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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】 

提出会社の状況 

 （注）１．売上高には消費税等は含まれておりません。 

２．当社は中間連結財務諸表を作成しておりませんので、連結会計年度にかかる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。 

３．平成18年6月1日付で、普通株式１株につき２株の株式分割を行っております。 

４．潜在株式調整後１株当たり中間（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。 

５．従業員数（外、平均臨時雇用者数）は、パートタイマーの１日８時間換算による中間会計期間（事業年度）

の期中平均人数を外数で記載しております。 

回次 第22期中 第23期中 第24期中 第22期 第23期 

会計期間 

自平成16年 
６月１日 
至平成16年 
11月30日 

自平成17年 
６月１日 
至平成17年 
11月30日 

自平成18年 
６月１日 
至平成18年 
11月30日 

自平成16年 
６月１日 
至平成17年 
５月31日 

自平成17年 
６月１日 
至平成18年 
５月31日 

売上高（百万円） 46,017 51,398 55,916 94,539 103,285 

経常利益（百万円） 1,952 2,351 3,316 4,356 4,704 

中間（当期）純利益（百万円） 1,036 1,215 1,750 2,279 2,486 

持分法を適用した場合の投資 

利益（百万円） 
－ － － － － 

資本金（百万円） 1,305 1,305 1,305 1,305 1,305 

発行済株式総数（株） 5,548,557 11,097,114 22,194,228 5,548,557 11,097,114 

純資産額（百万円） 11,917 14,051 16,759 13,163 15,323 

総資産額（百万円） 27,223 31,000 35,333 29,316 33,127 

１株当たり純資産額（円） 2,147.92 1,266.25 755.13 2,362.73 1,380.84 

１株当たり中間（当期）純利益

（円） 
186.73 109.53 78.85 401.06 224.03 

潜在株式調整後１株当たり中間

（当期）純利益（円） 
－ － － － － 

１株当たり配当額（円） － － － 50.00 28.0 

自己資本比率（％） 43.8 45.3 47.4 44.9 46.3 

営業活動によるキャッシュ・フ

ロー（百万円） 
1,743 1,747 3,014 3,608 3,468 

投資活動によるキャッシュ・フ

ロー（百万円） 
△1,186 △621 △791 △2,146 △1,658 

財務活動によるキャッシュ・フ

ロー（百万円） 
△312 △300 △331 △341 △322 

現金及び現金同等物の中間期末

（期末）残高（百万円） 
4,424 6,126 8,680 5,300 6,788 

従業員数 

（外、平均臨時雇用者数）(人) 

829 

(887) 

981 

(1,038) 

1,046 

(1,089) 

1,005 

(903) 

1,095 

(1,011) 



２【事業の内容】 

 当中間会計期間において、当社の事業内容に重要な変更はありません。 

３【関係会社の状況】 

 当中間会計期間において、重要な関係会社の異動はありません。 

４【従業員の状況】 

(1)提出会社の状況 

 （注）パートタイマー社員（1日８時間換算）は当中間会計期間の平均人員を（ ）外数で記載しております。 

(2）労働組合の状況 

 労働組合は結成されておりませんが、労使関係は円満に推移しております。 

  平成18年11月30日現在

従業員数（人） 1,046（ 1,089） 



第２【事業の状況】 

１【業績等の概要】 

(1）業績 

 当中間会計期間におけるわが国経済は、原油などの素材・原材料の高騰による不安要素はありましたが、好調な

企業業績を背景にした設備投資に支えられ、おおむね順調な回復軌道をたどっております。一方、個人消費につき

ましては、所得の伸び悩みを背景に横ばい状態がつづいており、力強さは感じられずに推移しております。 

 当業界におきましては、各社とも依然として積極的な出店を続けていることや業界再編の動きが続いていること

及び規制緩和による他業態からの進出もあって競争は一段と激しくなっております。 

 このような状況の中、当社は、接客サービスの充実と高品質のプライベートブランド商品の開発に継続して取り

組み、収益力の向上に努めてまいりました。 

 新規出店につきましては、ドラッグストア事業部門で９店舗、調剤薬局事業部門で調剤専門薬局１店舗を開設い

たしました。 

 以上により、当中間会計期間末の店舗数はドラッグストア201店舗（うちＦＣ１店舗、調剤薬局併設14店舗）、

調剤専門薬局７店舗の合計208店舗となりました。 

 主要な品目別売上高は、医薬品部門12,557百万円（前年同期比10.6％増）、化粧品部門9,870百万円（前年同期

比10.2％増）、食料品部門16,942百万円（前年同期比7.7％増）、日用雑貨品部門10,861百万円（前年同期比

11.2％増）、その他部門5,683百万円（前年同期比1.6％増）となりました。 

 この結果、売上高は55,916百万円（前年同期比8.8％増）、営業利益3,288百万円（前年同期比41.6％増）、経常

利益3,316百万円（前年同期比41.0％増）、中間純利益1,750百万円（前年同期比44.0％増）となりました。 

  

(2）キャッシュ・フロー 

 当中間会計期間における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、前中間会計期間末に比べ2,554百万

円増加し、当中間会計期間末には8,680百万円となりました。 

 当中間会計期間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3,014百万円（前年同期比1,267百万円増）となりました。これは税引前中間純利

益3,315百万円、仕入債務の増加による収入250百万円、未収入金の減少による収入244百万円、法人税等の支払に

よる支出1,403百万円等の結果であります。 

  

（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791百万円（前年同期比169百万円増）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361百万円及び出店仮勘定の支出385百万円等であります。 

  

（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331百万円（前年同期比30百万円増）となりました。これは長期借入金の返済に

よる支出21百万円、配当金の支払309百万円であります。 



２【仕入及び販売の状況】 

(1）仕入実績 

 （注） 上記の金額には消費税等は含まれておりません。 

(2）販売実績 

① 品目別売上実績 

 （注） 上記の金額には消費税等は含まれておりません。 

② 地区別売上実績 

（注） 上記の金額には消費税等は含まれておりません。 

品目別 
当中間会計期間 

（自 平成18年６月１日 
至 平成18年11月30日） 

前年同期比（％） 

医薬品（百万円） 7,895 103.9 

化粧品（百万円） 7,190 106.3 

食料品（百万円） 14,266 107.2 

日用雑貨品（百万円） 8,269 110.9 

その他（百万円） 4,511 100.1 

合計（百万円） 42,132 106.3 

品目別 
当中間会計期間 

（自 平成18年６月１日 
至 平成18年11月30日） 

前年同期比（％） 

医薬品（百万円） 12,557 110.6 

化粧品（百万円） 9,870 110.2 

食料品（百万円） 16,942 107.7 

日用雑貨品（百万円） 10,861 111.2 

その他（百万円） 5,683 101.6 

合計（百万円） 55,916 108.8 

地区別 
当中間会計期間 

（自 平成18年６月１日 
至 平成18年11月30日） 

前年同期比（％） 

神奈川県（百万円） 36,959 105.5 

東京都（百万円） 8,096 115.8 

静岡県（百万円） 7,983 112.4 

埼玉県（百万円） 1,011 107.7 

千葉県（百万円） 1,864 141.4 

合計（百万円） 55,916 108.8 



３【対処すべき課題】 

 当中間会計期間において当社が対処すべき課題に重要な変更又は新たに生じた課題はありません。 

４【経営上の重要な契約等】 

 当中間会計期間において新たに締結した経営上の重要な契約等はありません。 

５【研究開発活動】 

 該当事項はありません。 



第３【設備の状況】 

１【主要な設備の状況】 

(1）当中間会計期間における主要な設備の増加は、以下のとおりであります。 

 （注）1．帳簿価額のうち「その他有形固定資産」は器具備品であります。 

2．帳簿価額のうち「その他」は敷金及び保証金並びに長期前払費用であります。 

3．従業員数の（ ）は、平成18年11月末におけるパートタイマーを8時間換算の外数で記載しております。 

4．上記金額には、消費税等は含まれておりません。 

(2) 当中間会計期間における主要な設備の除却 

    該当事項はありません。 

２【設備の新設、除却等の計画】 

(1）当中間会計期間において、前事業年度末に計画中であった設備の新設について、重要な変更はありません。 

  

（2）当中間会計期間において、新たに確定した除却等の計画は次のとおりであります。 

 （注）上記金額には、消費税等は含まれておりません。 

事業所名 
（所在地） 

設備の
内容 

帳簿価額（百万円） 

 開店月 
従業 
員数 
（人） 建物及び構

築物 
その他有形
固定資産 

土地 
（面積㎡）

その他 合計 

 富士吉原店 

 （富士市） 
店舗 5 12 － 10 29 

 平成18年 

６月 

3 

(5) 

 南足柄中沼店 

 （南足柄市） 
店舗 74 10 － 4 89 

 平成18年 

６月 

5 

(4) 

 泉中田西店 

 （横浜市泉区） 
店舗 14 12 － 25 52 

 平成18年 

６月 

5 

(6) 

 戸塚汲沢店 

 （横浜市戸塚区） 
店舗 9 11 － 6 28 

 平成18年 

７月 

3 

(6) 

御殿場萩原店  

 （御殿場市） 
店舗 111 13 － 8 133 

 平成18年 

７月 

4 

(4) 

 港南上永谷店 

 （横浜市港南区） 
店舗 17 10 － 9 36 

 平成18年 

10月 

4 

(5) 

庵原由比店  

 （庵原郡由比町） 
店舗 21 14 － 24 61 

 平成18年 

10月 

4 

(4) 

 清水興津店 

 （静岡市清水区） 
店舗 3 12 － 17 34 

 平成18年 

11月 

4 

(4) 

 川越霞ヶ関店 

 （川越市） 
店舗 7 12 － 10 30 

 平成18年 

11月 

4 

(4) 

 横須賀林薬局 

 （横須賀市） 
店舗 13 3 － 9 26 

 平成18年 

10月 

4 

(2) 

合計 － 279 115 － 126 522 － 
40 

(44) 

事務所名 

 （所在地） 
設備の内容 帳簿価額（百万円） 除却等の予定日 

 静岡呉服町店 

 （静岡市葵区） 
店舗閉鎖         10  平成19年２月 



第４【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】 

②【発行済株式】 

(2）【新株予約権等の状況】 

 該当事項はありません。 

(3）【発行済株式総数、資本金等の状況】 

 （注）普通株式１株を２株に分割しております。 

種類 発行可能株式総数（株） 

普通株式 53,720,000 

計 53,720,000 

種類 
中間会計期間末現在発行
数（株） 
（平成18年11月30日） 

提出日現在発行数（株） 
（平成19年２月19日） 

上場証券取引所名又は
登録証券業協会名 

内容 

普通株式 22,194,228 22,194,228 
東京証券取引所 

市場第二部 
－ 

計 22,194,228 22,194,228 － － 

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18年６月１日 
（注）  

11,097,114 22,194,228 － 1,305 － 1,519 



(4）【大株主の状況】 

(5）【議決権の状況】 

①【発行済株式】 

②【自己株式等】 

  平成18年11月30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（％） 

山本 久雄 東京都町田市 6,240 28.12 

株式会社ヤマモト 東京都町田市つくし野２丁目26－16 4,314 19.44 

山本 洋平 東京都町田市 2,663 12.00 

山本 いつ子 東京都町田市 1,720 7.75 

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  983 4.43 

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11-３  967 4.36 

クリエイトエス・ディー従業
員持株会 

横浜市青葉区荏田西１丁目９－15 370 1.66 

第一生命保険相互会社特別口 
（常任代理人 資産管理サー
ビス信託銀行株式会社） 

東京都千代田区有楽町１丁目13番１号 
（東京都中央区晴海１丁目８－12晴海アイ
ランドトリトンスクエアＺ棟） 

257 1.16 

ジェーピーモルガンチェーン
バンク３８５０６７ 
（常任代理人 株式会社みず
ほコーポレート銀行兜町証券
決済業務室） 

WOOLGATE HOUSE COLEMAN STREET LONDON E
C2P 2HD ENGLAND  
（東京都中央区日本橋兜町６番７号） 

153 0.69 

日興シティ信託銀行株式会社
（投信口） 

東京都品川区東品川２丁目３番14号 148 0.67 

計 ― 17,818 80.28 

  平成18年11月30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     100 － －

完全議決権株式（その他） 普通株式 22,193,800 221,938 －

単元未満株式 普通株式        328 － －

発行済株式総数 22,194,228 － －

総株主の議決権 － 221,938 －

  平成18年11月30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（％） 

株式会社クリエイ

トエス・ディー 

横浜市青葉区荏田

西1-9-15 
100 － 100 0.0 

計 － 100 － 100 0.0 



２【株価の推移】 

【当該中間会計期間における月別最高・最低株価】 

 （注） 最高・最低株価は、株式会社東京証券取引所市場第二部におけるものであります。 

３【役員の状況】 

   前事業年度の有価証券報告書提出日後、当半期報告書提出日までにおいて、役員の異動はありません。 

月別 平成18年６月 ７月 ８月 ９月 10月 11月 

最高（円） 1,840 1,757 2,000 2,150 2,115 1,995 

最低（円） 1,570 1,430 1,712 1,950 1,853 1,760 



第５【経理の状況】 

１．中間財務諸表の作成方法について 

  当社の中間財務諸表は「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和52年大蔵省令第38号。以

下「中間財務諸表等規則」という。）に基づいて作成しております。 

 なお、前中間会計期間（平成17年６月１日から平成17年11月30日まで）は、改正前の中間財務諸表等規則に基づ

き、当中間会計期間（平成18年６月１日から平成18年11月30日まで）は、改正後の中間財務諸表等規則に基づいて作

成しております。 

２．監査証明について 

 当社は、証券取引法第193条の２の規定に基づき、前中間会計期間（平成17年６月１日から平成17年11月30日ま

で）及び当中間会計期間（平成18年６月１日から平成18年11月30日まで）の中間財務諸表について、三優監査法人に

よる中間監査を受けております。 

３．中間連結財務諸表について 

 「中間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11年大蔵省令第24号）第５条第２項により、

当社では、子会社の資産、売上高等から見て、当企業集団の財政状態及び経営成績に関する合理的な判断を誤らせな

い程度に重要性が乏しいものとして、中間連結財務諸表は作成しておりません。 

 なお、資産基準、売上高基準、利益基準及び利益剰余金基準による割合は次のとおりであります。 

  資産基準      0.6％ 

  売上高基準     0.7％ 

  利益基準      0.3％ 

  利益剰余金基準   0.2％ 



【中間財務諸表等】 

(1）【中間財務諸表】 

①【中間貸借対照表】 

    
前中間会計期間末 
（平成17年11月30日） 

当中間会計期間末 
（平成18年11月30日） 

前事業年度の 
要約貸借対照表 

（平成18年５月31日） 

区分 
注記 
番号 

金額（百万円） 
構成比
（％）

金額（百万円） 
構成比
（％）

金額（百万円） 
構成比
（％）

（資産の部）                     

Ⅰ 流動資産                     

１．現金及び預金   6,126     8,780     6,788     

２．売掛金   410     814     672     

３．たな卸資産   8,956     9,128     9,238     

４．その他   1,584     1,849     1,988     

流動資産合計     17,076 55.1   20,572 58.2   18,686 56.4 

Ⅱ 固定資産                     

(1)有形固定資産 ※１                   

１．建物   2,857     2,967     2,892     

２．その他   2,783     2,819     2,771     

有形固定資産合計   5,641     5,787     5,663     

(2)無形固定資産   116     324     352     

(3)投資その他の資産                     

１．長期貸付金   2,960     3,276     3,167     

２．敷金及び保証金   2,800     3,015     2,923     

３．その他   2,405     2,378     2,333     

貸倒引当金   ―     △21     ―     

投資その他の資産
合計 

  8,165     8,648     8,424     

固定資産合計     13,923 44.9   14,761 41.8   14,440 43.6 

資産合計     31,000 100.0   35,333 100.0   33,127 100.0 

            

 



    
前中間会計期間末 

（平成17年11月30日） 
当中間会計期間末 
（平成18年11月30日） 

前事業年度の 
要約貸借対照表 

（平成18年５月31日） 

区分 
注記 
番号 

金額（百万円） 
構成比
（％）

金額（百万円） 
構成比
（％）

金額（百万円） 
構成比
（％）

（負債の部）                     

Ⅰ 流動負債                     

１．買掛金   12,674     13,416     13,166     

２．一年内返済予定長
期借入金 

  43     43     43     

３．未払法人税等   －     1,793     1,424     

４．賞与引当金   40     45     60     

５．役員賞与引当金   30     30     54     

 ６．ポイントカード引
当金 

  －     205     131     

７．閉鎖店舗損失引当
金 

  2     10     5     

８．その他 ※２ 3,216     2,037     1,969     

流動負債合計     16,007 51.7   17,581 49.8   16,854 50.9 

Ⅱ 固定負債                     

１．長期借入金   265     222     243     

２．退職給付引当金   372     446     407     

３．役員退職慰労引当
金 

  206     246     226     

４．預り保証金   96     －     －     

５．その他    －     76     72     

固定負債合計     940 3.0   992 2.8   949 2.8 

負債合計     16,948 54.7   18,574 52.6   17,804 53.7 

（資本の部）                     

Ⅰ 資本金     1,305 4.2   － －   － － 

Ⅱ 資本剰余金                     

１．資本準備金   1,519     －     －     

資本剰余金合計     1,519 4.9   － －   － － 

Ⅲ 利益剰余金                     

１．利益準備金   13     －     －     

２．任意積立金   9,500     －     －     

３．中間（当期）未処
分利益 

  1,701     －     －     

利益剰余金合計     11,215 36.2   － －   － － 

Ⅳ その他有価証券評価
差額金 

    10 0.0   － －   － － 

Ⅴ 自己株式     △0 △0.0   － －   － － 

資本合計     14,051 45.3   － －   － － 

負債資本合計     31,000 100.0   － －   － － 

            

 



    
前中間会計期間末 

（平成17年11月30日） 
当中間会計期間末 
（平成18年11月30日） 

前事業年度の 
要約貸借対照表 

（平成18年５月31日） 

区分 
注記 
番号 

金額（百万円） 
構成比
（％）

金額（百万円） 
構成比
（％）

金額（百万円） 
構成比
（％）

（純資産の部）                     

Ⅰ 株主資本                     

１．資本金     － －   1,305 3.7   1,305 3.9 

２．資本剰余金                     

(1）資本準備金   －     1,519     1,519     

資本剰余金合計     － －   1,519 4.3   1,519 4.6 

３．利益剰余金                     

(1）利益準備金   －     13     13     

(2）その他利益剰余
金 

                    

別途積立金   －     11,500     9,500     

繰越利益剰余金   －     2,411     2,972     

利益剰余金合計     － －   13,925 39.4   12,486 37.7 

４．自己株式     － －   △0 △0.0   △0 △0.0 

株主資本合計     － －   16,750 47.4   15,311 46.2 

Ⅱ 評価・換算差額等                     

１．その他有価証券評
価差額金 

    － －   8 0.0   11 0.1 

評価・換算差額等合
計 

    － －   8 0.0   11 0.1 

純資産合計     － －   16,759 47.4   15,323 46.3 

負債純資産合計     － －   35,333 100.0   33,127 100.0 

            



②【中間損益計算書】 

    
前中間会計期間 

（自 平成17年６月１日 
至 平成17年11月30日） 

当中間会計期間 
（自 平成18年６月１日 
至 平成18年11月30日） 

前事業年度の 
要約損益計算書 

(自 平成17年６月１日 
至 平成18年５月31日) 

区分 
注記 
番号 

金額（百万円） 
百分比
（％）

金額（百万円） 
百分比
（％）

金額（百万円） 
百分比
（％）

Ⅰ 売上高     51,398 100.0   55,916 100.0   103,285 100.0 

Ⅱ 売上原価     39,250 76.4   42,231 75.5   78,550 76.1 

売上総利益     12,148 23.6   13,684 24.5   24,734 23.9 

Ⅲ 販売費及び一般管理
費 

    9,825 19.1   10,396 18.6   20,081 19.4 

営業利益     2,322 4.5   3,288 5.9   4,653 4.5 

Ⅳ 営業外収益 ※１   43 0.1   54 0.0   91 0.1 

Ⅴ 営業外費用 ※２   14 0.0   26 0.0   40 0.0 

経常利益     2,351 4.6   3,316 5.9   4,704 4.6 

Ⅵ 特別利益     ― ―   42 0.1   ― ― 

Ⅶ 特別損失 ※３   9 0.0   44 0.1   23 0.1 

税引前中間（当期）
純利益 

    2,342 4.6   3,315 5.9   4,681 4.5 

法人税、住民税及び
事業税 

  1,190     1,719     2,350     

法人税等調整額   △62 1,127 2.2 △154 1,564 2.8 △154 2,195 2.1 

中間（当期）純利益     1,215 2.4   1,750 3.1   2,486 2.4 

前期繰越利益     486     ―     ―   

中間（当期）未処分
利益 

    1,701     ―     ―   

            



③【中間株主資本等変動計算書】 

当中間会計期間（自 平成18年６月１日 至 平成18年11月30日） 

  

株主資本 

資本金 

資本剰余金 利益剰余金 

自己株式 
株主資本
合計 資本準備

金 
資本剰余
金合計 

利益準備
金 

その他利益剰余金 
利益剰余
金合計 別途積立

金 
繰越利益
剰余金 

平成18年5月31日 残高 
（百万円） 

1,305 1,519 1,519 13 9,500 2,972 12,486 △0 15,311 

中間会計期間中の変動額        

剰余金の配当    △310 △310   △310 

 別途積立金の積立    2,000 △2,000 ―   ― 

中間純利益    1,750 1,750   1,750 

株主資本以外の項目の中間会
計期間中の変動額（純額） 

       

中間会計期間中の変動額合計 
（百万円） 

― ― ― ― 2,000 △560 1,439 ― 1,439 

平成18年11月30日 残高 
（百万円） 

1,305 1,519 1,519 13 11,500 2,411 13,925 △0 16,750 

  

評価・換算差額等 

純資産合計 
その他有価証券
評価差額金 

評価・換算差額
等合計 

平成18年5月31日 残高 
（百万円） 

11 11 15,323

中間会計期間中の変動額   

剰余金の配当   △310

 別途積立金の積立   ―

中間純利益   1,750

株主資本以外の項目の中間会
計期間中の変動額（純額） 

△3 △3 △3

中間会計期間中の変動額合計 
（百万円） 

△3 △3 1,436

平成18年11月30日 残高 
（百万円） 

8 8 16,759



前事業年度の株主資本等変動計算書（自 平成17年６月１日 至 平成18年５月31日） 

  

株主資本 

資本金 

資本剰余金 利益剰余金 

自己株式 
株主資本
合計 資本準備

金 
資本剰余
金合計 

利益準備
金 

その他利益剰余金 
利益剰余
金合計 別途積立

金 
繰越利益
剰余金 

平成17年5月31日 残高 
（百万円） 

1,305 1,519 1,519 13 7,500 2,817 10,331 △0 13,156 

事業年度中の変動額        

剰余金の配当    △277 △277   △277 

 役員賞与の支払    △54 △54   △54 

 別途積立金の積立    2,000 △2,000 ―   ― 

当期純利益    2,486 2,486   2,486 

株主資本以外の項目の事業年
度中の変動額（純額） 

       

事業年度中の変動額合計 
（百万円） 

― ― ― ― 2,000 154 2,154 ― 2,154 

平成18年5月31日 残高 
（百万円） 

1,305 1,519 1,519 13 9,500 2,972 12,486 △0 15,311 

  

評価・換算差額等 

純資産合計 
その他有価証券
評価差額金 

評価・換算差額
等合計 

平成17年5月31日 残高 
（百万円） 

6 6 13,163

事業年度中の変動額   

剰余金の配当   △277

 役員賞与の支払   △54

 別途積立金の積立   ―

当期純利益   2,486

株主資本以外の項目の事業年
度中の変動額（純額） 

4 4 4

事業年度中の変動額合計 
（百万円） 

4 4 2,159

平成18年5月31日 残高 
（百万円） 

11 11 15,323



④【中間キャッシュ・フロー計算書】 

    
前中間会計期間 

(自 平成17年６月１日 
至 平成17年11月30日) 

当中間会計期間 
(自 平成18年６月１日 
至 平成18年11月30日) 

前事業年度の要約 
キャッシュ・フロー計算書
(自 平成17年６月１日 
至 平成18年５月31日) 

区分 
注記 
番号 

金額（百万円） 金額（百万円） 金額（百万円） 

Ⅰ 営業活動によるキャッシュ・フロー   

１ 税引前中間（当期）純利益   2,342 3,315 4,681

２ 減価償却費   357 412 820

３ 貸倒引当金の増加・減少（△）額   ― 21 ―

４ 賞与引当金の増加・減少（△）額   △14 △15 6

５ 役員賞与引当金の増加・減少（△）額   30 △24 54

 ６ ポイントカード引当金の増加・減少（△）額   ― 73 131

７ 閉鎖店舗損失引当金の増加・減少（△）額   2 5 5

８ 退職給付引当金の増加・減少（△）額   41 39 76

９ 役員退職慰労引当金の増加・減少（△）額   21 20 41

10 受取利息及び受取配当金   △24 △32 △48

11 支払利息   5 4 9

12 受取補償金   ― △42 ―

13 固定資産除却損   6 0 0

14  減損損失   ― 36 ―

15 売上債権の減少・増加（△）額   △15 △142 △277

16 たな卸資産の減少・増加（△）額   △462 109 △735

17 未収入金の減少・増加（△）額   △2 244 △272

18 仕入債務の増加・減少（△）額   428 250 919

19 未払金の増加・減少（△）額   71 △34 101

20 未払費用の増加・減少（△）額   94 101 88

21 未払消費税等の増加・減少（△）額   40 3 50

22 役員賞与の支払額   △54 ― △54

23 その他   69 68 118

小計   2,938 4,417 5,715

24 利息及び配当金の受取額   2 5 3

25 利息の支払額   △5 △4 △9

26 法人税等の支払額   △1,187 △1,403 △2,241

営業活動によるキャッシュ・フロー   1,747 3,014 3,468

 



    
前中間会計期間 

(自 平成17年６月１日 
至 平成17年11月30日) 

当中間会計期間 
(自 平成18年６月１日 
至 平成18年11月30日) 

前事業年度の要約 
キャッシュ・フロー計算書
(自 平成17年６月１日 
至 平成18年５月31日) 

区分 
注記 
番号 

金額（百万円） 金額（百万円） 金額（百万円） 

Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー   

１ 定期預金預入による支出   ― △500 ―

２ 定期預金の払戻しによる収入   ― 400 ―

３ 有形固定資産の取得による支出   △330 △361 △797

４ 無形固定資産の取得による支出   △18 △12 △39

５ 貸付けによる支出   △162 △72 △482

６ 貸付金の回収による収入   122 144 255

７ 長期前払費用の増加による支出   △33 △25 △105

８ 建設協力金の回収による収入   79 63 187

９ 敷金保証金の差入による支出   △73 △64 △266

10 敷金保証金の回収による収入   7 20 99

11 出店仮勘定の増加による支出   △217 △385 △405

12 その他 ※２ 3 2 △103

投資活動によるキャッシュ・フロー   △621 △791 △1,658

Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー   

１ 長期借入金の返済による支出   △23 △21 △44

２ 配当金の支払額   △277 △309 △277

財務活動によるキャッシュ・フロー   △300 △331 △322

Ⅳ 現金及び現金同等物の増加・減少（△）額   825 1,892 1,487

Ⅴ 現金及び現金同等物の期首残高   5,300 6,788 5,300

Ⅵ 現金及び現金同等物の中間期末（期末）残高 ※１ 6,126 8,680 6,788

    



中間財務諸表作成のための基本となる重要な事項 

項目 
前中間会計期間 

（自 平成17年６月１日 
至 平成17年11月30日） 

当中間会計期間 
（自 平成18年６月１日 
至 平成18年11月30日） 

前事業年度 
（自 平成17年６月１日 
至 平成18年５月31日） 

1.資産の評価基準及

び評価方法 

(1)有価証券 

①満期保有目的の債券 

償却原価法（定額法） 

(1)有価証券 

①   ─── 

  

(1)有価証券 

①   ─── 

    
   ②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子会社株式及び関連会社

株式 

  同左 

  ②子会社株式及び関連会社

株式 

  同左 
 ③その他有価証券 

時価のあるもの 

  中間決算日の市場価格等

に基づく時価法 

（評価差額は、全部資本

直入法により処理し、売

却原価は、移動平均法に

より算定） 

③その他有価証券 

時価のあるもの 

中間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） 

③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 

  時価のないもの 

 同左 

時価のないもの 

 同左 

 (2)たな卸資産 

 商品 

売価還元法による原価法 

(2)たな卸資産 

 商品 

 同左 

(2)たな卸資産 

商品 

 同左 
  貯蔵品 

 最終仕入原価法による原 

価法 

 貯蔵品 

 同左 

  貯蔵品 

 同左 

2.固定資産の減価償

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

降に取得した建物（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。 

(1)有形固定資産 

 同左 

(1)有形固定資産 

 同左 

 建物  10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 

(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 

 のれんについては、５年間

の均等償却 

(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 

 営業権については、５年間

の均等償却 
 (3)長期前払費用 

  定額法 

(3)長期前払費用 

 同左 

(3)長期前払費用 

 同左 

3.繰延資産の処理 新株発行費 

支出時に全額費用として処理

しております。 

  

─── 

新株発行費 

支出時に全額費用として処理

しております。 

 



項目 
前中間会計期間 

（自 平成17年６月１日 
至 平成17年11月30日） 

当中間会計期間 
（自 平成18年６月１日 
至 平成18年11月30日） 

前事業年度 
（自 平成17年６月１日 
至 平成18年５月31日） 

4.引当金の計上基準 (1)貸倒引当金 

 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。 

(1)貸倒引当金 

    同左 

(1) 

─── 

 (2)賞与引当金 

  従業員の賞与の支給に備え

るため、支給見込額の当中

間会計期間負担額を計上し

ております。 

(2)賞与引当金 

    同左 

 (2)賞与引当金 

  従業員の賞与の支給に備え

るため、支給見込額の当期

負担額を計上しておりま 

す。 
 (3)役員賞与引当金 

 役員に対する賞与の支給に

備えるため、支給見込額の

当中間会計期間負担分を計

上しております。 

(3)役員賞与引当金 

    同左 

(3)役員賞与引当金 

 役員に対する賞与の支給に

備えるため、支給見込額の

当期負担分を計上しており

ます。 
 (4) 

─── 

(4)ポイントカード引当金 

 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。 

(4)ポイントカード引当金 

    同左 

 (5)閉鎖店舗損失引当金 

 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。 

(5)閉鎖店舗損失引当金 

    同左 

(5)閉鎖店舗損失引当金 

    同左 

 (6)退職給付引当金 

 従業員の退職給付に備える

ため、当期末における退職

給付債務に基づき当中間会

計期間末において発生して

いると認められる額を計上

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

生の翌事業年度から費用処

理することとしておりま

す。 

(6)退職給付引当金 

    同左 

(6)退職給付引当金 

 従業員の退職給付に備える

ため、当期末における退職

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

生の翌事業年度から費用処

理することとしておりま

す。 

 



項目 
前中間会計期間 

（自 平成17年６月１日 
至 平成17年11月30日） 

当中間会計期間 
（自 平成18年６月１日 
至 平成18年11月30日） 

前事業年度 
（自 平成17年６月１日 
至 平成18年５月31日） 

 (7)役員退職慰労引当金 

 役員の退職慰労金の支出に

備えるため、内規に基づく

中間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 

同左 

(7)役員退職慰労引当金 

 役員の退職慰労金の支出に

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.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。 

同左 同左 

6.中間キャッシュ・

フロー計算書（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。 

同左 同左 

7.その他中間財務諸

表（財務諸表）作

成のための基本と

なる重要な事項 

消費税等の会計処理 

 税抜方式によっておりま

す。 

消費税等の会計処理 

同左 

消費税等の会計処理 

   同左 



中間財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更 

前中間会計期間 
（自 平成17年６月１日 
  至 平成17年11月30日） 

当中間会計期間 
（自 平成18年６月１日 
 至 平成18年11月30日） 

前事業年度 
（自 平成17年６月１日 
至 平成18年５月31日） 

（固定資産の減損に係る会計基準） 

 当中間会計期間より、固定資産の

減損に係る会計基準（「固定資産の

減損に係る会計基準の設定に関する

意見書」（企業会計審議会 平成14

年８月９日）及び「固定資産の減損

に係る会計基準の適用指針」（企業

会計基準適用指針第６号 平成15年

10月31日）を適用しております。 

これによる損益に与える影響はあり

ません。 

─── 

  

─── 

  

（役員賞与に関する会計基準） 

 役員賞与は従来、株主総会の利益

処分決議により未処分利益の減少と

して会計処理しておりましたが、当

中間会計期間から「役員賞与に関す

る会計基準」（平成17年11月29日企

業会計基準第４号）に基づき、発生

時に費用処理することとしておりま

す。 

 この結果、従来の方法と比較し

て、営業利益、経常利益及び税引前

中間純利益はそれぞれ30百万円減少

しております。 

─── 

  

  

 （役員賞与に関する会計基準） 

  役員賞与は従来、株主総会の利益

処分案決議により未処分利益の減少

として会計処理しておりましたが、

当事業年度より「役員賞与に関する

会計基準」（平成17年11月29日企業

会計基準第４号）に基づき、発生時

に費用処理することとしておりま

す。  

 この結果、従来の方法と比較し

て、営業利益、経常利益及び税引前

当期純利益はそれぞれ54百万円減少

しております。 

 



前中間会計期間 
（自 平成17年６月１日 
  至 平成17年11月30日） 

当中間会計期間 
（自 平成18年６月１日 
 至 平成18年11月30日） 

前事業年度 
（自 平成17年６月１日 
至 平成18年５月31日） 

─── 

  

  

─── 

  

 （ポイントカード引当金） 

 従来、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

ントについては、その使用時に費用

処理しておりましたが、当事業年度

において磁気ポイントカードシステ

ムが新たに導入され、ポイントカー

ドの使用見込額の合理的な算定が可

能となったことから、より合理的な

期間損益計算と財務内容の健全化を

図るため、当事業年度より未使用の

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

込まれる額を計上することに変更い

たしました。 

 この変更により、従来と同一の方

法によった場合と比較して、営業利

益、経常利益及び税引前当期純利益

はそれぞれ131百万円減少しておりま

す。 

 なお、新たに導入されたポイント

カードシステムが当下半期からの本

格稼動となったことから、当中間会

計期間は、従来の方法によっており

ます。 

 従って、当中間会計期間において

当事業年度と同一の方法によった場

合と比較して、当中間会計期間にお

ける営業利益、経常利益及び税引前

中間純利益はそれぞれ291百万円多く

計上されております。 

  

─── 

  

  

  

─── 

  

 （貸借対照表の純資産の部の表示に

関する会計基準） 

 当事業年度より、「貸借対照表の

純資産の部の表示に関する会計基

準」（企業会計基準第５号 平成17

年12月９日）及び「貸借対照表の純

資産の部の表示に関する会計基準等

の適用指針」（企業会計基準適用指

針第８号平成17年12月９日）を適用

しております。 

 従来の資本の部の合計に相当する

金額は、15,323百万円であります。 

 なお、財務諸表等規則の改正によ

り、当事業年度における貸借対照表

の純資産の部については、改正後の

財務諸表等規則により作成しており

ます。 



表示方法の変更 

前中間会計期間 
（自 平成17年６月１日 
  至 平成17年11月30日） 

当中間会計期間 
（自 平成18年６月１日 
  至 平成18年11月30日） 

─── 

  

  

  

  

 （中間貸借対照表） 

１. 「未払法人税等」は、前中間会計期間まで、流動負

債の「その他」に含めて表示していましたが、当中間会

計期間末において負債及び純資産の合計の100分の５を超

えたため、区分掲記しました。 

 なお、前中間会計期間末の「未払法人税等」の金額は

1,271百万円であります。 

２.前中間会計期間まで区分掲記していた「預り保証金」

は、金額的重要性及び区分掲記の必要性を考慮して、当

中間会計期間末において固定負債の「その他」に含めて

表示しています。 

 なお、当中間会計期間末の「預り保証金」の金額は71

百万円であります。 



追加情報 

注記事項 

（中間貸借対照表関係） 

前中間会計期間 
（自 平成17年６月１日 
  至 平成17年11月30日） 

当中間会計期間 
（自 平成18年６月１日 
 至 平成18年11月30日） 

前事業年度 
（自 平成17年６月１日 
至 平成18年５月31日） 

─── （ポイントカード引当金） 

 従来、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

ントについては、その使用時に費用

処理しておりましたが、前事業年度

の下期より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

上することに変更いたしました。 

 従って、当中間会計期間と同一の

方法によった場合と比較して、前中

間会計期間における営業利益、経常

利益及び税引前中間純利益はそれぞ

れ291百万円多く計上されておりま

す。 

 ─── 

  

───  

（貸借対照表の純資産の部の表示に

関する会計基準） 

 前事業年度の下期より、「貸借対

照表の純資産の部の表示に関する会

計基準」（企業会計基準第５号 平

成17年12月９日）及び「貸借対照表

の純資産の部の表示に関する会計基

準等の適用指針」（企業会計基準適

用指針第８号 平成17年12月９日）

を適用しております。 

 従来の資本の部の合計に相当する

金額は、16,759百万円であります。 

 なお、中間財務諸表等規則の改正

により、当中間会計期間における中

間貸借対照表の純資産の部について

は、改正後の中間財務諸表等規則に

より作成しております。 

  

───  

前中間会計期間末 
（平成17年11月30日） 

当中間会計期間末 
（平成18年11月30日） 

前事業年度末 
（平成18年５月31日） 

※１．有形固定資産の減価償却累計額 

2,517百万円 

※１．有形固定資産の減価償却累計額

3,230百万円 

※１．有形固定資産の減価償却累計額

2,875百万円 

  

  

  

  

  

  

※２．消費税等の取扱い 

仮払消費税等及び仮受消費税等

は相殺の上、流動負債の「その

他」に含めて表示しておりま

す。 

※２．消費税等の取扱い 

同左  

※２．    ─── 

   



（中間損益計算書関係） 

前中間会計期間 
（自 平成17年６月１日 
 至 平成17年11月30日） 

当中間会計期間 
（自 平成18年６月１日 
至 平成18年11月30日） 

前事業年度 
（自 平成17年６月１日 
至 平成18年５月31日） 

※１．営業外収益のうち主要なもの ※１．営業外収益のうち主要なもの ※１．営業外収益のうち主要なもの 

  

受取利息 22百万円 受取利息 31百万円 

  

受取利息 45百万円 

※２．営業外費用のうち主要なもの ※２．営業外費用のうち主要なもの ※２．営業外費用のうち主要なもの  

  

支払利息 5百万円 支払利息 4百万円 

貸倒引当金繰

入 

21百万円 

  

支払利息 9百万円 

上場準備費用 24百万円 

          

※３．    ─── ※３．減損損失 

 当中間会計期間において、当社は

以下の資産グループについて減損損

失を計上しました。 

 ※３．    ─── 

  

  当社は、キャッシュフローを生み

出す最小単位として、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。 

  社宅用資産については、当中間会

計期間末において売却が予定されて

おり売却損の発生が見込まれたた

め、当該売却損計上予定価額を減損

損失として特別損失に計上いたしま

した。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

ナスであるため、資産グループの帳

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

失に計上いたしました。 

  上記の主な資産に係る内訳は以下

のとおりです。 

  なお、当資産グループの回収可能

価額は正味売却価額または使用価値

により測定しております。 

 社宅用資産については正味売却価

額を使用し、売却契約価額に基づき

評価しました。 

  店舗用資産について使用した使用

価値については、将来キャッシュ・

フローを5.9％で割引いて算定して

おります。 

  

場所 用途 種類 
減損損失 

（百万円） 

 神奈川県 社宅用資産 借地権等     12 

 静岡県 店舗用資産  建物等     23 

 合 計    36 

勘定科目 金額（百万円）

 建物 18 

 構築物 1 

 工具器具備品 0 

 借地権 11 

 リース資産 4 

 合 計 36 

  

 



（中間株主資本等変動計算書関係） 

当中間会計期間（自平成18年６月１日 至平成18年11月30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）平成18年６月１日付で普通株式１株につき２株の割合で株式分割を行っております。 

  

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）配当金支払額 

前中間会計期間 
（自 平成17年６月１日 
 至 平成17年11月30日） 

当中間会計期間 
（自 平成18年６月１日 
至 平成18年11月30日） 

前事業年度 
（自 平成17年６月１日 
至 平成18年５月31日） 

 ４．減価償却実施額  ４．減価償却実施額  ４．減価償却実施額 

有形固定資産 332百万円 

無形固定資産 6百万円 

有形固定資産 356百万円 

無形固定資産 37百万円 

有形固定資産 713百万円 

無形固定資産 71百万円 

  
前事業年度末株式 
数（株） 

当中間会計期間増 
加株式数（株） 

当中間会計期間減 
少株式数（株） 

当中間会計期間末 
株式数（株） 

発行済株式         

普通株式（注） 11,097,114 11,097,114 ― 22,194,228 

合計 11,097,114 11,097,114 ― 22,194,228 

自己株式         

普通株式（注） 62 62 ― 124 

合計 62 62 ― 124 

決議 株式の種類 配当金の総額 
１株当たり  
配当額 

基準日 効力発生日 

平成18年８月25日 

定時株主総会 
普通株式  310百万円  28円 平成18年5月31日 平成18年8月28日 



前事業年度（自平成17年６月１日 至平成18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）平成17年７月20日付で普通株式１株につき２株の割合で株式分割を行っております。 

  

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）配当金支払額 

（2）基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの 

   次のとおり、決議を予定しております。 

  
前事業年度末株式 
数（株） 

当事業年度増加株
式数（株） 

当事業年度減少株
式数（株） 

当事業年度末株式
数（株） 

発行済株式         

普通株式（注） 5,548,557 5,548,557 ― 11,097,114 

合計 5,548,557 5,548,557 ― 11,097,114 

自己株式         

普通株式（注） 31 31 ― 62 

合計 31 31 ― 62 

決議 株式の種類 配当金の総額 
１株当たり  
配当額 

基準日 効力発生日 

平成17年８月26日 

定時株主総会 
普通株式  277百万円  50円 平成17年５月31日 平成17年８月29日

決議 株式の種類  配当の原資 配当金の総額 
１株当たり
配当額 

基準日 効力発生日 

平成18年８月25日 

定時株主総会 
普通株式  利益剰余金  310百万円  28円 平成18年5月31日 平成18年8月28日



（中間キャッシュ・フロー計算書関係） 

前中間会計期間 
（自 平成17年６月１日 
  至 平成17年11月30日） 

当中間会計期間 
（自 平成18年６月１日 
 至 平成18年11月30日） 

前事業年度 
（自 平成17年６月１日 
至 平成18年５月31日） 

※１.現金及び現金同等物の中間期末

残高と中間貸借対照表に掲記されて

いる科目の金額との関係 

※１.現金及び現金同等物の中間期末

残高と中間貸借対照表に掲記されて

いる科目の金額との関係 

※１.現金及び現金同等物の期末残高

と貸借対照表に掲記されている科目

の金額との関係 

（平成17年11月30日現在） （平成18年11月30日現在） （平成18年５月31日現在）

  （百万円）

現金及び預金勘定 6,126 

預入期間が３ヶ月を

超える定期預金 
― 

現金及び現金同等物 6,126 

  （百万円）

現金及び預金勘定 8,780 

預入期間が３ヶ月を

超える定期預金 
△100 

現金及び現金同等物 8,680 

  （百万円）

現金及び預金勘定 6,788 

預入期間が３ヶ月を

超える定期預金 
― 

現金及び現金同等物 6,788 

   

※２.     ─── ※２.     ─── ※２.㈱アイロムロハスからの事業の

譲受により増加した資産の主な内訳 

   主な内訳 (百万円) 

 商品 8 

 工具器具備品 0 

 営業権 276 

 資産合計 285 



（リース取引関係） 

前中間会計期間 
（自 平成17年６月１日 
  至 平成17年11月30日） 

当中間会計期間 
（自 平成18年６月１日 
 至 平成18年11月30日） 

前事業年度 
（自 平成17年６月１日 
至 平成18年５月31日） 

１．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 

１．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 

１．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 

(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

計額相当額及び中間期末残高相当

額 

(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

計額相当額及び中間期末残高相当

額 

(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 
(百万円) 

減価償
却累計
額相当
額 
(百万円) 

中間期
末残高
相当額 
(百万円) 

工具器
具備品 1,900 958 942 

その他 199 39 159 

合計 2,099 997 1,101 

  取得
価額
相当
額 
(百万
円) 

減価
償却
累計
額相
当額 
(百万
円) 

減損
損失
累計
額相
当額 
(百万
円) 

中間
期末
残高
相当
額 
(百万
円) 

工具器
具備品 1,667 961 4 701

その他 259 89 － 169

合計 1,926 1,050 4 871

取得価額
相当額 
(百万円) 

減価償却
累計額相
当額 
(百万円) 

期末残
高相当
額 
(百万円) 

工具器
具備品 1,811 964 847

その他 255 64 191

合計 2,067 1,028 1,039

(2)未経過リース料中間期末残高相当

額等 

(2)未経過リース料中間期末残高相当

額等 

(2)未経過リース料期末残高相当額等 

未経過リース料中間期末残高

相当額 

未経過リース料中間期末残高

相当額 

未経過リース料期末残高相当

額 

１年内 365百万円

１年超 760百万円

合計 1,126百万円

１年内 355百万円

１年超 545百万円

合計 900百万円

リース資産減

損勘定中間期

末残高  

4百万円

１年内 374百万円

１年超 690百万円

合計 1,064百万円

(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 

(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 

(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 211百万円 

減価償却費相当額 200百万円 

支払利息相当額 13百万円 

支払リース料 201百万円 

リース資産減損勘

定の取崩額 

－ 

減価償却費相当額 190百万円 

支払利息相当額 11百万円 

減損損失 4百万円 

支払リース料 422百万円 

減価償却費相当額 400百万円 

支払利息相当額 25百万円 

(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。 

(4)減価償却費相当額の算定方法 

    同左 

(4)減価償却費相当額の算定方法 

    同左 

(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、利息法によっており

ます。 

(5)利息相当額の算定方法 

    同左 

(5)利息相当額の算定方法 

    同左 

（減損損失について） 

リース資産に配分された減損損失は

ありません。 

  

  

（減損損失について） 

リース資産に配分された減損損失は

ありません。 



（有価証券関係） 

前中間会計期間末（平成17年11月30日現在） 

１．その他有価証券で時価のあるもの 

２．時価評価されていない主な有価証券の内容 

当中間会計期間末（平成18年11月30日現在） 

１．その他有価証券で時価のあるもの 

２．時価評価されていない主な有価証券の内容 

  取得原価（百万円） 
中間貸借対照表計上額 

（百万円） 
差額（百万円） 

株式 23 41 17 

合計 23 41 17 

  中間貸借対照表計上額（百万円） 

(1)満期保有目的の債券   

非上場債券 200 

(2)子会社株式及び関連会社株式 50 

(3)その他有価証券   

非上場株式 20 

その他 13 

  取得原価（百万円） 
中間貸借対照表計上額 

（百万円） 
差額（百万円） 

株式 23 38 14 

合計 23 38 14 

  中間貸借対照表計上額（百万円） 

(1)子会社株式及び関連会社株式 50 

(2)その他有価証券   

非上場株式 20 

その他 10 



前事業年度末（平成18年５月31日現在） 

１．その他有価証券で時価のあるもの 

２．時価評価されていない主な有価証券の内容 

（デリバティブ取引関係） 

前中間会計期間（自平成17年６月１日 至平成17年11月30日）、当中間会計期間（自平成18年６月１日 至平成18

年11月30日）及び前事業年度（自平成17年６月１日 至平成18年５月31日） 

 当社は、デリバティブ取引を全く利用しておりませんので、該当事項はありません。 

（ストック・オプション等関係） 

当中間会計期間（自平成18年６月１日 至平成18年11月30日）及び前事業年度（自平成17年６月１日 至平成18年

５月31日） 

 当社は、ストック・オプションを付与しておりませんので、該当事項はありません。 

（持分法損益等） 

前中間会計期間（自平成17年６月１日 至平成17年11月30日）、当中間会計期間（自平成18年６月１日 至平成18

年11月30日）及び前事業年度（自平成17年６月１日 至平成18年５月31日） 

 当社は、関連会社を有しておりませんので、該当事項はありません。 

  取得原価（百万円） 
貸借対照表計上額 
（百万円） 

差額（百万円） 

株式 23 43 19 

合計 23 43 19 

  貸借対照表計上額（百万円） 

(1)子会社株式及び関連会社株式 50 

(2)その他有価証券   

   非上場株式 20 

   その他 9 



（１株当たり情報） 

 （注） １株当たり中間（当期）純利益の算定上の基礎は、以下のとおりであります。 

前中間会計期間 
（自 平成17年６月１日 
  至 平成17年11月30日） 

当中間会計期間 
（自 平成18年６月１日 
 至 平成18年11月30日） 

前事業年度 
（自 平成17年６月１日 
至 平成18年５月31日） 

１株当たり純資産額  1,266円25銭 １株当たり純資産額    755円13銭 １株当たり純資産額  1,380円84銭 

１株当たり中間純利益  109円53銭 １株当たり中間純利益   78円85銭 １株当たり当期純利益  224円03銭 

なお、潜在株式調整後１株当たり中

間純利益については、潜在株式が存

在しないため記載しておりません。 

      同左 

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。 

 当社は、平成17年7月20日付けで株

式１株につき２株の株式分割を行っ

ております。 

 なお、当該株式分割が前期首に行

われたと仮定した場合の１株当たり

情報については、それぞれ以下のと

おりとなります。 

 当社は、平成18年6月1日付けで株

式１株につき２株の株式分割を行っ

ております。 

 なお、当該株式分割が前期首に行

われたと仮定した場合の１株当たり

情報については、それぞれ以下のと

おりとなります。 

 当社は、平成17年7月20日付けで株

式１株につき２株の株式分割を行っ

ております。 

 なお、当該株式分割が前期首に行

われたと仮定した場合の前期の１株

当たり情報については以下のとおり

となります。 

前中間会計期間 前事業年度 

１株当たり純資産
額 

１株当たり純資
産額 

1,073円96銭 1,181円36銭 

１株当たり中間純
利益 

１株当たり当期
純利益 

93円37銭 200円53銭 

なお、潜在株式調
整後１株当たり中
間純利益について
は、潜在株式が存
在しないため記載
しておりません。 

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。 

前中間会計期間 前事業年度 

１株当たり純資産
額 

１株当たり純資
産額 

633円12銭 690円42銭 

１株当たり中間純
利益 

１株当たり当期
純利益 

54円76銭 112円01銭 

なお、潜在株式調
整後１株当たり中
間純利益について
は、潜在株式が存
在しないため記載
しておりません。 

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。 

１株当たり純資産額  1,181円36銭 

１株当たり当期純利益  200円53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。 

  
前中間会計期間 

(自 平成17年６月１日 
 至 平成17年11月30日)

当中間会計期間 
(自 平成18年６月１日 
 至 平成18年11月30日)

前事業年度 
(自 平成17年６月１日 
 至 平成18年５月31日)

中間（当期）純利益（百万円） 1,215 1,750 2,486 

普通株主に帰属しない金額 

（百万円） 
― ― ― 

普通株式に係る中間（当期）純利益 

（百万円） 
1,215 1,750 2,486 

期中平均株式数（株） 11,097,052 22,194,104 11,097,052 

希薄化効果を有しないため、潜在株

式調整後１株当たり中間（当期）純

利益の算定に含めなかった潜在株式

の概要 

────── ────── ────── 



（重要な後発事象） 

前中間会計期間 
（自 平成17年６月１日 
  至 平成17年11月30日） 

当中間会計期間 
（自 平成18年６月１日 
 至 平成18年11月30日） 

前事業年度 
（自 平成17年６月１日 
至 平成18年５月31日） 

────── ──────   平成18年４月12日開催の当社取締役

会の決議に基づき、次のように株式分

割による新株式を発行しております。

 1.平成18年６月１日付をもって普通

株式１株につき２株に分割します。 

 （1）分割により増加する株式数 

 普通株式  11,097,114株 

 （2）分割方法 

 平成18年５月31日最終の株主名

簿及び実質株主名簿に記載また

は記録された株主の所有株式

を、１株につき２株の割合をも

って分割する。 

 ２.配当起算日 

 平成18年６月１日 

  

 当該株式分割が前期首に行われたと

仮定した場合の前期における１株当た

り情報及び当期首に行われたと仮定し

た場合の当期における１株当たり情報

は、それぞれ以下のとおりとなりま

す。 

  

前事業年度 当事業年度 

１株当たり純資産
額 

１株当たり純資産
額 

590円68銭 690円42銭 

１株当たり当期純
利益 

１株当たり当期純
利益 

100円27銭 112円01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。 

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。 



(2）【その他】 

該当事項はありません。 



第６【提出会社の参考情報】 

 当中間会計期間の開始日から半期報告書提出日までの間に、次の書類を提出しております。 

(1)有価証券報告書及びその添付書類 

 事業年度（第23期）（自 平成17年６月１日 至 平成18年５月31日）平成18年８月28日関東財務局長に提出 

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。 



独立監査人の中間監査報告書 

  平成18年２月17日

株式会社クリエイトエス・ディー   

 取締役会 御中  

 三優監査法人  

 
代表社員 

業務執行社員
 公認会計士 杉田  純  印 

 
代表社員 

業務執行社員
 公認会計士 川野 佳範  印 

 当監査法人は、証券取引法第193条の２の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられている株式会

社クリエイトエス・ディーの平成17年６月１日から平成18年５月31日までの第23期事業年度の中間会計期間（平成17年６

月１日から平成17年11月30日まで）に係る中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益計算書及び中間キャッシ

ュ・フロー計算書について中間監査を行った。この中間財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の

立場から中間財務諸表に対する意見を表明することにある。 

 当監査法人は、我が国における中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査の基準は、当監査法人に中間財

務諸表には全体として中間財務諸表の有用な情報の開示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽の表示がないか

どうかの合理的な保証を得ることを求めている。中間監査は分析的手続等を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監

査手続を適用して行われている。当監査法人は、中間監査の結果として中間財務諸表に対する意見表明のための合理的な

基礎を得たと判断している。 

 当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠し

て、株式会社クリエイトエス・ディーの平成17年11月30日現在の財政状態並びに同日をもって終了する中間会計期間（平

成17年６月１日から平成17年11月30日まで）の経営成績及びキャッシュ・フローの状況に関する有用な情報を表示してい

るものと認める。 

追記情報 

 中間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のとおり、会社は、固定資産の減損に係る会計基準を適

用しているため、当該会計基準により中間財務諸表を作成している。 

 中間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のとおり、会社は、役員賞与に関する会計基準を適用し

ているため、当該会計基準により中間財務諸表を作成している。 

 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）上記は、中間監査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（半期報告書提出会

社）が別途保管しております。 



独立監査人の中間監査報告書 

  平成19年２月16日

株式会社クリエイトエス・ディー   

 取締役会 御中  

 三優監査法人  

 
代表社員 

業務執行社員
 公認会計士 杉田  純  印 

 業務執行社員  公認会計士 岩田 亘人  印 

 当監査法人は、証券取引法第193条の２の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられている株式会

社クリエイトエス・ディーの平成18年６月１日から平成19年５月31日までの第24期事業年度の中間会計期間（平成18年６

月１日から平成18年11月30日まで）に係る中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益計算書、中間株主資本等

変動計算書及び中間キャッシュ・フロー計算書について中間監査を行った。この中間財務諸表の作成責任は経営者にあ

り、当監査法人の責任は独立の立場から中間財務諸表に対する意見を表明することにある。 

 当監査法人は、我が国における中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査の基準は、当監査法人に中間財

務諸表には全体として中間財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽の表示がないか

どうかの合理的な保証を得ることを求めている。中間監査は分析的手続等を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監

査手続を適用して行われている。当監査法人は、中間監査の結果として中間財務諸表に対する意見表明のための合理的な

基礎を得たと判断している。 

 当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠し

て、株式会社クリエイトエス・ディーの平成18年11月30日現在の財政状態並びに同日をもって終了する中間会計期間（平

成18年６月１日から平成18年11月30日まで）の経営成績及びキャッシュ・フローの状況に関する有用な情報を表示してい

るものと認める。 

 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）上記は、中間監査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（半期報告書提出会

社）が別途保管しております。 
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