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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22期

第１四半期
連結累計期間

第23期
第１四半期
連結累計期間

第22期

会計期間
自 2018年６月１日
至 2018年８月31日

自 2019年６月１日
至 2019年８月31日

自 2018年６月１日
至 2019年５月31日

売上高 (百万円) 71,449 76,500 286,299

経常利益 (百万円) 3,635 3,582 14,623

親会社株主に帰属する
四半期(当期)純利益

(百万円) 2,432 2,436 9,719

四半期包括利益又は包括利益 (百万円) 2,441 2,456 9,724

純資産額 (百万円) 70,744 78,208 76,889

総資産額 (百万円) 120,016 133,779 133,315

１株当たり四半期(当期)
純利益金額

(円) 38.49 38.55 1,216.24

潜在株式調整後１株当たり
四半期(当期)純利益金額

(円) ― ― ―

自己資本比率 (％) 58.9 58.5 57.7
 

(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、消費税等は含まれておりません。

３．潜在株式調整後１株当たり四半期（当期）純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しており

ません。

 

２ 【事業の内容】

当第１四半期連結累計期間において、当社グループ（当社及び当社の関係会社）が営む事業の内容について、重要

な変更はありません。主要な関係会社についても、異動はありません。
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第２ 【事業の状況】

 

１ 【事業等のリスク】

当第１四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」についての重要な変更はありません。

 

２ 【経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】

文中の将来に関する事項は、当四半期連結会計期間の末日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）経営成績の状況

当第１四半期連結累計期間（2019年６月１日～2019年８月31日）におけるわが国経済は、緩やかな景気回復の動

きが見られたものの、米中貿易摩擦や英国ＥＵ離脱問題及び日韓対立に対する警戒感、原油価格や為替相場の動

向、物流費・人件費の増加、人手不足問題などにより、先行きは依然不透明なまま推移しております。

ドラッグストア業界におきましては、競合他社の出店や価格競争の激化に加え、他業種からの参入や企業の統

合・再編の動きが増加しつつあり、依然厳しい環境がつづいております。

このような状況の中、当社グループは「セルフメディケーションを力強くサポートし、総合的な地域医療に貢献

する」企業を目指して、ドラッグストア事業、有料老人ホーム事業及びデイサービス事業を展開しております。

＜ドラッグストア事業＞

ドラッグストア事業につきましては、小商圏において繰り返しご来店いただけるための利便性の向上及び健康サ

ポート機能を付加することによる専門性の向上に継続して取り組んでまいりました。

売上高につきましては、梅雨明けの遅れによる季節商材の販売不振があったものの、前期からの出店数増加によ

り増収となりました。

利益面につきましては、春先からの食料品を中心とした原価上昇や季節商材の販売不調などにより、売上総利益

率が前期を下回ったこと、及び人件費単価の上昇やキャッシュレス推進に伴う経費増により、営業利益、経常利益

が前期を下回る結果となりました。

ドラッグストアの新規出店につきましては、９店舗の出店を行いました。一方で経営効率化の観点から１店舗閉

鎖いたしました。

調剤薬局につきましては、地域医療に貢献するため、健康サポート機能を有する「かかりつけ薬局」を目指し、

薬剤師の育成に注力するとともに既存薬局のボトムアップを図ってまいりました。また、地域の医療連携体制の構

築に向けた出店を推進いたしました。それに伴い処方箋応需枚数も順調に増加し、引き続きの増収となりました。

調剤薬局の新規出店につきましては、ドラッグストアへの併設調剤薬局を３店舗開局いたしました。

＜有料老人ホーム事業＞

有料老人ホーム事業につきましては、ペットと一緒に暮らせるお部屋、美味しい食事や多彩なイベントを特色と

する介護付有料老人ホーム２施設を運営しております。

当第１四半期連結累計期間におきましては、これら当社ならではの特色をホームページや営業活動を通じてア

ピールし、入居率の向上を図ってまいりました。

＜デイサービス事業＞

デイサービス事業につきましては、高齢者の方が長くご自宅で暮らすための生活機能訓練を特色とするデイサー

ビスセンターを中心に運営しております。

当第１四半期連結累計期間におきましては、収益性向上のため、２施設の定員拡大を行いました。

以上により、当第１四半期連結会計期間末の当社グループの店舗数はドラッグストア事業ではドラッグストア

607店舗、調剤薬局については調剤専門薬局34店舗、ドラッグストアへの併設調剤薬局177店舗の合計211店舗とな

り、有料老人ホーム事業では介護付有料老人ホーム２施設、デイサービス事業ではデイサービスセンター39施設と

なりました。

これらの結果、当第１四半期連結累計期間において、売上高は76,500百万円（前年同期比7.1％増）、営業利益

は3,495百万円（前年同期比1.4％減）、経常利益は3,582百万円（前年同期比1.4％減）、親会社株主に帰属する四

半期純利益は2,436百万円（前年同期比0.2％増）となりました。
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（２）財政状態の状況

当第１四半期連結会計期間末における資産合計は133,779百万円となり、前連結会計年度末に比べて463百万円増

加しました。主な要因は、現金及び預金が948百万円増加し、売掛金が367百万円、商品が29百万円減少したことな

どによるものです。

当第１四半期連結会計期間末における負債合計は55,571百万円となり、前連結会計年度末に比べて855百万円減

少いたしました。主な要因は、買掛金が92百万円、未払法人税等が1,364百万円減少したことなどによるもので

す。

当第１四半期連結会計期間末における純資産は78,208百万円となり、前連結会計年度末に比べて1,318百万円増

加いたしました。主な要因は、配当金支払による1,137百万円の減少、親会社株主に帰属する四半期純利益2,436百

万円を計上したことなどによるものです。

 

（３）事業上及び財務上の対処すべき課題

当第１四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事項はありません。

 

（４）研究開発活動

該当事項はありません。

 

３ 【経営上の重要な契約等】

当第１四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。
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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 264,000,000

計 264,000,000
 

 

② 【発行済株式】

 

種類
第１四半期会計期間
末現在発行数(株)
(2019年８月31日)

提出日現在
発行数(株)

(2019年10月11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 66,819,342 66,819,342
東京証券取引所
（市場第一部）

単元株式数100株

計 66,819,342 66,819,342 ― ―
 

 

(2) 【新株予約権等の状況】

① 【ストックオプション制度の内容】

該当事項はありません。　

 
② 【その他の新株予約権等の状況】

該当事項はありません。

 

(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) 【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)

2019年６月１日～
2019年８月31日

─ 66,819,342 ─ 1,000 ─ 8,595

 

 

(5) 【大株主の状況】

当四半期会計期間は第１四半期会計期間であるため、記載事項はありません。
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(6) 【議決権の状況】

当第１四半期会計期間末日現在の「発行済株式」については、株主名簿の記載内容が確認できないため、記載す

ることができないことから、直前の基準日(2019年５月31日)に基づく株主名簿による記載をしております。

 

① 【発行済株式】

2019年５月31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 3,600,600
 

―
権利内容に何ら限定のない当社
における標準となる株式

完全議決権株式(その他) 普通株式 63,214,500
 

632,145 同上

単元未満株式 普通株式 4,242
 

― 同上

発行済株式総数 66,819,342 ― ―

総株主の議決権 ― 632,145 ―
 

　（注）「単元未満株式」欄の普通株式には、当社保有の自己株式39株が含まれております。

 

② 【自己株式等】

2019年５月31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(％)

(自己保有株式)
株式会社クリエイトＳＤ
ホールディングス

横浜市青葉区荏田西二丁
目３番地２

3,600,600 ― 3,600,600 5.4

計 ― 3,600,600 ― 3,600,600 5.4
 

　

 
２ 【役員の状況】

前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間において役員の異動はありません。
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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１四半期連結会計期間(2019年６月１日から2019年

８月31日まで)及び第１四半期連結累計期間(2019年６月１日から2019年８月31日まで)に係る四半期連結財務諸表につ

いて、三優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
(2019年５月31日)

当第１四半期連結会計期間
(2019年８月31日)

資産の部   

 流動資産   

  現金及び預金 19,584 20,532

  売掛金 7,450 7,083

  有価証券 12,000 12,000

  商品 28,844 28,814

  その他 7,883 7,119

  流動資産合計 75,763 75,550

 固定資産   

  有形固定資産   

   建物及び構築物（純額） 15,343 15,598

   土地 9,378 9,378

   建設仮勘定 2,155 2,155

   その他（純額） 4,538 4,583

   有形固定資産合計 31,415 31,716

  無形固定資産   

   のれん 286 272

   その他 338 388

   無形固定資産合計 625 660

  投資その他の資産   

   長期貸付金 9,018 8,989

   敷金及び保証金 9,741 9,837

   その他 6,780 7,056

   貸倒引当金 △31 △31

   投資その他の資産合計 25,510 25,851

  固定資産合計 57,551 58,228

 資産合計 133,315 133,779

負債の部   

 流動負債   

  買掛金 37,589 37,497

  未払法人税等 2,640 1,275

  賞与引当金 268 1,341

  役員賞与引当金 103 30

  ポイント引当金 3,170 3,280

  資産除去債務 12 -

  その他 6,934 6,299

  流動負債合計 50,718 49,724

 固定負債   

  退職給付に係る負債 2,056 2,123

  資産除去債務 2,772 2,822

  転貸損失引当金 41 40

  その他 837 860

  固定負債合計 5,707 5,846

 負債合計 56,426 55,571
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           (単位：百万円)

          
前連結会計年度
(2019年５月31日)

当第１四半期連結会計期間
(2019年８月31日)

純資産の部   

 株主資本   

  資本金 1,000 1,000

  資本剰余金 934 934

  利益剰余金 79,476 80,775

  自己株式 △4,393 △4,393

  株主資本合計 77,018 78,317

 その他の包括利益累計額   

  その他有価証券評価差額金 11 16

  退職給付に係る調整累計額 △140 △125

  その他の包括利益累計額合計 △128 △109

 純資産合計 76,889 78,208

負債純資産合計 133,315 133,779
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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１四半期連結累計期間】

           (単位：百万円)

          前第１四半期連結累計期間
(自 2018年６月１日
　至 2018年８月31日)

当第１四半期連結累計期間
(自 2019年６月１日
　至 2019年８月31日)

売上高 71,449 76,500

売上原価 52,014 55,750

売上総利益 19,435 20,749

販売費及び一般管理費   

 ポイント引当金繰入額 3,010 3,280

 給料及び手当 6,217 6,785

 賞与引当金繰入額 954 1,043

 役員賞与引当金繰入額 20 30

 退職給付費用 103 109

 減価償却費 776 800

 地代家賃 3,239 3,477

 その他 1,569 1,726

 販売費及び一般管理費合計 15,891 17,254

営業利益 3,543 3,495

営業外収益   

 受取利息 28 26

 受取配当金 1 0

 貸倒引当金戻入額 1 -

 固定資産受贈益 33 28

 その他 28 33

 営業外収益合計 92 88

営業外費用   

 支払利息 0 0

 支払補償費 0 0

 その他 0 0

 営業外費用合計 0 0

経常利益 3,635 3,582

特別損失   

 固定資産除却損 0 0

 特別損失合計 0 0

税金等調整前四半期純利益 3,635 3,582

法人税等 1,202 1,145

四半期純利益 2,432 2,436

非支配株主に帰属する四半期純利益 - -

親会社株主に帰属する四半期純利益 2,432 2,436
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【四半期連結包括利益計算書】

【第１四半期連結累計期間】

           (単位：百万円)

          前第１四半期連結累計期間
(自 2018年６月１日
　至 2018年８月31日)

当第１四半期連結累計期間
(自 2019年６月１日
　至 2019年８月31日)

四半期純利益 2,432 2,436

その他の包括利益   

 その他有価証券評価差額金 △6 4

 退職給付に係る調整額 14 14

 その他の包括利益合計 8 19

四半期包括利益 2,441 2,456

（内訳）   

 親会社株主に係る四半期包括利益 2,441 2,456

 非支配株主に係る四半期包括利益 - -
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【注記事項】

(四半期連結財務諸表の作成にあたり適用した特有の会計処理)

項目
当第１四半期連結累計期間

(自 2019年６月１日 至 2019年８月31日)

 税金費用の計算 　当第１四半期連結会計期間を含む連結会計年度の税引前当期純利

益に対する税効果会計適用後の実効税率を合理的に見積り、税引前

四半期純利益に当該見積実効税率を乗じて計算しております。
 

 

(四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係)

当第１四半期連結累計期間に係る四半期連結キャッシュ・フロー計算書は作成しておりません。なお、第１四

半期連結累計期間に係る減価償却費(のれんを除く無形固定資産に係る償却費を含む。)及びのれんの償却額は、

次のとおりであります。

 

 
前第１四半期連結累計期間
(自 2018年６月１日
至 2018年８月31日)

当第１四半期連結累計期間
(自 2019年６月１日
至 2019年８月31日)

減価償却費 770百万円 794百万円

のれんの償却額 14 〃 14 〃
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(株主資本等関係)

前第１四半期連結累計期間(自 2018年６月１日 至 2018年８月31日)

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

2018年８月24日
定時株主総会

普通株式 1,074 17 2018年５月31日 2018年８月27日 利益剰余金
 

 

２．基準日が当第１四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１四半期連結会計期間の末

日後となるもの

該当事項はありません。

 

３．株主資本の著しい変動

該当事項はありません。

 

当第１四半期連結累計期間(自 2019年６月１日 至 2019年８月31日)

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

2019年８月23日
定時株主総会

普通株式 1,137 18 2019年５月31日 2019年８月26日 利益剰余金
 

 

２．基準日が当第１四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１四半期連結会計期間の末

日後となるもの

該当事項はありません。

 

３．株主資本の著しい変動

該当事項はありません。
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(セグメント情報等)

【セグメント情報】

前第１四半期連結累計期間（自　2018年６月１日　至　2018年８月31日）

当社グループは、ドラッグストア事業の割合が高く、開示情報としての重要性が乏しいと考えられることから、

セグメント情報の記載を省略しております。

 

当第１四半期連結累計期間（自　2019年６月１日　至　2019年８月31日）

当社グループは、ドラッグストア事業の割合が高く、開示情報としての重要性が乏しいと考えられることから、

セグメント情報の記載を省略しております。

 

(１株当たり情報)

１株当たり四半期純利益金額及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。

 

項目
前第１四半期連結累計期間
(自 2018年６月１日
至 2018年８月31日)

当第１四半期連結累計期間
(自 2019年６月１日
至 2019年８月31日)

  １株当たり四半期純利益金額 38円49銭 38円55銭

    (算定上の基礎)   

   親会社株主に帰属する四半期純利益金額(百万円) 2,432 2,436

    普通株主に帰属しない金額(百万円) ― ―

   普通株式に係る親会社株主に帰属する
   四半期純利益金額(百万円)

2,432 2,436

   普通株式の期中平均株式数(株) 63,218,779 63,218,703
 

　(注)　潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。

 

２ 【その他】

該当事項はありません。
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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
　

2019年10月11日

株式会社クリエイトＳＤホールディングス

取締役会  御中

 

三優監査法人
 

 

指定社員

業務執行社員
 公認会計士 岩　田　亘　人 印

 

 

指定社員
業務執行社員

 公認会計士 長　田　洋　和 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クリエ

イトＳＤホールディングスの2019年６月１日から2020年５月31日までの連結会計年度の第１四半期連結会計期間(2019年

６月１日から2019年８月31日まで)及び第１四半期連結累計期間(2019年６月１日から2019年８月31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、株式会社クリエイトＳＤホールディングス及び連結子会社の2019

年８月31日現在の財政状態及び同日をもって終了する第１四半期連結累計期間の経営成績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．XBRLデータは四半期レビューの対象には含まれていません。
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