127,817百万円（前年同期比12.5％増）、営業利益7,732百万円（前年同期比14.9％増）、経

常利益7,860百万円（前年同期比15.4％増）、当期純利益4,260百万円（前年同期比15.8％増）となり、７年連続して過

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、原油・原材料価格の高騰及び不安定な為替動向などにより企業収益にかげりが見えてきており、減速感

が強くなってきております。

　個人消費につきましても、消費者物価の大幅上昇懸念、年金・医療制度に対する不安感などから力強さは期待できな

いものと予想しております。

　当業界におきましても、出店の拡大、ＦＣ化及び事業統合などの動きが依然として続いており厳しい経営環境が続い

ております。加えて医薬品販売の規制緩和及び登録販売者制度の導入による競合環境の大幅な変化も予想されておりま

す。

　このような中で、当社はこれまでと同様「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）」

を着実に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、ドミナント形成及び既存ドミナントの競争力強化を狙って、引き続き積極的な出店を続けてまいります。

  以上により、平成21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21年5月期の業績予想（平成20年6月1日～平成21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 

 
142,000 8,300 4,360
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 （参考）１株当たり予想当期純利益　196円45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、46,162百万円で、前事業年度末に比べ5,748百万円増加（前事業年度比

14.2％増加）しました。そのうち流動資産は26,952百万円で、前事業年度末に比べ3,085百万円増加（前事業年度比

12.9％増加）し、固定資産は19,209百万円で、前事業年度末に比べ2,663百万円増加（前事業年度比16.1％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、23,771百万円で、前事業年度末に比べ2,049百万円増加（前事業年度比9.4％増加）しまし

た。そのうち流動負債は22,647百万円で、前事業年度末に比べ1,967百万円増加（前事業年度比9.5％増加）し、固

定負債は1,124百万円で、前事業年度末に比べ81百万円増加（前事業年度比7.8％増加）しました。流動負債の主な

増加要因は買掛金が1,687百万円、未払費用が227百万円、ポイントカード引当金が117百万円増加し、未払法人税等

が123百万円減少したことによるものです。

　純資産につきましては、22,390百万円で、前事業年度末に比べ3,699百万円増加（前事業年度比19.8％増加）しま

した。これは別途積立金が3,000百万円、繰越利益剰余金が705百万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951百万円増加し、当

事業年度末には11,255百万円となりました。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5,508百万円（前期比1,016百万円減）となりました。これは税引前当期純利益

7,805百万円、仕入債務の増加による収入1,687百万円、たな卸資産の増加による支出1,661百万円及び法人税等の支

払による支出3,843百万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3,955百万円（前期比1,301百万円増）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2,325百万円、建設協力金の貸付けによる支出953百万円及び出店仮勘定の増加による支

出633百万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601百万円（前期比247百万円増）となりました。これは長期借入金の返済による

支出46百万円、配当金の支払554百万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月期平成20年５月期

自己資本比率（％） 44.0 44.9 46.3 46.2 48.5

時価ベースの自己資本比率（％） 98.0 109.8 118.6 118.1 108.2

債務償還年数（年） 0.1 0.1 0.1 0.0 0.0

 インタレスト・カバレッジ・レシオ(倍) 109.8 299.4 355.0 690.6 772.2

 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

 ※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20年8月22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32円（前期１株当たり配当比７円増配）とすることを付議する予定であります。 

　次期におきましては、上記方針に基づき、１株当たり普通配当40円を予定しております。

　なお、内部留保資金につきましては、主に店舗の新設等の資金として充当する方針であります。
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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20年５月31日現在、直営ドラッグストア257店舗（うち調剤薬局併設19店舗）、ＦＣドラッグストア２店

舗（うち調剤薬局併設１店舗）及び調剤専門薬局９店舗の合計268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 平成20年５月

 売上高 84,206 94,539 103,285 113,647 127,817

 営業利益 3,807 4,321 4,653 6,729 7,732

 経常利益 3,845 4,356 4,704 6,813 7,860

 当期純利益 1,931 2,279 2,486 3,679 4,260

 期末店舗数 153店 179店 198店 229店 268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)薬剤師及び登録販売者の確保について

「薬事法」の規定により、販売する医薬品の分類に基づき、薬剤師又は登録販売者の配置が義務付けられる予定のほ

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。

　また、薬学部の６年制移行に伴い、平成22年、23年の両年は新卒薬剤師数が激減する見通しであります。

　業界全体におきまして、薬剤師の採用、確保及び登録販売者の育成が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及び登録販売者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。 
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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20年5月31日現在、当社パートタイマー従業員2,843名のうち社会保険未適用者数は2,567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20.7％、総資産経常利益率18.2％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10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、各社とも依然として積極的な新規出店、ＦＣ展開、事業統合などにより業容の拡大を続け

ており、競争は一段と激しくなっております。

　また、薬事法の改正により、医薬品販売の規制緩和、登録販売者制度の導入が予定されており、他業態を含めた競合

の時代を迎えるとともに医薬品販売体制の見直しを迫られております。更に、薬剤師法等の改正による薬学部６年制の

導入により、平成22年、23年の２年間は新規の薬学部卒業生が出ないことへの対応も迫られております。

　このような状況の中、当社といたしましては、「地域に密着したドラッグストア」を実現するために、ドミナントエ

リアの確立及び強化を見指して、出店等による業容の拡大を続けて参ります。

　また、業容の拡大及び改正薬事法等への対応に不可欠な薬剤師の確保及び登録販売者の育成に努めるとともに薬剤師、

登録販売者の働き甲斐のある職場づくりを進め、定着率を高めることにより適切な人員配置を図ってまいります。

　競合他社との差別化、競争力の強化を図るために、高付加価値のプライベートブランド商品の開発に継続して取り組

むとともに、接客サービスの更なる改善及びドラッグストアへの併設の形で調剤薬局の開設にも力を入れてまいりま

す。

　また、高齢化社会への対応の一環として外部医療機関、介護施設等との関係を深め、調剤ビジネスの拡大に努めてま

いります。 

  

㈱クリエイトエス・ディー (2794) 平成 20 年５月期 決算短信（非連結）

－ 9 －



４．財務諸表
(1）貸借対照表

前事業年度
（平成19年５月31日）

当事業年度
（平成20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 10,304 5,755  

２．売掛金 1,046 1,341  

３．有価証券 ― 5,500  

４．商品 10,124 11,784  

５．貯蔵品 100 102  

６．前払費用 559 686  

７．繰延税金資産 569 639  

８．未収入金 1,138 1,127  

９．その他 24 15  

流動資産合計 23,867 59.1 26,952 58.4 3,085

Ⅱ　固定資産

１．有形固定資産

（1）建物  5,294 6,263

減価償却累計額 1,708 3,586 2,147 4,116  

（2）構築物 876 986

減価償却累計額 404 471 509 476  

（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 2,782 3,858

減価償却累計額 1,483 1,298 2,071 1,786  

（5）土地  1,334 1,334  

有形固定資産合計 6,691 16.5 7,714 16.7 1,022

２. 無形固定資産

　（1）のれん 215 150  

（2）借地権 27 27  

（3）ソフトウェア 79 126  

（4）電話加入権 27 27  

無形固定資産合計 350 0.9 332 0.7 △18
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前事業年度
（平成19年５月31日）

当事業年度
（平成20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 70 56  

（2）関係会社株式 70 70  

（3）出資金 0 0  

（4）長期貸付金 3,530 4,538  

（5）破産更生債権等 10 ―  

（6）長期前払費用 648 989  

（7）繰延税金資産 366 456  

（8）建設協力金 719 581  

（9）敷金及び保証金 3,217 3,671  

（10）出店仮勘定 824 788  

（11）その他 64 64  

貸倒引当金 △20 △54  

投資その他の資産合計 9,504 23.5 11,163 24.2 1,659

固定資産合計 16,546 40.9 19,209 41.6 2,663

資産合計 40,413 100.0 46,162 100.0 5,748

（負債の部）

Ⅰ　流動負債

１．買掛金 15,173 16,861  

２．一年内返済予定長期借
入金

 46 51  

３．未払金 1,391 1,385  

４．未払費用 1,140 1,368  

５．未払法人税等 2,243 2,120  

６．未払消費税等 155 151  

７．預り金 85 138  

８．賞与引当金 69 79  

９．役員賞与引当金 70 102  

10．ポイントカード引当金 263 380  

11．閉鎖店舗損失引当金 30 ―  

12．その他 9 10  

流動負債合計 20,679 51.2 22,647 49.1 1,967
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前事業年度
（平成19年５月31日）

当事業年度
（平成20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  197 146  

２．退職給付引当金 487 584  

３．役員退職慰労引当金 281 ―  

４．預り保証金 73 84  

５．その他 3 309  

固定負債合計 1,042 2.6 1,124 2.4 81

負債合計 21,722 53.8 23,771 51.5 2,049

（純資産の部）

Ⅰ　株主資本

　 １．資本金 1,305 3.2 1,305 2.8 ―

   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 3.8 1,519 3.3 ―

　 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 14,500

　　　　　繰越利益剰余金 4,341 5,047

　利益剰余金合計 15,855 39.2 19,560 42.4 3,705

　 ４.自己株式 △0 △0.0 △0 △0.0 ―

　株主資本合計 18,680 46.2 22,386 48.5 3,705

Ⅱ　評価・換算差額等

1.その他有価証券評価差
額金

10 0.0 4 0.0 △5

　評価・換算差額等合計 10 0.0 4 0.0 △5

　純資産合計 18,691 46.2 22,390 48.5 3,699

　負債純資産合計 40,413 100.0 46,162 100.0 5,748
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(2）損益計算書

前事業年度
（自　平成18年６月１日
至　平成19年５月31日）

当事業年度
（自　平成19年６月１日
至　平成20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 113,647 100.0 127,817 100.0 14,170

Ⅱ　売上原価

１．商品期首たな卸高 9,166 10,124

２．当期商品仕入高 86,395 96,317

３．事業の譲受による商品
受入

7 ―

合計 95,569 106,442

４．他勘定振替高 ※1 17 30

５．商品期末たな卸高 10,124 85,426 75.2 11,784 94,627 74.0 9,201

売上総利益 28,220 24.8 33,189 26.0 4,968

Ⅲ　販売費及び一般管理費

１．広告宣伝費 1,626 1,967

２．ポイントカード引当金
繰入額

263 380

３．役員報酬 205 225

４．給与手当 7,736 8,893

５．賞与 979 1,106

６．賞与引当金繰入額 69 79

７．役員賞与引当金繰入額 70 102

８．退職給付費用 104 114

９．役員退職慰労引当金繰
入額

55 9

10．法定福利費 710 789

11．水道光熱費 848 1,013

12．減価償却費 898 1,307

13．消耗品費 369 525

14．地代家賃 4,354 5,120

15．その他 3,200 21,491 18.9 3,824 25,457 20.0 3,965

営業利益 6,729 5.9 7,732 6.0 1,003

Ⅳ　営業外収益

１．受取利息 68 75

２．有価証券利息 ― 27

３．受取配当金 1 1

４．広告媒体等設置収入 13 19

５．什器受贈益 ― 27

６．その他 36 119 0.1 31 181 0.1 62
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前事業年度
（自　平成18年６月１日
至　平成19年５月31日）

当事業年度
（自　平成19年６月１日
至　平成20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 7

 ２．貸倒引当金繰入額 20 43

３．一部指定替費用 5 ―

４．その他 0 35 0.0 2 53 0.0 17

経常利益 6,813 6.0 7,860 6.1 1,047

Ⅵ　特別利益      

１．受取補償金 42   ―    

２．投資有価証券売却益 ―   1    

３．その他 ― 42 0.0 0 2 0.0 △39

Ⅶ　特別損失

１．固定資産除却損 ※２ 8 1

 ２．減損損失  ※３ 36   20    

　３．閉鎖店舗損失 22 ―

４．閉鎖店舗損失引当金繰
入額

28   ―    

５．役員退職功労加算金 ―   31    

６．その他 ― 95 0.1 3 57 0.0 △37

税引前当期純利益 6,760 5.9 7,805 6.1 1,045

法人税、住民税及び事
業税

3,347 3,700

法人税等調整額 △266 3,080 2.7 △154 3,545 2.8 464

当期純利益 3,679 3.2 4,260 3.3 580
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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      △310 △310  △310

別途積立金の積立     2,000 △2,000 ―  ―

当期純利益 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）

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 △310

別途積立金の積立 ―

当期純利益 3,679

株主資本以外の項目の事業年度中
の変動額（純額）

△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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当事業年度（自平成19年６月１日　至平成20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

事業年度中の変動額          

剰余金の配当      △554 △554  △554

別途積立金の積立     3,000 △3,000 ―  ―

当期純利益 4,260 4,260 4,260

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
（百万円）

― ― ― ― 3,000 705 3,705 ― 3,705

平成20年5月31日残高（百万円） 1,305 1,519 1,519 13 14,500 5,047 19,560 △0 22,386

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19年5月31日残高（百万円） 10 10 18,691

事業年度中の変動額

剰余金の配当 △554

別途積立金の積立 ―

当期純利益 4,260

株主資本以外の項目の事業年度中
の変動額（純額）

△5 △5 △5

事業年度中の変動額合計
（百万円）

△5 △5 3,699

平成20年5月31日残高（百万円） 4 4 22,390
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(4）キャッシュ・フロー計算書

前事業年度
（自　平成18年６月１日
至　平成19年５月31日）

当事業年度
（自　平成19年６月１日
至　平成20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 6,760 7,805  

２．減価償却費 898 1,307  

３．貸倒引当金の増加・減少（△）
額

20 43  

４. 賞与引当金の増加・減少（△）
額

9 10  

５．役員賞与引当金の増加・減少
（△）額

16 32  

　 ６．ポイントカード引当金の増加・
減少(△)額

131 117  

　 ７．閉鎖店舗損失引当金の増加・減
少（△）額

26 △17  

８．退職給付引当金の増加・減少
（△）額

80 96  

９．役員退職慰労引当金の増加・減
少（△）額

55 △281  

10．受取利息及び受取配当金 △69 △103  

11．支払利息 9 7  

12．受取補償金 △42 －  

13. 減損損失 36 20  

14．売上債権の減少・増加（△）額 △373 △295  

15．たな卸資産の減少・増加（△）
額

△979 △1,661  

16．未収入金の減少・増加（△）額 △0 △23  

17．仕入債務の増加・減少（△）額 2,007 1,687  

18．未払金の増加・減少（△）額 286 57  

19．未払費用の増加・減少（△）額 183 227  

20．未払消費税等の増加・減少
（△）額

△13 △4  

21．その他 110 289  

小計 9,152 9,316 163

22．利息及び配当金の受取額 17 42  

23．利息の支払額 △9 △7  

24．法人税等の支払額 △2,635 △3,843  

営業活動によるキャッシュ・フ
ロー

6,525 5,508 △1,016
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前事業年度
（自　平成18年６月１日
至　平成19年５月31日）

当事業年度
（自　平成19年６月１日
至　平成20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 △1,346 △2,325  

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 △40 △66  

６．無形固定資産の売却による収入 5 －  

７．投資有価証券の売却による収入 － 2  

８．関係会社株式取得による支出 △20 －  

９．貸付けによる支出 △458 △953  

10．貸付金の回収による収入 301 379  

11．長期前払費用の増加による支出 △117 △294  

12．建設協力金の回収による収入 138 138  

13．敷金保証金の差入による支出 △281 △291  

14．敷金保証金の回収による収入 28 89  

15．出店仮勘定の増加による支出 △794 △633  

16．事業の譲受による支出 ※２ △80 －  

17．その他 9 △0  

投資活動によるキャッシュ・フ
ロー

△2,654 △3,955 △1,301

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 △43 △46  

２．配当金の支払額 △310 △554  

財務活動によるキャッシュ・フ
ロー

△354 △601 △247

Ⅳ　現金及び現金同等物の増加・減少
（△）額

3,516 951 △2,564

Ⅴ　現金及び現金同等物の期首残高 6,788 10,304 3,516

Ⅵ　現金及び現金同等物の期末残高 ※１ 10,304 11,255 951
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重要な会計方針

項目
前事業年度

（自　平成18年６月１日
至　平成19年５月31日）

当事業年度
（自　平成19年６月１日
至　平成20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

　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

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）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。

　建　物　　　８年～50年

　構築物　　　10年～50年

　工具器具備品３年～20年

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

同左

　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．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
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項目
前事業年度

（自　平成18年６月１日
至　平成19年５月31日）

当事業年度
（自　平成19年６月１日
至　平成20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)

────

(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

　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。

　また、執行役員の退職慰労金の支給に

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。

(7）

────

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

６．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

７．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

㈱クリエイトエス・ディー (2794) 平成 20 年５月期 決算短信（非連結）

－ 20 －



会計処理方法の変更

前事業年度
（自　平成18年６月１日

至　平成19年５月31日）

当事業年度
（自　平成19年６月１日
至　平成20年５月31日）

(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。

────

(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18年６月１日
至　平成19年５月31日）

当事業年度
（自　平成19年６月１日
至　平成20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。

 　　

 

 

 

 

 　 

（貸借対照表）

 １.前事業年度まで流動資産の「現金及び預金」に含め

て表示しておりました譲渡性預金は、「金融商品会計に

関する実務指針」（日本公認会計士協会　平成19年7月

4日　会計制度委員会報告第14号）及び「金融商品会計

に関するＱ＆Ａ」（日本公認会計士協会　平成19年11月

6日　会計制度委員会）の改正により有価証券として取

り扱うこととされたため、当事業年度より「有価証券」

として表示しております。

　なお、前事業年度の「現金及び預金」に含まれている

譲渡性預金は、5,000百万円であります。 

 

（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。

（損益計算書）

 １.前事業年度まで「受取利息」に含めて表示しており

ました譲渡性預金にかかる利息は、「金融商品会計に関

する実務指針」（日本公認会計士協会　平成19年7月4日

　会計制度委員会報告第14号）及び「金融商品会計に関

するＱ＆Ａ」（日本公認会計士協会　平成19年11月6日

　会計制度委員会）の改正により有価証券として取り扱

うこととされたため、当事業年度より「有価証券利息」

として表示しております。

 　なお、前事業年度の「受取利息」に含まれている譲渡

性預金にかかる利息計上額は11百万円であります。

 ２.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「什器受贈益」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「什器受贈益」の金額は９

百万円であります。
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追加情報

前事業年度
（自　平成18年６月１日
至　平成19年５月31日）

当事業年度
（自　平成19年６月１日
至　平成20年５月31日）

　────

 

 （有形固定資産の減価償却方法）

　当事業年度から、平成19年３月31日以前に取得したもの

については、償却可能限度額まで償却が終了した翌年から

５年間で均等償却する方法によっております。

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。

　────

 

 （役員退職慰労引当金）

　従来、役員の退職慰労金の支給に備えるため、内規に基

づく期末要支給額を計上しておりましたが、平成19年８月

24日開催の定時株主総会において、役員退職慰労金制度廃

止に伴う打ち切り支給の件が承認可決されましたので、同

制度を株主総会終結の時をもって廃止しております。この

結果「役員退職慰労引当金（役員分307百万円）」を「そ

の他」に振替えております。

なお、「役員退職慰労引当金（執行役員分15百万円）」に

つきましては、「退職給付引当金」に振替えております。

 

㈱クリエイトエス・ディー (2794) 平成 20 年５月期 決算短信（非連結）

－ 23 －



注記事項

（貸借対照表関係）

前事業年度
（平成19年５月31日）

当事業年度
（平成20年５月31日）

 ────  ────

（損益計算書関係）

前事業年度
（自　平成18年６月１日

至　平成19年５月31日）

当事業年度
（自　平成19年６月１日
至　平成20年５月31日）

※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。

※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  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

建物   0百万円

構築物   0百万円

工具器具備品   0百万円

計   1百万円

※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

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。

※３．減損損失

　当事業年度において、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）

　静岡県 店舗用資産  建物等 　20

 合　計 　20

 　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グルーピン

グしております。

  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り、将来のキャッシュフローもマイ

ナスが見込まれるため、帳簿価額の全額を減損損失とし

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

 リース資産 0

 合　計 20
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（株主資本等変動計算書関係）

　　前事業年度（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
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　　当事業年度（自　平成19年６月１日　至　平成20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 22,194,228株 　- -　 　22,194,228株

合計 　22,194,228株 　- -　 　22,194,228株

自己株式

　普通株式 　124株 　- -　 　124株

合計 　124株 　- -　 　124株

 

　　２．新株予約権及び自己新株予約権に関する事項

　　　　　該当事項はありません。

　　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19年８月24日

定時株主総会
普通株式 　554百万円 　25円 平成19年5月31日 平成19年8月27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

決議予定
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20年８月22日

定時株主総会
普通株式

利益

剰余金
　710百万円 　32円 平成20年5月31日 平成20年8月25日

（キャッシュ・フロー計算書関係）

前事業年度
（自　平成18年６月１日
至　平成19年５月31日）

当事業年度
（自　平成19年６月１日
至　平成20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

（平成20年５月31日現在）

　現金及び預金勘定  5,755百万円

　有価証券  5,500百万円

　現金及び現金同等物 11,255百万円

※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

※２.　　　　　　　　　────

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18年６月１日
至　平成19年５月31日）

当事業年度
（自　平成19年６月１日
至　平成20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）

 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

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

1,026 698 5 323

その他 288 172 -　 116

合計 1,315 870 5 439

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   338 百万円

１年超   495 百万円

合計  834 百万円

１年内 214 百万円

１年超 247 百万円

合計 461 百万円

     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

     リース資産減損勘定の残高　　　　　 1 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 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

支払リース料 334 百万円

リース資産減損勘定の取崩額    2 百万円

減価償却費相当額 317 百万円

支払利息相当額

減損損失

 14 百万円

0 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
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（有価証券関係）

前事業年度（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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当事業年度（平成20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 5 12 6

(2)債券

①　国債・地方債等 ― ― ―

②　社債 ― ― ―

③　その他 ― ― ―

(3)その他 ― ― ―

小計 5 12 6

貸借対照表計上額が

取得原価を超えない

もの

(1)株式 17 15 △2

(2)債券

①　国債・地方債等 ― ― ―

②　社債 ― ― ―

③　その他 ― ― ―

(3)その他 ― ― ―

小計 17 15 △2

合計 23 27 4

２．当事業年度中に売却したその他有価証券（自平成19年６月１日　至平成20年５月31日）

売却額（百万円） 売却益の合計額（百万円） 売却損の合計額（百万円）

2 1 ―

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）譲渡性預金 5,500

（2）子会社株式 70

（3）その他有価証券

　　　　非上場株式 20

　　　　その他 8
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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     

　(1)譲渡性預金 5,500 ― ― ―

　(2)その他 ― 8 ― ―

合計 5,500　 8 ―　 　―

（デリバティブ取引関係）

　　前事業年度（自平成18年６月１日　至平成19年５月31日）及び当事業年度（自平成19年６月１日　至平成20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19年５月31日）

当事業年度
（平成20年５月31日）

(1)退職給付債務（百万円） △515 △611

(2)未積立退職給付債務（百万円） △515 △611

(3)未認識過去勤務債務（百万円） △8 0

(4)未認識数理計算上の差異（百万円） 35 27

(5)退職給付引当金（百万円） △487 △584

３．退職給付費用の内訳

前事業年度
（自　平成18年６月１日
至　平成19年５月31日）

当事業年度
（自　平成19年６月１日
至　平成20年５月31日）

退職給付費用（百万円） 104 114

(1)勤務費用（百万円） 85 94

(2)利息費用（百万円） 11 13

(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） 15 14

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19年５月31日）

当事業年度
（平成20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18年６月１日　至平成19年５月31日）及び当事業年度（自平成19年６月１日　至平成20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18年６月１日　至平成19年５月31日）及び当事業年度（自平成19年６月１日　至平成20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19年５月31日）

当事業年度
（平成20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 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

繰延税金資産

未払事業税否認 157

未払賞与否認 247

ポイントカード引当金否認 154

退職給付引当金否認 237

未払役員退職慰労金否認 124

投資有価証券評価損否認 12

その他 163

繰延税金資産計 1,097

繰延税金負債

その他有価証券評価差額金 △1

繰延税金負債計 △1

繰延税金資産（負債）の純額 1,096

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 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

法定実効税率 40.6

（調整）

留保金課税 2.6

住民税均等割 1.4

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 45.4

（持分法損益等）

　　前事業年度（自平成18年６月１日　至平成19年５月31日）及び当事業年度（自平成19年６月１日　至平成20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18年６月１日　至平成19年５月31日）及び当事業年度（自平成19年６月１日　至平成20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18年６月１日
至　平成19年５月31日）

当事業年度
（自　平成19年６月１日
至　平成20年５月31日）

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

１株当たり純資産額   1,008円86銭

１株当たり当期純利益    191円96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。

　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。

（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18年６月１日
　至　平成19年５月31日）

当事業年度
（自　平成19年６月１日
　至　平成20年５月31日）

当期純利益（百万円） 3,679 4,260

普通株主に帰属しない金額（百万円） ― ―　

普通株式に係る当期純利益（百万円） 3,679 4,260

期中平均株式数（株） 22,194,104 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
─── ───

（重要な後発事象）

前事業年度
（自　平成18年６月１日
至　平成19年５月31日）

当事業年度
（自　平成19年６月１日
至　平成20年５月31日）

─── ───
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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18年６月１日

　　 至　平成19年５月31日） 

当事業年度

（自　平成19年６月１日

　　 至　平成20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 16,524 19.1 18,566 19.3 2,041 12.4

 化粧品 14,850 17.2 16,628 17.3 1,778 12.0

 食料品 28,828 33.4 31,736 32.9 2,908 10.1

 日用雑貨品 17,057 19.7 19,543 20.3 2,485 14.6

 その他 9,141 10.6 9,842 10.2 700 7.7

 合計 86,402 100.0 96,317 100.0 9,914 11.5

 （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18年６月１日

    至　平成19年５月31日）

当事業年度

（自　平成19年６月１日

    至　平成20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 25,856 22.8 29,443 23.0 3,587 13.9

 化粧品 20,257 17.8 23,433 18.3 3,175 15.7

 食料品 34,271 30.2 37,722 29.5 3,451 10.1

 日用雑貨品 21,741 19.1 24,874 19.5 3,133 14.4

 その他 11,520 10.1 12,343 9.7 822 7.1

 合計 113,647 100.0 127,817 100.0 14,170 12.5

 （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18年６月１日

    至　平成19年５月31日）

当事業年度

（自　平成19年６月１日

    至　平成20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 74,581 65.6 80,885 63.3 6,303 8.5

 東京都 16,407 14.4 18,205 14.3 1,797 11.0

 静岡県 16,239 14.3 17,758 13.9 1,518 9.4

 埼玉県 2,340 2.1 2,836 2.2 495 21.2

 千葉県 3,849 3.4 5,520 4.3 1,670 43.4

 群馬県 227 0.2 1,669 1.3 1,441 633.6

 茨城県 ― ― 941 0.7 941 ―

 合計 113,647 100.0 127,817 100.0 14,170 12.5

 （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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