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１．平成18年９月中間期の連結業績（平成18年４月１日～平成18年９月30日）

(1）連結経営成績 （注）百万円未満切捨

売上高 営業利益 経常利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

18年９月中間期 15,579 △2.3 490 △2.1 406 △5.2

17年９月中間期 15,952 4.6 501 △43.2 429 △45.5

18年３月期 33,478 1,146 971

中間(当期)純利益
１株当たり中間
(当期)純利益

潜在株式調整後１株当
たり中間(当期)純利益

百万円 ％ 円 銭 円 銭

18年９月中間期 225 △16.6 38 26 －  

17年９月中間期 269 △39.1 45 69 －  

18年３月期 516 83 27 －  

（注）①持分法投資損益 18年９月中間期 －百万円 17年９月中間期 －百万円 18年３月期 －百万円

②期中平均株式数 (連結) 18年９月中間期 5,881,817株 17年９月中間期 5,902,030株 18年３月期 5,901,067株

③会計処理の方法の変更 有

④売上高、営業利益、経常利益、中間(当期)純利益におけるパーセント表示は、対前年中間期増減率であります。

⑤平成18年６月28日開催の株主総会において定款変更を決議し、決算期を３月31日から12月31日に変更しております。

(2）連結財政状態

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

18年９月中間期 28,173 15,594 55.4 2,654 18

17年９月中間期 28,450 15,683 55.1 2,657 81

18年３月期 28,728 15,836 55.1 2,680 32

（注）　期末発行済株式数（連結） 18年９月中間期 5,875,393株 17年９月中間期 5,900,971株 18年３月期 5,898,965株

(3）連結キャッシュ・フローの状況

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

18年９月中間期 681 △638 △653 3,187

17年９月中間期 78 △568 121 3,284

18年３月期 1,392 △1,045 △201 3,798

(4）連結範囲及び持分法の適用に関する事項

連結子会社数 ３社 持分法適用非連結子会社数 －社 持分法適用関連会社数 －社

(5）連結範囲及び持分法の適用の異動状況

連結（新規） －社　 （除外） －社 持分法（新規） －社　 （除外） －社

２．平成18年12月期の連結業績予想（平成18年４月１日～平成18年12月31日）  

売上高 経常利益 当期純利益

百万円 百万円 百万円
通　期 25,100 900 490

（参考）１株当たり予想当期純利益（通期）　83円40銭

※　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に基づき作成したものであります。実際の業績は、今後さまざまな要因によっ

て予想数値と異なる可能性があります。

なお、上記業績予想に関する事項は、添付資料の６ページ「通期の見通し」をご参照下さい。



１．企業集団の状況

　当社及び当社の関係会社は、当社、親会社１社、子会社３社により構成されております。

　平成18年４月24日、アサヒビール株式会社による当社株式の公開買付けが発表され、当社は、同日開催の取締役会で

本公開買付けについて賛同の意を表明しました。本公開買付けは平成18年４月25日から平成18年５月15日まで実施され、

当社の親会社でありました三共株式会社は、同社及び同社の子会社の保有する当社株式3,572,500株を応募しました。

　この公開買付けの結果、アサヒビール株式会社が所有する当社株式は5,403,631株（議決権比率92.5％）となり、平成

18年５月19日にアサヒビール株式会社が当社の親会社となりました。一方、第一三共株式会社及び三共株式会社は当社

の親会社に該当しないこととなりました。

　親会社であるアサヒビール株式会社は、酒類の製造及び販売を主たる業務としており、当社グループ（当社及び連結

子会社）は、食品等の製造及び販売を主たる業務としております。

　当社グループが営んでいる主な事業の内容と、当社グループ各社の当該事業に係る位置づけは、次のとおりでありま

す。

　なお、次の２つの事業は、事業の種類別セグメント情報の事業区分と同一であります。

①　食品事業： 当社が育児用粉乳、ベビーフード、自動販売機用食品、家庭用食品、業務用粉乳等の製造及び販売を

行っております。

連結子会社である和光食品工業株式会社は、食品の製造及び販売を主たる業務としております。

当社は同社に、製品の一部を製造委託しております。

②　その他事業：当社が医薬品、医薬部外品、化粧品、衛生用品、雑貨等の製造及び販売、不動産賃貸等を行っており

ます。

連結子会社である和光物流株式会社は、一般貨物自動車運送等を主たる業務としております。

当社は同社に、製品等の運送、保管及び荷役業務、包装加工を委託しております。

連結子会社である株式会社日本小児医事出版社は、図書出版を主たる業務としております。

当社は、同社から図書等を購入しております。

　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。
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（関係会社の状況）

(1）親会社

名称 住所
資本金
（千円）

主要な事業の内容
議決権の被
所有割合
（％）

関係内容

アサヒビール株式会社 東京都中央区 182,531,194 酒類の製造及び販売 92.5 役員の兼任あり

　（注）　　有価証券報告書の提出会社であります。

(2）連結子会社

名称 住所
資本金
（千円）

主要な事業の内容
議決権の所
有割合
（％）

関係内容

和光食品工業株式会社

（注２）
東京都千代田区 25,000 食品事業 100.0

当社製品の製造委託

資金の貸付

工場用地の賃貸

金融機関からの借入に

対する債務保証

役員の兼任あり

和光物流株式会社 栃木県さくら市 21,250 その他事業 100.0

当社製品等の運送、保

管及び荷役業務、包装

加工の委託

資金の貸付

建物等の賃貸借

金融機関からの借入に

対する債務保証

役員の兼任あり

株式会社日本小児医事

出版社
東京都千代田区 20,000 その他事業 100.0

図書等の購入

事務所の賃貸

役員の兼任あり

（注）１．「主要な事業の内容」欄には、事業の種類別セグメントの名称を記載しております。

２．特定子会社に該当しております。
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２．経営方針

１．会社の経営の基本方針

　当社グループ（当社及び連結子会社）は乳幼児の健やかな成長と人々の健康を応援することを経営の基本理念とし

て掲げております。さらに、次のような基本方針を掲げて経営に取り組んでおります。

(1）製品の安全・安心と品質を第一に考えます。

(2）お客様にとって価値のある製品とサービスを提供します。

(3）株主の皆様にとって価値のある会社を目指します。

(4）従業員にとって誇りと働きがいのある会社を目指します。

２．会社の利益配分に関する基本方針

　当社は、株主への安定的な配当の継続や公正な利益還元を適宜行っていくことを最重要政策の一つとして位置づけ、

経営基盤の確保に努めてまいりました。今後も安定的な配当の継続を基本としながら、各期の業績に応じた株主還元

の強化に努めてまいります。

　当期の配当金につきましては、平成18年５月23日付「決算期の変更に関するお知らせ」にて発表のとおり、中間配

当金は１株につき25円、期末配当金と合わせて１株につき年間37.5円とさせていただく予定であります。

　内部留保金につきましては、生産、物流部門等の増強及び合理化など設備投資に充当し、競争力の強化に努めてま

いります。

３．目標とする経営指標

　当社グループでは、売上高経常利益率５％以上の安定的確保を当面の目標としております。

　このための施策としては、生産設備の合理化などにより売上高原価率を60％台にすること、業務の改革を推進する

ことにより販売費及び一般管理費の節減を行い、売上高販管費率を25％以下にすることを目指してまいります。

４．中長期的な会社の経営戦略及び対処すべき課題

　わが国経済は、底堅い内需を背景に緩やかな回復基調で推移しておりますが、原油価格の高騰や海外経済の減速へ

の懸念が依然残るなど、当社グループを取り巻く経営環境は厳しい状況が続くものと思われます。

　このような状況の中で当社グループは、創業100周年という節目にあたり今後のさらなる飛躍を図るべく、事業領域

の拡大、営業及び研究開発の強化、生産性の向上等の課題に取り組むとともに、アサヒビールグループの食品・薬品

事業における中核会社として企業価値の向上に努めてまいります。さらに、企業の社会的責任を積極的に果たすべく、

ＩＳＯ14001の子会社を含めたグループ全体での認証取得や内部統制システム構築への取り組みにも注力するなど、時

代の変化に対応した経営基盤のより一層の充実に努め、お客様をはじめ、株主の皆様やお取引先など、当社グループ

を取り巻くすべての方々にとって価値ある企業として、今後の発展に努めてまいります。
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５．親会社等に関する事項

(1）親会社等の商号等

 （平成18年９月30日現在） 

親会社等 属性
親会社等の議決権所有割合

（％）
親会社等が発行する株券が上場されて
いる証券取引所等

アサヒビール株式会社 親会社 92.5
株式会社東京証券取引所市場第一部、

株式会社大阪証券取引所市場第一部

　

(2）親会社等の企業グループにおける上場会社の位置付けその他の上場会社と親会社等との関係

　当社の親会社であるアサヒビール株式会社は、当社の株式の議決権比率92.5％を保有しております。当社の社外

監査役３名は、それぞれ同社の監査役、常務取締役兼常務執行役員及び取締役兼執行役員を兼務しております。ま

た、アサヒビールグループとのシナジー効果の早期創出を図るため、同社からは取締役１名と従業員３名の出向を

受け入れております。

　当社は、同社グループから原材料等を購入しておりますが、全体の仕入に占める割合は僅少であります。

　当社は、アサヒビールグループの食品・薬品事業の中核会社として自主的な経営を進める一方、同社グループが

取り組む事業構造の変革における課題の一つである、食品・薬品事業を第３の柱に成長させるというビジョンの実

現に向けた役割を担っております。

  当社は、アサヒビールグループの一員として同社グループの基本方針に従った事業運営を行っておりますが、当

社取締役会において、監査役の意見も踏まえ、充分に論議を尽くした上で経営の意思決定を行っており、一定の独

立性が確保されております。
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３．経営成績及び財政状態

１．経営成績

(1）当中間連結会計期間の概況

　当中間連結会計期間におけるわが国経済は、金利上昇や米国経済の先行き不透明感などの懸念材料はあるものの、

好調な企業収益を反映して設備投資や個人消費の増加が続いており、景気は底堅く推移いたしました。

　一方、当社グループ（当社及び連結子会社）を取り巻く関連業界におきましては、企業間の価格競争の激化に加

え、原材料価格の上昇に伴うコストの増加などにより、経営環境は一段と厳しさを増しております。

　このような状況の中で当社グループは、従来からの営業販売・研究開発強化のための取り組みに加えて、５月に

当社の親会社となったアサヒビール株式会社とのシナジー効果創出のための検討にも着手するなど、企業価値の向

上に努めてまいりました。

　この結果、当中間連結会計期間の業績は、売上高15,579,214千円（前年同期比2.3％減）、営業利益490,966千円

（前年同期比比2.1％減）、経常利益406,736千円（前年同期比5.2％減）、中間純利益225,023千円（前年同期比

16.6％減）となりました。

　事業の種類別セグメントの業績は次のとおりであります。

ａ．食品事業

　国産育児用粉乳のパイオニアとしての歴史を持つ育児用粉乳レーベンスミルク「はいはい」及びフォローアッ

プミルク「ぐんぐん」は、創業100周年記念の２缶セットを発売するなど積極的な販売促進活動を行った結果、前

年の実績を若干上回りました。

　ベビーフードは、多彩な品揃えと高品質で業界トップメーカーの地位を保持しておりますが、少子化や競合他

社との競争激化の影響で、厳しい市場環境が続いております。このような状況の中、「BIGサイズのれとると倶楽

部」は市場のニーズを捉え順調に売上を伸ばし、また「和光堂のおやつ」シリーズは前年の売上を上回りました

が、主力製品である「手作り応援」シリーズやトレータイプの「れとると倶楽部」シリーズが前年を下回る売上

となりました。この結果、ベビーフード全体の売上としても前年を下回りました。

　乳幼児用飲料は、９月に有機栽培の果実と野菜を使用したカートカンタイプの幼児用飲料「オーガニック　果

実と野菜」シリーズ２品目を新発売し品揃えの強化を図りましたが、「元気っち！」シリーズが前年を下回る売

上となり、全体としても前年の売上を下回りました。

　自動販売機用食品は、カップ式自動販売機は依然として減少傾向にあり、厳しい市場環境が続いております。

このような状況の中、新製品として「シークヮーサー」や「練乳風味いちご」を投入し、またファミリーレスト

ラン等のドリンクコーナー用新規設備に対して製品導入を始めるなど販売拡大を図ったものの、コーヒー系やミ

ルク系の既存製品が振るわず、全体の売上としては前年を若干下回る売上となりました。

　家庭用食品は、プリミックス自社ブランド品については、９月に「牛乳屋さんのキャラメルミルクティー」や

「牛乳屋さんのミルクココア」を新発売し市場の活性化を図ったものの、その他の製品が低調に推移し、またプ

リミックスＯＥＭ品の売上も減少したため、全体としても前年の売上を下回りました。職域向け販売は、各企業

の経費削減の流れから業界全体として縮小傾向にあり、当社製品も前年の売上を下回りました。

　業務用粉乳は、ユーザーとの共同開発等の取り組みに注力したものの、消費嗜好の変化等により菓子・食品で

の粉乳の使用が減少するなど厳しい市場環境が続き、前年を下回る売上となりました。

　品質改良剤は、製品における使用原料の表示及び内容の精査が依然厳しく、当社が得意とする複合製剤の市場

環境の悪化が続いているため、全体の売上としても前年を下回りました。

　高齢者向け食品は、長期的視野のもと販売促進活動を展開し、規模は小さいものの前年を上回る売上を示しま

した。

　健康食品は、「牛乳屋さんのカルシウム」シリーズやたんぱく質や亜鉛の補給を補助する粉末食品「SLプロテ

インパウダー+Zn」が前年を上回る売上の伸びを示し、また９月にリニューアルした栄養補助食品「シュワッとサ

プリ」シリーズも寄与するなど、全体としても前年の売上を上回りました。

　この結果、食品事業の売上高は13,437,567千円（前年同期比3.9％減）、営業利益は1,019,958千円（前年同期

比1.4％増）となりました。
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ｂ．その他事業

　ウエットティシュは、おしりふき「ふんわりももちゃん」シリーズが80枚入り３個パックを中心に引き続き大

きく伸張し、全体としても大きく売上を伸ばしました。

　スキンケア製品は、ベビーパウダー「シッカロール」や紫外線防止クリーム「サンカット」シリーズは振るわ

なかったものの、「アットンピーランド」シリーズが堅調に推移し、３月に新発売した天然植物精油を含浸させ

た虫よけシール「虫きちゃダメ」も好評を得るなど、全体としては前年を上回る売上となりました。なお、９月

に新処方や凸凹のあるメッシュタイプのティシュを採用しリニューアルした歯のお手入れティシュ「ふきふきタ

イムpH」を新発売するなど、市場の開拓を積極的に進めております。

　医療用医薬品は、主力の小児用抗けいれん剤「ダイアップ坐剤」が前年を若干下回る売上となり、また小児用

気管支拡張剤「テオフルマート ドライシロップ20％」も振るいませんでしたが、アレルギー性疾患治療剤「ジキ

リオンシロップ」や抗ウイルス剤「グロスパール顆粒40％」は順調に推移し、７月に新規導入した経皮吸収型・

気管支拡張剤「セキナリンテープ」も売上に貢献するなど、全体としても前年の売上を上回りました。

　高齢者向けケア製品は、５月に「TENDER CARE」シリーズとして「口中清浄ティシュ　ふきふきタイム」をリ

ニューアル新発売するなど、市場の認知・定着のための活動を行っており、規模は小さいものの前年を上回る売

上となりました。

　所有不動産の賃貸料収入は、前年の実績を上回りました。

　図書出版事業は、学会誌抄録などの編集作成が順調に推移し、また新たに「保育園における危険予知トレーニ

ング」や「予防接種のすべて2006」を発刊したものの、既存の雑誌や書籍が振るわず、全体としては前年の売上

を下回りました。

　物流事業は、輸送物量が減ったため、前年を下回る売上となりました。

　この結果、その他事業の売上高は2,141,647千円（前年同期比8.9％増）、営業利益は26,121千円（前年同期比

65.4％減）となりました。

　なお、上記の金額には消費税等は含まれておりません。

(2）通期の見通し

　わが国経済は、底堅い内需を背景に緩やかな回復基調で推移しておりますが、原油価格の高騰や海外経済の減速

への懸念が依然残るなど、当社グループを取り巻く経営環境は厳しい状況が続くものと思われます。

　このような状況の中で当社グループは、積極的な事業活動を引き続き推進してまいります。

　通期の業績予想としては、売上高25,100百万円、経常利益900百万円、当期純利益490百万円を見込んでおります。

　事業の種類別セグメントの通期の見通しについては、食品事業の売上高は21,900百万円、その他事業の売上高は

3,200百万円を見込んでおります。

　なお、上記の通期の見通しは決算発表日現在において入手可能な情報に基づいて作成したものであります。

　当社グループではコーポレート・ガバナンスの強化などにより、事業活動において起こり得るさまざまなリスク

の軽減を図っておりますが、例えば重大な社会問題や大規模地震など、外的な要因による予想を越える事態が生じ

た場合には、当社グループの経営成績及び財政状態に重大な影響を及ぼす可能性があります。
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２．財政状態

当中間連結会計期間のキャッシュ・フローの状況

平成15年９月期 平成16年９月期 平成17年９月期 平成18年９月期

営業活動によるキャッシュ・フロー（千円） 238,271 1,149,560 78,194 681,519

投資活動によるキャッシュ・フロー（千円） △26,055 △830,704 △568,874 △638,224

財務活動によるキャッシュ・フロー（千円） △659,699 △262,234 121,234 △653,961

現金及び現金同等物の増減額（千円） △447,484 56,622 △369,445 △610,666

現金及び現金同等物の中間期末残高（千円） 3,754,935 3,557,287 3,284,081 3,187,584

　当中間連結会計期間における営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前中間純利益385,031千円、減価償

却費511,529千円、仕入債務の増加額169,982千円などに対し、売上債権の増加額200,917千円、法人税等の支払額141,544

千円などがあることにより、得られた資金は681,519千円（前年同期は得られた資金78,194千円）となりました。

　投資活動によるキャッシュ・フローは、有形固定資産の取得による支出643,546千円などがあることにより、使用し

た資金は638,224千円（前年同期は使用した資金568,874千円）となりました。

　財務活動によるキャッシュ・フローは、短期借入金の減少額143,100千円、長期借入金の返済による支出187,907千円、

自己株式の取得による支出176,407千円、配当金の支払額147,047千円などがあり、使用した資金は653,961千円（前年

同期は得られた資金121,234千円）となりました。

　この結果、当中間連結会計期間における現金及び現金同等物の中間期末残高は、期首残高に比べ610,666千円減少し、

3,187,584千円となりました。

中間連結キャッシュ・フローの指標

平成15年９月期 平成16年９月期 平成17年９月期 平成18年９月期

自己資本比率（％） 53.4 55.0 55.1 55.4

時価ベースの自己資本比率（％） 37.6 41.9 67.2 84.0

債務償還年数（年） 5.2 0.9 16.2 1.5

インタレスト・カバレッジ・レシオ 11.0 69.5 4.9 44.3

　（注）１．上記の各指標はいずれも連結ベースの財務数値により算出しております。

２．上記の各指標の算出方法は、次のとおりであります。

自己資本比率＝純資産／総資産

時価ベースの自己資本比率＝株式時価総額／総資産

債務償還年数＝有利子負債／（営業キャッシュ・フロー×２）

（営業キャッシュ・フローを年額に換算するため２倍しております。）

インタレスト・カバレッジ・レシオ＝営業キャッシュ・フロー／利払い

３．株式時価総額は、期末株価終値×期末発行済株式数（自己株式控除後）により算出しております。

４．営業キャッシュ・フローは、中間連結キャッシュ・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。有利子負債は、中間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、中間連結キャッシュ・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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３．事業等のリスク

　当社グループの経営成績及び財政状況等に影響を及ぼす可能性があると考えられる主なリスクには、以下のような

ものがあります。

　なお、文中の将来に関する事項は、当中間連結会計期間末現在において判断したものであります。

　また、当社グループに係るリスクは、以下のものに限られるものではありません。

(1）日本の出生数の減少について

　日本の出生数は減少傾向にあり、政府が少子化対策を行っているものの当面回復の見込みはありません。

　当社グループは育児用製品の製造及び販売を主としており、この傾向については重要な問題と認識しております。

　現在、このような環境下にありますが、消費者の加工食品に対する受容性の高まりにより育児用粉乳やベビーフー

ドが着実に伸張していることなど、乳幼児１人当たりの支出額は増加傾向にあり、当社グループは、積極的な営業

活動や新製品の導入などによりシェアの維持拡大を図っております。しかしながら、将来、日本の出生数の減少が

改善しない場合には、当社グループの業績に影響を及ぼす可能性があります。

(2）食品の安全性について

　近年、ＢＳＥ問題や鳥インフルエンザの発生など、食品の安全性に係る諸問題が発生しております。当社グルー

プでは、厳しい品質管理により、食品の安全性を確保するため万全の体制で臨んでおりますが、社会全般にわたる

食品の安全性に係る問題等、当社グループの品質管理への取り組みの範囲を超えた事象が発生した場合には、当社

グループの業績に影響を及ぼす可能性があります。

(3）法的規制について

　当社グループは、食品、医薬品、化粧品等の製造及び販売を行っているため、「食品衛生法」、「薬事法」、「製

造物責任法」や「容器包装リサイクル法」等の規制を受けております。また、食品については食品製造の営業許可

及び製造工場の届け出が必要であり、医薬品や化粧品については製造品目の承認や当該工場の製造許可を受けるこ

とが必要となっております。将来において、現在予期し得ない法的規制等が設けられ、当社グループの事業活動が

規制されることなどが生じた場合には、業績に影響を及ぼす可能性があります。

(4）個人情報について

　当社グループは、製品の開発及び販売促進活動等のために個人情報の収集を行っており、個人情報取扱事業者と

して「個人情報保護法」の規制を受けております。当社グループにおいては、社内体制整備や社内規程・プライバ

シーステートメントの策定、従業員向けの教育等対策に取り組んでおりますが、予期し得ない事態が生じ個人情報

が漏洩した場合には、訴訟の提起や風評被害の発生などにより、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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４．中間連結財務諸表等
(1) 中間連結貸借対照表

  
前中間連結会計期間末
（平成17年９月30日）

当中間連結会計期間末
（平成18年９月30日）

前連結会計年度の
要約連結貸借対照表
（平成18年３月31日）

区分
注記
番号

金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

（資産の部）           

Ⅰ　流動資産           

１．現金及び預金   3,049,288   3,060,923   3,671,686  

２．受取手形及び売掛
金

※５  8,183,532   8,084,847   7,883,930  

３．有価証券   254,177   146,050   145,950  

４．たな卸資産   3,573,319   3,502,112   3,461,112  

５．その他   582,735   652,069   602,065  

貸倒引当金   △30,456   △1,529   △28,634  

流動資産合計   15,612,597 54.9  15,444,474 54.8  15,736,111 54.8

Ⅱ　固定資産           

１．有形固定資産 ※１          

(1）建物及び構築物 ※２ 6,088,147   6,201,852   6,400,237   

(2）土地 ※２ 2,399,548   2,399,548   2,399,548   

(3）その他  976,682 9,464,378  1,108,828 9,710,229  939,801 9,739,587  

２．無形固定資産   987,712   755,505   874,359  

３．投資その他の資産           

(1）投資有価証券 ※２ 1,609,401   1,578,743   1,783,088   

(2）その他  793,486   693,000   603,345   

貸倒引当金  △17,120 2,385,768  △8,090 2,263,653  △8,090 2,378,343  

固定資産合計   12,837,859 45.1  12,729,388 45.2  12,992,289 45.2

資産合計   28,450,457 100.0  28,173,863 100.0  28,728,400 100.0
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前中間連結会計期間末
（平成17年９月30日）

当中間連結会計期間末
（平成18年９月30日）

前連結会計年度の
要約連結貸借対照表
（平成18年３月31日）

区分
注記
番号

金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

（負債の部）           

Ⅰ　流動負債           

１．支払手形及び買掛
金

※５  5,033,709   5,385,786   5,215,804  

２．短期借入金 ※２  1,120,224   931,084   1,124,184  

３．未払法人税等   210,569   194,354   142,952  

４．賞与引当金   586,830   554,454   534,600  

５．返品調整引当金   8,460   6,510   8,400  

６．その他   1,609,099   1,573,689   1,813,566  

流動負債合計   8,568,891 30.1  8,645,879 30.7  8,839,507 30.8

Ⅱ　固定負債           

１．長期借入金 ※２  1,416,680   1,106,801   1,244,708  

２．退職給付引当金   2,439,770   2,510,600   2,460,704  

３．役員退職慰労引当
金

  208,931   178,041   208,931  

４．その他   132,511   138,164   137,950  

固定負債合計   4,197,893 14.8  3,933,607 13.9  4,052,293 14.1

負債合計   12,766,785 44.9  12,579,486 44.6  12,891,801 44.9

           

（少数株主持分）           

少数株主持分   － －  － －  － －

           

（資本の部）           

Ⅰ　資本金   2,918,465 10.3  － －  2,918,465 10.2

Ⅱ　資本剰余金   2,461,841 8.7  － －  2,461,841 8.6

Ⅲ　利益剰余金   9,683,774 34.0  － －  9,783,500 34.0

Ⅳ　その他有価証券評価
差額金

  690,868 2.4  － －  751,830 2.6

Ⅴ　自己株式   △71,277 △0.3  － －  △79,038 △0.3

資本合計   15,683,672 55.1  － －  15,836,599 55.1

負債、少数株主持分
及び資本合計

  28,450,457 100.0  － －  28,728,400 100.0

           

（純資産の部）           

Ⅰ　株主資本           

１．資本金   － －  2,918,465 10.4  － －

２．資本剰余金   － －  2,462,080 8.7  － －

３．利益剰余金   － －  9,835,550 34.9  － －

４．自己株式   － －  △255,184 △0.9  － －

株主資本合計   － －  14,960,911 53.1  － －

Ⅱ　評価・換算差額等           

１．その他有価証券評
価差額金

  － －  633,464 2.3  － －

評価・換算差額等合
計

  － －  633,464 2.3  － －

純資産合計   － －  15,594,376 55.4  － －

負債純資産合計   － －  28,173,863 100.0  － －
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(2) 中間連結損益計算書

  
前中間連結会計期間

（自　平成17年４月１日
至　平成17年９月30日）

当中間連結会計期間
（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

前連結会計年度の
要約連結損益計算書

（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

区分
注記
番号

金額（千円）
百分比
（％）

金額（千円）
百分比
（％）

金額（千円）
百分比
（％）

Ⅰ　売上高   15,952,997 100.0  15,579,214 100.0  33,478,518 100.0

Ⅱ　売上原価   11,367,262 71.3  11,079,585 71.1  23,923,978 71.5

売上総利益   4,585,735 28.7  4,499,629 28.9  9,554,539 28.5

Ⅲ　販売費及び一般管理
費

※１  4,084,305 25.6  4,008,663 25.7  8,408,218 25.1

営業利益   501,430 3.1  490,966 3.2  1,146,320 3.4

Ⅳ　営業外収益           

１．受取利息  113   328   213   

２．受取配当金  12,508   10,266   21,949   

３．受取手数料  1,755   1,684   3,427   

４．その他  2,755 17,133 0.1 5,111 17,389 0.1 11,431 37,021 0.1

Ⅴ　営業外費用           

１．支払利息  15,921   15,246   32,452   

２．売上割引  39,585   43,034   81,906   

３．たな卸資産処分損  31,543   33,504   83,387   

４．その他  2,288 89,339 0.5 9,834 101,620 0.7 13,667 211,413 0.6

経常利益   429,223 2.7  406,736 2.6  971,928 2.9

Ⅵ　特別利益           

１．投資有価証券売却
益

 19,130   －   261,229   

２．貸倒引当金戻入額  8,861   27,340   10,983   

３．償却債権取立益  7,300 35,292 0.2 － 27,340 0.2 7,300 279,514 0.8

Ⅶ　特別損失           

１．固定資産処分損 ※２ 13,111   49,044   351,784   

２．投資有価証券評価
損

 －   －   1,289   

３．施設利用会員権売
却損

 －   －   4,149   

４．特別退職加算金  － 13,111 0.1 － 49,044 0.3 4,165 361,388 1.0

税金等調整前中間
（当期）純利益

  451,403 2.8  385,031 2.5  890,054 2.7

法人税、住民税及
び事業税

※３ 172,739   178,700   278,650   

法人税等調整額 ※３ 9,008 181,747 1.1 △18,692 160,008 1.1 94,497 373,147 1.2

中間（当期）純利
益

  269,656 1.7  225,023 1.4  516,906 1.5
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(3) 中間連結剰余金計算書及び中間連結株主資本等変動計算書

　中間連結剰余金計算書

  
前中間連結会計期間

（自　平成17年４月１日
至　平成17年９月30日）

前連結会計年度の
連結剰余金計算書

（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

区分
注記
番号

金額（千円） 金額（千円）

（資本剰余金の部）      

Ⅰ　資本剰余金期首残高   2,461,822  2,461,822

Ⅱ　資本剰余金増加高      

１．自己株式処分差益  19 19 19 19

Ⅲ　資本剰余金中間期末（期末）残高   2,461,841  2,461,841

      

（利益剰余金の部）      

Ⅰ　利益剰余金期首残高   9,595,691  9,595,691

Ⅱ　利益剰余金増加高      

１．中間（当期）純利益  269,656 269,656 516,906 516,906

Ⅲ　利益剰余金減少高      

１．配当金  147,573  295,098  

２．役員賞与  34,000 181,573 34,000 329,098

Ⅳ　利益剰余金中間期末（期末）残高   9,683,774  9,783,500
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中間連結株主資本等変動計算書

　当中間連結会計期間（自　平成18年４月１日　至　平成18年９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

平成18年３月31日　残高　　　
（千円）

2,918,465 2,461,841 9,783,500 △79,038 15,084,768

中間連結会計期間中の変動額      

剰余金の配当（注）   △147,474  △147,474

役員賞与（注）   △25,500  △25,500

中間純利益   225,023  225,023

自己株式の取得    △176,407 △176,407

自己株式の処分  239  261 500

株主資本以外の項目の中間連結会
計期間中の変動額（純額）

     

中間連結会計期間中の変動額合計
（千円)

－ 239 52,049 △176,145 △123,857

平成18年９月30日　残高　 　　　
（千円）

2,918,465 2,462,080 9,835,550 △255,184 14,960,911

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３月31日　残高　　　
（千円）

751,830 751,830 15,836,599

中間連結会計期間中の変動額    

剰余金の配当（注）   △147,474

役員賞与（注）   △25,500

中間純利益   225,023

自己株式の取得   △176,407

自己株式の処分   500

株主資本以外の項目の中間連結会
計期間中の変動額（純額）

△118,365 △118,365 △118,365

中間連結会計期間中の変動額合計
（千円)

△118,365 △118,365 △242,223

平成18年９月30日　残高
（千円）

633,464 633,464 15,594,376

（注）平成18年６月の定時株主総会における利益処分項目であります。

和光堂株式会社

－ 13 －



(4) 中間連結キャッシュ・フロー計算書

  
前中間連結会計期間

（自　平成17年４月１日
至　平成17年９月30日）

当中間連結会計期間
（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

前連結会計年度の連結
キャッシュ・フロー計算
書
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

区分
注記
番号

金額（千円） 金額（千円） 金額（千円）

Ⅰ　営業活動によるキャッ
シュ・フロー

    

税金等調整前中間
（当期）純利益

 451,403 385,031 890,054

減価償却費  438,474 511,529 916,703

貸倒引当金の増減額
（減少：△）

 △11,068 △27,104 △13,190

賞与引当金の増減額
（減少：△）

 △23,170 19,854 △75,400

返品調整引当金の増
減額（減少：△）

 △2,340 △1,890 △2,400

退職給付引当金の増
減額（減少：△）

 35,571 49,896 56,504

役員退職慰労引当金
の増減額（減少：△)

 △15,872 △30,889 △15,872

投資有価証券売却益  △19,130 － △261,229

投資有価証券評価損  － － 1,289

固定資産処分損  13,111 49,044 351,784

施設利用会員権売却
損

 － － 4,149

受取利息及び受取配
当金

 △12,621 △10,594 △22,163

支払利息  15,921 15,246 32,452

売上債権の増減額
（増加：△）

 △207,103 △200,917 92,499

たな卸資産の増減額
（増加：△）

 182,266 △41,000 294,474

仕入債務の増減額
（減少：△）

 △391,408 169,982 △209,313

役員賞与の支払額  △34,000 △25,500 △34,000

その他  39,932 △34,682 △37,169

小計  459,967 828,006 1,969,173

利息及び配当金の受
取額

 12,621 10,456 22,163

利息の支払額  △15,839 △15,399 △32,279

法人税等の支払額  △378,555 △141,544 △566,763

営業活動によるキャッ
シュ・フロー

 78,194 681,519 1,392,294
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前中間連結会計期間

（自　平成17年４月１日
至　平成17年９月30日）

当中間連結会計期間
（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

前連結会計年度の連結
キャッシュ・フロー計算
書
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

区分
注記
番号

金額（千円） 金額（千円） 金額（千円）

Ⅱ　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

 △442,220 △643,546 △1,019,325

無形固定資産の取得
による支出

 △228,450 － △259,654

投資有価証券の取得
による支出

 △113,066 △2,898 △223,992

投資有価証券の売却
による収入

 222,659 7,621 503,539

貸付けによる支出  △200 － △2,220

貸付金の回収による
収入

 658 1,479 1,193

その他  △8,255 △881 △45,279

投資活動によるキャッ
シュ・フロー

 △568,874 △638,224 △1,045,739

Ⅲ　財務活動によるキャッ
シュ・フロー

   
 

短期借入金の純増減
額（減少：△）

 900 △143,100 －

長期借入れによる収
入

 441,000 － 460,000

長期借入金の返済に
よる支出

 △167,422 △187,907 △353,534

自己株式の売却によ
る収入

 44 500 44

自己株式の取得によ
る支出

 △6,496 △176,407 △14,257

配当金の支払額  △146,791 △147,047 △294,082

財務活動によるキャッ
シュ・フロー

 121,234 △653,961 △201,829

Ⅳ　現金及び現金同等物に
係る換算差額

 － － －

Ⅴ　現金及び現金同等物の
増減額（減少：△）

 △369,445 △610,666 144,725

Ⅵ　現金及び現金同等物の
期首残高

 3,653,526 3,798,251 3,653,526

Ⅶ　現金及び現金同等物の
中間期末（期末）残高

※ 3,284,081 3,187,584 3,798,251
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中間連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項

項目
前中間連結会計期間

（自　平成17年４月１日
至　平成17年９月30日）

当中間連結会計期間
（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

前連結会計年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

１．連結の範囲に関する事項 すべての子会社を連結しておりま

す。

連結子会社の数　３社

連結子会社の名称　和光食品工

業㈱、和光物流㈱、㈱日本小児

医事出版社

同　　　左 同　　　左

２．持分法の適用に関する事

項

　持分法適用の非連結子会社及び関

連会社の数　なし

同　　　左 同　　　左

３．連結子会社の中間決算日

（決算日）等に関する事

項

　すべての連結子会社の中間決算日

は中間連結決算日と一致しておりま

す。

同　　　左 　すべての連結子会社の事業年度の

末日は連結決算日と一致しておりま

す。

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

その他有価証券

時価のあるもの

　中間連結決算日の市場価

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）を採用

しております。

(1）重要な資産の評価基準及び評価

方法

①有価証券

その他有価証券

時価のあるもの

　中間連結決算日前一ヶ月

の市場価格等の平均価格に

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）を採用して

おります。

(1）重要な資産の評価基準及び評価

方法

①有価証券

その他有価証券

時価のあるもの

　連結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）を採用して

おります。

時価のないもの

　移動平均法による原価法

を採用しております。

時価のないもの

同　　　左

時価のないもの

同　　　左

②たな卸資産

　主として総平均法による原価法

を採用しております。

②たな卸資産

同　　　左

②たな卸資産

同　　　左

(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

　定率法を採用しております。

　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、定額法を採用

しております。

(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

　定率法を採用しております。

　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、定額法を採用

しております。

(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

同　　　左

　なお、主な耐用年数は以下のと

おりであります。

　なお、主な耐用年数は以下のと

おりであります。

建物及び構築物 ２～50年 建物及び構築物 ３～50年

機械装置及び運搬具 ２～17年 機械装置及び運搬具 ２～17年

②無形固定資産

　定額法を採用しております。

　なお、自社利用のソフトウェア

については、社内における利用可

能期間（５年）に基づく定額法を

採用しております。

②無形固定資産

同　　　左

②無形固定資産

同　　　左

(3）重要な引当金の計上基準

①貸倒引当金

　債権の取立不能に備えるため、

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。

(3）重要な引当金の計上基準

①貸倒引当金

同　　　左

(3）重要な引当金の計上基準

①貸倒引当金

同　　　左
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項目
前中間連結会計期間

（自　平成17年４月１日
至　平成17年９月30日）

当中間連結会計期間
（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

前連結会計年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

②賞与引当金

　従業員に対する賞与の支払に備

えるため、支給見込額のうち当中

間連結会計期間負担分を計上して

おります。

②賞与引当金

同　　　左

②賞与引当金

　従業員に対する賞与の支払に備

えるため、支給見込額のうち当連

結会計年度負担分を計上しており

ます。

③返品調整引当金

　当社及び連結子会社１社は、返

品による損失に備えるため、法人

税法に定める繰入限度相当額を計

上しております。

③返品調整引当金

同　　　左

③返品調整引当金

同　　　左

④退職給付引当金

　従業員に対する退職給付に備え

るため、当連結会計年度末におけ

る退職給付債務及び年金資産の見

込額に基づき、当中間連結会計期

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。

　過去勤務債務については、当社

は、その発生時における従業員の

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費

用処理しております。

　数理計算上の差異については、

当社は、各連結会計年度の発生時

における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

用処理しております。

④退職給付引当金

同　　　左

④退職給付引当金

　従業員に対する退職給付に備え

るため、当連結会計年度末におけ

る退職給付債務及び年金資産の見

込額に基づき計上しております。

　過去勤務債務については、当社

は、その発生時における従業員の

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費

用処理しております。

　数理計算上の差異については、

当社は、各連結会計年度の発生時

における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

用処理しております。

⑤役員退職慰労引当金

　役員に対する退職慰労金の支払

に備えるため、内規に基づく中間

連結会計期間末要支給額を計上し

ております。

⑤役員退職慰労引当金

同　　　左

⑤役員退職慰労引当金

　役員に対する退職慰労金の支払

に備えるため、内規に基づく連結

会計年度末要支給額を計上してお

ります。

(4）重要な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。

(4）重要なリース取引の処理方法

同　　　左

(4）重要なリース取引の処理方法

同　　　左

(5）その他中間連結財務諸表作成の

ための基本となる重要な事項

消費税等の会計処理方法

　税抜方式によっております。

(5）その他中間連結財務諸表作成の

ための基本となる重要な事項

消費税等の会計処理方法

同　　　左

(5）その他連結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方法

同　　　左

５．中間連結キャッシュ・フ

ロー計算書（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
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中間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

前中間連結会計期間
（自　平成17年４月１日
至　平成17年９月30日）

当中間連結会計期間
（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

前連結会計年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

────── （有価証券の評価基準及び評価方法）

　従来、その他有価証券で時価のあるものの

評価基準及び評価方法については、「中間連

結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）」を採用してお

りましたが、平成18年５月19日に当社の親会

社となったアサヒビール株式会社と会計処理

基準を統一するため、当中間連結会計期間よ

り「中間連結決算日前一ヶ月の市場価格等の

平均価格に基づく時価法（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）」へ変更しております。

　この変更により、従来の方法によった場合

に比べ、投資有価証券が1,134千円、その他有

価証券評価差額金が673千円、それぞれ少なく

表示されており、また、投資その他の資産「そ

の他」が460千円多く表示されております。

　なお、この変更による損益に与える影響は

ありません。

──────

 ────── （貸借対照表の純資産の部の表示に関する会

計基準）

　当中間連結会計期間より、「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。

　これまでの資本の部の合計に相当する金額

は15,594,376千円であります。

　なお、当中間連結会計期間における中間連

結貸借対照表の純資産の部については、中間

連結財務諸表規則の改正に伴い、改正後の中

間連結財務諸表規則により作成しております。

 ──────

表示方法の変更

前中間連結会計期間
（自　平成17年４月１日
至　平成17年９月30日）

当中間連結会計期間
（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

（中間連結貸借対照表） 

　前中間連結会計期間まで流動負債において区分掲記して

いた「未払費用」（当中間連結会計期間末888,399千円）

は、負債、少数株主持分及び資本の合計額の100分の５以

下であるため、当中間連結会計期間から「その他」に含め

て表示することとしました。

──────
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注記事項

（中間連結貸借対照表関係）

前中間連結会計期間末
（平成17年９月30日）

当中間連結会計期間末
（平成18年９月30日）

前連結会計年度末
（平成18年３月31日）

  (千円)

※１．有形固定資産の減価償却

累計額
11,241,732

  (千円)

※１．有形固定資産の減価償却

累計額
10,478,339

  (千円)

※１．有形固定資産の減価償却

累計額
10,108,786

※２．担保資産

(1）担保に供している資産

※２．担保資産

(1）担保に供している資産

※２．担保資産

(1）担保に供している資産

 (千円)

建物及び構築物 454,430

土地 17,880

投資有価証券 631,953

 (千円)

建物及び構築物 435,927

土地 17,880

投資有価証券 651,546

 (千円)

建物及び構築物 445,012

土地 17,880

投資有価証券 766,224

(2）担保資産に対する債務 (2）担保資産に対する債務 (2）担保資産に対する債務

 (千円)

長期借入金

(１年以内返済分を含む。)
1,081,800

 (千円)

長期借入金

(１年以内返済分を含む。)
804,600

 (千円)

長期借入金

(１年以内返済分を含む。)
943,200

　３．偶発債務

　以下の会社の仕入債務に対し、債務保証

を行っております。

　３．　　　────── 　３．偶発債務

　以下の会社の仕入債務に対し、債務保証

を行っております。

 (千円)

CommerceJapan Co.,Ltd． 40,000

 (千円)

CommerceJapan Co.,Ltd． 44,213

　４．当社は、運転資金の効率的な調達を行

うため取引銀行５行と当座貸越契約を締

結しております。これら契約に基づく当

中間連結会計期間末の借入未実行残高は

次のとおりであります。

　４．当社は、運転資金の効率的な調達を行

うため取引銀行５行と当座貸越契約を締

結しております。これら契約に基づく当

中間連結会計期間末の借入未実行残高は

次のとおりであります。

　４．当社は、運転資金の効率的な調達を行

うため取引銀行５行と当座貸越契約を締

結しております。これら契約に基づく当

連結会計年度末の借入未実行残高は次の

とおりであります。

 (千円)

当座貸越極度額 3,250,000

借入実行残高 730,000

　差引額 2,520,000

 (千円)

当座貸越極度額 3,250,000

借入実行残高 580,000

　差引額 2,670,000

 (千円)

当座貸越極度額 3,250,000

借入実行残高 730,000

　差引額 2,520,000

※５．　　　────── ※５．中間連結会計期間末日満期手形

　中間連結会計期間末日満期手形の会計

処理については、手形交換日をもって決

済処理をしております。なお、当中間連

結会計期間の末日は金融機関の休日であっ

たため、次の中間連結会計期間末日満期

手形が中間連結会計期間末残高に含まれ

ております。

 (千円)

受取手形 95,825

支払手形 23,013

※５．　　　──────
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（中間連結損益計算書関係）

前中間連結会計期間
（自　平成17年４月１日
至　平成17年９月30日）

当中間連結会計期間
（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

前連結会計年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

※１．販売費及び一般管理費のうち、主要な

費目及び金額は次のとおりであります。

※１．販売費及び一般管理費のうち、主要な

費目及び金額は次のとおりであります。

※１．販売費及び一般管理費のうち、主要な

費目及び金額は次のとおりであります。

 (千円)

運賃・保管料 645,420

広告宣伝費 640,736

給料・賞与 652,846

賞与引当金繰入額 285,529

退職給付費用 82,621

役員退職慰労引当金繰入額 51,223

研究開発費 351,328

 (千円)

運賃・保管料 647,213

広告宣伝費 639,620

給料・賞与 605,929

賞与引当金繰入額 270,300

退職給付費用 72,488

役員退職慰労引当金繰入額 16,726

研究開発費 343,741

 (千円)

運賃・保管料 1,370,609

広告宣伝費 1,430,945

給料・賞与 1,549,716

賞与引当金繰入額 260,300

退職給付費用 167,330

役員退職慰労引当金繰入額 51,223

研究開発費 714,355

※２．固定資産処分損の内訳 ※２．固定資産処分損の内訳 ※２．固定資産処分損の内訳

 (千円)

建物及び構築物 1,045

解体撤去費用他 12,066

　計 13,111

 (千円)

建物及び構築物 93

解体撤去費用他 48,950

　計 49,044

 (千円)

建物及び構築物 107,759

解体撤去費用他 244,025

　計 351,784

※３．中間連結会計期間に係る納付税額及び

法人税等調整額は、当連結会計年度の利

益処分において予定している圧縮積立金

の取崩しを前提として、当中間連結会計

期間に係る金額を計算しております。

※３．中間連結会計期間に係る納付税額及び

法人税等調整額は、当連結会計年度にお

いて予定している圧縮積立金の取崩しを

前提として、当中間連結会計期間に係る

金額を計算しております。

※３．　　　 ──────
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（中間連結株主資本等変動計算書関係）

当中間連結会計期間（自　平成18年４月１日　至　平成18年９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

 
前連結会計年度末　

株式数（株）

当中間連結会計期間

増加株式数（株）

当中間連結会計期間

減少株式数（株）

当中間連結会計期間

末株式数（株）

 発行済株式     

 　　普通株式 5,939,586 － － 5,939,586

合計 5,939,586 － － 5,939,586

 自己株式     

 　　普通株式（注） 40,621 23,642 70 64,193

合計 40,621 23,642 70 64,193

（注）普通株式の自己株式の株式数の増加23,642株は、単元未満株式の買取請求による増加であり、減少70株は、単元未

満株式の買増請求による減少であります。

２．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

（千円）

１株当たり

配当額

（円）

基準日 効力発生日

平成18年６月28日

定時株主総会
普通株式 147,474 25.00 平成18年３月31日 平成18年６月29日

（２）基準日が当中間会計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が中間会計期間末後となるもの

決議 株式の種類
配当金の総額

（千円）
配当の原資 

１株当たり

配当額

（円）

基準日 効力発生日

平成18年10月31日

取締役会
普通株式 146,884 利益剰余金 25.00 平成18年９月30日 平成18年12月４日

（中間連結キャッシュ・フロー計算書関係）

前中間連結会計期間
（自　平成17年４月１日
至　平成17年９月30日）

当中間連結会計期間
（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

前連結会計年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

※　現金及び現金同等物の中間期末残高と中

間連結貸借対照表に掲記されている科目の

金額との関係

※　現金及び現金同等物の中間期末残高と中

間連結貸借対照表に掲記されている科目の

金額との関係

※　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17年９月30日現在） 

 (千円)

現金及び預金勘定 3,049,288

有価証券勘定 254,177

預入期間が３ヶ月を超える

定期預金
△19,384

現金及び現金同等物 3,284,081

（平成18年９月30日現在） 

 (千円)

現金及び預金勘定 3,060,923

有価証券勘定 146,050

預入期間が３ヶ月を超える

定期預金
△19,388

現金及び現金同等物 3,187,584

（平成18年３月31日現在） 

 (千円)

現金及び預金勘定 3,671,686

有価証券勘定 145,950

預入期間が３ヶ月を超える

定期預金
△19,385

現金及び現金同等物 3,798,251
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①　リース取引

ＥＤＩＮＥＴによる開示を行うため記載を省略しております。

②　有価証券

前中間連結会計期間末（平成17年９月30日）

１．その他有価証券で時価のあるもの

 取得原価（千円）
中間連結貸借対照表
計上額（千円）

差額（千円）

(1）株式 286,146 1,446,474 1,160,328

(2）その他 109,840 114,417 4,577

合計 395,987 1,560,892 1,164,905

（注）　その他有価証券の減損にあたっては、中間連結会計期間末における時価が取得原価に比べて30％以上下落した場

合には「著しく下落した」ものとし、50％以上下落したものについては減損処理を行うこととしております。ま

た、30％以上50％未満下落したものについては、時価の推移及び発行会社の財政状態等を勘案して回復可能性を

判断し、回復する見込みがあると認められる場合を除き減損処理を行うこととしております。

２．時価評価されていない主な有価証券の内容

 中間連結貸借対照表計上額（千円）

その他有価証券  

マネー・マネージメント・ファンド等 254,177

当中間連結会計期間末（平成18年９月30日）

１．その他有価証券で時価のあるもの

 取得原価（千円）
中間連結貸借対照表
計上額（千円）

差額（千円）

(1）株式 262,617 1,328,317 1,065,700

(2）その他 200,259 202,685 2,426

合計 462,876 1,531,003 1,068,126

（注）　その他有価証券の減損にあたっては、中間連結会計期間末における時価が取得原価に比べて30％以上下落した場

合には「著しく下落した」ものとし、50％以上下落したものについては減損処理を行うこととしております。ま

た、30％以上50％未満下落したものについては、時価の推移及び発行会社の財政状態等を勘案して回復可能性を

判断し、回復する見込みがあると認められる場合を除き減損処理を行うこととしております。

２．時価評価されていない主な有価証券の内容

 中間連結貸借対照表計上額（千円）

その他有価証券  

マネー・マネージメント・ファンド等 146,050
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前連結会計年度末（平成18年３月31日）

１．その他有価証券で時価のあるもの

 取得原価（千円）
連結貸借対照表計上
額（千円）

差額（千円）

(1）株式 259,720 1,533,672 1,273,952

(2）その他 207,879 201,675 △6,203

合計 467,599 1,735,347 1,267,748

（注）　表中の「取得原価」は減損処理後の帳簿価額であり、当連結会計年度において減損処理を行い、投資有価証券評

価損1,289千円を計上しております。

　なお、その他有価証券の減損にあたっては、当連結会計年度末における時価が取得原価に比べて30％以上下落し

た場合には「著しく下落した」ものとし、50％以上下落したものについては減損処理を行うこととしております。

また、30％以上50％未満下落したものについては、時価の推移及び発行会社の財政状態等を勘案して回復可能性を

判断し、回復する見込みがあると認められる場合を除き減損処理を行うこととしております。

２．時価評価されていない主な有価証券の内容

 連結貸借対照表計上額（千円）

その他有価証券  

マネー・マネージメント・ファンド等 145,950

③　デリバティブ取引

前中間連結会計期間（自　平成17年４月１日　至　平成17年９月30日）、当中間連結会計期間（自　平成18年４

月１日　至　平成18年９月30日）及び前連結会計年度（自　平成17年４月１日　至　平成18年３月31日）

　当社グループはデリバティブ取引を全く利用していないので、該当事項はありません。

和光堂株式会社

－ 23 －



④　セグメント情報

ａ．事業の種類別セグメント情報

前中間連結会計期間（自　平成17年４月１日　至　平成17年９月30日）

 
食品事業
（千円）

その他事業
（千円）

計
（千円）

消去又は全社
（千円）

連結
（千円）

売上高      

(1）外部顧客に対する売上高 13,986,447 1,966,550 15,952,997 － 15,952,997

(2）セグメント間の内部売上高又

は振替高
－ 552,494 552,494 △552,494 －

計 13,986,447 2,519,044 16,505,492 △552,494 15,952,997

営業費用 12,981,036 2,443,585 15,424,622 26,945 15,451,567

営業利益 1,005,410 75,459 1,080,870 △579,440 501,430

当中間連結会計期間（自　平成18年４月１日　至　平成18年９月30日）

 
食品事業
（千円）

その他事業
（千円）

計
（千円）

消去又は全社
（千円）

連結
（千円）

売上高      

(1）外部顧客に対する売上高 13,437,567 2,141,647 15,579,214 － 15,579,214

(2）セグメント間の内部売上高又

は振替高
12 579,868 579,881 △579,881 －

計 13,437,579 2,721,516 16,159,096 △579,881 15,579,214

営業費用 12,417,621 2,695,395 15,113,016 △24,768 15,088,248

営業利益 1,019,958 26,121 1,046,079 △555,112 490,966

前連結会計年度（自　平成17年４月１日　至　平成18年３月31日）

 
食品事業
（千円）

その他事業
（千円）

計
（千円）

消去又は全社
（千円）

連結
（千円）

売上高      

(1）外部顧客に対する売上高 29,631,714 3,846,803 33,478,518 － 33,478,518

(2）セグメント間の内部売上高又

は振替高
－ 1,181,309 1,181,309 △1,181,309 －

計 29,631,714 5,028,113 34,659,827 △1,181,309 33,478,518

営業費用 27,411,663 4,996,409 32,408,072 △75,875 32,332,197

営業利益 2,220,050 31,703 2,251,754 △1,105,433 1,146,320

　（注）１．事業区分の方法

製品の種類、販売市場の類似性等を考慮して区分しております。

２．各事業区分に属する主要製品等

事業区分 主要製品等

食品事業 育児用粉乳、ベビーフード、自動販売機用食品、家庭用食品、業務用粉乳等

その他事業 医薬品、医薬部外品、化粧品、衛生用品、雑貨、不動産賃貸、運送・保管、図書出版等
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３．営業費用のうち、消去又は全社の項目に含めた配賦不能営業費用

 
前中間連結会計期
間（千円）

当中間連結会計期
間（千円）

前連結会計年度
（千円）

主な内容

消去又は全社の項目

に含めた配賦不能営

業費用の金額

579,440 555,112 1,105,433

当社の経営企画・総務・経

理等の管理部門に係る費用

であります。

ｂ．所在地別セグメント情報

前中間連結会計期間（自　平成17年４月１日　至　平成17年９月30日）、当中間連結会計期間（自　平成18年４

月１日　至　平成18年９月30日）及び前連結会計年度（自　平成17年４月１日　至　平成18年３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在外支店がないため、該当事項はありません。

ｃ．海外売上高

前中間連結会計期間（自　平成17年４月１日　至　平成17年９月30日）、当中間連結会計期間（自　平成18年４

月１日　至　平成18年９月30日）及び前連結会計年度（自　平成17年４月１日　至　平成18年３月31日）

　海外売上高は、いずれも連結売上高の10％未満であるため、海外売上高の記載を省略しております。

（重要な後発事象）

前中間連結会計期間
（自　平成17年４月１日
至　平成17年９月30日）

当中間連結会計期間
（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

前連結会計年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

──────  ────── 平成18年４月24日、アサヒビール株

式会社による当社株式の公開買付けが

発表され、当社は、同日開催の取締役

会で本公開買付けについて賛同の意を

表明しました。

本公開買付けは平成18年４月25日か

ら平成18年５月15日まで実施され、当

社の親会社であります三共株式会社は、

同社及び同社の子会社の保有する当社

株式3,572,500株を応募しました。

この公開買付けの結果、アサヒビー

ル株式会社が所有する当社株式は

5,403,631株（議決権比率92.5％）と

なり、平成18年５月19日にアサヒビー

ル株式会社が当社の親会社となりまし

た。一方、第一三共株式会社及び三共

株式会社は当社の親会社に該当しない

こととなりました。
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５．生産、受注及び販売の状況

(1）生産実績

事業の種類別
セグメントの名称

前中間連結会計期間
（自　平成17年４月１日
至　平成17年９月30日）

当中間連結会計期間
（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

前連結会計年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

食品事業 10,222,164 91.2 10,047,036 94.0 23,339,444 92.4

その他事業 991,683 8.8 636,265 6.0 1,907,777 7.6

合計 11,213,848 100.0 10,683,302 100.0 25,247,221 100.0

　（注）１．上記の金額は正味販売価格によっております。

２．上記の金額には消費税等は含まれておりません。

(2）受注状況

　当社グループ（当社及び連結子会社）は見込み生産を行っているため、該当事項はありません。

(3）販売実績

事業の種類別
セグメントの名称

前中間連結会計期間
（自　平成17年４月１日
至　平成17年９月30日）

当中間連結会計期間
（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

前連結会計年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

食品事業 13,986,447 87.7 13,437,567 86.3 29,631,714 88.5

その他事業 1,966,550 12.3 2,141,647 13.7 3,846,803 11.5

合計 15,952,997 100.0 15,579,214 100.0 33,478,518 100.0

　（注）１．上記の金額は外部顧客に対する売上高を記載しております。

２．前中間連結会計期間及び当中間連結会計期間における主な相手先別の販売実績及び総販売実績に対する割合

は、次のとおりであります。

相手先

前中間連結会計期間
（自　平成17年４月１日
至　平成17年９月30日）

当中間連結会計期間
（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

金額（千円） 割合（％） 金額（千円） 割合（％）

 ピップトウキョウ（株） 1,682,526 10.5 1,842,276 11.8

 ピップフジモト（株） 1,618,635 10.1 1,591,661 10.2

３．上記の金額には消費税等は含まれておりません。
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