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決算取締役会開催日 平成19年２月６日 配当支払開始予定日 平成19年３月22日

定時株主総会開催日 平成19年３月20日 単元株制度採用の有無 有（１単元　100株）

１．平成18年12月期の業績（平成18年４月１日～平成18年12月31日）

(1）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12月期 23,814 － 516 － 429 －
18年３月期 33,181 3.4 933 △43.9 825 △47.3

当期純利益
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
経常利益率

百万円 ％ 円 銭 円 銭 ％ ％ ％

18年12月期 195 － 33 33 －  1.3 1.6 1.8
18年３月期 432 △58.7 69 03 －  2.8 3.0 2.5

（注）①期中平均株式数 18年12月期          5,879,593株 18年３月期 5,901,067株

②会計処理の方法の変更 有

③売上高、営業利益、経常利益、当期純利益におけるパーセント表示は、対前期増減率であります。

④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。平成18年12月期は、決算期変更に伴い９ヶ月決算となっておりますので、対前期増減率は記載しておりませ
ん。

(2）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12月期 26,840 15,019 56.0 2,556 56
18年３月期 27,609 15,456 56.0 2,615 84

（注）①期末発行済株式数 18年12月期          5,874,741株 18年３月期 5,898,965株

②期末自己株式数 18年12月期       64,845株 18年３月期 40,621株

２．平成19年12月期の業績予想（平成19年１月１日～平成19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

中間期 15,500 180 100
通　期 32,600 840 500

（参考）１株当たり予想当期純利益（通期）85円11銭

３．配当状況

・現金配当 １株当たり配当金（円） 配当金総額
(百万円)

配当性向
（％）

純資産配当率
 （％）中間期末 期末 年間

18年３月期 25.00 25.00 50.00 294 72.4 1.9

18年12月期 25.00 12.50 37.50 220 112.5 1.5

19年12月期（予想） 未定 未定 未定    

※　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、決算短信（連結）の添付資料の６ページ「次期の見通し」をご参照下さい。



６．個別財務諸表等
(1）貸借対照表

前事業年度
（平成18年３月31日）

当事業年度
（平成18年12月31日）

増　減

区分
注記
番号

金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円）

（資産の部）  

Ⅰ　流動資産  

１．現金及び預金 3,334,809 2,252,322 △1,082,487

２．受取手形 ※８ 560,156 700,626 140,470

３．売掛金 7,266,072 7,704,660 438,588

４．有価証券 145,950 146,142 192

５．商品 1,102,577 1,036,458 △66,119

６．製品 1,015,351 1,074,057 58,705

７．半製品 421,673 320,836 △100,837

８．原材料品 637,821 748,169 110,348

９．仕掛品 47,036 60,353 13,316

10．繰延税金資産 318,320 110,915 △207,405

11．未収入金 ※２ 627,467 980,293 352,826

12．その他 35,725 39,713 3,988

　　貸倒引当金 △28,000 △900 27,100

流動資産合計 15,484,962 56.1 15,173,649 56.5 △311,312

Ⅱ　固定資産  

１．有形固定資産   

(1）建物 ※１ 11,303,730 11,307,847  

減価償却累計額 6,070,036 5,233,694 6,315,720 4,992,127 △241,566

(2）構築物 886,736 886,509  

減価償却累計額 600,477 286,259 622,767 263,742 △22,517

(3）機械装置 2,339,531 2,640,698  

減価償却累計額 1,941,733 397,798 2,083,953 556,745 158,946

(4）車輌運搬具 47,624 46,858  

減価償却累計額 44,183 3,440 43,792 3,065 △374

(5）工具器具備品 918,205 913,544  

減価償却累計額 768,035 150,170 781,537 132,007 △18,163

(6）土地 ※１ 2,326,471 2,325,877 △593

有形固定資産合計 8,397,833 30.4 8,273,564 30.8 △124,268

和光堂株式会社
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前事業年度
（平成18年３月31日）

当事業年度
（平成18年12月31日）

増　減

区分
注記
番号

金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円）

２．無形固定資産  

(1）借地権 955 955 －

(2）商標権 320 275 △45

(3）ソフトウェア 853,087 675,134 △177,952

(4）その他 15,519 15,450 △69

無形固定資産合計 869,883 3.2 691,816 2.6 △178,067

３．投資その他の資産  

(1）投資有価証券 ※１ 1,771,524 1,541,060 △230,463

(2）関係会社株式 82,500 82,500 －

(3）従業員長期貸付金 2,939 1,542 △1,396

(4）関係会社長期貸付
金

466,625 412,500 △54,125

(5）長期前払費用 2,482 2,921 439

(6）繰延税金資産 367,435 495,057 127,621

(7）その他 171,661 173,991 2,329

　　貸倒引当金 △8,090 △8,090 －

投資その他の資産
合計

2,857,078 10.3 2,701,483 10.1 △155,594

固定資産合計 12,124,794 43.9 11,666,864 43.5 △457,930

資産合計 27,609,757 100.0 26,840,513 100.0 △769,243

 

和光堂株式会社
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前事業年度
（平成18年３月31日）

当事業年度
（平成18年12月31日）

増　減

区分
注記
番号

金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円）

（負債の部）  

Ⅰ　流動負債  

１．支払手形 ※８ 102,947 144,325 41,378

２．買掛金 ※２ 5,275,670 5,844,549 568,878

３．短期借入金 730,000 580,000 △150,000

４．一年以内に返済予定
の長期借入金

※１ 304,200 229,200 △75,000

５．未払金 594,877 246,108 △348,768

６．未払費用 ※２ 980,560 928,721 △51,838

７．未払法人税等 121,579 － △121,579

８．未払消費税等 74,404 48,753 △25,650

９．預り金 24,874 139,416 114,542

10．賞与引当金 469,000 239,000 △230,000

11．返品調整引当金 7,000 6,000 △1,000

流動負債合計 8,685,114 31.4 8,406,075 31.3 △279,039

Ⅱ　固定負債  

１．長期借入金 ※１ 804,000 675,850 △128,150

２．退職給付引当金 2,346,330 2,444,011 97,681

３．役員退職慰労引当金 180,123 156,652 △23,471

４．長期預り金 137,950 138,794 843

固定負債合計 3,468,403 12.6 3,415,308 12.7 △53,095

負債合計 12,153,518 44.0 11,821,383 44.0 △332,134

和光堂株式会社
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前事業年度
（平成18年３月31日）

当事業年度
（平成18年12月31日）

増　減

区分
注記
番号

金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円）

（資本の部）  

Ⅰ　資本金 ※４ 2,918,465 10.6 － － －

Ⅱ　資本剰余金  

１．資本準備金 2,461,019 － －

２．その他資本剰余金  

(1）自己株式処分差益 822 － －

資本剰余金合計 2,461,841 8.9 － － －

Ⅲ　利益剰余金  

１．利益準備金 396,853 － －

２．任意積立金  

(1）圧縮積立金 330,288 － －

(2）別途積立金 4,500,000 － －

３．当期未処分利益 4,180,197 － －

利益剰余金合計 9,407,339 34.1 － － －

Ⅳ　その他有価証券評価差
額金

※５ 747,631 2.7 － － －

Ⅴ　自己株式 ※６ △79,038 △0.3 － － －

資本合計 15,456,238 56.0 － － －

負債資本合計 27,609,757 100.0 － － －

 

和光堂株式会社
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前事業年度
（平成18年３月31日）

当事業年度
（平成18年12月31日）

増　減

区分
注記
番号

金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円）

（純資産の部）         

Ⅰ　株主資本         

１．資本金   － －  2,918,465 10.9 －

２．資本剰余金         

(1）資本準備金  －   2,461,019   －

(2）その他資本剰余金  －   1,061   －

資本剰余金合計   － －  2,462,080 9.2 －

３．利益剰余金         

(1）利益準備金  －   396,853   －

(2）その他利益剰余金         

圧縮積立金  －   312,227   －

別途積立金  －   4,500,000   －

繰越利益剰余金  －   4,074,390   －

利益剰余金合計   － －  9,283,472 34.6 －

４．自己株式   － －  △257,769 △1.0 －

株主資本合計   － －  14,406,249 53.7 －

Ⅱ　評価・換算差額等         

１．その他有価証券評価
差額金

  － －  612,881 2.3 －

評価・換算差額等合計   － －  612,881 2.3 －

純資産合計   － －  15,019,130 56.0 －

負債純資産合計   － －  26,840,513 100.0 －

 

和光堂株式会社
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(2）損益計算書

前事業年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

当事業年度
（自　平成18年４月１日
至　平成18年12月31日）

増　減

区分
注記
番号

金額（千円）
百分比
（％）

金額（千円）
百分比
（％）

金額（千円）

Ⅰ　売上高 33,181,799 100.0 23,814,207 100.0 △9,367,591

Ⅱ　売上原価 23,841,959 71.9 17,106,616 71.8 △6,735,342

売上総利益 9,339,840 28.1 6,707,591 28.2 △2,632,248

Ⅲ　販売費及び一般管理費   

１．運賃・保管料 1,402,832 1,027,993  

２．広告宣伝費 1,432,217 1,102,638  

３．給料・賞与 1,528,841 1,168,557  

４．賞与引当金繰入額 257,000 129,000  

５．退職給付費用 165,918 109,327  

６．役員退職慰労引当金繰
入額

50,573 27,555  

７．減価償却費 394,909 286,274  

８．研究開発費 ※１ 714,512 504,501  

９．その他 2,460,000 8,406,806 25.3 1,835,725 6,191,573 26.0 △2,215,233

営業利益 933,033 2.8 516,017 2.2 △417,015

Ⅳ　営業外収益  

１．受取利息 4,424 2,938  

２．受取配当金 21,723 19,154  

３．賃貸料 ※２ 56,003 43,929  

４．その他 14,758 96,909 0.3 14,207 80,229 0.3 △16,680

Ⅴ　営業外費用  

１．支払利息 25,867 17,957  

２．売上割引 81,906 61,697  

３．たな卸資産処分損 79,477 61,388  

４．資材廃棄負担金 － 21,570  

５．賃貸料原価 3,189 －  

６．その他 13,610 204,051 0.6 3,870 166,482 0.7 △37,568

経常利益 825,892 2.5 429,764 1.8 △396,127

Ⅵ　特別利益  

１．投資有価証券売却益 261,229 －  

２．貸倒引当金戻入額 10,300 27,100  

３．償却債権取立益 7,300 278,830 0.8 14,953 42,053 0.2 △236,776

Ⅶ　特別損失  

１．固定資産処分損 ※３ 349,998 68,597  

２．投資有価証券評価損 1,289 －  

３．施設利用会員権売却損  4,149 355,437 1.0 － 68,597 0.3 △286,839

税引前当期純利益 749,284 2.3 403,221 1.7 △346,063

法人税、住民税及び事
業税

230,000 35,000  

法人税等調整額 86,451 316,451 1.0 172,229 207,229 0.9 △109,222

当期純利益 432,833 1.3 195,991 0.8 △236,841

前期繰越利益 3,894,887 － －

中間配当額 147,524 － －

当期未処分利益 4,180,197 － －

 

和光堂株式会社
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(3）利益処分計算書及び株主資本等変動計算書

利益処分計算書

前事業年度
株主総会承認年月日
平成18年６月28日

区分
注記
番号

金額（千円）

Ⅰ　当期未処分利益 4,180,197

Ⅱ　任意積立金取崩額

１．圧縮積立金取崩額 10,626 10,626

合計 4,190,823

Ⅲ　利益処分額

１．配当金 147,474

２．役員賞与金

(1）取締役賞与金 20,000

(2）監査役賞与金 5,500 172,974

Ⅳ　次期繰越利益 4,017,849

和光堂株式会社
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株主資本等変動計算書

当事業年度（自　平成18年４月１日　至　平成18年12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

その他
資本
剰余金

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

合計圧縮
積立金

別途
積立金

繰越利益
剰余金

平成18年３月31日　残高
（千円）

2,918,465 2,461,019 822 2,461,841 396,853 330,288 4,500,000 4,180,197 9,407,339 △79,038 14,708,607

事業年度中の変動額

圧縮積立金の取崩額
（注）

     △10,626  10,626 －  －

圧縮積立金の取崩額      △7,434  7,434 －  －

剰余金の配当（注）        △147,474 △147,474  △147,474

剰余金の配当        △146,884 △146,884  △146,884

役員賞与（注）        △25,500 △25,500  △25,500

当期純利益        195,991 195,991  195,991

自己株式の取得          △178,991 △178,991

自己株式の処分   239 239      261 500

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
（千円）

－ － 239 239 － △18,060 － △105,806 △123,866 △178,730 △302,358

平成18年12月31日　残高
（千円）

2,918,465 2,461,019 1,061 2,462,080 396,853 312,227 4,500,000 4,074,390 9,283,472 △257,769 14,406,249

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）

747,631 747,631 15,456,238

事業年度中の変動額

圧縮積立金の取崩額
（注）

  －

圧縮積立金の取崩額   －

剰余金の配当（注）   △147,474

剰余金の配当   △146,884

役員賞与（注）   △25,500

当期純利益   195,991

自己株式の取得   △178,991

自己株式の処分   500

株主資本以外の項目の事
業年度中の変動額（純
額）

△134,749 △134,749 △134,749

事業年度中の変動額合計
（千円）

△134,749 △134,749 △437,108

平成18年12月31日　残高
（千円）

612,881 612,881 15,019,130

（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
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重要な会計方針

項目
前事業年度

（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

当事業年度
（自　平成18年４月１日
至　平成18年12月31日）

１．有価証券の評価基準及び

評価方法

(1）子会社株式

移動平均法による原価法を採用してお

ります。

(1）子会社株式

同　　　　左

(2）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。

(2）その他有価証券

時価のあるもの

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。

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。

（会計方針の変更）

　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、

「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、

当事業年度より「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408千円、そ

の他有価証券評価差額金が242千円、それ

ぞれ多く表示されており、また、投資そ

の他の資産「繰延税金資産」が166千円少

な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。

２．たな卸資産の評価基準及

び評価方法

　総平均法による原価法を採用しておりま

す。

同　　　　左

和光堂株式会社
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項目
前事業年度

（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

当事業年度
（自　平成18年４月１日
至　平成18年12月31日）

３．固定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。

なお、主な耐用年数は以下のとおりで

あります。

建物　　　　　　３～50年

機械装置　　　　２～17年

(1）有形固定資産

同　　　　左

(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

４．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。

(1）貸倒引当金

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期負担分を計上

しております。

(2）賞与引当金

同　　　　左

(3）返品調整引当金

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

(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、

当事業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、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、各事業

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

生の翌事業年度から費用処理しておりま

す。

(4）退職給付引当金

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、内規に基づく期末要支給額を計

上しております。

(5）役員退職慰労引当金

同　　　　左

和光堂株式会社
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項目
前事業年度

（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

当事業年度
（自　平成18年４月１日
至　平成18年12月31日）

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

６．その他財務諸表作成のた

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。

消費税等の会計処理方法

同　　　　左

会計処理方法の変更

前事業年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

当事業年度
（自　平成18年４月１日
至　平成18年12月31日）

────────  （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。

　これまでの資本の部の合計に相当する金額は15,019,130

千円であります。

　なお、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、財務諸表等規則の改正に伴い、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

前事業年度
（自　平成17年４月１日

至　平成18年３月31日）

当事業年度
（自　平成18年４月１日
至　平成18年12月31日）

────────  （損益計算書） 

１．前事業年度まで営業外費用において区分掲記してい

た「賃貸料原価」（当事業年度2,195千円）は、営業外

費用の合計額の100分の10以下であるため、当事業年度

から営業外費用「その他」に含めて表示することとし

ました。

２．前事業年度まで営業外費用「その他」に含めて表示

しておりました「資材廃棄負担金」は、営業外費用の

合計額の100分の10を超えることとなったため、当事業

年度より区分掲記することとしました。

　　なお、前事業年度の「資材廃棄負担金」は9,868千円

であります。

和光堂株式会社
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注記事項

（貸借対照表関係）

前事業年度
(平成18年３月31日）

当事業年度
(平成18年12月31日）

※１．担保資産

(1）担保に供している資産

※１．担保資産

(1）担保に供している資産

建物 247,866千円

土地 17,880 〃

投資有価証券  766,224 〃

建物 238,992千円

土地 17,880 〃

投資有価証券 633,127 〃

(2）担保資産に対する債務 (2）担保資産に対する債務

一年以内に返済予定の長期借

入金
229,200千円

長期借入金 354,000 〃

一年以内に返済予定の長期借

入金
154,200千円

長期借入金 282,100 〃

※２．関係会社に対するものは次のとおりであります。 ※２．関係会社に対するものは次のとおりであります。

未収入金 417,515千円 未収入金 600,798千円

買掛金 254,959千円

未払費用 55,564千円

　３．偶発債務

(1）以下の関係会社の金融機関からの借入金に対し、

債務保証を行っております。

　３．偶発債務

以下の関係会社の金融機関からの借入金に対し、債

務保証を行っております。

和光物流株式会社 125,662千円

和光食品工業株式会社 360,000 〃

和光物流株式会社 112,714千円

和光食品工業株式会社 324,000 〃

(2）関係会社以外の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。

CommerceJapan Co.,Ltd． 44,213千円

※４．会社が発行する株式及び発行済株式の種類及び総数 ※４．             ──────

会社が発行する

株式の総数
普通株式  23,000,000株

発行済株式総数 普通株式 5,939,586〃

※５．配当制限

　商法施行規則第124条第３号に規定する資産に時価

を付したことにより増加した純資産額は747,631千円

であります。

※５．             ──────

※６．自己株式

　当社が保有する自己株式の数は、普通株式40,621株

であります。

※６．             ──────

７．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

く当事業年度末の借入未実行残高は次のとおりであり

ます。

７．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

く当事業年度末の借入未実行残高は次のとおりであり

ます。

当座貸越極度額   3,250,000千円

借入実行残高 730,000 〃

差引額 2,520,000 〃

当座貸越極度額 3,250,000千円

借入実行残高 580,000 〃

差引額 2,670,000 〃

※８．             ────── ※８．期末日満期手形

　期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、当事業年度

の末日は金融機関の休日であったため、次の期末日満

期手形が期末残高に含まれております。

受取手形 109,873千円

支払手形 21,254 〃

和光堂株式会社
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（損益計算書関係）

前事業年度
（自　平成17年４月１日

至　平成18年３月31日）

当事業年度
（自　平成18年４月１日
至　平成18年12月31日）

※１．一般管理費及び当期製造費用に含まれる研究開発費

は、714,512千円であります。

※１．一般管理費及び当期製造費用に含まれる研究開発費

は、504,501千円であります。

※２．営業外収益のうち、関係会社に係るものは次のとお

りであります。

※２．営業外収益のうち、関係会社に係るものは次のとお

りであります。

賃貸料 55,850千円 賃貸料 43,929千円

※３．固定資産処分損の内訳 ※３．固定資産処分損の内訳

建物 96,114千円

構築物 11,645 〃

機械装置 23,640 〃

車輌運搬具 865 〃

工具器具備品      19,713 〃

解体撤去費用 198,019 〃

計       349,998 〃

建物 5,897千円

構築物 249 〃

機械装置 789 〃

車輌運搬具 38 〃

工具器具備品 758 〃

解体撤去費用 60,863 〃

計 68,597 〃

（株主資本等変動計算書関係）

当事業年度（自　平成18年４月１日　至　平成18年12月31日）

自己株式の種類及び株式数に関する事項

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）

普通株式（注） 40,621 24,294 70 64,845

合計 40,621 24,294 70 64,845

（注）普通株式の自己株式の株式数の増加24,294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。

（リース取引関係）

ＥＤＩＮＥＴにより開示を行うため記載を省略しております。

（有価証券関係）

前事業年度（平成18年3月31日）及び当事業年度（平成18年12月31日）における子会社株式で時価のあるものはあり

ません。

和光堂株式会社
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（税効果会計関係）

前事業年度
（平成18年３月31日）

当事業年度
（平成18年12月31日）

１．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の

内訳

１．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の

内訳

繰延税金資産

未払事業税   13,422千円

貸倒引当金    3,291 〃

賞与引当金  190,836 〃

退職給付引当金 954,721 〃

役員退職慰労引当金 73,292 〃

施設利用会員権評価損 35,887 〃

未払費用否認額 108,425 〃

その他     48,463 〃

小計 1,428,340 〃

評価性引当額   △10,360 〃

　合計 1,417,979 〃

繰延税金負債

圧縮積立金 △219,306千円

その他有価証券評価差額金 △512,917 〃

合計 △732,223 〃

繰延税金資産の純額 685,756 〃

繰延税金資産

貸倒引当金 3,658千円

賞与引当金 97,249 〃

退職給付引当金 994,468 〃

役員退職慰労引当金 63,741 〃

施設利用会員権評価損 35,887 〃

未払費用否認額 13,101 〃

その他 49,100 〃

小計 1,257,206 〃

評価性引当額 △10,360 〃

　合計 1,246,845 〃

繰延税金負債

未収事業税 △6,140千円

圧縮積立金 △214,205 〃

その他有価証券評価差額金 △420,526 〃

合計 △640,872 〃

繰延税金資産の純額 605,973 〃

２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率

との差異の原因となった主な項目別の内訳

２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率

との差異の原因となった主な項目別の内訳

　　法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率

との間の差異が法定実効税率の100分の５以下であるた

め注記を省略しております。

法定実効税率 40.69％

（調整）

交際費等永久に損金に算入されない項目 8.74〃

受取配当金等永久に益金に算入されない項

目
△0.65〃

住民税均等割 3.79〃

試験研究費の法人税額特別控除 △0.83〃

その他 △0.35〃

税効果会計適用後の法人税等の負担率 51.39〃

和光堂株式会社
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（１株当たり情報）

前事業年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

当事業年度
（自　平成18年４月１日
至　平成18年12月31日）

１株当たり純資産額 2,615.84円

１株当たり当期純利益 69.03円

　平成17年５月20日付をもって普通株式１株につき２株

に分割いたしました。

　なお、当該株式分割が前期首に行われたと仮定した場

合の前事業年度における１株当たり情報は、次のとおり

であります。

１株当たり純資産額 2,544.34円

１株当たり当期純利益 171.78円

１株当たり純資産額 2,556.56円

１株当たり当期純利益 33.33円

（注）１．潜在株式調整後１株当たり当期純利益については、潜在株式が存在していないため記載しておりません。

２．１株当たり当期純利益の算定上の基礎は、次のとおりであります。

前事業年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

当事業年度
（自　平成18年４月１日
至　平成18年12月31日）

当期純利益（千円） 432,833 195,991

普通株主に帰属しない金額（千円） 25,500 －

（うち利益処分による役員賞与金）（千円） (25,500) (－)

普通株式に係る当期純利益（千円） 407,333 195,991

普通株式の期中平均株式数（株） 5,901,067 5,879,593

和光堂株式会社
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（重要な後発事象）

前事業年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

当事業年度
（自　平成18年４月１日
至　平成18年12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。

当社は、平成19年２月６日開催の取締役会において、アサヒビー

ル株式会社を当社の株式交換完全親会社とする株式交換を行うこと

を決議し、株式交換契約を締結しました。

１．株式交換の目的

アサヒビール株式会社による当社株式の公開買付けが平成18年４

月25日から平成18年５月15日まで実施され、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％）となりました。

当社の最終事業年度末（平成18年12月31日）において当社株式の

分布状況が東京証券取引所の上場廃止基準に抵触しており、来る平

成19年４月末には上場が廃止される状態に至っております。公開買

付けに応募されなかった全ての当社株主に対しアサヒビール株式を

交付し、当社をアサヒビール株式会社の完全子会社とすることが、

当社株主の皆様の投下資金の回収の容易性の観点、あるいは、引き

続いてアサヒビール株式を所有いただき将来のシナジー効果発現に

よる利益を享受していただく観点、また、アサヒビール株式会社の

グループ会社としての機動的・効率的な企業経営の観点からも望ま

しいとの判断に至りました。

２．株式交換の方法及び株式交換の内容

（１）株式交換の方法

株式交換比率の公正性・妥当性を確保するため、当社及びアサヒ

ビール株式会社が別個独立に第三者機関に株式交換比率案の算定を

依頼し、専門家としての分析結果及び意見を慎重に検討し、協議を

重ね、株式交換比率を決定しております。

平成19年２月６日に締結した株式交換契約書に基づき、当社の株

主が有する当社の普通株式をアサヒビール株式会社に移転させ、当

社の株主に対して、当社の普通株式１株につき、アサヒビール株式

会社の普通株式（ただし自己株式）2.9株を割当交付します。アサヒ

ビール株式会社が所有する当社の普通株式については割当交付を行

いません。なお、アサヒビール株式会社は簡易株式交換（会社法第

796条第３項）、当社は略式株式交換（会社法第784条第１項）の規

定により、株主総会の承認を得ないで株式交換手続きを行います。

（２）株式交換の内容

アサヒビール株式会社を完全親会社とし、当社を完全子会社とす

る株式交換であります。

（３）株式交換の効力発生日

平成19年４月１日（予定）

３．株式交換の相手会社の商号、本店の所在地、代表者の氏名、資

本金の額、純資産の額、総資産の額及び事業の内容

（１）商号　アサヒビール株式会社

（２）本店の所在地　東京都中央区京橋三丁目７番１号

（３）代表者の氏名　代表取締役社長　荻田　伍

（４）資本金の額　182,531百万円（平成18年12月31日現在）

（５）純資産の額　449,270百万円（平成18年12月31日現在）

（６）総資産の額　1,014,878百万円（平成18年12月31日現在）

（７）事業の内容　酒類、飲料、食品・薬品の製造・販売、その他

不動産の販売・賃貸、麦芽の製造・販売、外食事業、卸事業、物流

事業、金融事業等
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７．役員の異動
 

１．代表者の異動（平成19年３月20日付予定）

退任代表取締役　　　内　田　貞　夫　（現　代表取締役会長）

 

２．その他の役員の異動（平成19年３月20日付予定）

　（１）新任取締役候補

取　　締　　役　　　西　野　伊　史　（現　社外監査役）

 

　（２）退任予定取締役

代表取締役会長　　　内　田　貞　夫

取　　締　　役　　　清　水　宣　雄

取　　締　　役　　　田　尻　智　敬　（執行役員に就任予定）

取　　締　　役　　　石　田　直　人　（執行役員に就任予定）

取　　締　　役　　　横　川　道　雄　（執行役員に就任予定）

取　　締　　役　　　岡　田　悦　男　（執行役員に就任予定）

取　　締　　役　　　中　根　平　一　（執行役員に就任予定）

 

　（３）退任予定監査役

監　　査　　役　　　髙　田　善　秀

社 外 監 査 役　　　西　野　伊　史　（取締役に就任予定）

 

３．執行役員の任命（平成19年３月20日付予定）

　　新任執行役員候補

常務執行役員　　  　髙　橋　征　男　（現　常務取締役　管理本部長）

常務執行役員　　  　黒　田　康　彦　（現　常務取締役　営業本部長）

執行役員    　      岡　田　　　惠　（現　取締役　研究・技術本部長）

執行役員      　　　藤　井　寛　二　（現　取締役　生産本部長）

執行役員      　　　高屋敷　博　史　（現　取締役　商品開発本部副本部長兼マーケティング部長）

執行役員      　　　兼　光　宏　美　（現　取締役　管理本部副本部長）

執行役員　      　　田　尻　智　敬　（現　取締役　育児＆ファミリー営業部長）

執行役員      　　　石　田　直　人　（現　取締役　業務用営業部長）

執行役員　　　      横　川　道　雄　（現　取締役　経理部長）

執行役員　　      　岡　田　悦　男　（現　取締役　食品原料部長）

執行役員　      　　中　根　平　一　（現　取締役　購買部長）

執行役員　　      　長　島　豊　明　（現　経営企画部長）

執行役員　　      　冨　永　祥　一　（現　生産本部付部長）

執行役員　　　      林　　　一　則　（現　育児＆ファミリー営業部量販グループ部長）

 

（注）  常務執行役員に就任する髙橋征男氏は、常務取締役　管理本部長のまま常務執行役員に兼務就任予定。

常務執行役員に就任する黒田康彦氏は、常務取締役　営業本部長のまま常務執行役員に兼務就任予定。

執行役員に就任する岡田　惠氏は、取締役　研究・技術本部長のまま執行役員に兼務就任予定。

執行役員に就任する藤井寛二氏は、取締役　生産本部長のまま執行役員に兼務就任予定。

執行役員に就任する高屋敷博史氏は、取締役　商品開発本部副本部長兼マーケティング部長のまま執行役員に

兼務就任予定。

執行役員に就任する兼光宏美氏は、取締役　管理本部副本部長のまま執行役員に兼務就任予定。

執行役員に就任する田尻智敬氏は、営業本部副本部長に就任予定。

執行役員に就任する石田直人氏は、営業本部副本部長に就任予定。

執行役員に就任する横川道雄氏は、引き続き経理部長を継続予定。

執行役員に就任する岡田悦男氏は、引き続き食品原料部長を継続予定。

執行役員に就任する中根平一氏は、引き続き購買部長を継続予定。

執行役員に就任する長島豊明氏は、引き続き経営企画部長を継続予定。

執行役員に就任する冨永祥一氏は、生産本部副本部長に就任予定。

執行役員に就任する林　一則氏は、育児＆ファミリー営業部長に就任予定。

 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　以上
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