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1.  21年5月期の連結業績（平成20年6月1日～平成21年5月31日） 

（注）当社は、当連結会計年度より連結財務諸表を作成しているため、20年５月期の数値並びに対前期増減率は記載しておりません。 

(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 139,932 ― 8,175 ― 8,396 ― 4,510 ―

20年5月期 ― ― ― ― ― ― ― ―

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 203.03 ― 18.6 16.8 5.9
20年5月期 ― ― ― ― ―

（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 53,560 26,184 48.9 1,175.61
20年5月期 ― ― ― ―

（参考） 自己資本  21年5月期  26,184百万円 20年5月期  ―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 6,013 △4,183 △768 12,317
20年5月期 ― ― ― ―

2.  配当の状況 

（注）21年５月期の配当原資には、資本剰余金が含まれています。詳細は、３ページ「資本剰余金を配当原資とする配当金の内訳」をご覧ください。 

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 ― ― ― ― ― ― ― ―

21年5月期 ― ― ― 40.00 40.00 890 19.7 3.7

22年5月期 
（予想）

― 0.00 ― 45.00 45.00 21.4

3.  22年5月期の連結業績予想（平成21年6月1日～平成22年5月31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

73,900 ― 4,200 ― 4,400 ― 2,000 ― 89.79

通期 148,400 6.1 8,620 5.4 8,950 6.6 4,570 1.3 205.18
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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）  有  

（注）詳細は、６ページ「企業集団の状況」をご覧ください。 

(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） 

（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、37ページ「１株当たり情報」をご覧ください。 

新規 2社 （社名
（株）クリエイトエス・ディー、ウェルラ
イフ（株）

） 除外 ―社 （社名 ）

① 会計基準等の改正に伴う変更 無

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 22,273,114株 20年5月期 22,194,228株

② 期末自己株式数 21年5月期 ―株 20年5月期 124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6月1日～平成21年5月31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 ― ― ― ― ― ― ― ―

20年5月期 ― ― ― ― ― ― ― ―

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 ― ―

20年5月期 ― ―

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 ― ― ― ―

20年5月期 ― ― ― ―

（参考） 自己資本 21年5月期  ―百万円 20年5月期  ―百万円
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当社の個別業績は、連結業績と始期が異なるため、別途下記に記載いたします。 

(参考) 個別業績の概要 

1.平成 21 年５月期の個別業績（平成 20 年 12 月１日～平成 21 年５月 31 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 ％

21 年５月期 183 ─ 68 ─ 68 ─ 28 ─ 
20 年 11 月期 140 ─ 108 ─ 105 ─ 90 ─ 
 

 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 2 13  ─ 
20 年 11 月期 20 70  ─ 

（注）20 年 11 月期、21 年５月期とも変則決算のため、対前期比較は行っておりません。 

 
(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

21 年５月期 25,967 25,125 96.8 1,128 05 
20 年 11 月期 8,190 5,044 61.6 1,148 14  
(参考) 自己資本 21 年５月期 25,125 百万円 20 年５月期 5,044 百万円

 

2.平成 22 年５月期の個別業績予想（平成 21 年６月１日～平成 22 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 2,590 ─ 2,376 ─ 2,373 ─ 1,813 ─ 81 40 
通 期 2,961 ─ 2,534 ─ 2,527 ─ 1,899 ─ 85 26 

（注）21 年５月期は決算期変更に伴い６ヶ月の変則決算となりましたので、対前期比較は行っ
ておりません。 

 
 ※ 業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
１．当連結会計年度（平成 20 年６月１日から平成 21 年５月 31 日まで）の連結財務諸表は、完全子会社と
なった株式会社クリエイトエス・ディーの財務諸表を引継いで作成しております。  
２．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
意事項につきましては、添付資料を参照してください。 

 
 
 
資本剰余金を配当原資とする配当金の内訳 

 21 年５月期の配当のうち、資本剰余金を配当原資とする配当金の内訳は以下のとおりです。 

基準日 期末 年間 

１株当り配当金 40 円 00 銭 40 円 00 銭 

配当金総額 890 百万円 890 百万円 

（注）純資産減少割合 0.036 
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①経営成績 

当連結会計年度におけるわが国経済は、エネルギー・原材料価格の高騰に加えて、米国発の金融市場

の混乱の影響が実体経済にも波及するところとなり、企業業績は輸出企業を中心に急速に後退感が強く

なりました。個人消費につきましては、諸物価の値上がり、雇用不安及び年金問題に係る将来不安など

により停滞感を強めております。また、年度後半には、新型インフルエンザの流行が懸念され日常生活

にも少なからぬ影響を及ぼしてまいりました。  

当業界におきましては、事業規模拡大の動きが依然として続いていることに加えて、薬事法の改正に

より他業態からの医薬品販売への参入が予想されるなど厳しい環境が続いております。  

このような状況の中、当社は今後の事業展開を迅速に行うために平成21年3月１日付で株式交換によ

り株式会社クリエイトエス・ディーを完全子会社化する経営統合を行いました。更に、平成21年４月３

日付で有料老人ホームの運営・管理を行っているウェルライフ株式会社の全株式を取得し、完全子会社

といたしました。 

当連結会計年度の事業活動は、ドラッグストア事業部門では、「地域に密着したドラッグストア」の

実現に向けて、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」、管理栄養士による「ママとベビーの栄養相談

会」の実施店舗をそれぞれ拡大してまいりました。 

商品面では、「品質と価値をご提供」するためにプライベートブランド商品の開発、販売に継続して

取り組むとともに日ごろのご愛顧に感謝の意をこめて、暮らしに欠かせない約600品目の商品を期間限

定で大幅値下げ価格で提供する「家計応援セール」を実施してまいりました。 

また、調剤薬局事業部門では、老人ホーム等の介護施設に処方箋に基づいたお薬をお届けする「訪問

服薬事業」を10箇所の施設との提携により実施しております。 

社会・環境活動では、従来の「世界の子どもにワクチンを」運動に加えて、レジ袋の使用を抑制し、

排出ＣＯ２を軽減するために、お買い物袋ご持参運動を全店で展開してまいりました。 

新規出店につきましては、ドラッグストア事業部門では32店舗、調剤薬局事業部門では、ドラッグス

トアへの併設の形で７店舗を開設いたしました。また、経営効率化の観点から併設調剤薬局を１店舗閉

鎖いたしました。  

以上により、当連結会計年度末の店舗数は直営ドラッグストア289店舗（うち調剤薬局併設25店

舗）、ＦＣドラッグストア２店舗（うち調剤薬局併設1店舗）、直営調剤専門薬局９店舗の合計300店舗

となりました。また、老人ホーム・介護事業では老人ホーム２事業所、デイケアセンター１事業所とな

っております。 

なお、上記の株式会社クリエイトエス・ディーとの株式交換は、企業結合会計基準上は逆取得に該当

するため、当連結会計年度の経営成績は株式会社クリエイトエス・ディーの通期（平成20年６月1日か

ら平成21年５月31日まで）の経営成績に当社の本株式交換効力発生日以降（平成21年３月1日から平成

21年５月31日まで）の経営成績が反映されております。 

また、ウェルライフ株式会社の株式取得に関しましては、みなし取得日を同社の決算期末日でありま

す平成21年３月31日としておりますので、当連結会計年度におきましては、同社の平成21年３月31日現

在の貸借対照表のみを連結しております。 

これらの結果、当連結会計年度の売上高は139,932百万円、営業利益は8,175百万円、経常利益は

8,396百万円、当期純利益は4,510百万円となりました。（参考：売上高、営業利益、経常利益、当期純

1. 経営成績

(1) 経営成績に関する分析
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利益はいずれも株式会社クリエイトエス・ディーの業績を含め過去 高となりました。） 

  

②次期の見通し 

国内経済は、昨年来からの需要の急減に伴う在庫調整が進み、一部では緩やかながら回復軌道をたど

っているものと期待されております。個人消費につきましては、依然として雇用不安、所得の伸び悩み

が解消される見込がたたないことから低水準で推移するものと見られております。 

当業界におきましては、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による他業態からの参入が予想され、より

一層の厳しい環境となることが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に「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。更に調剤薬局部門での訪問服薬事業の拡大をはかり、競争力の強化と収益性の向上を図って

まいります。 

以上により、平成22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22年５月期の業績予想（平成21年６月１日～平成22年５月31日） 

 
（参考）１株当り予想当期純利益 205円18銭 予想期中平均株式数 22,273,114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。実際の実績は、様々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。 

  

売上高 営業利益 経常利益 当期純利益

通期
百万円 百万円 百万円 百万円

148,400 8,620 8,950 4,570
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①資産、負債及び純資産の状況 

当連結会計年度末における資産合計は53,560百万円となり、株式会社クリエイトエス・ディーの前事

業年度に比べて7,398百万円増加いたしました。主な要因は、商品が1,049百万円、新店及び出店準備物

件の増加等に伴い固定資産が3,696百万円増加したことなどによるものです。 

当連結会計年度末における負債合計は27,376百万円となり、株式会社クリエイトエス・ディーの前事

業年度に比べて3,604百万円増加いたしました。主な要因は、買掛金が1,652百万円、未払費用が165百

万円増加、未払金が156百万円減少したことなどによるものです。 

当連結会計年度における純資産は26,184百万円となり、株式会社クリエイトエス・ディーの前事業年

度末に比べて3,793百万円増加いたしました。主な要因は、配当金710百万円による減少、当期純利益

4,510百万円を計上したことなどによるものです。 

  

②キャッシュ・フローの状況 

当連結会計年度における現金及び同等物（以下「資金」という。）は12,317百万円となり、株式会社

クリエイトエス・ディーの前事業年度末に比べて1,061百万円増加しました。 

当連結会計年度における各キャッシュ・フローの状況は次のとおりであります。 

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

営業活動の結果得られた資金は6,013百万円となりました。収入の主な内訳は、税金等調整前当期純

利益7,956百万円、減価償却費1,862百万円であり、支出の主な内訳は法人税等の支払額が3,909百万円

増加したことなどによるものです。 

（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4,183百万円となりました。これは主に出店に伴う有形固定資産の取

得による支出2,808百万円及び建設協力金の貸付けによる支出817百万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768百万円となりました。これは長期借入金の返済51百万円、配当金

の支払710百万円の結果であります。 

  

(参考) キャッシュ・フロー関連指標の推移 

 
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・ガバレッジ・レシオ：キャッシュ・フロー／利払い 

※平成20年５月期までは株式会社クリエイトエス・ディー単体ベースの財務数値により計算しておりま

す。 

※株式時価総額は、期末株価終値×期末発行済株式数により算出しております。 

(2) 財政状態に関する分析

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 平成21年５月期

自己資本比率 44.9 46.3 46.2 48.5 48.9

時価ベースの自己資本比率
（％）

109.8 118.6 118.1 108.2 67.4

キャッシュ・フロー対有利子 
負債比率（年）

0.1 0.1 0.0 0.0 0.1

インタレスト・カバレッジ・ 
レシオ（倍）

299.4 355.0 690.6 772.2 1,144.0
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※平成21年５月期におけるキャッシュ・フローは連結キャッシュ・フロー計算書の営業活動によるキャ

ッシュ・フローを使用しております。平成21年５月期における有利子負債は、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おります。また、利払いについて

は、連結キャッシュ・フロー計算書の利息の支払額を使用しております。 
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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、連結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。 

当連結会計年度におきましては、上記配当方針に従い平成21年８月21日開催予定の定時株主総会にお

いて、当連結会計年度末現在の株式１株当たり普通配当40円とすることを付議する予定であります。 

また、次期の配当につきましては、１株当たり年間45円を予定しております。 

  

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

①法的規制について 

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

許可・免許・登録等が必要です。将来、何らかの理由により許可・免許・登録等の取消し等があった場

合には、当社の主要な事業活動に支障をきたすとともに、当社の業績に重大な影響を与える可能性があ

ります。 

  

②医薬品販売の規制緩和 

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

売できる「医薬部外品」への移行を進めております。今後とも医薬品販売の規制緩和の動きは続くもの

と予想されますので、その内容の如何によっては、当社の業績に大きな影響を与えるおそれがありま

す。 

  

③出店政策について 

当社は平成21年５月31日現在、ドラッグストア289店舗（うち調剤薬局併設25店舗）、ＦＣドラッグ

ストア２店舗（うち調剤薬局併設1店舗）、直営調剤専門薬局９店舗の合計300店舗を運営しておりま

す。 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。 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。 

 
（注）売上高には消費税等は含まれておりません。 

(3）利益配分に関する基本方針及び当期・次期の配当

(4) 事業等のリスク

（単位：百万円）

期別 
平成17年５月 平成18年５月 平成19年５月 平成20年５月 平成21年５月

 項目

 売上高 94,539 103,285 113,647 127,817 139,932 

 営業利益 4,321 4,653 6,729 7,732 8,175

 経常利益 4,356 4,704 6,813 7,860 8,396

 当期純利益 2,279 2,486 3,679 4,260 4,510

 期末店舗数 179店 198店 229店 268店 300店
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④調剤業務について 

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

薬剤師の調剤に対する知識の充実について、積極的に取り組んでおります。また、調剤ミスを防止すべ

く「過誤防止マニュアル」にもとづき  

(イ)「劇薬」「毒薬」「麻薬」「向精神薬」は区分して保管する。  

＊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。  

(ロ)「内用薬」「外用薬」は区分して保管する。  

(ハ)医薬品棚には併用してはいけないもの、ある疾患に対して服用してはいけないもの、長期投与不可

のもの等をシールにて分かるように表示する。  

(ニ)調剤ミス防止10カ条を作成し、薬剤師が毎日唱和・確認する。  

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

責任保険」に加入しております。  

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

す。 

  

⑤薬剤師、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

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

す。  

 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。 

  

⑥パートタイマー従業員の社会保険適用について 

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

用基準を拡大し、「勤務時間が週の所定時間20時間以上」のパートタイマーに社会保険への加入を義務

付けることを検討していると報じられております。  

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

う事業主負担が増大するおそれがあります。  

 当社といたしましては、法改正がなされた場合には業績への影響を避けるため、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21年5月31日現在、当社パートタイマー従業員3,183名のうち社会保険未適用者数は2,979

名であります。 

  

⑦個人情報の取扱いについて 

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

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

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

教育を継続的に実施いたしております。  
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 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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当社グループは当社（株式会社クリエイトＳＤホールディングス）及び子会社４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

り株式会社クリエイトエス・ディーが担当しております。  

製造企画、販売業 ：株式会社クリエイトエス・ディー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。 
 

2. 企業集団の状況
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当社グループの経営理念は、「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 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。  

 当社グループでは、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。 

  

当社グループは、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、連結自

己資本利益率15％以上、連結総資産経常利益率15％以上を当面の主たる経営指標としております。 

 当連結会計年度は、連結自己資本利益率18.6％、連結総資産経常利益率16.8％となりました。  

  

①出店戦略  

 当社グループは、首都圏、静岡県、群馬県及び茨城県を主要な出店エリア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を含めて毎年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高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  

3. 経営方針

(1) 会社の経営の基本方針

(2) 目標とする経営指標

(3) 中長期的な会社の経営戦略
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 ヘ．健康相談会、ママとベビーの栄養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。  

  

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、薬事法改正により本年６月より登録販売者制度が施行され、副作用リスクの小さい商品の販売

については、新たに設けられた登録販売者でも販売が可能となり、他業態を含めた競合の時代を迎えて

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となり、薬剤師の採用が困難になると予想されております。  

 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目指して、出店等による業容の拡大を続けてまいります。  

 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、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に努めてまいります。  

 調剤薬局部門では、高齢化社会への対応の一環として進めております外部医療機関、介護施設等と提

携による訪問服薬事業の展開を更に拡大し、調剤薬局の競争力及び収益性の向上に努めてまいります。 

 また、本年4月に完全子会社化しました有料老人ホーム事業とドラッグストア、調剤薬局事業との連

携を図り、グループシナジーの実現に向けて取り組んでまいります。 

  

(4) 会社の対処すべき課題
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4.【連結財務諸表】

(1)【連結財務諸表】 

(単位：百万円) 

当連結会計年度 
(平成21年５月31日) 

資産の部 

流動資産 

現金及び預金 ※2 7,067 

売掛金 1,964 

有価証券 5,500 

商品 12,833 

貯蔵品 117 

繰延税金資産 779 

その他 2,392 

流動資産合計 30,654 

固定資産 

有形固定資産 

建物及び構築物 ※2 9,005 

減価償却累計額 △3,754 

建物及び構築物（純額） 5,250 

車両運搬具 9 

減価償却累計額 △8 

車両運搬具（純額） 0 

土地 ※2 1,990 

その他 5,372 

減価償却累計額 △3,110 

その他（純額） 2,261 

有形固定資産合計 9,503 

無形固定資産 

のれん 84 

その他 261 

無形固定資産合計 346 

投資その他の資産 

投資有価証券 ※1, ※2 130 

長期貸付金 5,135 

繰延税金資産 571 

敷金及び保証金 5,225 

その他 ※2 2,056 

貸倒引当金 △63 

投資その他の資産合計 13,056 

固定資産合計 22,906 

資産合計 53,560 
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(単位：百万円) 

当連結会計年度 
(平成21年５月31日) 

負債の部 

流動負債 

買掛金 18,514 

短期借入金 ※2 250 

1年内返済予定の長期借入金 ※2 96 

未払法人税等 1,925 

賞与引当金 113 

役員賞与引当金 102 

ポイント引当金 500 

店舗閉鎖損失引当金 148 

その他 3,160 

流動負債合計 24,811 

固定負債 

長期借入金 ※2 441 

退職給付引当金 720 

役員退職慰労引当金 83 

負ののれん 390 

その他 927 

固定負債合計 2,564 

負債合計 27,376 

純資産の部 

株主資本 

資本金 1,000 

資本剰余金 1,825 

利益剰余金 23,360 

株主資本合計 26,185 

評価・換算差額等 

その他有価証券評価差額金 △1 

評価・換算差額等合計 △1 

純資産合計 26,184 

負債純資産合計 53,560 
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②【連結損益計算書】 

(単位：百万円) 

当連結会計年度 
(自 平成20年12月1日 
至 平成21年５月31日) 

売上高 139,932 

売上原価 ※1, ※2 102,662 

売上総利益 37,269 

販売費及び一般管理費 

ポイント引当金繰入額 500 

給料及び手当 10,320 

賞与引当金繰入額 100 

役員賞与引当金繰入額 102 

退職給付費用 140 

減価償却費 1,862 

地代家賃 5,835 

その他 10,232 

販売費及び一般管理費合計 29,094 

営業利益 8,175 

営業外収益 

受取利息 124 

受取配当金 1 

固定資産受贈益 39 

負ののれん償却額 6 

その他 73 

営業外収益合計 245 

営業外費用 

支払利息 5 

貸倒引当金繰入額 9 

株式交付費 7 

その他 2 

営業外費用合計 24 

経常利益 8,396 

特別利益 

投資有価証券売却益 0 

特別利益合計 0 

特別損失 

たな卸資産評価損 270 

減損損失 ※4 19 

店舗閉鎖損失引当金繰入額 148 

その他 ※3 1 

特別損失合計 440 

税金等調整前当期純利益 7,956 

法人税、住民税及び事業税 3,647 

法人税等調整額 △200 
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(単位：百万円) 

当連結会計年度 
(自 平成20年12月1日 
至 平成21年５月31日) 

法人税等合計 3,446 

当期純利益 4,510 
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③【連結株主資本等変動計算書】 

(単位：百万円) 

当連結会計年度 
(自 平成20年12月1日 
至 平成21年５月31日) 

株主資本 

資本金 

前期末残高 1,305 

当期変動額 

株式交換による増加 △305 

当期変動額合計 △305 

当期末残高 1,000 

資本剰余金 

前期末残高 1,519 

当期変動額 

株式交換による増加 305 

当期変動額合計 305 

当期末残高 1,825 

利益剰余金 

前期末残高 19,560 

当期変動額 

剰余金の配当 △710 

当期純利益 4,510 

自己株式の消却 △0 

当期変動額合計 3,799 

当期末残高 23,360 

自己株式 

前期末残高 0 

当期変動額 

自己株式の取得 △0 

自己株式の消却 0 

当期変動額合計 0 

当期末残高 0 

株主資本合計 

前期末残高 22,386 

当期変動額 

株式交換による増加 － 

剰余金の配当 △710 

当期純利益 4,510 

自己株式の取得 △0 

自己株式の消却 － 

当期変動額合計 3,799 

当期末残高 26,185 
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(単位：百万円) 

当連結会計年度 
(自 平成20年12月1日 
至 平成21年５月31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 4 

当期変動額 

株主資本以外の項目の当期変動額（純
額） 

△6 

当期変動額合計 △6 

当期末残高 △1 

評価・換算差額等合計 

前期末残高 4 

当期変動額 

株主資本以外の項目の当期変動額（純
額） 

△6 

当期変動額合計 △6 

当期末残高 △1 

純資産合計 

前期末残高 22,390 

当期変動額 

株式交換による増加 － 

剰余金の配当 △710 

当期純利益 4,510 

自己株式の取得 △0 

自己株式の消却 － 

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △6 

当期変動額合計 3,793 

当期末残高 26,184 
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④【連結キャッシュ・フロー計算書】 

(単位：百万円) 

当連結会計年度 
(自 平成20年12月1日 
至 平成21年５月31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 7,956 

減価償却費 1,862 

減損損失 19 

負ののれん償却額 △6 

貸倒引当金の増減額（△は減少） 9 

賞与引当金の増減額（△は減少） 21 

ポイント引当金の増減額（△は減少） 120 

店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） 148 

退職給付引当金の増減額（△は減少） 118 

受取利息及び受取配当金 △126 

支払利息 5 

売上債権の増減額（△は増加） △559 

たな卸資産の増減額（△は増加） △1,064 

未収入金の増減額（△は増加） △444 

仕入債務の増減額（△は減少） 1,652 

未払金の増減額（△は減少） △16 

未払費用の増減額（△は減少） 161 

未払消費税等の増減額（△は減少） 55 

その他 △28 

小計 9,886 

利息及び配当金の受取額 40 

利息の支払額 △5 

法人税等の支払額 △3,909 

営業活動によるキャッシュ・フロー 6,013 

投資活動によるキャッシュ・フロー 

有形固定資産の取得による支出 △2,808 

無形固定資産の取得による支出 △69 

長期貸付けによる支出 △817 

長期貸付金の回収による収入 447 

長期前払費用の取得による支出 △247 

建設協力金の回収による収入 128 

敷金及び保証金の差入による支出 △98 

敷金及び保証金の回収による収入 0 

出店仮勘定による支出 △512 

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得によ
る支出 

※2 △343 

株式交換による関係会社資金の受入 130 

その他 9 

投資活動によるキャッシュ・フロー △4,183 
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(単位：百万円) 

当連結会計年度 
(自 平成20年12月1日 
至 平成21年５月31日) 

財務活動によるキャッシュ・フロー 

長期借入金の返済による支出 △51 

配当金の支払額 △710 

その他 △7 

財務活動によるキャッシュ・フロー △768 

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 1,061 

現金及び現金同等物の期首残高 11,255 

現金及び現金同等物の期末残高 ※1 12,317 
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該当事項はありません。 

(5)【継続企業の前提に関する注記】
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(6)【連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項】

項目
当連結会計年度

(自 平成20年６月１日
至 平成21年５月31日)

１．連結の範囲に関する事項 (1) 連結子会社の数２社 

 連結子会社の名称 

 ㈱クリエイトエス・ディー  

 ウェルライフ㈱ 

 ㈱クリエイトエス・ディーは平成20年７月23日

に締結した当社との株式交換契約に基づき、平成

21年３月１日を効力発生日として株式交換を行

い、同社は当社の完全子会社となりました。

 ウェルライフ㈱は、当連結会計年度において株

式を取得したことにより、新たに連結の範囲に含

めております。

(2) 非連結子会社の名称

 ㈱エスタ

 ㈱クリエイトビギン

（連結の範囲から除いた理由）

 非連結子会社は、いずれも小規模であり、合計

の総資産、売上高、当期純損益（持分に見合う

額）及び利益剰余金（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．持分法の適用に関する事項  持分法を適用しない非連結子会社の名称

 ㈱エスタ

 ㈱クリエイトビギン

（持分法を適用しない理由）

 持分法を適用しない非連結子会社は小規模であ

り、当期純損益（持分に見合う額）及び利益剰余

金（持分に見合う額）等からみて、持分の対象か

ら除いても連結財務諸表に及ぼす影響が軽微であ

り、かつ、全体としても重要性がないため持分法

の適用範囲から除いております。

３．連結子会社の事業年度等に関する事

項

 連結子会社のうちウェルライフ㈱の決算日は

３月31日であります。  

 連結財務諸表の作成にあたっては、同決算日

現在の財務諸表を使用しております。なお、同

決算日から連結決算日との間に生じた重要な取

引はありません。 
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項目

当連結会計年度 

(自 平成20年６月１日 

至 平成21年５月31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

 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

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)たな卸資産

①商品 

 主として売価還元平均原価法（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。  

②貯蔵品 

 終仕入原価法による原価法 

 (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（リース資産を除く） 

建物（建物附属設備を除く）  

 定率法  

 ただし、平成10年４月１日以降に取得した建

物（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

(2)無形固定資産  

  定額法  

  ソフトウエア（自社利用）については、社内

における利用可能期間（５年）に基づく定額法

(3)長期前払費用  

   定額法 

 (3) 重要な繰延資産の処理方法 (1)株式交付費

 支出時に全額費用として処理しております。
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項目

当連結会計年度 

(自 平成20年６月１日 

至 平成21年５月31日)

 (4) 重要な引当金の計上基準 (1)貸倒引当金

 一部の連結子会社は、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。

(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

の当連結会計年度負担額を計上しております。

(3)役員賞与引当金

 当社及び一部の連結子会社は、役員に対する

賞与の支給に備えるため、当連結会計年度にお

ける支給見込額に基づき計上しております。

(4)ポイント引当金

 一部の連結子会社は、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。

(5)店舗閉鎖損失引当金 

 一部の連結子会社は、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。

(6)退職給付引当金 

 一部の連結子会社は、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

翌連結会計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 

 一部の連結子会社は、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。

 (5) その他連結財務諸表作成のための

重要な事項

消費税の会計処理
税抜方式によっております。
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項目
当連結会計年度

(自 平成20年６月１日
至 平成21年５月31日)

５ 連結子会社の資産及び負債の評価に関

する事項

 全面時価評価法によっております。

６ のれん及び負ののれんの償却に関する

事項

 のれん及び負ののれんの償却については、５

年間の定額法により償却を行っております。

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現金及び容易

に換金可能であり、かつ、価値の変動について

僅少なリスクしか負わない取得日から３ヶ月以

内に償還期限の到来する短期投資からなってお

ります。
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関連当事者との取引、税効果会計、金融商品、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

ます。 

  

 
  

(7)【連結財務諸表に関する注記事項】

(開示の省略)

(連結貸借対照表関係)

当連結会計年度
(平成21年５月31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（株式） 70百万円

※２ 担保に供している資産

定期預金 250百万円

建物及び構築物 143百万円

土地 222百万円

投資有価証券 16百万円

敷金・保証金返還請求権 1,217百万円

1,848百万円

 上記資産は、短期借入金250百万円、１年内返済予定長期借入金42百万円、長期借入金350百

万円の担保に供しております。
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(連結損益計算書関係)

当連結会計年度
(自 平成20年６月１日
至 平成21年５月31日)

 

※１．他勘定振替高は販売費及び一般管理費及びたな卸資産評価損への振替であります。 

※２．期末たな卸高は収益性の低下に伴う簿価切り下げ後の金額であり、次のたな卸資産評

価額が売上原価に含まれております。  

             160百万円

※３．固定資産除却損の内訳は、次のとおりであります。  

   工具器具備品       0百万円   

      計          0百万円 

※４．減損損失  

 当連結会計年度において、当社グループは以下の資産グループについて減損損失を計上い

たしました。

場所 用途 種類
減損損失

（百万円）

静岡県 店舗用資産 建物等 1

神奈川県 店舗用資産 建物等 7

千葉県 店舗用資産 建物等 10

合計 19

 当社グループは、キャッシュ・フローを生み出す 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。  

 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容は以下のとおりです。

勘定科目 金額（百万円）

 建物 4

 構築物 0

 工具器具備品 9

 リース資産 5

合 計 19
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当連結会計年度（自 平成20年６月１日 至 平成21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 

 
（注）１ 普通株式の発行済株式の株式数の増加は、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は、単元未満株式の買取りによるものであります。 

   ３ 普通株式の発行済株式及び自己株式の株式数の減少は、自己株式の消却によるものであります。 

  

２．新株予約権及び自己新株予約権に関する事項 

 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 

 
（注）上記の支払額は株式会社クリエイトエス・ディーの定時株主総会において決議された金額を記載しておりま

す。 

  

(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)

前期末株式数
当連結会計年度
増加株式数

当連結会計年度
減少株式数

当連結会計年度末
株式数

発行済株式

 普通株式 22,194,228株 79,070株 184株 22,273,114株

合計 22,194,228株 79,070株 184株 22,273,114株

自己株式

 普通株式 124株 60株 184株 ─

合計 124株 60株 184株 ─

決議 株式の種類 配当金の総額
１株当たり

基準日 効力発生日
配当額

平成20年８月22日
定時株主総会

普通株式 710百万円 32円 平成20年5月31日 平成20年8月25日

決議 株式の種類 配当金の総額 配当の原資
１株当たり

基準日 効力発生日
配当額

平成21年８月21日
定時株主総会

普通株式 890百万円 資本剰余金 40円 平成21年5月31日 平成21年8月24日
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(連結キャッシュ・フロー計算書関係)

当連結会計年度
(自 平成20年６月１日
至 平成21年５月31日)

 

※１. 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21年５月31日現在）  

  現金及び預金勘定           7,067百万円  

    預金期間が３ヶ月を超える定期預金 △ 250百万円 

  有価証券               5,500百万円 

  現金及び現金同等物         12,317百万円   

 

※２．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ウェルライフ㈱を連結したことに伴う連結開始時の資産及び負債の

内訳並びにウェルライフ㈱株式の取得価額とウェルライフ㈱取得のための支出（純額）との関

係は次のとおりです。

流動資産 742百万円

固定資産 1,661百万円

流動負債 △ 406百万円

固定負債 △ 982百万円

負ののれん △ 264百万円

ウェルライフ㈱株式の取得価額 750百万円

ウェルライフ㈱現金及び現金同等物 △ 406百万円

差引ウェルライフ㈱取得のための支出 343百万円

 ３．重要な非資金取引  

 ㈱クリエイトエス・ディーを取得企業とし当社を被取得企業とした株式交換の結果、時価評

価後の当社の資産及び負債を引き継いでおります。引き継いだ資産及び負債の主な内訳は以下

のとおりであります。  

    流動資産        133百万円 

    資産合計        133百万円  

  

    流動負債         0百万円 

    負債合計         0百万円   
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 当連結会計年度（自 平成20年６月１日 至 平成21年５月31日） 

 ドラッグストア事業の売上高、営業利益及び資産の金額は、全セグメントの売上高の合計、営業利益及び全セ

グメントの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。 

(セグメント情報)

１ 事業の種類別セグメント情報
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 当連結会計年度（自 平成20年６月１日 至 平成21年５月31日） 

  本邦以外の国又は地域に所在する連結子会社及び重要な在外支店がないため、該当事項はありません。 

２ 所在地別セグメント情報
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 当連結会計年度（自 平成20年６月１日 至 平成21年５月31日） 

  海外売上高がないため該当事項はありません。 

  

３ 海外売上高
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(リース取引関係)

当連結会計年度
(自 平成20年12月１日
至 平成21年５月31日)

１．ファイナンス・リース取引（借主側）

 所有権移転外ファイナンス・リース取引のうち、リース取引開始が、平成20年３

月31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、その内容は次のとおりであります。

(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

減価償却累計額
相当額

減損損失累計額
相当額

期末残高  相
当額

（百万円） （百万円） （百万円） （百万円）

建物及び構築物 612 290 － 321

有形固定資産その他 701 478 6 216

無形固定資産その他 239 175 － 64

合計 1,553 944 6 602

(2) 未経過リース料期末相当額等

  未経過リース料期末相当額

１年以内 212 百万円

１年超 460 百万円

 合計 
 

672 百万円

リース資産減損勘定の残高         6 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 301 百万円

リース資産減損勘定の取崩額 0 百万円

減価償却費相当額 266 百万円

支払利息相当額 35 百万円

減損損失 5 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。

(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、利息法よっております。

２．オペレーティング・リース取引（借主側）

 オペレーティング・リース取引のうち解約不能のものに係る未経過リース料

１年以内 189 百万円

１年超 942 百万円

 合計 
 

1,132 百万円
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(企業結合等関係)

当連結会計年度
(自 平成20年６月１日
至 平成21年５月31日)

（パーチェス法適用） 

① 被取得企業の名称及び事業の内容、企業結合を行った理由、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 

イ. 被取得企業の名称及び事業の内容 

 ㈱クリエイトＳＤホールディングス（当社） 

 医薬品、化粧品その他の小売業等を営む事業会社の株式を所有することによる支配・管

理  

ロ．企業結合を行った主な理由  

 ㈱クリエイトエス・ディーを当社の子会社とすることにより、ドラッグストア関連事業

における急速な市場環境の変化に対応し、経営上の意思決定の迅速化やＭ＆Ａを活用した

経営戦略に有効と判断したためであります。  

ハ．企業結合日  

  平成21年3月1日  

ニ．企業結合の法的形式 

  株式交換  

ホ．結合後企業の名称  

  株式交換実施後も各社の名称に変更はありません。  

ヘ．取得した議決権比率  

     100.00％ 

② 連結財務諸表に含まれている被取得企業の業績の期間 

 平成21年3月1日から平成21年5月31日まで

③ 被取得企業の取得原価及びその内訳  

   取得の対価  

      ㈱クリエイトエス・ディーの株式 7,550百万円  

   取得に要した支出  

     取得原価             7,550百万円 

④ 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  

イ．株式の種類及び交換比率  

   ㈱クリエイトエス・ディー普通株式１株：  

   ㈱クリエイトＳＤホールディングス普通株式１株  

ロ．株式交換比率の算定方法  

   第三者機関により提案された評価方法等を総合的に勘案して算定しております。  

ハ．交付株式数及びその評価額  

   4,314,484株   7,550百万円 

（注）上記交付株式数は、取得の対価の算定基礎となった、㈱クリエイトエス・ディーが

交付したものとみなした交付株式数を記載しております。株式交換により、当社が実際

に交付した株式数は17,879,560株であります。 

⑤ 発生したのれんの金額、発生原因、償却方法及び償却期間  

イ．発生した負ののれんの金額   133百万円  

ロ．発生原因  

 企業結合日に受け入れた資産と引き受けた負債との差額（取得原価の配分額）が取 

得原価を上回ったため負ののれんが発生しております。  

ハ．償却方法及び償却期間  

  ５年間の定額法による償却
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当連結会計年度
(自 平成20年６月１日
至 平成21年５月31日)

⑥ 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  

 イ．資産の部  

     流動資産    133百万円  

     資産合計    133百万円  

 ロ．負債の部  

     流動負債     0百万円  

     負債合計     0百万円 

⑦ 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連結会計年度以降の会計処理

方針  

 該当事項はありません。

⑧ 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。 

⑧ 企業結合が当連結会計年度開始の日に完了したと仮定した場合の当連結会計年度の連結

損益計算書に及ぼす影響の概算額  

 影響は軽微であります。 
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(注) １株当たり当期純利益の算定上の基礎は、以下のとおりであります。 

 
  

(１株当たり情報)

当連結会計年度
(自 平成20年６月１日
至 平成21年５月31日)

 

１株当たり純資産額 1,175円61銭

１株当たり当期純利益 203円03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。 

当連結会計年度
(自 平成20年６月１日
至 平成21年５月31日)

当期純利益(百万円) 4,510

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) 4,510

期中平均株式数(株) 22,213,980

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後１株当た
り当期純利益の算定に含めなかった潜在株式の概要

───
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 当連結会計年度（自 平成20年６月１日 至 平成21年５月31日） 

 該当事項はありません。 

  

(重要な後発事象)
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仕入及び販売の状況 

①品目別仕入実績 

 
（注）上記の金額には消費税は含まれておりません。 

  

②販売実績 

品目別販売実績 

 
（注）上記の金額には消費税は含まれておりません。 

  

    当連結会計年度

期別 （自 平成20年６月１日

至 平成21年５月31日）

品目別 金額(百万円) 構成比（％）

医薬品 20,068 19.3

化粧品 18,035 17.3

食料品 35,386 34.0

日用雑貨品 20,267 19.5

その他 10,266 9.9

合 計 104,024 100.0

    当連結会計年度

期別 （自 平成20年６月１日

至 平成21年５月31日）

品目別 金額(百万円) 構成比（％）

医薬品 32,708 23.4

化粧品 24,899 17.8

食料品 42,337 30.2

日用雑貨品 26,817 19.2

その他 13,168 9.4

合 計 139,932 100.0
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地区別販売実績 

 
（注）上記の金額には消費税は含まれておりません。 

当連結会計年度

期別 （自 平成20年６月１日

  至 平成21年５月31日）

品目別 金額(百万円) 構成比（％）

神奈川県 85,981 61.5

東京都 19,493 13.9

静岡県 19,636 14.0

埼玉県 4,379 3.1

千葉県 6,276 4.5

群馬県 1,969 1.4

茨城県 2,195 1.6

合 計 139,932 100.0
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5.【個別財務諸表】

(1)【財務諸表】 

(単位：百万円) 

前事業年度 
(平成20年11月30日) 

当事業年度 
(平成21年５月31日) 

資産の部 

流動資産 

現金及び預金 138 176 

営業未収入金 － 69 

繰延税金資産 1 6 

その他 － 4 

流動資産合計 140 256 

投資その他の資産 

投資有価証券 8,050 － 

関係会社株式 － 25,710 

投資その他の資産合計 8,050 25,710 

固定資産合計 8,050 25,710 

資産合計 8,190 25,967 

負債の部 

流動負債 

短期借入金 － 750 

未払金 0 5 

未払費用 － 2 

未払法人税等 4 52 

預り金 － 6 

賞与引当金 － 0 

役員賞与引当金 － 25 

流動負債合計 4 842 

固定負債 

繰延税金負債 3,142 － 

固定負債合計 3,142 － 

負債合計 3,146 842 

純資産の部 

株主資本 

資本金 3 1,000 

資本剰余金 

資本準備金 － 8,595 

その他資本剰余金 － 15,000 

資本剰余金合計 － 23,595 

利益剰余金 

その他利益剰余金 

繰越利益剰余金 501 529 

利益剰余金合計 501 529 

株主資本合計 504 25,125 
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(単位：百万円) 

前事業年度 
(平成20年11月30日) 

当事業年度 
(平成21年５月31日) 

評価・換算差額等 

その他有価証券評価差額金 4,540 － 

評価・換算差額等合計 4,540 － 

純資産合計 5,044 25,125 

負債純資産合計 8,190 25,967 
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②【損益計算書】 

(単位：百万円) 

前事業年度 
(自 平成20年４月１日 
至 平成20年11月30日) 

当事業年度 
(自 平成20年12月１日 
至 平成21年５月31日) 

売上高 140 － 

売上原価 1 － 

売上総利益 139 － 

販売費及び一般管理費 

租税公課 0 － 

支払手数料 29 － 

その他 0 － 

販売費及び一般管理費合計 30 － 

営業収益 － 183 

営業費用 － 114 

営業利益 108 68 

営業外収益 

受取利息 － 0 

消費税等免税益 － 8 

その他 － 0 

営業外収益合計 － 8 

営業外費用 

支払利息 2 1 

株式交付費 － 7 

営業外費用合計 2 8 

経常利益 105 68 

税引前当期純利益 105 68 

法人税、住民税及び事業税 13 45 

法人税等調整額 0 △5 

法人税等合計 14 39 

当期純利益 90 28 
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③【株主資本等変動計算書】 

(単位：百万円) 

前事業年度 
(自 平成20年４月１日 
至 平成20年11月30日) 

当事業年度 
(自 平成20年12月１日 
至 平成21年５月31日) 

株主資本 

資本金 

前期末残高 3 3 

当期変動額 

株式交換による増加 － 997 

当期変動額合計 － 997 

当期末残高 3 1,000 

資本剰余金 

資本準備金 

前期末残高 － － 

当期変動額 

株式交換による増加 － 23,595 

資本準備金の取崩 － △15,000 

当期変動額合計 － 8,595 

当期末残高 － 8,595 

その他資本剰余金 

前期末残高 － － 

当期変動額 

資本準備金の取崩 － 15,000 

当期変動額合計 － 15,000 

当期末残高 － 15,000 

資本剰余金合計 

前期末残高 － － 

当期変動額 

株式交換による増加 － 23,595 

資本準備金の取崩 － － 

当期変動額合計 － 23,595 

当期末残高 － 23,595 

利益剰余金 

その他利益剰余金 

繰越利益剰余金 

前期末残高 214 501 

当期変動額 

会社分割による増加 195 － 

当期純利益 90 28 

当期変動額合計 286 28 

当期末残高 501 529 

利益剰余金合計 

前期末残高 214 501 
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(単位：百万円) 

前事業年度 
(自 平成20年４月１日 
至 平成20年11月30日) 

当事業年度 
(自 平成20年12月１日 
至 平成21年５月31日) 

当期変動額 

会社分割による増加 195 － 

当期純利益 90 28 

当期変動額合計 286 28 

当期末残高 501 529 

株主資本合計 

前期末残高 217 504 

当期変動額 

会社分割による増加 195 － 

当期純利益 90 28 

株式交換による増加 － 24,592 

資本準備金の取崩 － － 

当期変動額合計 286 24,621 

当期末残高 504 25,125 

評価・換算差額等 

その他有価証券評価差額金 

前期末残高 5,647 4,540 

当期変動額 

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △1,106 △4,540 

当期変動額合計 △1,106 △4,540 

当期末残高 4,540 － 

評価・換算差額等合計 

前期末残高 5,647 4,540 

当期変動額 

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △1,106 △4,540 

当期変動額合計 △1,106 △4,540 

当期末残高 4,540 － 

純資産合計 

前期末残高 5,864 5,044 

当期変動額 

会社分割による増加 195 － 

当期純利益 90 28 

株式交換による増加 － 24,592 

資本準備金の取崩 － － 

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △1,106 △4,540 

当期変動額合計 △819 20,080 

当期末残高 5,044 25,125 
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該当事項はありません。 

(4)【継続企業の前提に関する注記】
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 当社は、平成20年７月23日付で不動産事業を新設分割により設立した新会社（㈱メディカルプランニング）へ承

継させた後、平成21年３月１日付で株式交換により㈱クリエイトエス・ディーの持株会社へと移行いたしました。

 これにより事業構造が著しく変化したため、従来は売上高及び売上原価並びに販売費及び一般管理費として表示

しておりましたが、当事業年度より子会社からの経営指導料等を営業収益に計上し、一般管理費等を営業費用に計

上しております。 

  

【表示方法の変更】
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代表者の異動 

 該当事項はありません。 

  

その他の役員の異動 

 該当事項はありません。 

  

該当事項はありません。 

  

6. その他

(1) 役員の異動

(2) その他
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