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第一部【企業情報】

第１【企業の概況】

１【主要な経営指標等の推移】

回次
第50期

第２四半期連結
累計期間

第51期
第２四半期連結
累計期間

第50期

会計期間

自平成23年
５月16日
至平成23年
11月15日

自平成24年
５月16日
至平成24年
11月15日

自平成23年
５月16日
至平成24年
５月15日

売上高（百万円） 161,228 172,508 320,969

経常利益（百万円） 10,097 13,069 19,948

四半期（当期）純利益（百万円） 5,515 7,229 10,594

四半期包括利益又は包括利益

（百万円）
5,568 8,098 11,731

純資産額（百万円） 82,894 95,944 88,410

総資産額（百万円） 133,454 151,511 142,694

１株当たり四半期（当期）純利益

金額（円）
233.33 306.31 449.74

潜在株式調整後１株当たり四半期

（当期）純利益金額（円）
232.34 303.84 447.18

自己資本比率（％） 61.7 63.0 61.6

営業活動による

キャッシュ・フロー（百万円）
△6,916 8,910 387

投資活動による

キャッシュ・フロー（百万円）
520 △6,592 △988

財務活動による

キャッシュ・フロー（百万円）
△1,068 △936 △1,871

現金及び現金同等物の四半期末

（期末）残高（百万円）
28,119 34,493 33,111

　

回次
第50期

第２四半期連結
会計期間

第51期
第２四半期連結
会計期間

会計期間

自平成23年
８月16日
至平成23年
11月15日

自平成24年
８月16日
至平成24年
11月15日

１株当たり四半期純利益金額

（円）
87.84 137.87

　（注）１．当社は四半期連結財務諸表を作成しておりますので、提出会社の主要な経営指標等の推移については記載し

ておりません。

　２．売上高には、消費税等は含んでおりません。
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２【事業の内容】

　当第２四半期連結累計期間において、当社グループ（当社および当社の関係会社）が営む事業の内容について、重要

な変更はありません。また、主要な関係会社における異動もありません。　
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第２【事業の状況】

１【事業等のリスク】

　当第２四半期連結累計期間において、新たに発生した事業等のリスクはありません。

　また、前事業年度の有価証券報告書に記載した事業等のリスクについて重要な変更はありません。 

　　

２【経営上の重要な契約等】

　当第２四半期連結会計期間において、経営上の重要な契約等の決定または締結等はありません。

　

３【財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】

（1）業績の概況

　当第２四半期連結累計期間（平成24年５月16日～平成24年11月15日）における経済情勢は、復興需要等を背景に

緩やかながら景気回復の動きがみられるものの、雇用情勢は依然として厳しく、さらに欧州の経済不安をはじめと

する景気の先行き不透明感から低価格志向の消費が続いております。ドラッグストア業界においては、業種の垣根

を越えた業務・資本提携や、生き残りをかけた企業の統合・再編への動きが強まっているほか、競合他社の出店や

価格競争は引き続き激化しており、経営環境は一層厳しさを増しております。

　このような状況のもと、当社グループではカウンセリングを主体とした接客サービスの徹底を継続して行うとと

もに、戦略的な営業施策を実施いたしました。

　具体的には、お客様のニーズに対応する高付加価値商品のカウンセリング販売に注力したほか、高品質で低価格の

プライベートブランド商品「M's one（エムズワン）」の積極的な展開、利便性を考慮した食品の導入拡大、地域性

を踏まえた営業時間の見直しなどが功を奏し、既存店売上高は好調に推移しました。

　出店につきましては、平成24年10月25日に栃木県内グループ１号店となる「ツルハドラッグ宇都宮東宿郷店」を

出店したほか、ドミナント戦略に基づく地域集中出店および既存店舗のスクラップアンドビルドを推進したことに

より、期首より38店舗の新規出店と15店舗の閉店を実施いたしました。この結果、当第２四半期末のグループ店舗数

は直営店で1,031店舗となりました。なお、平成24年11月15日にタイ国バンコクに「ツルハドラッグ　シーコン

・バンケー店」を出店し、タイ国内の当社グループ店舗は２店舗となりました。

　当社グループの出店・閉店の状況は次のとおり　　　　　　　　　　　　　　　　　  　　　(単位：店舗）

　
前期末

店舗数
出店 閉店 純増

第２四半期末店

舗数
うち調剤薬局

 北海道 320 4 4　     　0 320 56　

 東　北 324 13　 1　 12 336 61

 関東・甲信 310　 11 9     　2 312 83　

 中部・関西 13　 3　 1 2　 15　 1

中　国 41　 7 - 7　 48　 15　

国内店計　 1,008　 38 15  23 1,031 216　

 （その他　海外店舗 ２店舗、ＦＣ加盟店舗　11店舗）

　これらの結果、当第２四半期連結累計期間における業績は、売上高は1,725億８百万円（前年同期比7.0%増）、営業

利益117億２百万円（同21.1%増）、経常利益130億69百万円（同29.4%増）、四半期純利益72億29百万円（同31.1%

増）となりました。

  

（2）財政状態の分析

　当第２四半期連結会計期間末における資産合計は、前連結会計年度末に比べて88億17百万円増加し、1,515億11 

百万円となりました。おもな要因は、現金及び預金と有価証券の増加等によるものであります。

　負債合計は、前連結会計年度末に比べて12億82百万円増加し、555億66百万円となりました。おもな要因は、新

規出店に伴う買掛金の増加等によるものであります。

　純資産合計は、前連結会計年度末に比べて75億34百万円増加し、959億44百万円となりました。

　以上の結果、自己資本比率は1.4ポイント増加し、63.0％となりました。

　

（3）キャッシュ・フローの状況　

　当第２四半期連結累計期間における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、前連結会計年度末に比べて13

億82百万円増加し、344億93百万円となりました。 

　当第２四半期連結累計期間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）

  当第２四半期連結累計期間において営業活動の結果得られた資金は、89億10百万円(前年同期69億16百万円使用)

となりました。これはおもに、税金等調整前四半期純利益が123億74百万円となったことと仕入債務20億74百万円の

増加等のプラス要因、法人税等の支払額55億34百万円とたな卸資産15億43百万円の増加等のマイナス要因によるも
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のであります。

（投資活動によるキャッシュ・フロー）

  当第２四半期連結累計期間において投資活動の結果使用した資金は、65億92百万円(前年同期５億20百万円獲得)

となりました。これはおもに、有価証券の取得50億円、新規出店に伴う差入保証金11億57百万円、有形固定資産の取

得10億67百万円等によるものであります。　

（財務活動によるキャッシュ・フロー）

　当第２四半期連結累計期間において財務活動の結果使用した資金は、９億36百万円(前年同期10億68百万円使用)

となりました。これはおもに、配当金の支払14億70百万円、新株発行による収入７億29百万円等によるものでありま

す。

　

（4）事業上及び財務上の対処すべき課題

　当第２四半期連結累計期間において、当社グループが対処すべき課題について重要な変更はありません。

（5）研究開発活動

　該当事項はありません。
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第３【提出会社の状況】

１【株式等の状況】

（１）【株式の総数等】

①【株式の総数】

種類 発行可能株式総数（株）

普通株式 76,000,000

計 76,000,000

②【発行済株式】

種類
第２四半期会計期間末現
在発行数（株）
（平成24年11月15日）

提出日現在発行数
（株）

（平成25年１月４日）

上場金融商品取引所名又
は登録認可金融商品取引
業協会名

内容

普通株式 23,931,634 23,944,934
東京証券取引所

市場第一部

単元株式数

100株　

計 23,931,634 23,944,934 － －

　（注）　提出日現在発行数には、平成25年１月１日から、この四半期報告書提出日までの新株予約権の行使により発行さ

れた株式数は含まれておりません。

（２）【新株予約権等の状況】

当第２四半期会計期間において発行した新株予約権は、次のとおりであります。 

①2012年新株予約権　

決議年月日 平成24年９月４日

新株予約権の数（個） 178

新株予約権のうち自己新株予約権の数（個） －

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式

新株予約権の目的となる株式の数（株） 17,800

新株予約権の行使時の払込金額（円） 1

新株予約権の行使期間
自  平成24年９月28日

至  平成44年９月27日

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の

発行価格及び資本組入額（円）

発行価格      4,980

資本組入額      2,490

新株予約権の行使の条件 （注）１　

新株予約権の譲渡に関する事項
譲渡による募集新株予約権の取得については、当社取締役

会の決議による承認を要する。　

代用払込みに関する事項  －　

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項  －　

（注）１(1)　新株予約権者である当社の取締役、監査役および執行役員ならびに当社子会社の取締役、監査役および執

行役員は、それぞれの会社において、取締役、監査役および執行役員のいずれの地位をも喪失した日の翌

日から募集新株予約権を行使することができる。

(2)　上記(1)に従い本新株予約権を行使する場合、新株予約権者は権利行使開始日から５年を経過する日まで

の間に限り、本新株予約権を行使することができる。

(3)　上記(1)および(2)にかかわらず、新株予約権者は、以下のア）またはイ）に定める場合には、それぞれに定

める期間内に限り本新株予約権を行使することができる。

ア） 新株予約権者が平成43年９月27日に至るまでに権利行使開始日を迎えなかった場合

平成43年9月28日から平成44年９月27日まで

イ） 当社が消滅会社となる合併契約承認の議案、または当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは

株式移転計画承認の議案につき当社の株主総会で承認された場合（株主総会決議が不要な場合は、当

社の取締役会決議がなされた場合）

当該承認日の翌日から15日間

(4)  新株予約権者が募集新株予約権を放棄した場合には、当該募集新株予約権を行使することができない。

　

②第６回新株予約権 

決議年月日 平成24年９月４日

新株予約権の数（個） 3,684

新株予約権のうち自己新株予約権の数（個） －

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式
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決議年月日 平成24年９月４日

新株予約権の目的となる株式の数（株） （注）１ 　　　　　　　　　368,400

新株予約権の行使時の払込金額（円） 5,900

新株予約権の行使期間
自  平成26年８月13日

至  平成28年８月12日

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の

発行価格及び資本組入額（円）

発行価格      6,855

資本組入額      3,428

新株予約権の行使の条件 （注）２

新株予約権の譲渡に関する事項 譲渡、質入れその他の処分は認めないものとする。　

代用払込みに関する事項  －　

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項  －　

（注）１　   新株予約権の目的となる株式の数は、定時株主総会決議における新株発行予定数から、退職等の理由によ

り権利を喪失した者の新株予約権の目的となる株式の数を減じております。

　　　２(1)  ㈱ツルハホールディングス、その子会社およびその関連会社（連結財務諸表の用語、様式および作成方法に

関する規則に定める子会社および関連会社をいう。）の役員（監査役を含む。）および使用人のいずれの

地位をも喪失した場合、いずれの地位をも喪失した時点で本新株予約権は行使することができなくなり、

当該時点において未行使の本新株予約権全部を放棄する。

(2)  １個の本新株予約権を、さらに分割して行使することはできない。

(3)  その他の権利行使の条件は、当社取締役会において決定するものとする。

　

（３）【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

該当事項はありません。　

　

（４）【ライツプランの内容】

該当事項はありません。　

（５）【発行済株式総数、資本金等の推移】

年月日
発行済株式
総数増減数
（株）

発行済株式総
数残高（株）

資本金増減額
（百万円）

資本金残高
（百万円）

資本準備金
増減額
（百万円）

資本準備金
残高

（百万円）

平成24年８月16日～

平成24年11月15日
89,30023,931,634 191 7,118 191 40,402

 （注）１．新株予約権行使による増加であります。　

　　　 ２．平成24年11月16日から平成24年12月31日までの間に、新株予約権の行使により発行済株式総数が13千株、

　　　　　 資本金が28百万円、資本準備金が28百万円増加しております。　
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（６）【大株主の状況】

 平成24年11月15日現在

氏名又は名称 住所
所有株式数
（千株）

発行済株式総数に
対する所有株式数
の割合（％）

　イオン株式会社　 　千葉市美浜区中瀬１丁目５－１ 3,156 13.19

　日本トラスティ・サービス信託

銀行株式会社（信託口）
　東京都中央区晴海１丁目８－11　 1,399 5.84

　シービーニューヨーク　オービス
　エスアイシーアーヴィー
（常任代理人　シティバンク銀行
株式会社）　

（常任代理人

　東京都品川区東品川２丁目３番14号）
1,177 4.92

　日本マスタートラスト信託銀行

株式会社（信託口）
　東京都港区浜松町２丁目11番３号 1,072 4.48

　ステート　ストリート　バンク　ア

ンド　トラストカンパニー（常任

代理人　香港上海銀行東京支店）　

（常任代理人

　東京都中央区日本橋３丁目11―１）
920 3.84

　鶴羽　肇　 　札幌市北区 706 2.95

　鶴羽　弘子 　札幌市北区 706 2.95

　長嶋　利佳子 　北海道旭川市 706 2.95

　鶴羽　樹 　札幌市厚別区 703 2.94

　小川　久哉 　千葉県白井市 700 2.92

計 － 11,249 47.00

  （注）１．日本トラスティ・サービス信託銀行㈱（信託口)および日本マスタートラスト信託銀行㈱（信託口)の所
有株式数は、全て信託業務に係るものです。　

　
２．野村證券（株）から平成24年６月７日付で提出されました大量保有報告書（変更報告書）により、平成24年
５月31日現在における当社株式を以下のとおり所有している旨の報告を受けておりますが、当社では第２四
半期会計期間末における当該法人名義での実質所有株式数が確認できませんので、上記の表には含めており
ません。
なお、当該大量保有報告書（変更報告書）の写しの内容は以下のとおりであります。

氏名又は名称 住所
所有株式数
（千株）

発行済株式総数に
対する所有株式数
の割合（％）

野村證券㈱　 東京都中央区日本橋一丁目９番１号 4 0.02

NOMURA INTERNATIONAL PLC　　
1 Angel Lane,London EC4R 3AB,United 

Kingdom
51 0.22

野村アセットマネジメント㈱ 東京都中央区日本橋一丁目12番１号 971 4.09

計 　 1,027 4.33
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３．オービス・インベストメント・マネジメント・（ビー・ヴィー・アイ）・リミテッドから平成24年６月19
日付で提出されました大量保有報告書（変更報告書）により、平成24年６月15日現在における当社株式を以
下のとおり所有している旨の報告を受けておりますが、当社では第２四半期会計期間末における当該法人名
義での実質所有株式数が確認できませんので、上記の表には含めておりません。
なお、当該大量保有報告書（変更報告書）の写しの内容は以下のとおりであります。

氏名又は名称 住所
所有株式数
（千株）

発行済株式総数に
対する所有株式数
の割合（％）

オービス・インベストメント・マネジ

メント・（ビー・ヴィー・アイ）・リ

ミテッド　　

バミューダHM11ハミルトン、フロント・ス

トリート25、オービス・ハウス
1,285 5.42

オービス・インベストメント・マネジ

メント・リミテッド　　

バミューダHM11ハミルトン、フロント・ス

トリート25、オービス・ハウス
30 0.13

計 　 1,316 5.55

４．三井住友信託銀行㈱から平成24年７月５日付で提出されました大量保有報告書（変更報告書）により、平成
24年６月29日現在における当社株式を以下のとおり所有している旨の報告を受けておりますが、当社では第
２四半期会計期間末における当該法人名義での実質所有株式数が確認できませんので、上記の表には含めて
おりません。
なお、当該大量保有報告書（変更報告書）の写しの内容は以下のとおりであります。

氏名又は名称 住所
所有株式数
（千株）

発行済株式総数に
対する所有株式数
の割合（％）

三井住友信託銀行㈱ 東京都千代田区丸の内一丁目４番１号 1,256 5.29

三井住友トラスト・アセットマネジメ

ント㈱　　
東京都港区芝三丁目33番１号 56 0.24

日興アセットマネジメント㈱ 東京都港区赤坂九丁目７番１号 473 1.99

計 　 1,786 7.52
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（７）【議決権の状況】

①【発行済株式】

 平成24年11月15日現在

区分 株式数（株） 議決権の数（個） 内容

無議決権株式 － － －

議決権制限株式（自己株式等） － － －

議決権制限株式（その他） － － －

完全議決権株式（自己株式等） 普通株式 　　　2,600 － －

完全議決権株式（その他） 普通株式  23,923,300 239,233 －

単元未満株式  普通株式 　　　5,734 － －

発行済株式総数 23,931,634 － －

総株主の議決権 － 239,233 －

 （注）  「従業員持株会連携型ＥＳＯＰ」による信託所有の株式204,100株（議決権の数2,041個）につきましては、　

　　　　 「完全議決権株式（その他）」の欄に含めて表示しております。

　

②【自己株式等】

 平成24年11月15日現在

所有者の氏名
又は名称

所有者の住所
自己名義所有
株式数（株）

他人名義所有
株式数（株）

所有株式数の
合計（株）

発行済株式総数に
対する所有株式数
の割合（％）

㈱ツルハホール

ディングス

北海道札幌市東区北

24条東20丁目１－21
2,600 － 2,600 0.01

計 － 2,600 － 2,600 0.01

 

２【役員の状況】

　該当事項はありません。
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第４【経理の状況】

１．四半期連結財務諸表の作成方法について

　当社の四半期連結財務諸表は、「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」（平成19年内閣府令

第64号）に基づいて作成しております。

　

２．監査証明について

　当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、第２四半期連結会計期間（平成24年８月16日から平成

24年11月15日まで）及び第２四半期連結累計期間（平成24年５月16日から平成24年11月15日まで）に係る四半期連

結財務諸表について、新日本有限責任監査法人による四半期レビューを受けております。
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１【四半期連結財務諸表】
（１）【四半期連結貸借対照表】

（単位：百万円）

前連結会計年度
(平成24年５月15日)

当第２四半期連結会計期間
(平成24年11月15日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 13,536 15,916

売掛金 7,238 7,589

有価証券 19,600 23,600

商品及び製品 40,777 42,315

原材料及び貯蔵品 18 24

繰延税金資産 1,864 1,765

短期貸付金 21 21

その他 4,786 4,636

流動資産合計 87,843 95,869

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額） 8,086 7,466

工具、器具及び備品（純額） 2,604 2,562

土地 2,494 2,494

その他（純額） 130 332

有形固定資産合計 13,316 12,856

無形固定資産

のれん 10,865 10,315

ソフトウエア 320 318

その他 184 120

無形固定資産合計 11,370 10,754

投資その他の資産

投資有価証券 6,187 7,507

繰延税金資産 411 481

差入保証金 21,849 22,209

その他 1,773 1,890

貸倒引当金 △57 △58

投資その他の資産合計 30,164 32,030

固定資産合計 54,850 55,641

資産合計 142,694 151,511
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（単位：百万円）

前連結会計年度
(平成24年５月15日)

当第２四半期連結会計期間
(平成24年11月15日)

負債の部

流動負債

買掛金 33,760 35,835

短期借入金 1,120 838

未払金 5,277 5,056

未払法人税等 5,301 5,007

賞与引当金 2,348 2,144

役員賞与引当金 352 188

ポイント引当金 869 1,005

その他 1,012 834

流動負債合計 50,042 50,911

固定負債

繰延税金負債 1,674 2,020

退職給付引当金 346 384

役員退職慰労引当金 15 15

資産除去債務 846 868

その他 1,359 1,365

固定負債合計 4,242 4,654

負債合計 54,284 55,566

純資産の部

株主資本

資本金 6,691 7,118

資本剰余金 22,282 22,734

利益剰余金 56,327 62,088

自己株式 △953 △851

株主資本合計 84,348 91,089

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 3,476 4,345

その他の包括利益累計額合計 3,476 4,345

新株予約権 584 509

純資産合計 88,410 95,944

負債純資産合計 142,694 151,511
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（２）【四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書】
【四半期連結損益計算書】
【第２四半期連結累計期間】

（単位：百万円）

前第２四半期連結累計期間
(自　平成23年５月16日
　至　平成23年11月15日)

当第２四半期連結累計期間
(自　平成24年５月16日
　至　平成24年11月15日)

売上高 161,228 172,508

売上原価 116,029 123,988

売上総利益 45,199 48,519

販売費及び一般管理費 ※
 35,538

※
 36,817

営業利益 9,661 11,702

営業外収益

受取利息 57 77

受取配当金 26 69

備品受贈益 185 181

受取補償金 － 388

受取保険金 － 541

その他 179 135

営業外収益合計 448 1,392

営業外費用

支払利息 8 7

貸倒引当金繰入額 － 18

その他 4 0

営業外費用合計 12 26

経常利益 10,097 13,069

特別利益

投資有価証券売却益 0 －

固定資産売却益 － 0

新株予約権戻入益 － 73

特別利益合計 0 74

特別損失

固定資産除却損 47 59

固定資産売却損 5 －

災害による損失 22 －

リース解約損 2 2

投資有価証券評価損 － 24

減損損失 116 676

その他 6 6

特別損失合計 201 769

税金等調整前四半期純利益 9,896 12,374

法人税、住民税及び事業税 4,660 5,245

法人税等調整額 △280 △100

法人税等合計 4,380 5,144

少数株主損益調整前四半期純利益 5,515 7,229

四半期純利益 5,515 7,229
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【四半期連結包括利益計算書】
【第２四半期連結累計期間】

（単位：百万円）

前第２四半期連結累計期間
(自　平成23年５月16日
　至　平成23年11月15日)

当第２四半期連結累計期間
(自　平成24年５月16日
　至　平成24年11月15日)

少数株主損益調整前四半期純利益 5,515 7,229

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 53 868

その他の包括利益合計 53 868

四半期包括利益 5,568 8,098

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 5,568 8,098

少数株主に係る四半期包括利益 － －
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（３）【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
（単位：百万円）

前第２四半期連結累計期間
(自　平成23年５月16日
　至　平成23年11月15日)

当第２四半期連結累計期間
(自　平成24年５月16日
　至　平成24年11月15日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純利益 9,896 12,374

減価償却費 1,053 1,050

減損損失 116 676

災害損失 22 －

のれん償却額 549 549

貸倒引当金の増減額（△は減少） △6 1

賞与引当金の増減額（△は減少） △236 △203

役員賞与引当金の増減額（△は減少） △147 △163

退職給付引当金の増減額（△は減少） 35 38

ポイント引当金の増減額（△は減少） 780 135

受取利息及び受取配当金 △84 △146

受取保険金 － △541

受取補償金 － △388

支払利息及び割賦利息 8 7

備品受贈益 △185 △181

固定資産除却損 47 59

固定資産売却損益（△は益） 5 △0

投資有価証券評価損益（△は益） － 24

投資有価証券売却損益（△は益） △0 －

新株予約権戻入益 － △73

売上債権の増減額（△は増加） 630 △351

たな卸資産の増減額（△は増加） △2,456 △1,543

仕入債務の増減額（△は減少） △12,087 2,074

未払消費税等の増減額（△は減少） △445 △40

その他 △197 56

小計 △2,700 13,415

利息及び配当金の受取額 48 107

保険金の受取額 － 541

補償金の受取額 － 388

利息の支払額 △7 △7

法人税等の支払額 △4,257 △5,534

営業活動によるキャッシュ・フロー △6,916 8,910
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（単位：百万円）

前第２四半期連結累計期間
(自　平成23年５月16日
　至　平成23年11月15日)

当第２四半期連結累計期間
(自　平成24年５月16日
　至　平成24年11月15日)

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 △1 △1

定期預金の払戻による収入 1,506 3

有価証券の取得による支出 － △5,000

有形固定資産の取得による支出 △650 △1,067

有形固定資産の売却による収入 12 20

ソフトウエアの取得による支出 △47 △103

投資有価証券の取得による支出 △0 △0

投資有価証券の売却による収入 4 －

貸付金の回収による収入 10 11

差入保証金の支出 △868 △1,157

差入保証金の返還 590 627

その他 △35 75

投資活動によるキャッシュ・フロー 520 △6,592

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 1,120 838

短期借入金の返済による支出 － △1,120

長期借入金の返済による支出 △16 －

社債の償還による支出 △100 －

リース債務の返済による支出 △17 △17

新株発行による収入 12 729

自己株式の売却による収入 7 126

自己株式の取得による支出 △1,030 △0

配当金の支払額 △1,044 △1,470

その他 1 △23

財務活動によるキャッシュ・フロー △1,068 △936

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △7,464 1,382

現金及び現金同等物の期首残高 35,583 33,111

連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減
額（△は減少）

－ －

現金及び現金同等物の四半期末残高 ※
 28,119

※
 34,493
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【会計方針の変更等】

　（会計上の見積りの変更と区分することが困難な会計方針の変更）

　当社および国内連結子会社は、法人税法の改正に伴い、第１四半期連結会計期間より、平成24年５月16日以後に取

得した有形固定資産については、改正後の法人税法に基づく減価償却の方法に変更しております。

　この変更による当第２四半期連結累計期間の損益に与える影響は軽微であります。

 

 

【注記事項】

（四半期連結貸借対照表関係）

　  保証債務

  連結会社以外の会社の金融機関等からの借入および仕入債務に対し債務保証を行っております。

前連結会計年度
（平成24年５月15日）

当第２四半期連結会計期間
（平成24年11月15日）

南部製箸㈱ 0百万円 　 －百万円

㈱ウエダ薬局 6 　 7　

計 6 計 7

　連結子会社の㈱ツルハは一部の店舗の差入保証金（前連結会計年度の差入保証金617百万円、当第２四半期連結

会計期間の差入保証金589百万円）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（前連結会計年度の差入保証金相当額617百万円、当第

２四半期連結会計期間の差入保証金相当額589百万円）を同社に代わって預託しております。

　

 

（四半期連結損益計算書関係）

※　販売費及び一般管理費のうち主要な費目および金額は次のとおりであります。

 
前第２四半期連結累計期間
（自  平成23年５月16日
至  平成23年11月15日）

当第２四半期連結累計期間
（自  平成24年５月16日
至  平成24年11月15日）

従業員給料及び手当 13,147百万円 14,167百万円

賞与引当金繰入額 2,100 2,144

役員賞与引当金繰入額 180 188

退職給付引当金繰入額 38 43

地代家賃等 8,402 8,814

ポイント引当金繰入 780 46

 

 

（四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係）

※　現金及び現金同等物の四半期末残高と四半期連結貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係

 
前第２四半期連結累計期間
（自  平成23年５月16日
至  平成23年11月15日）

当第２四半期連結累計期間
（自  平成24年５月16日
至  平成24年11月15日）

現金及び預金勘定 14,042百万円 15,916百万円

預入期間が３ヶ月を超える定期預金 △23 △22

有価証券 14,100 23,600

償還または契約期間が３ヵ月を超える有価

証券
－ △5,000

現金及び現金同等物 28,119 34,493
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（株主資本等関係）

Ⅰ　前第２四半期連結累計期間（自　平成23年５月16日　至　平成23年11月15日）

配当に関する事項

　(1)配当金支払額

　
　
（決議）

株式の種類
配当金の総額
（百万円）

１株当たり
配当額
（円）

基準日 効力発生日 配当の原資 

平成23年６月20日

取締役会
普通株式 1,042 44  平成23年５月15日 平成23年７月26日利益剰余金

　(2)基準日が当第２四半期連結累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第２四半期連結会計期

     間末後となるもの

　
　
（決議）

株式の種類
配当金の総額
（百万円）

１株当たり
配当額
（円）

基準日 効力発生日 配当の原資 

平成23年12月20日

取締役会
普通株式  （注） 889 37.5 平成23年11月15日 平成24年１月16日利益剰余金

（注）配当金の総額には、従業員持株会連携型ＥＳＯＰの信託口に対する配当金９百万円を含めております。

　

Ⅱ　当第２四半期連結累計期間（自　平成24年５月16日　至　平成24年11月15日）

配当に関する事項

　(1)配当金支払額

　
　
（決議）

株式の種類
配当金の総額
（百万円）

１株当たり
配当額
（円）

基準日 効力発生日 配当の原資 

平成24年６月19日

取締役会
普通株式 （注）1,483 62.5 平成24年５月15日 平成24年７月24日利益剰余金

（注）配当金の総額には、従業員持株会連携型ＥＳＯＰの信託口に対する配当金14百万円を含めております。

　

　(2)基準日が当第２四半期連結累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第２四半期連結会計期

     間末後となるもの

　
　
（決議）

株式の種類
配当金の総額
（百万円）

１株当たり
配当額
（円）

基準日 効力発生日 配当の原資 

平成24年12月18日

取締役会
普通株式 （注）1,196 50.0 平成24年11月15日 平成25年１月15日利益剰余金

（注）配当金の総額には、従業員持株会連携型ＥＳＯＰの信託口に対する配当金10百万円を含めております。

　

　

（セグメント情報等）

【セグメント情報】

　当社グループは、医薬品・化粧品等を中心とした物販事業の単一セグメントであるため、記載を省略しておりま

す。　
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（１株当たり情報）

　１株当たり四半期純利益金額および算定上の基礎、潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額および算定上の

基礎は、以下のとおりであります。

　
前第２四半期連結累計期間
（自　平成23年５月16日
至　平成23年11月15日）

当第２四半期連結累計期間
（自　平成24年５月16日
至　平成24年11月15日）

(1）１株当たり四半期純利益金額 233円33銭 306円31銭

（算定上の基礎）   

四半期純利益金額（百万円） 5,515 7,229

普通株主に帰属しない金額（百万円） － －

普通株式に係る四半期純利益金額（百万円） 5,515 7,229

普通株式の期中平均株式数（株） 23,638,635 23,602,999

(2）潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額 232円34銭 303円84銭

（算定上の基礎） 　 　

四半期純利益調整額（百万円） － －

普通株式増加数（株） 100,518 192,321

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後１株当

たり四半期純利益金額の算定に含めなかった潜在株

式で、前連結会計年度末から重要な変動があったも

のの概要

─────────

　

　

　

新株予約権１種類（新株予約権

の数　3,640個）

　

　

　

　

（重要な後発事象）

　　該当事項はありません。

 

 

 

 

２【その他】

　平成24年12月18日開催の取締役会において、次のとおり剰余金の配当を行うことを決定しました。

　①配当金総額　　　　　　　　　 1,196百万円

　②１株当たり配当金　　　　　　 50円00銭

　③効力発生日　　　　　　　　　 平成25年１月15日
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第二部【提出会社の保証会社等の情報】
　該当事項はありません。
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 独立監査人の四半期レビュー報告書 

平成24年12月28日

株式会社ツルハホールディングス

取締役会　御中

新日本有限責任監査法人

 
指定有限責任社員
業務執行社員

 公認会計士 石若　　保志　　印

 
指定有限責任社員
業務執行社員

 公認会計士 関谷　　靖夫　　印

 
指定有限責任社員
業務執行社員

 公認会計士 毛利　　篤雄　　印

　当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられている株式会社ツルハ

ホールディングスの平成24年５月16日から平成25年５月15日までの連結会計年度の第２四半期連結会計期間（平成24年

８月16日から平成24年11月15日まで）及び第２四半期連結累計期間（平成24年５月16日から平成24年11月15日まで）に

係る四半期連結財務諸表、すなわち、四半期連結貸借対照表、四半期連結損益計算書、四半期連結包括利益計算書、四半期連

結キャッシュ・フロー計算書及び注記について四半期レビューを行った。

　

四半期連結財務諸表に対する経営者の責任

　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して四半期連結財

務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない四半期連結財務諸表を

作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

　

監査人の責任

　当監査法人の責任は、当監査法人が実施した四半期レビューに基づいて、独立の立場から四半期連結財務諸表に対する結

論を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に準拠して

四半期レビューを行った。

　四半期レビューにおいては、主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対して実施される質問、

分析的手続その他の四半期レビュー手続が実施される。四半期レビュー手続は、我が国において一般に公正妥当と認めら

れる監査の基準に準拠して実施される年度の財務諸表の監査に比べて限定された手続である。

　当監査法人は、結論の表明の基礎となる証拠を入手したと判断している。

　

監査人の結論

　当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認めら

れる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して、株式会社ツルハホールディングス及び連結子会社の平成24年11月15日現

在の財政状態並びに同日をもって終了する第２四半期連結累計期間の経営成績及びキャッシュ・フローの状況を適正に

表示していないと信じさせる事項がすべての重要な点において認められなかった。

　

利害関係

　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

　

以　上

　

　（注）１．上記は、四半期レビュー報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社（四半期報

告書提出会社）が別途保管しております。

　２．四半期連結財務諸表の範囲にはＸＢＲＬデータ自体は含まれていません。
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