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1.  21年5月期の連結業績（平成20年5月16日～平成21年5月15日） 

 

(2) 連結財政状態 

 

(3) 連結キャッシュ・フローの状況 

  

(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 ％

21年5月期 251,863 10.6 10,569 4.2 11,335 2.4 6,045 △3.4

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

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 ％ ％ ％

21年5月期 255.15 254.97 9.2 10.6 4.2
20年5月期 264.50 263.97 10.9 12.2 4.5

（参考） 持分法投資損益 21年5月期  ―百万円 20年5月期  ―百万円

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

21年5月期 111,300 67,397 60.3 2,833.08
20年5月期 103,150 63,750 61.7 2,689.42

（参考） 自己資本   21年5月期  67,153百万円 20年5月期  63,650百万円

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

21年5月期 9,202 △6,730 △2,571 14,221
20年5月期 7,397 △5,289 △1,917 14,321

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 第2四半期末 第3四半期末 期末 年間

円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 百万円 ％ ％

20年5月期 ― 24.00 ― 32.00 56.00 1,325 21.2 2.2
21年5月期 ― 28.00 ― 28.00 56.00 1,327 21.9 2.0

22年5月期 
（予想）

― 28.00 ― 28.00 56.00 20.8

3.  22年5月期の連結業績予想（平成21年5月16日～平成22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

135,448 9.9 6,058 4.2 6,408 2.7 3,462 0.6 146.06

通期 272,000 8.0 11,185 5.8 11,885 4.8 6,388 5.7 269.50
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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  

(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） 

(3) 発行済株式数（普通株式） 

① 会計基準等の改正に伴う変更 有

② ①以外の変更 無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 21年5月期 23,705,534株 20年5月期 23,668,534株

② 期末自己株式数 21年5月期  2,170株 20年5月期  1,624株

（参考）個別業績の概要 

1.  21年5月期の個別業績（平成20年5月16日～平成21年5月15日） 

 

(2) 個別財政状態 

  

(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 ％

21年5月期 3,263 8.7 2,056 10.6 2,158 10.4 1,958 9.5
20年5月期 3,003 6.0 1,859 0.8 1,954 2.4 1,789 0.5

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

21年5月期 82.67 82.61
20年5月期 75.66 75.51

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

21年5月期 50,413 50,146 99.0 2,105.74
20年5月期 49,617 49,367 99.3 2,081.68

（参考） 自己資本 21年5月期  49,913百万円 20年5月期  49,266百万円

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 

本資料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
変化により上記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ページをご覧下さい。 
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(1）経営成績に関する分析 

   （当期の経営成績） 

      当社を取り巻く環境は、世界的な金融市場の混乱ならびに円高の進行による企業収益の悪化などにより生活防衛 

    型の消費が続く中、競合他社との出店競争ならびに価格競争の激化により一層厳しさを増しております。 

 このような状況下で消費活動が低迷する中、当社の強みであるカウンセリングを主体とした接客サービスの向上に

努めてまいりました。さらにはお客様に良い商品をお買い得な価格で提供するために、プライベートブランドである

「エムズワン」商品を積極的に展開したほか、メリハリのある販促チラシや特売などの実施もお客様から一定の支持

を得られ、既存店も好調に推移いたしました。店舗展開につきましては、新規に69店舗を出店し、さらに平成20年７

月に子会社化した㈱スパーク（本社：愛知県）７店舗と平成21年２月に子会社化した㈱ウェルネス湖北（本社：島根

県）の28店舗が加わり、またスクラップ＆ビルドによる11店舗の閉店を行った結果、純増数は93店舗、期末店舗数は

843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  

  

 以上の結果、当連結会計年度における業績は、売上高2,518億63百万円（前期比10.6％増）、営業利益105億69百万

円（同4.2％増）、経常利益113億35百万円（同2.4％増）、当期純利益60億45百万円（同3.4％減）となり経常利益ベ

ースでは増収増益を達成することができました。なお、前連結会計年度の当期純利益は、特別利益に有価証券売却益

501百万円を計上しており、これを除いた場合の前連結会計年度末における当期純利益は59億57百万円であり、前期

比は1.5％増となります。 

  

 （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の激化とこれらに伴う企業の統合・再編などに加え、薬事法改

正による異業種からの参入など、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。  

 このような状況の中で、当社はグループ組織体制の強化を前期に引き続き進めるほか、新規エリアのドミナント化

を早期に進めるべく74店舗の開店を計画いたしております。さらに「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、お客様の美と健康への意識の高まりにも対応すべく、ドラッグストアとしての専門性に基づくきめ細

やかなカウンセリングと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を目指し、地域に密

着したかかりつけ薬局としての機能と利便性を追求し、競争力強化と企業価値向上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2,720億円、営業利益111億85百万円、経常利益118億85百万円、当

期純利益63億88百万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111億67百

万円（前期比1.8％減）となったことと、仕入債務の増加、減価償却費による資金の増加、法人税等の支払および連

結範囲の変更に伴う子会社株式取得（㈱ウェルネス湖北・㈱スパーク等）により、前連結会計年度末に比べ99百万円

減少し、当連結会計年度末には142億21百万円（前期比0.7％減）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、92億2百万円(前期比24.4％増)となりました。これは主に、税金等調整前当期純

利益111億67百万円に加え、仕入債務の増加34億9百万円(前期比9.4％減)、減価償却費による資金の増加24億80百万

円(前期比2.7％増)、および法人税等の支払53億37百万円(前期比11.8％増)、たな卸資産の増加23億円(前期比51.0％

減)など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、67億30百万円(前期比27.3％増）となりました。これは主に、連結範囲の変更に

伴う子会社株式取得（㈱ウェルネス湖北・㈱スパーク等）29億58百万円、新規出店に伴う差入保証金23億44百万円

(前期比16.9％減)と有形固定資産の取得22億27百万円(前期比37.7％減）などの支出によるものであります。 

１．経営成績

  開店 閉店 純増 期末店舗数 うち調剤併設 

 北海道 15 2 13 286 51 

 東 北 22 8 14 262 57 

 関東・甲信 32 1 31 260 78 

 中部・関西・山陰 － － － 35 13 

 合 計 69 11 58 843 199 
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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、25億71百万円(前期比34.1％増)となりました。これは主に、配当金の支払14億19百

万円(前期比29.5％増)の支出、長期借入金の返済10億60百万円(前期比43.9％増)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。 

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、平成18年５月期より中間配当を実施し、第２四半期末および事業年度末の年２回としておりま

す。 

 第２四半期末の利益配当につきましては、１株につき28円の配当を実施いたしました。期末におきましても計画ど

おり１株につき28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 

 当社グループの経営成績、財政状態及び投資者の判断に重要な影響を及ぼす可能性のある事項は、以下のようなも

のがあります。 

 文中の将来に関する事項は、当連結会計年度末現在において当社グループが判断したものであります。 

  

1）完全持株親会社としてのリスク 

グループ各社の経営変動リスクについて 

 グループ各社の諸要因に基づく業績の急激な変動が、当社の業績に影響を与える可能性があります。 

2）法的規制について 

  ①「薬事法」等による規制について 

  当社グループは、「薬事法」上の医薬品等を販売するにあたり、各都道府県の許可・登録・指定・免許および届

 出を必要としております。また、食品、たばこ、酒類等の販売については、食品衛生法等それぞれ関係法令に基づ

 き、所轄官公庁の許可・免許・登録等を必要としております。今後当該法令等の改正により、当社グループの業績

 に影響を及ぼす可能性があります。 

  平成21年６月施行の改正薬事法により、従前の一般販売業、薬種商販売業は店舗販売業となり、新たに登録販売

 者制度が導入されました。これにより他業種の新規参入による競争が激化し、業績に影響を及ぼす可能性がありま

 す。  

  平成19年5月期 平成20年5月期 平成21年5月期 

自己資本比率（％）  65.4  61.7 60.3 

時価ベースの自己資本比率

（％）  120.3  90.6 53.7 

キャッシュ・フロー対有利

子負債比率（年）  0.2  0.4 0.2 

インタレスト・カバレッ

ジ・レシオ(倍）  496.6  167.5 374.1 
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 ②出店に関する規制等について 

  「大規模小売店舗立地法」（以下、「大店立地法」という）においては、売場面積が1,000㎡を超える新規出店 

 および既存店の変更について、都道府県知事（政令指定都市においては市長）に届出が義務付けられており、騒 

 音、交通渋滞およびごみ処理等地域への生活環境への配慮が審査事項となります。 

  従いまして、上記法的規制により計画どおりの新規出店および既存店の増床等ができない場合は、当社グループ

 の出店政策に影響を及ぼす可能性があります。 

  ③保険代理業におけるリスクについて 

  当社グループの業務の１部門である保険代理店業務について、法的規制・緩和の影響を受ける可能性がありま 

 す。 

3）資格者確保について 

  薬事法や薬剤師法の規定により薬剤師または登録販売者の配置が義務づけられております。当社グループにおけ

 るこれら有資格者数は約3,800名であります。平成21年６月から施行された改正薬事法により、登録販売者制度が 

 導入されたことに伴い、登録販売者制度に対応する社内育成を行っております。しかしながら、これら有資格者の

 確保が十分にできない場合には、当社グループの出店政策に影響を及ぼす可能性があります。 

4）調剤業務について 

  当社グループにおいては、調剤専門薬局および調剤併設店舗があり、調剤研修センターを利用した薬剤師の専門

 的な知識の習得、スキルアップなどに積極的に取り組んでおります。また、当社グループは、調剤過誤を防止すべ

 く交差監査体制（一人が処方箋に基づき調剤作業を実施し、別人が調剤監査を実施する体制）を導入し、服薬指導

 時における薬品名・用量確認など細心の注意を払って調剤業務を行っております。また、万一に備え、調剤薬局全

 店舗において「薬剤師賠償責任保険」に加入しております。しかしながら、調剤薬の欠陥・調剤過誤などにより訴

 訟を受けることがあった場合、社会的信用を損なうなどの理由により当社グループの業績に影響を及ぼす可能性が

 あります。 

5）出店政策について 

  当社グループは、地域での知名度向上による占有率向上および管理コストの抑制等を目的とするドミナント戦略

 をとっております。今後の店舗展開において、出店場所が十分に確保できない場合や、ドミナント形成に時間を要

 する場合には、店舗の収益が悪化し、当社グループの業績に影響を及ぼす可能性があります。 

6）個人情報保護について 

  当社グループは、ポイントカードシステムの運用に伴う顧客情報、調剤業務に伴う患者情報等を保持しており、

 これら情報の中には顧客または患者個人のプライバシーに関わるものが含まれ、コンピュータ管理を行っておりま

 す。これらの情報の取扱については情報管理者により、情報の利用・保管等に関する社内ルールを設け、その管理

 については万全を期してはおりますが、コンピュータの不具合や犯罪行為などによる情報の漏洩があった場合、社

 会的信用を損なうなどの理由により当社グループの業績に影響を及ぼす可能性があります。 
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  当社グループは、当社および子会社16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。 

 ※印については平成21年５月16日より当該事業を開始いたします。  

  

２．企業集団の状況

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 
 薬局および店舗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店舗販売業に基づく医薬品等の販売 

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

 ㈱スパーク  中部地区における薬局および店舗販売業に基づく医薬品等の販売 

 ㈱ウェルネス湖北  山陰地区における薬局および店舗販売業に基づく医薬品等の販売 

 ㈱ツルハグループマーチャンダイジ 

  ング ※ 
 当社グループ全般に係る商品の調達および物流に関する企画、商談、調達業務 

 ㈱ツルハｅコマース ※  当社グループ取扱商品の電話およびインターネット等での通信販売業務 

 ㈱ツルハフィナンシャルサービス  当社グループ内における保険代理店業務および経営指導管理 

 ㈱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店舗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店舗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、東北地方における店舗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  関東地区における店舗販売業に基づく医薬品等の販売 

 ㈱ウェルネスサービス  山陰地区における店舗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 

 ㈱エンバイラメント  有価証券の所有・管理 
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 [事業系統図] 

  以上のべた事項を事業系統図によって示すと次のとおりとなります。 
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(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 

    

   １）子会社の新設について 

    当社は、平成21年3月3日開催の取締役会において、新たに子会社を設立することを決議し、グループ内の通信販

売関連事業を同社に集約する業務再編方針を決定いたしました。 

    １．子会社新設の目的 

    当社は、地域のお客様の利便性を高めることを目指し「しんせつ第一」をモットーに、お客様の「いちばん

そばに」きめ細かな出店ができるように地域でのドミナント展開を深耕するとともに、医薬品に限らない広範

な品揃えとドラッグストアとしての専門性を礎とした店頭での丁寧な接客による対面販売によりお客様のご支

持を賜り成長してまいりました。 

 この基本理念は創業以来変わらず、今も同じではありますが、昨今の地方における高齢化の急速な進展と過

疎の進行による出店困難地域へお住まいのお客様からの商品供給のご要望や、インターネットの発達によるネ

ット販売の利便性の向上による通信販売チャネルの拡大に伴う通信販売での商品取扱のご要望など、当社の従

来よりの「接客をともなった店舗販売」以外のチャネルでの対応が求められる時代となってきております。 

 当社ではこうした従来のチャネル以外での販売に対応し、早期の事業化を推進するため通信販売事業を行う

専門子会社を新設し、グループ内の既存関連事業を同社に集約し通信販売市場に本格参入することといたしま

した。 

３．経営方針
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   ２．新設する子会社の概要 

    ①商号      ㈱ツルハｅコマース 

    ②主な事業内容   ツルハグループ取扱商品の電話およびインターネット等での通信販売 

    ③本店所在地      北海道札幌市東区北24条東20丁目1-21 

    ④代表者      代表取締役社長 髙野 博昭 

    ⑤資本金          10百万円 

    ⑥従業員数        30名 

        

   ３．新設子会社の事業計画およびグループ内での業務再編の概要 

    当子会社は、第一段階として、株式会社ツルハが北海道内の一部地域で営業致しております電話・ＦＡＸを 

   受注経路とする通信販売事業を事業譲渡により取得いたしました。 

    また、今後、グループ内でインターネット販売やメディア経由での通信販売事業を行っている事業部門を新 

   設子会社に集約することを検討いたしており、初年度年間売上で５億円程度を目標に事業計画を作成いたしま 

   した。 

  

   ２）子会社の新設およびグループ内での業務再編方針の決定について 

    当社は、平成20年11月4日開催の取締役会において、子会社２社の新設とグループ会社間での事業の一部譲渡お 

   よび譲受を含む当社グループ内での業務再編の方針を決定いたしました。 

     

   １．子会社の新設およびグループ内での業務再編の目的 

    当社は、グループの中期経営目標であります「2011年５月期、1,000店舗」の達成を目指し、純粋持株会社体

   制への移行やグループ会社の資本関係の見直し、また、積極的なＭ＆Ａの推進などの経営施策を実施してまい 

   りました。また、来るべき「1,000店舗体制」でのチェーンオペレーションの確立とその後の更なる事業成長の

   ための基盤再構築を目的とし、会社組織の形態やグループ経営戦略の見直しのため、種々の施策を進めており 

   ます。 

    この施策の一環として、ツルハグループ全社での一体的な事業施策の実行、グループ各社の業務分担の見直 

   しと重複部門の集約、別会社化による業務遂行責任の明確化と事業損益の精緻な把握、また、事業機会の拡大 

   を図ることを目的とし、グループ会社を横断的に運営する機能別子会社の新設とグループ各社の業務分担の見 

   直しを行うことといたしました。 

    

   ２．新設する子会社の概要 

    ・株式会社 ツルハグループマーチャンダイジング 

    ①商号      株式会社ツルハグループマーチャンダイジング  

    ②主な事業内容   グループ全般に係る商品の調達および物流に関する企画、商談、調達および従業員に 

             対する商品教育等グループ会社のマーチャンダイジングのサポート、グループ店舗の 

             フェイシングおよび在庫管理に関するコンサルティング  

    ③本店所在地      東京都中央区日本橋小網町12-7 

    ④代表者      代表取締役社長 平林 勝宏 

    ⑤資本金          10百万円 

    ⑥従業員数        63名     

     

    ・株式会社ツルハフィナンシャルサービス 

    ①商号      株式会社ツルハフィナンシャルサービス  

    ②主な事業内容   保険代理店業務および経営指導管理 

    ③本店所在地      札幌市東区北24条東20丁目1-21 

    ④代表者      代表取締役社長 大船 正博 

    ⑤資本金          10百万円 

    ⑥従業員数        １名 

     

   ３．グループ内での業務再編について 

    1）新設会社によるグループ・マーチャンダイジング戦略の一体化  

     従来、当社グループのマーチャンダイジング業務は、各グループ会社間での相互協力のもと、各グルー 

    プ各社が個別に行っておりました。 
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     当社では、グループ・マーチャンダイジング戦略の確立とグループ一体運営が、経営上、 重要な課題 

    であると認識して、グループ全社で共通のフォーマットによる運営が可能な業務につき、新設いたします 

    「株式会社ツルハグループマーチャンダイジング」が総括し、各社のマーチャンダイジング業務の運営を 

    サポートする体制へ移行いたしました。 

  

    2）グループ会社が行っているマーチャンダイジング業務に係る集約の方向性 

      当社では、1,000店舗体制でのチェーンオペレーションの効率性の確保と、新規出店加速への体制整備の

    ための施策として、マーチャンダイジングに関しグループ会社が個別に保有している組織および重複機能 

    の整理および集約を加速し、グループとしての運営効率の更なる向上を早期に実施すべく検討して参りま 

    す。 

    

    3）当社一部業務の新設する子会社への譲渡 

     当社は、純粋持株会社としてグループ全体の管理および経営指導に業務を集中させて参ります。今後、 

    総務・経理・人事関連計算や営業事務など業務集約による効率化が期待できる業務の機能会社化や外部委 

    託を検討して参りますが、第一弾といたしまして、現在、当社と外部の協力会社とで担当いたしておりま 

    すグループ会社および従業員向け保険代理店業務を、「株式会社ツルハフィナンシャルサービス」に事業 

    譲渡により業務移管いたしました。 

     事業譲渡により純粋持株会社であります当社から、営業主体が新設事業会社であります「株式会社ツル 

    ハフィナンシャルサービス」に移ることにより、今後はグループ各社およびグループ従業員に限らず、ド 

    ラッグストア事業と商品連関性が高く、また、今後益々注目度が高まることが想定されます医療保険など 

    第三分野保険商品の販売等の事業化の可能性を探って参ります。 
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４．連結財務諸表 
（１）連結貸借対照表 

（単位：千円）

前連結会計年度 
(平成20年５月15日) 

当連結会計年度 
(平成21年５月15日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 10,273,144 14,232,379

売掛金 4,050,002 5,017,390

有価証券 4,069,847 －

たな卸資産 29,629,579 －

商品及び製品 － 33,254,123

原材料及び貯蔵品 － 3,620

繰延税金資産 1,134,929 1,312,098

その他 2,878,844 3,356,392

貸倒引当金 － △4,151

流動資産合計 52,036,347 57,171,853

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 13,468,171 15,972,111

減価償却累計額 △5,565,846 △6,961,617

建物及び構築物（純額） 7,902,325 9,010,493

機械装置及び運搬具 43,075 52,686

減価償却累計額 △33,931 △41,060

機械装置及び運搬具（純額） 9,143 11,625

工具、器具及び備品 10,856,972 11,818,790

減価償却累計額 △7,154,792 △8,575,402

工具、器具及び備品（純額） 3,702,179 3,243,388

土地 2,242,321 2,242,321

建設仮勘定 52,440 81,257

有形固定資産合計 13,908,410 14,589,087

無形固定資産   

のれん 11,449,754 13,504,493

ソフトウエア 326,467 315,023

電話加入権 46,558 49,635

その他 45,067 96,532

無形固定資産合計 11,867,846 13,965,684

投資その他の資産   

投資有価証券 ※1  6,147,483 ※1  4,124,921

長期貸付金 8,962 134,063

繰延税金資産 163,135 219,069

差入保証金 17,300,817 19,299,557

その他 1,841,976 1,882,592

貸倒引当金 △124,870 △85,923

投資その他の資産合計 25,337,505 25,574,281
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（単位：千円）

前連結会計年度 
(平成20年５月15日) 

当連結会計年度 
(平成21年５月15日) 

固定資産合計 51,113,762 54,129,053

資産合計 103,150,109 111,300,907

負債の部   

流動負債   

買掛金 24,131,241 29,260,882

短期借入金 50,000 50,000

1年内償還予定の社債 200,000 200,000

1年内返済予定の長期借入金 702,260 680,281

未払金 4,062,434 4,450,863

未払法人税等 2,753,458 2,578,372

繰延税金負債 396 －

賞与引当金 1,707,905 1,761,650

役員賞与引当金 221,812 229,040

その他 742,707 985,863

流動負債合計 34,572,215 40,196,953

固定負債   

社債 500,000 300,000

長期借入金 578,890 590,647

繰延税金負債 1,925,995 1,213,141

退職給付引当金 148,436 176,662

役員退職慰労引当金 97,210 113,900

その他 1,576,827 1,311,856

固定負債合計 4,827,360 3,706,207

負債合計 39,399,575 43,903,161

純資産の部   

株主資本   

資本金 6,572,178 6,627,160

資本剰余金 22,160,288 22,215,233

利益剰余金 31,726,797 36,351,652

自己株式 △6,653 △8,275

株主資本合計 60,452,610 65,185,771

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 3,197,742 1,967,796

評価・換算差額等合計 3,197,742 1,967,796

新株予約権 100,181 233,732

少数株主持分 － 10,445

純資産合計 63,750,534 67,397,745

負債純資産合計 103,150,109 111,300,907

株式会社ツルハホールディングス　（3391）　平成21年5月期　決算短信

- 12 -



（２）連結損益計算書 

（単位：千円）

前連結会計年度 
(自 平成19年５月16日 
 至 平成20年５月15日) 

当連結会計年度 
(自 平成20年５月16日 
 至 平成21年５月15日) 

売上高 227,787,323 251,863,571

売上原価 165,371,135 183,452,486

売上総利益 62,416,187 68,411,085

販売費及び一般管理費   

従業員給与及び手当 19,085,891 21,251,769

従業員賞与 1,539,972 1,690,157

賞与引当金繰入額 1,707,905 1,717,045

役員賞与引当金繰入額 221,812 229,040

退職給付引当金繰入額 27,820 44,029

役員退職慰労引当金繰入額 6,690 5,790

地代家賃 11,198,130 13,084,653

その他 18,482,047 19,818,843

販売費及び一般管理費合計 52,270,268 57,841,328

営業利益 10,145,919 10,569,756

営業外収益   

受取利息 119,290 138,979

受取配当金 52,180 49,018

備品受贈益 587,332 429,924

その他 230,703 185,588

営業外収益合計 989,506 803,510

営業外費用   

支払利息 30,310 22,063

割賦利息 8,085 3,601

貸倒引当金繰入額 12,387 －

その他 12,704 11,706

営業外費用合計 63,487 37,371

経常利益 11,071,938 11,335,896

特別利益   

投資有価証券売却益 501,817 －

貸倒引当金戻入額 10,320 12,187

固定資産売却益 ※1  － ※1  993

その他 20,493 －

特別利益合計 532,630 13,180
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（単位：千円）

前連結会計年度 
(自 平成19年５月16日 
 至 平成20年５月15日) 

当連結会計年度 
(自 平成20年５月16日 
 至 平成21年５月15日) 

特別損失   

固定資産除却損 ※2  73,874 ※2  118,469

固定資産売却損 ※3  4 ※3  －

投資有価証券評価損 － 4,729

減損損失 ※4  144,411 ※4  49,788

リース解約損 － 952

その他 12,661 7,554

特別損失合計 230,952 181,493

税金等調整前当期純利益 11,373,616 11,167,583

法人税、住民税及び事業税 4,897,269 4,959,517

法人税等調整額 220,343 151,723

法人税等合計 5,117,613 5,111,241

少数株主利益 － 10,445

当期純利益 6,256,002 6,045,896
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（３）連結株主資本等変動計算書 

（単位：千円）

前連結会計年度 
(自 平成19年５月16日 
 至 平成20年５月15日) 

当連結会計年度 
(自 平成20年５月16日 
 至 平成21年５月15日) 

株主資本   

資本金   

前期末残高 6,512,738 6,572,178

当期変動額   

新株の発行 59,440 54,982

当期変動額合計 59,440 54,982

当期末残高 6,572,178 6,627,160

資本剰余金   

前期末残高 14,655,668 22,160,288

当期変動額   

新株の発行 59,400 54,945

株式交換による変動額 7,445,219 －

当期変動額合計 7,504,619 54,945

当期末残高 22,160,288 22,215,233

利益剰余金   

前期末残高 26,566,442 31,726,797

当期変動額   

剰余金の配当 △1,095,647 △1,421,040

当期純利益 6,256,002 6,045,896

当期変動額合計 5,160,354 4,624,855

当期末残高 31,726,797 36,351,652

自己株式   

前期末残高 △2,435 △6,653

当期変動額   

自己株式の取得 △4,218 △1,621

当期変動額合計 △4,218 △1,621

当期末残高 △6,653 △8,275

株主資本合計   

前期末残高 47,732,414 60,452,610

当期変動額   

新株の発行 118,840 109,927

剰余金の配当 △1,095,647 △1,421,040

当期純利益 6,256,002 6,045,896

自己株式の取得 △4,218 △1,621

株式交換による変動額 ※  7,445,219 －

当期変動額合計 12,720,195 4,733,160

当期末残高 60,452,610 65,185,771
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（単位：千円）

前連結会計年度 
(自 平成19年５月16日 
 至 平成20年５月15日) 

当連結会計年度 
(自 平成20年５月16日 
 至 平成21年５月15日) 

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金   

前期末残高 3,699,494 3,197,742

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △501,752 △1,229,945

当期変動額合計 △501,752 △1,229,945

当期末残高 3,197,742 1,967,796

評価・換算差額等合計   

前期末残高 3,699,494 3,197,742

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △501,752 △1,229,945

当期変動額合計 △501,752 △1,229,945

当期末残高 3,197,742 1,967,796

新株予約権   

前期末残高 36,909 100,181

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 63,272 133,550

当期変動額合計 63,272 133,550

当期末残高 100,181 233,732

少数株主持分   

前期末残高 － －

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） － 10,445

当期変動額合計 － 10,445

当期末残高 － 10,445

純資産合計   

前期末残高 51,468,818 63,750,534

当期変動額   

新株の発行 118,840 109,927

剰余金の配当 △1,095,647 △1,421,040

当期純利益 6,256,002 6,045,896

自己株式の取得 △4,218 △1,621

株式交換による変動額 7,445,219 －

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △438,479 △1,085,949

当期変動額合計 12,281,716 3,647,211

当期末残高 63,750,534 67,397,745
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(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。 

連結株主資本等変動計算書の欄外注記
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（４）連結キャッシュ・フロー計算書 

（単位：千円）

前連結会計年度 
(自 平成19年５月16日 
 至 平成20年５月15日) 

当連結会計年度 
(自 平成20年５月16日 
 至 平成21年５月15日) 

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 11,373,616 11,167,583

減価償却費 2,415,956 2,480,221

のれん償却額 784,076 801,925

貸倒引当金の増減額（△は減少） 12,266 △44,412

賞与引当金の増減額（△は減少） 185,470 21,380

役員賞与引当金の増減額（△は減少） 29,822 2,228

退職給付引当金の増減額（△は減少） 12,329 28,225

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △361,010 △118,310

受取利息及び受取配当金 △171,471 △187,998

支払利息及び割賦利息 38,395 25,664

備品受贈益 △587,332 △429,924

固定資産除却損 73,874 118,469

固定資産売却損益（△は益） 4 △993

減損損失 144,411 49,788

投資有価証券評価損益（△は益） － 4,729

投資有価証券売却損益（△は益） △501,817 －

売上債権の増減額（△は増加） △503,356 △909,751

たな卸資産の増減額（△は増加） △4,697,194 △2,300,810

仕入債務の増減額（△は減少） 3,764,785 3,409,084

未払消費税等の増減額（△は減少） 141,477 64,546

その他 △85,570 251,130

小計 12,068,734 14,432,776

利息及び配当金の受取額 146,212 131,958

利息の支払額 △44,173 △24,599

法人税等の支払額 △4,773,258 △5,337,912

営業活動によるキャッシュ・フロー 7,397,514 9,202,223

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 △63,013

定期預金の払戻による収入 90,000 73,800

有形固定資産の取得による支出 △3,576,608 △2,227,722

有形固定資産の売却による収入 1,900 －

ソフトウエアの取得による支出 △173,239 △76,130

投資有価証券の取得による支出 △102,408 △2,404

投資有価証券の売却による収入 604,287 －

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による
支出

※1  － ※1  △2,958,437

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による
収入

11,024 －

貸付けによる支出 △1,841 △144,311

貸付金の回収による収入 7,311 15,349

差入保証金の支出 △2,822,947 △2,344,962

株式会社ツルハホールディングス　（3391）　平成21年5月期　決算短信

- 18 -



（単位：千円）

前連結会計年度 
(自 平成19年５月16日 
 至 平成20年５月15日) 

当連結会計年度 
(自 平成20年５月16日 
 至 平成21年５月15日) 

差入保証金の返還 828,451 977,282

その他 △64,612 19,764

投資活動によるキャッシュ・フロー △5,289,241 △6,730,786

財務活動によるキャッシュ・フロー   

短期借入れによる収入 800,000 1,400,000

短期借入金の返済による支出 △800,000 △1,400,000

長期借入れによる収入 1,500,000 －

長期借入金の返済による支出 △2,236,730 △1,060,404

社債の償還による支出 △200,000 △200,000

新株発行による収入 118,840 109,927

自己株式の取得による支出 △4,218 △1,621

配当金の支払額 △1,095,973 △1,419,621

その他 912 457

財務活動によるキャッシュ・フロー △1,917,169 △2,571,262

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 191,104 △99,825

現金及び現金同等物の期首残高 11,980,673 ※3  14,321,529

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  －

現金及び現金同等物の期末残高 ※3  14,321,529 ※3  14,221,703

株式会社ツルハホールディングス　（3391）　平成21年5月期　決算短信

- 19 -



 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
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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19年５月16日 
至 平成20年５月15日） 

当連結会計年度 
（自 平成20年５月16日 
至 平成21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 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。 

(1）連結子会社の数 16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 

㈱スパーク 

㈱ウェルネス湖北 

㈱ツルハグループマーチャンダイジン

グ 

㈱ツルハｅコマース 

㈱ツルハフィナンシャルサービス 

㈱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 

㈱ウェルネスサービス 

㈱ウイング 

㈱エンバイラメント 

 上記のうち、㈱ツルハグループマー

チャンダイジング、㈱ツルハｅコマー

スおよび㈱ツルハフィナンシャルサー

ビスについては、新たに設立したこと

により、㈱スパーク、㈱ウェルネス湖

北、㈱ウェルネスサービスおよび㈱エ

ンバイラメントについては、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 

(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） 

 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。 

（連結の範囲から除いた理由） 

同左 
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項目 
前連結会計年度

（自 平成19年５月16日 
至 平成20年５月15日） 

当連結会計年度 
（自 平成20年５月16日 
至 平成21年５月15日） 

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 －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。 

(1）持分法適用の関連会社数 －社  

───────── 

(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   

 (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   

   ㈱仁天堂 

    ㈱セベラル 

  （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。

（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。 

 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。 

 なお、決算日変更により、㈱スパークは

当連結会計年度の月数が11ヶ月、㈱ウェル

ネス湖北および㈱ウェルネスサービスは３

ヶ月、㈱エンバイラメントは６ヶ月となっ

ております。 
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項目 
前連結会計年度

（自 平成19年５月16日 
至 平成20年５月15日） 

当連結会計年度 
（自 平成20年５月16日 
至 平成21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） 

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 

 移動平均法による原価法 

  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 

② たな卸資産 

（イ）商品及び製品 

売価還元法による原価法（貸借対照

表価額は収益性の低下に基づく簿価

切下げの方法により算定） 

  （ロ）貯蔵品 

終仕入原価法 

（ロ）原材料及び貯蔵品 

終仕入原価法 

(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（リース資産を除く） 

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   

（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19年５月16日 
至 平成20年５月15日） 

当連結会計年度 
（自 平成20年５月16日 
至 平成21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（リース資産を除く） 

同左 

───────── ③ リース資産 

 リース期間を耐用年数とし、残存価

額を零とする定額法を採用しておりま

す。 

 なお、所有権移転外ファイナンス・

リース取引のうち、リース取引開始日

が平成20年５月15日以前のリース取引

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。  

(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19年５月16日 
至 平成20年５月15日） 

当連結会計年度 
（自 平成20年５月16日 
至 平成21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。 

 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。 

④ 退職給付引当金 

同左 

   

  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。 

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。 

───────── 

(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 
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項目 
前連結会計年度

（自 平成19年５月16日 
至 平成20年５月15日） 

当連結会計年度 
（自 平成20年５月16日 
至 平成21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 
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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の変更

前連結会計年度 
（自 平成19年５月16日 
至 平成20年５月15日） 

当連結会計年度 
（自 平成20年５月16日 
至 平成21年５月15日） 

──────────  

  

  

  

   

   

  

  

  

    

（棚卸資産の評価に関する会計基準） 

 通常の販売目的で保有するたな卸資産については、従

来、売価還元法による原価法によっておりましたが、当連

結会計年度より「棚卸資産の評価に関する会計基準」（企

業会計基準第９号 平成18年７月５日）が適用されたこと

に伴い、売価還元法による原価法（貸借対照表価額につい

ては収益性の低下に基づく簿価切下げの方法）により算定

しております。 

 なお、この変更による営業利益、経常利益および税金等

調整前当期純利益に与える影響はありません。  

──────────  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

    

  

（リース取引に関する会計基準） 

 所有権移転外ファイナンス・リース取引については、従

来、賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっており

ましたが、当連結会計年度より「リース取引に関する会計

基準」（企業会計基準第13号（平成５年６月17日（企業会

計審議会第一部会）、平成19年３月30日改正））及び「リ

ース取引に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適

用指針第16号（平成６年１月18日（日本公認会計士協会 

会計制度委員会）、平成19年３月30日改正））を適用し、

通常の売買取引に係る方法に準じた会計処理によっており

ます。 

 なお、この変更による営業利益、経常利益および税金等

調整前当期純利益に与える影響はありません。  
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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20年５月15日） 

当連結会計年度 
（平成21年５月15日） 

※１．非連結子会社に対するものは次のとおりでありま

す。 

※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     千円 10,000 投資有価証券       千円 49,078

 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。 

 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㈱ 千円 22,150

  千円 63,698

社会福祉法人鶴翔福祉会 27,699千円 

南部製箸㈱ 16,750千円 

  44,449千円 

 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。 

 連結子会社の㈱ツルハは一部の店舗の差入保証金

777,378千円について、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777,378千

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。 

 ３．連結子会社の㈱ツルハ、㈱くすりの福太郎および㈱

ウェルネス湖北は、運転資金の効率的な調達を行うた

め、取引銀行６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 千円 5,200,000

借入実行残高 千円 －

差引額 千円 5,200,000

当座貸越極度額 5,300,000千円 

借入実行残高 －千円 

差引額 5,300,000千円 
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（連結損益計算書関係）

前連結会計年度 
（自 平成19年５月16日 
至 平成20年５月15日） 

当連結会計年度 
（自 平成20年５月16日 
至 平成21年５月15日） 

※１．     ─────────── ※１．固定資産売却益の内訳      

工具、器具及び備品    千円993

 ※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 千円36,564

工具、器具及び備品    千円24,167

差入保証金 千円5,287

その他 千円7,855

計 千円73,874

建物及び構築物 千円50,531

工具、器具及び備品 千円16,766

差入保証金 千円49,174

その他 千円1,996

計 千円118,469

※３．固定資産売却損の内訳 ※３．     ─────────── 

機械装置及び運搬具    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。 

※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 49,788千円を計上して

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

場所 用途  種類 

 北海道札幌市他 事業用資産 建物、器具等

 当社グループは、キャッシュ・フローを生み出す

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。 

 当社グループは、キャッシュ・フローを生み出す

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

4.0％で割り引いて算定しております。 
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前連結会計年度（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 

（注）１．普通株式の発行済株式総数の増加1,673,440株のうち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 

 （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 

  

  

（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 

（連結株主資本等変動計算書関係）

  
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

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 

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 

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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当連結会計年度（自 平成20年５月16日 至 平成21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 

（注）１．普通株式の発行済株式総数の増加37,000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ま

す。 

２．普通株式の自己株式の株式数の増加546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 

  

３．配当に関する事項 

（１）配当金支払額 

  

  

（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 

  
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．  23,668,534  37,000  －  23,705,534

合計  23,668,534  37,000  －  23,705,534

自己株式                        

普通株式（注）２．  1,624  546  －  2,170

合計  1,624  546  －  2,170

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 
 －  －  － － － 233,732 

 合計  －  －  － － － 233,732 

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20年６月23日 

取締役会 
普通株式  757,341  32 平成20年5月15日 平成20年7月29日 

平成20年12月24日 

取締役会 
普通株式  663,699  28 平成20年11月15日 平成21年１月16日 

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21年６月22日 

取締役会 
普通株式  663,694  利益剰余金  28 平成21年５月15日 平成21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19年５月16日 
至 平成20年５月15日） 

当連結会計年度 
（自 平成20年５月16日 
至 平成21年５月15日） 

※１．       ───────── 

  

※１．株式の取得により新たに連結子会社となった会社の

資産及び負債の主な内訳 

 株式の取得により新たに㈱スパーク、㈱ウェルネス湖

北、㈱エンバイラメントおよび㈱ウェルネスサービス（以

下、新規取得連結子会社）を連結したことに伴う連結開始

時の資産および負債の内訳並びに新規取得連結子会社株式

の取得価額と新規取得連結子会社取得のための支出（純

額）との関係は次のとおりであります。      

   （千円） 

 流動資産 2,358,258   

 固定資産 1,921,660   

 のれん 2,864,024   

 流動負債  2,592,491   

 固定負債  1,088,448   

 新規取得連結子会社株式の取

得価額 

 3,463,004   

 新規取得連結子会社の現金及

び現金同等物 

 △504,566   

 差引：新規取得連結子会社取

得のための支出 

 2,958,437   

※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。 

※２．          ───────── 

  （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20年５月15日現在） （平成21年５月15日現在） 

  

現金及び預金勘定 千円10,273,144

預入期間が３ヶ月を超える定 

期預金 
 △21,463千円

有価証券 千円4,069,847

現金及び現金同等物 千円14,321,529

現金及び預金勘定 14,232,379千円

預入期間が３ヶ月を超える定 

期預金 
△10,676千円

有価証券 －千円

現金及び現金同等物 14,221,703千円
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 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。 

（開示の省略）

株式会社ツルハホールディングス　（3391）　平成21年5月期　決算短信

- 33 -



  前連結会計年度（自 平成19年５月16日 至 平成20年５月15日）および当連結会計年度（自 平成20年５月

16日 至 平成21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。 

 前連結会計年度（自 平成19年５月16日 至 平成20年５月15日）および当連結会計年度（自 平成20年５月

16日 至 平成21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。 

 前連結会計年度（自 平成19年５月16日 至 平成20年５月15日）および当連結会計年度（自 平成20年５月

16日 至 平成21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。 

 （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。 

（セグメント情報）

ａ．事業の種類別セグメント情報

ｂ．所在地別セグメント情報

ｃ．海外売上高

（１株当たり情報）

前連結会計年度 
（自 平成19年５月16日 至 平成20年５月15日） 

当連結会計年度 
（自 平成20年５月16日 至 平成21年５月15日） 

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

１株当たり純資産額     2,833円08銭

１株当たり当期純利益金額    255円15銭

潜在株式調整後１株当たり当期純

利益金額 
   254円97銭

  
前連結会計年度

（自 平成19年５月16日 
至 平成20年５月15日） 

当連結会計年度
（自 平成20年５月16日 
至 平成21年５月15日） 

１株当たり当期純利益金額            

当期純利益（千円）  6,256,002  6,045,896

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）  6,256,002  6,045,896

期中平均株式数（株）  23,651,950  23,695,319

             

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）  48,102  16,722

（うち新株予約権）  (48,102)  (16,722)

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

1,171個） 

新株予約権２種類（新株予約権の数

3,781個） 
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（１）仕入実績 

  

（２）売上実績 

（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。 

    ２．前連結会計年度における手数料収入は、僅少であったため、商品その他に含めておりましたが、当連結会計年

度より、金額的重要性が増したため、区分掲記することとしました。 

５．生産、受注及び販売の状況

  （単位：千円）

品目 

前連結会計年度
（自 平成19年５月16日 
至 平成20年５月15日）

当連結会計年度
（自 平成20年５月16日 
至 平成21年５月15日）

金額 構成比 金額 構成比

商 

品 

    ％   ％ 

医薬品  34,550,267  20.3  36,761,218  19.8

化粧品  39,114,131  23.0  38,682,445  20.8

雑貨  53,679,338  31.6  60,922,288  32.8

育児用品  9,890,264  5.8  10,965,649  5.9

その他  32,155,536  18.9  37,847,363  20.4

  小計  169,389,537  99.6  185,178,965  99.7

フランチャイズ店  638,473  0.4  531,972  0.3

不動産賃貸料原価  40,351  0.0  41,681  0.0

合計  170,068,363  100.0  185,752,619  100.0

  （単位：千円）

品目 

前連結会計年度
（自 平成19年５月16日 
至 平成20年５月15日） 

当連結会計年度
（自 平成20年５月16日 
至 平成21年５月15日）  

金額 構成比 金額 構成比

商 

品 

    ％   ％ 

医薬品  57,615,222  25.3  62,262,827  24.7

化粧品  50,573,216  22.2  52,252,982  20.7

雑貨  66,863,359  29.4  75,609,669  30.0

育児用品  10,950,559  4.8  12,060,118  4.8

その他  41,014,393  18.0  48,530,134  19.3

  小計  227,006,751  99.7  250,715,731  99.5

フランチャイズ店への 

卸売上高 
 670,397  0.3  558,573  0.2

不動産賃貸料       110,174  0.0  148,628  0.1

手数料収入      － －  440,638  0.2

合計  227,787,323  100.0  251,863,571  100.0

株式会社ツルハホールディングス　（3391）　平成21年5月期　決算短信

- 35 -



５．個別財務諸表 
（１）貸借対照表 

（単位：千円）

前事業年度 
(平成20年５月15日) 

当事業年度 
(平成21年５月15日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 2,985,314 4,481,421

売掛金 48,954 99,777

有価証券 4,047,464  

繰延税金資産 30,447 28,891

関係会社短期貸付金 1,559,719 1,460,623

その他 240,877 253,096

流動資産合計 8,912,776 6,323,809

固定資産   

有形固定資産   

建設仮勘定 － 3,500

有形固定資産合計 － 3,500

無形固定資産   

電話加入権 41 41

無形固定資産合計 41 41

投資その他の資産   

投資有価証券 100,000 100,000

関係会社株式 38,873,233 41,096,237

関係会社長期貸付金 1,731,267 2,873,891

その他 － 16,215

投資その他の資産合計 40,704,500 44,086,344

固定資産合計 40,704,541 44,089,885

資産合計 49,617,318 50,413,694

負債の部   

流動負債   

未払金 58,511 65,048

未払費用 386 524

未払法人税等 55,667 41,801

預り金 246 447

前受収益 3,396 7,380

賞与引当金 36,878 38,110

役員賞与引当金 70,762 82,159

その他 14,734 22,859

流動負債合計 240,583 258,332

固定負債   

その他 9,585 8,585

固定負債合計 9,585 8,585

負債合計 250,168 266,917
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（単位：千円）

前事業年度 
(平成20年５月15日) 

当事業年度 
(平成21年５月15日) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 6,572,178 6,627,160

資本剰余金   

資本準備金 39,855,878 39,910,823

資本剰余金合計 39,855,878 39,910,823

利益剰余金   

利益準備金 15,020 15,020

その他利益剰余金   

別途積立金 861,695 861,695

繰越利益剰余金 1,969,299 2,507,070

利益剰余金合計 2,846,016 3,383,786

自己株式 △7,105 △8,726

株主資本合計 49,266,968 49,913,044

新株予約権 100,181 233,732

純資産合計 49,367,150 50,146,776

負債純資産合計 49,617,318 50,413,694
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（２）損益計算書 

（単位：千円）

前事業年度 
(自 平成19年５月16日 
 至 平成20年５月15日) 

当事業年度 
(自 平成20年５月16日 
 至 平成21年５月15日) 

営業収入   

手数料収入 1,282,453 1,351,294

受取配当金 1,721,310 1,912,567

営業収入合計 3,003,763 3,263,861

営業費用   

役員報酬 138,578 137,020

従業員給与及び手当 242,234 385,358

賞与引当金繰入額 36,878 38,110

役員賞与引当金繰入額 70,762 82,159

役員退職慰労引当金繰入額 770  

福利厚生費 68,933 72,062

地代家賃 27,960 28,764

支払手数料 285,696 221,003

その他 272,470 242,477

営業費用合計 1,144,284 1,206,955

営業利益 1,859,479 2,056,906

営業外収益   

受取利息 67,175 83,202

有価証券利息 20,328 13,012

その他 7,457 5,251

営業外収益合計 94,961 101,466

経常利益 1,954,440 2,158,372

税引前当期純利益 1,954,440 2,158,372

法人税、住民税及び事業税 168,373 198,004

法人税等調整額 △3,462 1,555

法人税等合計 164,911 199,560

当期純利益 1,789,529 1,958,811
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（３）株主資本等変動計算書 

（単位：千円）

前事業年度 
(自 平成19年５月16日 
 至 平成20年５月15日) 

当事業年度 
(自 平成20年５月16日 
 至 平成21年５月15日) 

株主資本   

資本金   

前期末残高 6,512,738 6,572,178

当期変動額   

新株の発行 59,440 54,982

当期変動額合計 59,440 54,982

当期末残高 6,572,178 6,627,160

資本剰余金   

資本準備金   

前期末残高 32,351,259 39,855,878

当期変動額   

新株の発行 59,400 54,945

株式交換による変動額 ※  7,445,219  

当期変動額合計 7,504,619 54,945

当期末残高 39,855,878 39,910,823

資本剰余金合計   

前期末残高 32,351,259 39,855,878

当期変動額   

新株の発行 59,400 54,945

株式交換による変動額 7,445,219  

当期変動額合計 7,504,619 54,945

当期末残高 39,855,878 39,910,823

利益剰余金   

利益準備金   

前期末残高 15,020 15,020

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 15,020 15,020

その他利益剰余金   

別途積立金   

前期末残高 861,695 861,695

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 861,695 861,695

繰越利益剰余金   

前期末残高 1,275,427 1,969,299

当期変動額   

剰余金の配当 △1,095,657 △1,421,040

当期純利益 1,789,529 1,958,811

当期変動額合計 693,872 537,770
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（単位：千円）

前事業年度 
(自 平成19年５月16日 
 至 平成20年５月15日) 

当事業年度 
(自 平成20年５月16日 
 至 平成21年５月15日) 

当期末残高 1,969,299 2,507,070

利益剰余金合計   

前期末残高 2,152,143 2,846,016

当期変動額   

剰余金の配当 △1,095,657 △1,421,040

当期純利益 1,789,529 1,958,811

当期変動額合計 693,872 537,770

当期末残高 2,846,016 3,383,786

自己株式   

前期末残高 △1,332 △7,105

当期変動額   

自己株式の取得 △5,772 △1,621

当期変動額合計 △5,772 △1,621

当期末残高 △7,105 △8,726

株主資本合計   

前期末残高 41,014,809 49,266,968

当期変動額   

新株の発行 118,840 109,927

剰余金の配当 △1,095,657 △1,421,040

当期純利益 1,789,529 1,958,811

自己株式の取得 △5,772 △1,621

株式交換による変動額 7,445,219  

当期変動額合計 8,252,158 646,076

当期末残高 49,266,968 49,913,044

新株予約権   

前期末残高 36,909 100,181

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 63,272 133,550

当期変動額合計 63,272 133,550

当期末残高 100,181 233,732
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（単位：千円）

前事業年度 
(自 平成19年５月16日 
 至 平成20年５月15日) 

当事業年度 
(自 平成20年５月16日 
 至 平成21年５月15日) 

純資産合計   

前期末残高 41,051,718 49,367,150

当期変動額   

新株の発行 118,840 109,927

剰余金の配当 △1,095,657 △1,421,040

当期純利益 1,789,529 1,958,811

自己株式の取得 △5,772 △1,621

株式交換による変動額 7,445,219  

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 63,272 133,550

当期変動額合計 8,315,431 779,626

当期末残高 49,367,150 50,146,776

株式会社ツルハホールディングス　（3391）　平成21年5月期　決算短信

- 41 -



(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。 

株主資本等変動計算書の欄外注記
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 該当事項はありません。 

   

(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 

 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

７．その他
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