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1.  22年5月期の連結業績（平成21年5月16日～平成22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 ％

22年5月期 279,763 11.1 12,268 16.1 12,928 14.0 6,558 8.5
21年5月期 251,863 10.6 10,569 4.2 11,335 2.4 6,045 △3.4

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 ％ ％ ％

22年5月期 276.67 276.33 9.4 10.7 4.4
21年5月期 255.15 254.97 9.2 10.6 4.2

（参考） 持分法投資損益 22年5月期  ―百万円 21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

22年5月期 131,057 73,151 55.5 3,069.38
21年5月期 111,300 67,397 60.3 2,833.08

（参考） 自己資本   22年5月期  72,756百万円 21年5月期  67,153百万円

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

22年5月期 18,983 △4,211 △2,312 26,680
21年5月期 9,202 △6,730 △2,571 14,221

2.  配当の状況 

 

1株当たり配当金 配当金総額
（合計）

配当性向
（連結）

純資産配当
率（連結）第1四半期末 第2四半期末 第3四半期末 期末 合計

円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 百万円 ％ ％

21年5月期 ― 28.00 ― 28.00 56.00 1,327 21.9 2.0
22年5月期 ― 28.00 ― 34.00 62.00 1,469 22.4 2.1

23年5月期 
（予想）

― 31.00 ― 31.00 62.00 21.2

3.  23年5月期の連結業績予想（平成22年5月16日～平成23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

145,710 3.0 7,014 △5.6 7,295 △6.4 3,685 △11.3 155.49

通期 292,179 4.4 12,964 5.7 13,558 4.9 6,933 5.7 292.52
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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） 22年5月期 23,706,234株 21年5月期 23,705,534株

② 期末自己株式数 22年5月期  2,276株 21年5月期  2,170株

（参考）個別業績の概要 

1.  22年5月期の個別業績（平成21年5月16日～平成22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 ％

22年5月期 3,306 1.3 2,027 △1.4 2,104 △2.5 1,914 △2.3

21年5月期 3,263 8.7 2,056 10.6 2,158 10.4 1,958 9.5

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

22年5月期 80.77 80.68
21年5月期 82.67 82.61

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

22年5月期 51,165 50,875 98.7 2,130.53
21年5月期 50,413 50,146 99.0 2,105.74

（参考） 自己資本 22年5月期  50,501百万円 21年5月期  49,913百万円

※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） 

 当連結会計年度（平成21年５月16日～平成22年５月15日）における経営環境は、一部製造業など回復の兆しが見ら

れるものの、景気減速の長期化による雇用環境や所得情勢などには依然と変化が見られず、先行き不透明感から生活

防衛型の意識は続き、個人消費も低調に推移いたしました。また、昨年６月に施行された改正薬事法により、異業種

参入や業務・資本提携、Ｍ＆Ａ等の生き残りをかけた企業の統合・再編が加速するほか、競合他社の出店や価格競争

の激化などにより、ドラッグストア業界を取り巻く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、当社グループは、カウンセリングを主体とした接客サービスを徹底し、効率的な資格者の

配置見直しにより営業時間を延長したほか、顧客の節約志向に対応した販促策や特売期間設定の見直しを行いまし

た。 

 また、当連結会計年度は、新型インフルエンザの流行に伴う予防関連商品の需要拡大も加わったほか、プライベー

トブランド「エムズワン」商品の積極的な展開などにより、売上高および粗利益が順調に推移するとともに、経費削

減を進め営業利益の確保にも努めました。 

 出店につきましては、期首より67店舗の新規出店と32店舗の閉店のほか、子会社化等により29店舗、ＦＣ11店舗を

加え、当連結会計年度末のグループ店舗数は918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） 
  

 これらの結果、当連結会計年度における業績は、売上高は2,797億63百万円（前期比11.1%増）、営業利益122億68

百万円（同16.1%増）、経常利益129億28百万円（同14.0%増）となり、当期純利益は、特別損失として不採算店の統

廃合等による減損損失が発生したため、65億58百万円（同8.5%増）となりました。  

  

 （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、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更に進めるほか、新規エリアのドミナント化を早期に進

めるべく80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や多様化するニーズにも対応すべく、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2,921億円、営業利益129億円、経常利益135億円、なお、当期純利

益は資産除去債務に関する会計基準の適用に伴う特別損失の計上を含めて69億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123億23百

万円(前期比10.3％増)となったことと、仕入債務の増加等により、前連結会計年度末に比べ124億59百万円増加し、

当連結会計年度末には266億80百万円(同87.6％増)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、189億83百万円(同106.3％増)となりました。これは主に、税金等調整前当期純利

益123億23百万円に加え、仕入債務の増加119億６百万円(同249.3％増)(金融機関休業による影響額132億99百万円)、

および法人税等の支払51億73百万円(同3.1％減)、たな卸資産の増加37億29百万円(同62.1％増)などによるものであ

ります。 

１．経営成績

  
前期末 

店舗数 
出店 閉店 子会社化

ＦＣ 
純増 期末店舗数 

うち 

調剤薬局 加入 閉店等

 北海道 284 14  4  -     - - 10 294 55 

 東 北 262 22  3  -    - - 19  281 56 

 関 東 244  24  23 29     - - 30 274 77  

 中部・関西 23  2  1 -  - - 1 24  3  

中 国 28  5 1 -  - - 4 32  15  

直営店計  841  67  32 29 - - 64  905  206  

ＦＣ店 2 - -  - 12 1 11 13 -  

合 計 843 67 32 29 12 1 75  918  206  
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（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、42億11百万円(同37.4％減）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（㈱サクラドラッグ・㈱仁天堂他２社）18億55百万円(同37.3％減)、新規出店に伴う差入保証金17億

63百万円(同24.8％減)と有形固定資産の取得16億85百万円(同24.4％減）などの支出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） 

 財務活動の結果使用した資金は、23億12百万円(同10.1％減)となりました。これは主に、配当金の支払13億26百万

円(同6.5％減)の支出、長期借入金の返済６億90百万円(同34.9％減)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います。 

（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、配当は第２四半期末および事業年度末の年２回としております。 

 当期における第２四半期末の利益配当につきましては、計画通り１株につき28円の配当を実施いたしました。期末

におきましては計画より1株につき６円の増配とし、１株につき34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62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

  平成20年5月期 平成21年5月期 平成22年5月期 

自己資本比率（％） 61.7 60.3 55.5 

時価ベースの自己資本比率

（％） 90.6 53.7 59.9 

キャッシュ・フロー対有利

子負債比率（年） 0.4 0.2 0.1 

インタレスト・カバレッ

ジ・レシオ(倍） 167.5 374.1 766.0 
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 に影響を及ぼす可能性があります。 

  平成21年６月に施行された改正薬事法により導入された登録販売者制度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。  

 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）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4,390名であります。平成21年６月に施行された改正薬事法による、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19社により構成されております。 

  当社グループの主要な会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。 

 なお、「関係会社の状況」については、最近の有価証券報告書（平成21年８月12日提出）から重要な変更がないため 

 開示を省略しております。 

 注）㈱福コーポレーション及び、㈱仁天堂については平成22年５月16日をもってそれぞれ当社グループ内で吸収合併 

  したため記載を省略しております。 

  

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 

 ㈱サクラドラッグ  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 

 ㈱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 

 ㈱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 
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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  

３．経営方針
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４．連結財務諸表 
（１）連結貸借対照表 

（単位：百万円）

前連結会計年度 
(平成21年５月15日) 

当連結会計年度 
(平成22年５月15日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 14,232 18,691

売掛金 5,017 6,647

有価証券 － 8,000

商品及び製品 33,254 37,966

原材料及び貯蔵品 3 13

繰延税金資産 1,312 1,443

その他 3,356 3,468

貸倒引当金 △4 －

流動資産合計 57,171 76,232

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 15,972 16,187

減価償却累計額 △6,961 △7,718

建物及び構築物（純額） 9,010 8,469

機械装置及び運搬具 52 48

減価償却累計額 △41 △40

機械装置及び運搬具（純額） 11 7

工具、器具及び備品 11,818 12,501

減価償却累計額 △8,575 △9,721

工具、器具及び備品（純額） 3,243 2,780

土地 2,242 2,109

リース資産 － 173

減価償却累計額 － △34

リース資産（純額） － 138

建設仮勘定 81 15

有形固定資産合計 14,589 13,520

無形固定資産   

のれん 13,504 13,033

ソフトウエア 315 441

電話加入権 49 52

その他 96 67

無形固定資産合計 13,965 13,595

投資その他の資産   

投資有価証券 4,124 4,666

長期貸付金 134 380

繰延税金資産 219 252

差入保証金 19,299 20,588

その他 1,882 1,896

貸倒引当金 △85 △75

投資その他の資産合計 25,574 27,709
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（単位：百万円）

前連結会計年度 
(平成21年５月15日) 

当連結会計年度 
(平成22年５月15日) 

固定資産合計 54,129 54,825

資産合計 111,300 131,057

負債の部   

流動負債   

買掛金 29,260 41,545

短期借入金 50 －

1年内償還予定の社債 200 200

1年内返済予定の長期借入金 680 199

未払金 4,450 5,122

リース債務 － 34

未払法人税等 2,578 3,580

賞与引当金 1,761 2,221

役員賞与引当金 229 275

その他 985 1,226

流動負債合計 40,196 54,406

固定負債   

社債 300 100

長期借入金 590 395

リース債務 － 105

繰延税金負債 1,213 1,305

退職給付引当金 176 244

役員退職慰労引当金 113 15

その他 1,311 1,332

固定負債合計 3,706 3,498

負債合計 43,903 57,905

純資産の部   

株主資本   

資本金 6,627 6,628

資本剰余金 22,215 22,216

利益剰余金 36,351 41,582

自己株式 △8 △8

株主資本合計 65,185 70,418

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 1,967 2,338

評価・換算差額等合計 1,967 2,338

新株予約権 233 373

少数株主持分 10 21

純資産合計 67,397 73,151

負債純資産合計 111,300 131,057
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（２）連結損益計算書 

（単位：百万円）

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

当連結会計年度 
(自 平成21年５月16日 
 至 平成22年５月15日) 

売上高 251,863 279,763

売上原価 183,452 202,685

売上総利益 68,411 77,078

販売費及び一般管理費   

従業員給料及び手当 21,251 24,117

従業員賞与 1,690 1,965

賞与引当金繰入額 1,717 2,221

役員賞与引当金繰入額 229 275

退職給付引当金繰入額 44 59

役員退職慰労引当金繰入額 5 －

地代家賃 13,084 15,208

その他 19,818 20,960

販売費及び一般管理費合計 57,841 64,810

営業利益 10,569 12,268

営業外収益   

受取利息 138 107

受取配当金 49 58

備品受贈益 429 276

その他 185 264

営業外収益合計 803 708

営業外費用   

支払利息 22 23

割賦利息 3 1

その他 11 23

営業外費用合計 37 48

経常利益 11,335 12,928

特別利益   

投資有価証券売却益 － 10

貸倒引当金戻入額 12 5

移転補償金 － 119

固定資産売却益 0 0

その他 － 2

特別利益合計 13 138
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（単位：百万円）

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

当連結会計年度 
(自 平成21年５月16日 
 至 平成22年５月15日) 

特別損失   

固定資産除却損 118 94

固定資産売却損 － 57

投資有価証券評価損 4 －

減損損失 49 549

リース解約損 0 34

その他 7 7

特別損失合計 181 743

税金等調整前当期純利益 11,167 12,323

法人税、住民税及び事業税 4,959 6,078

法人税等調整額 151 △324

法人税等合計 5,111 5,753

少数株主利益 10 11

当期純利益 6,045 6,558
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（３）連結株主資本等変動計算書 

（単位：百万円）

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

当連結会計年度 
(自 平成21年５月16日 
 至 平成22年５月15日) 

株主資本   

資本金   

前期末残高 6,572 6,627

当期変動額   

新株の発行 54 0

当期変動額合計 54 0

当期末残高 6,627 6,628

資本剰余金   

前期末残高 22,160 22,215

当期変動額   

新株の発行 54 0

当期変動額合計 54 0

当期末残高 22,215 22,216

利益剰余金   

前期末残高 31,726 36,351

当期変動額   

剰余金の配当 △1,421 △1,327

当期純利益 6,045 6,558

当期変動額合計 4,624 5,230

当期末残高 36,351 41,582

自己株式   

前期末残高 △6 △8

当期変動額   

自己株式の取得 △1 △0

当期変動額合計 △1 △0

当期末残高 △8 △8

株主資本合計   

前期末残高 60,452 65,185

当期変動額   

新株の発行 109 1

剰余金の配当 △1,421 △1,327

当期純利益 6,045 6,558

自己株式の取得 △1 △0

当期変動額合計 4,733 5,232

当期末残高 65,185 70,418
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（単位：百万円）

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

当連結会計年度 
(自 平成21年５月16日 
 至 平成22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 3,197 1,967

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △1,229 370

当期変動額合計 △1,229 370

当期末残高 1,967 2,338

評価・換算差額等合計   

前期末残高 3,197 1,967

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △1,229 370

当期変動額合計 △1,229 370

当期末残高 1,967 2,338

新株予約権   

前期末残高 100 233

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 133 139

当期変動額合計 133 139

当期末残高 233 373

少数株主持分   

前期末残高 － 10

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 10 11

当期変動額合計 10 11

当期末残高 10 21

純資産合計   

前期末残高 63,750 67,397

当期変動額   

新株の発行 109 1

剰余金の配当 △1,421 △1,327

当期純利益 6,045 6,558

自己株式の取得 △1 △0

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △1,085 521

当期変動額合計 3,647 5,754

当期末残高 67,397 73,151
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（４）連結キャッシュ・フロー計算書 

（単位：百万円）

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

当連結会計年度 
(自 平成21年５月16日 
 至 平成22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 11,167 12,323

減価償却費 2,480 2,434

のれん償却額 801 1,077

貸倒引当金の増減額（△は減少） △44 △14

賞与引当金の増減額（△は減少） 21 459

役員賞与引当金の増減額（△は減少） 2 46

退職給付引当金の増減額（△は減少） 28 55

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △118 △98

受取利息及び受取配当金 △187 △166

支払利息及び割賦利息 25 24

備品受贈益 △429 △276

固定資産除却損 118 94

固定資産売却損益（△は益） △0 57

減損損失 49 549

投資有価証券評価損益（△は益） 4 －

投資有価証券売却損益（△は益） － △10

売上債権の増減額（△は増加） △909 △1,534

たな卸資産の増減額（△は増加） △2,300 △3,729

仕入債務の増減額（△は減少） 3,409 11,906

未払消費税等の増減額（△は減少） 64 283

その他 251 601

小計 14,432 24,083

利息及び配当金の受取額 131 98

利息の支払額 △24 △24

法人税等の支払額 △5,337 △5,173

営業活動によるキャッシュ・フロー 9,202 18,983

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 △63 △0

定期預金の払戻による収入 73 －

有形固定資産の取得による支出 △2,227 △1,685

有形固定資産の売却による収入 － 101

ソフトウエアの取得による支出 △76 △178

投資有価証券の取得による支出 △2 △34

投資有価証券の売却による収入 － 115

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による
支出

△2,958 △1,855

貸付けによる支出 △144 △275

貸付金の回収による収入 15 29

差入保証金の支出 △2,344 △1,763

差入保証金の返還 977 1,112
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（単位：百万円）

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

当連結会計年度 
(自 平成21年５月16日 
 至 平成22年５月15日) 

その他 19 222

投資活動によるキャッシュ・フロー △6,730 △4,211

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 1,400 －

短期借入金の返済による支出 △1,400 △62

長期借入金の返済による支出 △1,060 △690

社債の償還による支出 △200 △200

リース債務の返済による支出 － △33

新株発行による収入 109 0

自己株式の取得による支出 △1 △0

配当金の支払額 △1,419 △1,326

その他 0 0

財務活動によるキャッシュ・フロー △2,571 △2,312

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △99 12,459

現金及び現金同等物の期首残高 14,321 14,221

現金及び現金同等物の期末残高 14,221 26,680
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 該当事項はありません。 

 

  

   

  

連結の範囲に関する事項 

 連結子会社の数 19社 

 主要な連結子会社の名称 

  ６ページ「２．企業集団の状況」をご覧下さい。 

  

 （新規）４社 

  当連結会計年度において、㈱サクラドラッグ、㈱仁天堂、㈱クチュール、㈲サム薬局は株式譲受により新たに持

 分を取得したため連結の範囲に含めております。 

 （除外）１社 

  前連結会計年度において連結子会社でありました㈱ウェルネスサービスは、清算したため、当連結会計年度より

 連結の範囲から除いております。 

  

  上記以外は、最近の有価証券報告書（平成21年８月12日提出）により開示を行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。  

  

  

  

  

 （「退職給付に係る会計基準」の一部改正（その３））  

  当連結会計年度より、「「退職給付に係る会計基準」の一部改正（その３）」（企業会計基準第19号 平成20年

 ７月31日）を適用しております。 なお、これによる営業利益、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、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、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。 

  

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

16日 至 平成22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20年５月16日 至 平成21年５月15日）および当連結会計年度（自 平成21年５月

16日 至 平成22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20年５月16日 至 平成21年５月15日）および当連結会計年度（自 平成21年５月

16日 至 平成22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。 

継続企業の前提に関する注記

連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項

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

注記事項

（開示の省略）

（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
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 （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。 

（１株当たり情報）

前連結会計年度 
（自 平成20年５月16日 至 平成21年５月15日） 

当連結会計年度 
（自 平成21年５月16日 至 平成22年５月15日） 

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

１株当たり純資産額 円 銭3,069 38

１株当たり当期純利益金額 円 銭276 67

潜在株式調整後１株当たり当期純

利益金額 
円 銭276 33

  
前連結会計年度

（自 平成20年５月16日 
至 平成21年５月15日） 

当連結会計年度
（自 平成21年５月16日 
至 平成22年５月15日） 

１株当たり当期純利益金額            

当期純利益（百万円）  6,045  6,558

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）  6,045  6,558

期中平均株式数（株）  23,695,319  23,703,716

             

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（百万円）  －  －

普通株式増加数（株）  16,722  28,868

（うち新株予約権）  (16,722)  (28,868)

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２種類（新株予約権の数

3,781個） 

新株予約権２種類（新株予約権の数

個） 3,702
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 当社グループは小売業を主たる事業としているため、生産実績および受注状況は記載しておりません。  

（１）仕入実績  

（注）１．金額は、実際仕入価格によっております。 

   ２．その他のおもな内容は、食品・健康食品・医療用具等であります。 

   ３．「フランチャイズ店」は、フランチャイズ店への卸売上のための仕入であります。  

  

（２）販売実績 

（注）その他のおもな内容は、食品・健康食品・医療用具等であります。  

  

５．生産、受注及び販売の状況

品  目 

 当連結会計年度 

 （自 平成21年５月16日 

    至 平成22年５月15日） 

金額（百万円） 構成比（％） 前期比（％）  

商品       

 医薬品  40,116  19.4  109.1

 化粧品  40,589  19.7  104.9

 雑貨  67,597  32.8  111.0

 育児用品  12,067  5.8  110.0

 その他  44,925  21.8  118.7

小計  205,297  99.5  110.9

フランチャイズ店  761  0.4  143.2

不動産賃貸料原価  43  0.0  105.3

インターネット販売  280  0.1  －

合計  206,383  100.0  111.1

品  目 

 当連結会計年度 

 （自 平成21年５月16日 

    至 平成22年５月15日）  

金額（百万円） 構成比（％） 前期比（％）  

商品      

 医薬品  68,725  24.6  110.4

 化粧品  55,539  19.8  106.3

 雑貨  83,904  30.0  111.0

 育児用品  13,346  4.8  110.7

 その他  56,354  20.1  116.1

小計  277,870  99.3  110.8

フランチャイズ店への卸売上高  788  0.3  141.2

不動産賃貸料  138  0.0  93.3

手数料収入  503  0.2  114.2

インターネット販売  462  0.2  －

合計  279,763  100.0  111.1
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５．個別財務諸表 
（１）貸借対照表 

（単位：百万円）

前事業年度 
(平成21年５月15日) 

当事業年度 
(平成22年５月15日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 4,481 955

売掛金 99 132

有価証券 － 3,000

繰延税金資産 28 33

関係会社短期貸付金 1,460 1,452

その他 253 259

流動資産合計 6,323 5,834

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 － 7

減価償却累計額 － △0

建物及び構築物（純額） － 6

工具、器具及び備品 － 25

減価償却累計額 － △5

工具、器具及び備品（純額） － 20

建設仮勘定 3 －

有形固定資産合計 3 26

無形固定資産   

電話加入権 0 0

無形固定資産合計 0 0

投資その他の資産   

投資有価証券 100 －

関係会社株式 41,096 42,476

関係会社長期貸付金 2,873 2,812

その他 16 16

投資その他の資産合計 44,086 45,304

固定資産合計 44,089 45,331

資産合計 50,413 51,165
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（単位：百万円）

前事業年度 
(平成21年５月15日) 

当事業年度 
(平成22年５月15日) 

負債の部   

流動負債   

未払金 65 75

未払費用 0 0

未払法人税等 41 36

預り金 0 0

前受収益 7 7

賞与引当金 38 48

役員賞与引当金 82 93

その他 22 18

流動負債合計 258 281

固定負債   

その他 8 8

固定負債合計 8 8

負債合計 266 290

純資産の部   

株主資本   

資本金 6,627 6,628

資本剰余金   

資本準備金 39,910 39,911

資本剰余金合計 39,910 39,911

利益剰余金   

利益準備金 15 15

その他利益剰余金   

別途積立金 861 861

繰越利益剰余金 2,507 3,094

利益剰余金合計 3,383 3,971

自己株式 △8 △9

株主資本合計 49,913 50,501

新株予約権 233 373

純資産合計 50,146 50,875

負債純資産合計 50,413 51,165
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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５月16日 
 至 平成21年５月15日) 

当事業年度 
(自 平成21年５月16日 
 至 平成22年５月15日) 

営業収入   

手数料収入 1,351 1,393

受取配当金 1,912 1,912

営業収入合計 3,263 3,306

営業費用   

役員報酬 137 132

従業員給料及び手当 385 476

賞与引当金繰入額 38 48

役員賞与引当金繰入額 82 93

福利厚生費 72 85

地代家賃 28 27

支払手数料 221 132

その他 242 280

営業費用合計 1,206 1,278

営業利益 2,056 2,027

営業外収益   

受取利息 83 54

有価証券利息 13 12

その他 5 9

営業外収益合計 101 76

経常利益 2,158 2,104

特別利益   

投資有価証券売却益 － 1

特別利益合計 － 1

税引前当期純利益 2,158 2,105

法人税、住民税及び事業税 198 195

法人税等調整額 1 △4

法人税等合計 199 190

当期純利益 1,958 1,914
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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５月16日 
 至 平成21年５月15日) 

当事業年度 
(自 平成21年５月16日 
 至 平成22年５月15日) 

株主資本   

資本金   

前期末残高 6,572 6,627

当期変動額   

新株の発行 54 0

当期変動額合計 54 0

当期末残高 6,627 6,628

資本剰余金   

資本準備金   

前期末残高 39,855 39,910

当期変動額   

新株の発行 54 0

当期変動額合計 54 0

当期末残高 39,910 39,911

資本剰余金合計   

前期末残高 39,855 39,910

当期変動額   

新株の発行 54 0

当期変動額合計 54 0

当期末残高 39,910 39,911

利益剰余金   

利益準備金   

前期末残高 15 15

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 15 15

その他利益剰余金   

別途積立金   

前期末残高 861 861

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 861 861

繰越利益剰余金   

前期末残高 1,969 2,507

当期変動額   

剰余金の配当 △1,421 △1,327

当期純利益 1,958 1,914

当期変動額合計 537 587

当期末残高 2,507 3,094
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（単位：百万円）

前事業年度 
(自 平成20年５月16日 
 至 平成21年５月15日) 

当事業年度 
(自 平成21年５月16日 
 至 平成22年５月15日) 

利益剰余金合計   

前期末残高 2,846 3,383

当期変動額   

剰余金の配当 △1,421 △1,327

当期純利益 1,958 1,914

当期変動額合計 537 587

当期末残高 3,383 3,971

自己株式   

前期末残高 △7 △8

当期変動額   

自己株式の取得 △1 △0

当期変動額合計 △1 △0

当期末残高 △8 △9

株主資本合計   

前期末残高 49,266 49,913

当期変動額   

新株の発行 109 1

剰余金の配当 △1,421 △1,327

当期純利益 1,958 1,914

自己株式の取得 △1 △0

当期変動額合計 646 588

当期末残高 49,913 50,501

新株予約権   

前期末残高 100 233

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 133 139

当期変動額合計 133 139

当期末残高 233 373

純資産合計   

前期末残高 49,367 50,146

当期変動額   

新株の発行 109 1

剰余金の配当 △1,421 △1,327

当期純利益 1,958 1,914

自己株式の取得 △1 △0

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 133 139

当期変動額合計 779 728

当期末残高 50,146 50,875
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 該当事項はありません。 

   

継続企業の前提に関する注記
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