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１．平成19年９月中間期の連結業績（平成19年３月16日～平成19年９月15日）

（注）当社は、平成19年３月期より連結財務諸表を作成しているため、平成18年９月中間期の数値及び平成18年９月中間期、平成19年９月中間期

の対前中間期増減率については記載しておりません。

(1）連結経営成績 （％表示は対前年中間期増減率）

売上高 営業利益 経常利益 中間（当期）純利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

19年９月中間期 112,704 － 5,091 － 5,186 － 2,958 －

18年９月中間期 － － － － － － － －

19年３月期 － － － － － － － －

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

円 銭 円 銭

19年９月中間期 120 36 － －

18年９月中間期 － － － －

19年３月期 － － － －

（注）平成18年９月中間期及び平成19年３月期は、連結損益計算書は作成しておりません。したがって、連結経営成績は記載しておりません。な

お、平成19年９月中間期の潜在株式調整後１株当たり中間純利益金額については、希薄化効果を有している潜在株式が存在しないため記載

しておりません。

（参考）持分法投資損益 19年９月中間期 －百万円 18年９月中間期 －百万円 19年３月期 －百万円

(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

19年９月中間期 160,965 78,160 48.5 3,177 88

18年９月中間期 － － － － －

19年３月期 159,542 75,941 47.6 3,088 31
（参考）自己資本 19年９月中間期 78,120百万円 18年９月中間期 －百万円 19年３月期 75,918百万円

(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
19年９月中間期 7,913 △3,012 △2,711 21,949
18年９月中間期 － － － －
19年３月期 － － － －

（注）平成18年９月中間期及び平成19年３月期は、連結キャッシュ・フロー計算書は作成しておりません。したがって、連結キャッシュ・フロー

の状況は記載しておりません。

２．配当の状況

１株当たり配当金

（基準日） 第１四半期末 中間期末 第３四半期末 期末 年間

円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭

19年３月期 － － 0 00 － － 30 00 30 00

20年３月期 － － 0 00 － － － －

20年３月期（予想） － － 0 00 － － 30 00 30 00

３．平成20年３月期の連結業績予想（平成19年３月16日～平成20年３月15日）

（％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
１株当たり
当期純利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 円 銭
通期 226,250 － 10,283 － 10,364 － 5,690 － 231 46
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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）中間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（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に記載されるもの）

①　会計基準等の改正に伴う変更　有

②　①以外の変更　　　　　　　　無

（注）詳細は、15ページ「中間連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項（会計方針の変更）」をご覧くだ

さい。

(3）発行済株式数（普通株式）

①　期末発行済株式数（自己株式を含む） 19年９月中間期 24,583,420株 18年９月中間期 24,580,220株 19年３月期 24,583,420株

②　期末自己株式数 19年９月中間期 851株 18年９月中間期 851株 19年３月期 851株

（注）１株当たり中間純利益（連結）の算定の基礎となる株式数については、22ページ「１株当たり情報」をご覧

ください。

（参考）個別業績の概要

１．平成19年９月中間期の個別業績（平成19年３月16日～平成19年９月15日）

(1）個別経営成績 （％表示は対前年中間期増減率）

売上高 営業利益 経常利益 中間（当期）純利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

19年９月中間期 108,993 5.0 5,135 8.6 5,220 8.9 3,034 14.5

18年９月中間期 103,828 2.0 4,726 △25.0 4,794 △23.8 2,651 73.1

19年３月期 207,337 － 9,590 － 9,713 － 5,483 －

１株当たり中間
（当期）純利益

円 銭

19年９月中間期 123 45

18年９月中間期 107 87

19年３月期 223 11

(2）個別財政状態

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

19年９月中間期 159,378 78,235 49.1 3,180 97

18年９月中間期 154,098 73,083 47.4 2,973 15

19年３月期 157,922 75,941 48.1 3,088 31

（参考）自己資本 19年９月中間期 78,196百万円 18年９月中間期 73,078百万円 19年３月期 75,918百万円

２．平成20年３月期の個別業績予想（平成19年３月16日～平成20年３月15日）

（％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
１株当たり
当期純利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 円 銭

通期 218,600 5.4 10,300 7.4 10,371 6.8 5,815 6.0 236 55

※　業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項

上記の予想数値は、本資料の発表日現在における事業環境に基づくものであり、今後様々な要因によって上記予想

数値と実際の数値が異なる可能性があります。なお、上記業績予想の前提となる過程及び業績予想のご利用にあたっ

ての注意事項については添付資料の３ページ「1.経営成績(1)経営成績に関する分析」をご参照してください。
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１．経営成績
(1）経営成績に関する分析

　当中間連結会計期間におけるわが国経済は、好調な企業収益を背景とした設備投資等の拡大や雇用改善の動きが見

られ、景気は緩やかな回復を持続しております。しかしながら定率減税の廃止や個人所得の伸び悩みに加え、年金問

題などにより、先行きの不透明感が増しており、個人消費は回復にいたらないままに推移しております。しかしなが

ら当社グループの所属するドラッグストア業界におきましては、新規出店が加速しており、依然として厳しい環境が

続いております。

　このような中、当社グループでは独自のメガ・ドラッグストアの店舗展開を進め、差別化をねらった医薬品、化粧

品の専門性強化策を行う一方、品揃えや販売価格の見直しを行うとともにカウンセリング力を強化し、集客と固定客

化に努めてまいりました。

　出店につきましては、ドミナント化を進めるために既存地区への新規出店として、山形県、福島県、新潟県、千葉

県に各１店舗を出店いたしました。また、調剤薬局を栃木県に１件既存店舗に併設いたしました。なお、茨城県の調

剤薬局１店舗をリロケーションの一環として退店しております。

　以上の結果、当中間連結会計期間の売上高は1,127億４百万円となりました。利益につきましては、経常利益51億86

百万円、中間純利益につきましては、29億58百万円となりました。

（販売の状況）

部門別の当社グループの売上高は以下のとおりであります。

区分

当中間連結会計期間
（自　平成19年３月16日
至　平成19年９月15日）

金額（百万円） 構成比（％）

医薬品 18,620 16.5

化粧品 9,223 8.3

雑貨 34,540 30.6

一般食品 50,318 44.6

合計 112,704 100.0

 　　　（注）当社グループの取扱商品は、多品種にわたり、売上数量についての記載は困難なため、その記載を省略して

おります。

（通期の見通し）

通期の見通しといたしましては、堅調な企業収益を背景とした設備投資の増加が続き、引き続き国内民間需要を

中心とした景気の回復基調が続くものと思われますが、米国におけるサブプライムローン問題の顕在化により、先

行不確実性が高まる状況にあります。一方、個人消費においては消費の二極化により一部の高額消費では期待でき

るものの、一般消費に関しては、原油価格の高騰、原材料価格の上昇により商品価格の値上げ等に加えて、消費税

率の見直しや社会保障費の個人負担増への懸念から、引き続き厳しい状況が続くものと思われます。

このような中、当社グループといたしましては、小売業全体の競争激化の対策として、本格的な高齢化社会到来

によって健康志向が高まりを見せる中、引き続き差別化をねらった医薬品・化粧品の専門性強化策を進めてまいり

ます。健康に関心のある団塊世代に向け品揃えを強化することに加え、販売価格の見直しを行う一方、既存店活性

化のための一部改装も実施してまいります。

また、出店につきましては、新規地区への進出とドミナント化を図るべく、既存地区である群馬県、茨城県に各

２店舗、岩手県、宮城県、栃木県、千葉県に各１店舗、新規地区への出店として山梨県に１店舗の出店を計画して

おります。また、栃木県において調剤薬局を２件既存店舗へ併設する予定であります。これにより、通期では新規

出店13店舗、既存店舗への調剤薬局併設３件になる予定であります。なお、茨城県の調剤薬局１店舗をリロケーショ

ンの一環として退店しております。

連結業績の見通しといたしましては、売上高2,262億50百万円、経常利益103億64百万円、当期純利益56億90百万

円を見込んでおります。
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(2）財政状態に関する分析

①資産、負債及び純資産の状況

　当中間連結会計期間末の総資産は、1,609億65百万円でしたが、そのうち流動資産は、417億58百万円、固定資産は

1,192億６百万円となりました。これに対する当中間連結会計期間末の負債合計は、828億５百万円でしたが、そのう

ち流動負債は569億74百万円、固定負債は258億30百万円となりました。

　当中間連結会計期間末の純資産は、781億60百万円で、自己資本比率は48.5％となりました。また、１株当たり純資

産は3,177円88銭となりました。

②キャッシュ・フローの状況

　当中間連結会計期間末における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、219億49百万円となりました。

 　　（営業活動によるキャッシュフロー）

 　　　営業活動により得られた資金は、79億13百万円となりました。これは主に、税金等調整前中間純利益51億30百万円、

たな卸資産の減少額が９億93百万円あったことによるものであります。

 　　（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、30億12百万円となりました。これは主に、新規出店４店舗に係る有形固定資産の

取得に25億６百万円、差入敷金保証金の差入に４億27百万円を支出したこと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）

 　　　財務活動の結果支出した資金は、27億11百万円となりました。これは主に、長期借入金の収入が50億79百万円あっ

たものの、長期借入金の返済に70億54百万円及び配当金の支払に７億36百万円支出したことによるものであります。

(3）利益配分に関する基本方針及び当期の配当

  当社グループは株主への利益還元を最重要経営課題として位置づけるとともに、将来の事業展開を勘案し、経営基

盤の充実・強化による安定した成長を確保するために必要な内部留保を図りながら、継続的、安定的な配当を行うこ

とを基本方針としております。なお、内部留保資金につきましては、店舗の新設、増床及び改装に伴う設備投資資金

として充当する方針であります。

(4）事業等のリスク

  当社グループの事業上のリスクとして考えられる、投資者の判断に重要な影響を及ぼす可能性のある事項には、以

下のようなものがあります。

（法的規制について）

（「薬事法」等による規制について）

　当社グループは「薬事法」上の医薬品を販売するにあたり、各都道府県の許可・指定・免許・登録及び届出を必要

としており、医薬品販売許可、薬局開設許可及び保険薬局指定等の許可を受けて営業しております。改正薬事法が公

布され、平成21年には全面施行されることが予定されておりますが、この改正により医薬品の販売体制は大きく変化

していくことが予想されます。今後改正薬事法により、当社の業績に影響を及ぼす可能性があります。

　また、食品の一部、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、当該法令等の改正により、当社グループの業績に影響を及ぼす可能性がありま

す。さらに、「個人情報保護法」、「容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律（容器包装リサイ

クル法）」等の法的規制を受けております。今後、これらの規制強化により事業活動の制限やコスト負担増等業績に

影響を及ぼす可能性があります。

（薬剤師の確保について）

　薬剤師の確保につきましても、現在はもとより改正薬事法施行後の環境変化に対応すべく、店舗数の拡大に際して

は薬剤師の確保が重要となっております。そのため、薬剤師が確保できない場合、店舗の営業時間や出店政策に影響

を及ぼす可能性があります。

（出店に関する規制について）

　当社グループは、1,000㎡超の店舗の新規出店及び既存店の増床等について、「大規模小売店立地法」（以下、「大

店立地法」という）により、規制を受けております。

　すなわち、「大店立地法」において、売場面積1,000㎡超の新規出店及び既存店の増床等について、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、交通渋滞及びゴミ処理など地域の生活環境へ

の配慮が審査事項になります。このため、新規出店及び既存店の増床等においては、出店地域によってはその影響が

及ぶ可能性があります。

（固定資産の減損処理について）

　当社グループは、自社保有している固定資産の価値が将来大幅に下落した場合並びに店舗等で収益性が低下した場

合等、減損会計の適用により対象となる資産または資産グループに対して、固定資産の減損処理が必要になる場合が

あります。これにより、当社の業績及び財務状態に影響を及ぼす可能性があります。

　なお、上記記載のうち、将来に関する部分は、当中間連結会計期間末（平成19年９月15日）現在において判断した

ものであります。
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２．企業集団の状況
　当社グループは、医薬品、化粧品、日用雑貨、食料品及び酒類等を販売するドラッグストア並びに調剤を主体とした

薬局を営む小売業であります。

　事業の系統図は、次のとおりであります。

 

当

社 

一

般

消

費

者 

連結子会社 
株式会社倉持薬局 

商品の販売 

商品の販売 

当社グループ 
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３．経営方針
(1）会社の経営の基本方針

　当社グループの経営理念は、『ドラッグストア世界一へ向けて、日々革新し、向上しつづける経営をめざす。』及

び『お客様が健康で豊かな暮らしを実現するため、卓越したノウハウを生かした「普段の生活の拠点」を提供し、もっ

て社会に貢献する。』であります。

　それを実現すべく、当社ではメガ・ドラッグストアを展開しております。通常ドラッグストアは、売場面積90坪以

上と定義されておりますが、当社ではそれより大きな規模のドラッグストア（400坪以上）をメガ・ドラッグストアと

定義しております。

　その特長は、主要生活道路沿いに位置し、健康に欠かせない、そして日常生活に欠かせない商品を豊富に取り揃え、

低価格で提供し、且つ短時間でショッピングができるという利便性の高い生活密着型ストアであります。

  その基本コンセプトといたしましては、「ファーマシー・モア」つまり「医薬品にとどまらない、多様な商品を提

供することによりお客様の健康で快適な生活を実現する」ことであります。その実現に向け、今後も顧客第一主義の

もと、専門性と利便性を融合させた生活者に密着した独自の業態であるメガ・ドラッグストアを基本とした店舗展開

を図ってまいります。

　また、法令順守等の社会的責任を果たしつつ、お客様をはじめ、株主、取引先、社員等の各ステークホルダーから

支持される会社になるべく努力をしてまいります。

(2）目標とする経営指標

　当社グループは総資本の運用の効率化と適正な営業利益の確保を重視し、中長期的にＲＯＥ（自己資本当期純利益

率）10％以上を目標としております。

(3）中長期的な会社の経営戦略

　中長期的にドラッグストア業界は、薬事法改正に伴い、各社の出店競争の激化、他業態との境界の希薄化及び価格

競争による利益率の低下等、厳しい状況になるものと予想されます。さらに、生き残りをかけた提携、合併等の動き

が活発になるものと思われます。

  当社グループといたしましては、一店舗一店舗が強力に地域に根ざした店として確立していくことが他社との明確

な差別化になると考えております。そのために、ローコスト経営を徹底させ、競争力を維持しながら、競争に打ち勝

つよう強力な店づくりをめざしてまいります。更にメガとサテライトタイプの出店を組み合わせることにより、強力

なドミナントを構築し、市場占有率を高めてまいります。また、新規地域へ進出し新たなる市場の獲得に努めていく

方針であります。

  また、当社グループといたしましても、更なる市場占有率の向上を目的に、地域補完性を考慮して戦略的に提携、

合併等を検討してまいります。

  更に本格的な少子高齢化社会を迎え、「トータル・ヘルスケア」を提供するための店づくりとして、これまでの「生

活者医療」の担い手であるドラッグストアを進化させ、調剤薬局を積極的に併設し、「最も身近なヘルスケアセン

ター」を実現していく方針であります。

(4）会社の対処すべき課題

　当社グループにおいて、店舗出店が急速に進む中、店長となるべき人材の育成が重要であると考えており、次代を

担う人材の育成を図るべき教育カリキュラムの改善・実践に努めてまいる所存であります。また、医薬品及び化粧品

強化のための人材育成に注力していく所存であります。

　また、業務の効率化を図るために、独自の物流システムを構築する必要があると考えております。今後、作業シス

テムと物流システムとの融合による効率化に取り組んでまいります。

　地球環境への配慮への観点から、当中間連結会計期間に省エネルギーへの取組みとして40店舗で省エネルギー対策

を実施いたしましたが、更に14店舗に省エネルギー対策を実施し使用電力の削減に取り組んでまいります。また、エ

コバック利用の推進に取り組んでまいります。
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４．中間連結財務諸表
(1) 中間連結貸借対照表

  
当中間連結会計期間末
（平成19年９月15日）

前連結会計年度の
要約連結貸借対照表
（平成19年３月15日）

区分
注記
番号

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   22,019   19,828  

２．売掛金   1,030   775  

３．たな卸資産   15,809   16,803  

４．繰延税金資産   745   569  

５．その他   2,152   2,535  

貸倒引当金   ―   △1  

流動資産合計   41,758 25.9  40,509 25.4

Ⅱ　固定資産        

１．有形固定資産        

(1）建物及び構築物 ※1,2 42,631   43,072   

(2）土地 ※2 54,549   54,588   

(3）建設仮勘定  2,005   1,507   

(4）その他 ※1 2,708 101,895 63.3 2,740 101,907 63.9

２．無形固定資産        

(1）のれん  835   928   

(2）その他 ※2 4,310 5,146 3.2 4,260 5,188 3.2

３．投資その他の資産        

(1）投資有価証券  277   308   

(2）繰延税金資産  3,138   3,080   

(3）その他  8,772   8,571   

貸倒引当金  △23 12,164 7.6 △23 11,935 7.5

固定資産合計   119,206 74.1  119,032 74.6

資産合計   160,965 100.0  159,542 100.0
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当中間連結会計期間末
（平成19年９月15日）

前連結会計年度の
要約連結貸借対照表
（平成19年３月15日）

区分
注記
番号

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   35,250   35,091  

２．短期借入金  ※2  1,747   1,747  

３．1年以内返済予定長期借入
金

※2  12,227   12,025  

４．未払法人税等   2,530   2,120  

５．その他   5,219   4,715  

流動負債合計   56,974 35.4  55,699 34.9

Ⅱ　固定負債        

１．長期借入金  ※2  21,897   24,075  

２．退職給付引当金   3,305   3,114  

３．役員退職慰労引当金   318   374  

４．その他   308   336  

固定負債合計   25,830 16.0  27,901 17.5

負債合計   82,805 51.4  83,601 52.4

        

（純資産の部）        

Ⅰ　株主資本        

１．資本金   13,001 8.1  13,001 8.1

２．資本剰余金   14,882 9.2  14,882 9.3

３．利益剰余金   50,201 31.2  47,980 30.1

４．自己株式   △3 △0.0  △3 △0.0

株主資本合計   78,082 48.5  75,860 47.5

Ⅱ　評価・換算差額等        

１．その他有価証券評価差額
金

  37 0.1  57 0.1

２．繰延ヘッジ損益   0 0.0  0 0.0

評価・換算差額等合計   38 0.1  57 0.1

Ⅲ　新株予約権   39 0.0  22 0.0

純資産合計   78,160 48.6  75,941 47.6

負債純資産合計   160,965 100.0  159,542 100.0
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(2) 中間連結損益計算書

  
当中間連結会計期間

（自　平成19年３月16日
至　平成19年９月15日）

区分
注記
番号

金額（百万円）
百分比
（％）

Ⅰ　売上高   112,704 100.0

Ⅱ　売上原価   88,397 78.4

売上総利益   24,306 21.6

Ⅲ　販売費及び一般管理費 ※１  19,215 17.1

営業利益   5,091 4.5

Ⅳ　営業外収益     

１．受取利息  16   

２．受取配当金  1   

３．受取賃貸料  161   

４．受取手数料  129   

５．受取協賛金  94   

６．補助金収入  66   

７．その他  35 506 0.5

Ⅴ　営業外費用     

１．支払利息  232   

２．賃貸原価  41   

３．支払手数料  37   

４．その他  99 410 0.4

経常利益   5,186 4.6

Ⅵ　特別利益     

１．固定資産売却益 ※２ 2   

２. 保険解約収入  33   

３. その他  25 61 0.1

Ⅶ　特別損失     

　１．固定資産売却損 ※３ 0   

  ２．固定資産除却損 ※４ 6   

　３. 式典費用  37   

　４. 減損損失 ※５ 64   

５．その他  8 117 0.1

税金等調整前中間純利益   5,130 4.6

法人税、住民税及び事業
税

 2,393   

法人税等調整額  △221 2,171 2.0

中間純利益   2,958 2.6
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(3) 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19年3月16日　至平成19年9月15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

圧縮積
立金

特別償却
準備金

繰越利益
剰余金

平成19年3月15日　残高

（百万円）
13,001 14,882 14,882 1,158 40,000 17 1 6,802 47,980 △3 75,860

中間連結会計期間中の変動額

剰余金の配当        △737 △737  △737

別途積立金の積立     4,500   △4,500   －

中間純利益        2,958 2,958  2,958

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

（百万円）

－ － － － 4,500 － － △2,278 2,221 － 2,221

平成19年9月15日　残高

（百万円）
13,001 14,882 14,882 1,158 44,500 17 1 4,523 50,201 △3 78,082

評価・換算差額等
 

新株予約権 純資産合計
その他有価証券評
価差額金

 繰延ヘッジ損益
評価・換算差額等
合計

平成19年3月15日　残高

（百万円）
57 0 57 22 75,941

中間連結会計期間中の変動額

剰余金の配当     △737

別途積立金の積立     －

中間純利益     2,958

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）
△19 0 △19 16 △2

中間連結会計期間中の変動額合計

（百万円）
△19 0 △19 16 2,218

平成19年9月15日　残高

（百万円）
37 0 38 39 78,160
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(4) 中間連結キャッシュ・フロー計算書

  
当中間連結会計期間

（自　平成19年３月16日
至　平成19年９月15日）

区分
注記
番号

金額（百万円）

Ⅰ　営業活動によるキャッ
シュ・フロー

  

税金等調整前中間純利益  5,130

減価償却費  2,303

のれん償却額  92

貸倒引当金の減少額  △1

受取利息及び受取配当金  △18

支払利息  232

固定資産圧縮額  44

減損損失  64

有形固定資産売却益  △1

有形固定資産除却損  6

売上債権の増加額  △255

たな卸資産の減少額  993

仕入債務の増加額  159

退職給付引当金の増加額  190

役員退職慰労引当金の減
少額

 △56

未払消費税等の増加額  260

未払費用の増加額  538

その他  441

小計  10,124

利息及び配当金の受取額  2

利息の支払額  △230

法人税等の支払額  △1,983

営業活動によるキャッ
シュ・フロー

 7,913
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当中間連結会計期間

（自　平成19年３月16日
至　平成19年９月15日）

区分
注記
番号

金額（百万円）

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

 △2,506

有形固定資産の売却によ
る収入

 76

貸付けによる支出  △1

貸付金の回収による収入  0

無形固定資産の取得によ
る支出

 △191

投資有価証券の購入  △2

差入敷金保証金の取得等
による支出

 △427

差入敷金保証金の返還に
よる収入

 95

その他  △56

投資活動によるキャッ
シュ・フロー

 △3,012
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当中間連結会計期間

（自　平成19年３月16日
至　平成19年９月15日）

区分
注記
番号

金額（百万円）

Ⅲ　財務活動によるキャッ
シュ・フロー

  

長期借入による収入  5,079

長期借入金の返済による
支出

 △7,054

配当金の支払額  △736

財務活動によるキャッ
シュ・フロー

 △2,711

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加
額

 2,188

Ⅵ　現金及び現金同等物の期首
残高

 19,761

Ⅶ　現金及び現金同等物の中間
期末残高

※1 21,949
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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
当中間連結会計期間

（自　平成19年３月16日
至　平成19年９月15日）

前連結会計年度
（自　平成18年３月16日
至　平成19年３月15日）

１．連結の範囲に関する事項 (1) 連結子会社の数　１社 

  子会社の名称　　株式会社倉持薬局

(1) 連結子会社の数　１社

　子会社の名称　　株式会社倉持薬局

 　当連結会計年度より連結子会社となりま

した。なお、期末日をみなし取得日として

いるため、当連結会計年度は貸借対照表の

みを連結しております。

  (2) 非連結子会社の名称等 

  　該当事項はありません。

 (2) 非連結子会社の名称等

 　該当事項はありません。

２．持分法の適用に関する事

項

 　該当事項はありません。 　該当事項はありません。

３．連結子会社の中間決算日

（決算日）等に関する事

項

　連結子会社の中間連結会計期間の末日

は、6月30日であり、中間連結財務諸表作

成に当たっては、同日現在の財務諸表を

使用しております。ただし、中間連結会

計期間の末日までに発生した重要な取引

は連結上必要な調整をすることとしてお

ります。

　連結子会社の連結会計年度の末日は、

12月31日であり、連結財務諸表作成に当

たっては、同日現在の財務諸表を使用し

ております。ただし、連結会計年度の末

日までに発生した重要な取引は連結上必

要な調整をすることとしております。

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

 イ　有価証券 

 （イ）その他有価証券

時価のあるもの  

 　　　中間決算末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）

イ　有価証券 

 （イ）その他有価証券

時価のあるもの 

 　　　決算末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 

移動平均法による原価法

時価のないもの

同左

   ロ　たな卸資産

 (イ）商品

　売価還元法による原価法。ただし、調

剤薬品については総平均法による原価法

 ロ　たな卸資産

(イ）商品

　同左

  (ロ）貯蔵品

 最終仕入原価法

(ロ）貯蔵品

同左
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項目
当中間連結会計期間

（自　平成19年３月16日
至　平成19年９月15日）

前連結会計年度
（自　平成18年３月16日
至　平成19年３月15日）

(2)　重要な減価償却資産の減

価償却の方法

 イ　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（建物附属設備を除く）に

ついては、定額法によっております。

　主な耐用年数は以下のとおりであり

ます。

イ　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（建物附属設備を除く）に

ついては、定額法によっております。

　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　８～34年 建物及び構築物　８～34年  

 　なお、取得価額10万円以上20万円未

満の少額減価償却資産については、３

年間で均等償却する方法を採用してお

ります。

　なお、取得価額10万円以上20万円未

満の少額減価償却資産については、３

年間で均等償却する方法を採用してお

ります。

 （会計方針の変更） 

　　　　法人税法の改正に伴い、当中間会

計期間より、平成19年４月１日以降

に取得した有形固定資産について、

改正後の法人税法に基づく減価償却

の方法に変更しております。

　これにより営業利益、経常利益及

び税引前中間純利益は、それぞれ15

百万円減少しております。

 

  ロ　無形固定資産

 定額法

　なお、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）

に基づく定額法によっております。

ロ　無形固定資産

定額法

　同左

(3)　重要な引当金の計上基準  イ　貸倒引当金

　売掛債権、貸付金等の貸倒損失に備え

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。

イ　貸倒引当金

　同左

 ロ　退職給付引当金 

　従業員の退職給付に備えるため、当連

結中間会計期間末における退職給付債務

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。

 なお、数理計算上の差異については、

全額費用処理しております。

ロ　退職給付引当金

　従業員の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に基

づき、当連結会計年度末において発生し

ていると認められる額を計上しておりま

す。

 なお、数理計算上の差異については、

全額費用処理しております。

 ハ　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、

会社の内規に定める当中間連結会計期間

末要支給相当額を計上しております。

ハ　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、

会社の内規に定める当連結会計年度末要

支給相当額を計上しております。

株式会社カワチ薬品（2664）平成 20 年３月期中間決算短信

－ 15 －



項目
当中間連結会計期間

（自　平成19年３月16日
至　平成19年９月15日）

前連結会計年度
（自　平成18年３月16日
至　平成19年３月15日）

(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。

　同左

(5)　重要なヘッジ会計の方法 イ　ヘッジ会計の方法 

　繰延ヘッジ処理を採用しております。

なお金利スワップの特例処理の要件を満

たす金利スワップについては、特例処理

を採用しております。

イ　ヘッジ会計の方法

　同左

 ロ　ヘッジ手段とヘッジ対象 

　ヘッジ手段はデリバティブ取引（金利

スワップ及び金利オプション）であり、

ヘッジ対象は固定金利又は変動金利の借

入金の金利変動リスクであります。

ロ　ヘッジ手段とヘッジ対象

　同左

 ハ　ヘッジ方針 

　金利変動リスクに晒されている負債に

係るリスクを回避する目的と市場の実勢

金利に合わせるという目的を達成する範

囲で行う方針であり、投機目的の取引及

びレバレッジ効果の高いデリバティブ取

引は行わない方針であります。

ハ　ヘッジ方針

　同左

 二　ヘッジの有効性評価の方法

　ヘッジ手段及びヘッジ対象について、

毎決算期末（中間期末を含む）に個別取

引毎のヘッジ効果を検証しておりますが、

ヘッジ対象の負債とデリバティブ取引に

ついて、元本・利率・期間等の条件が同

一の場合は、ヘッジ効果が極めて高いこ

とから本検証を省略しております。

二　ヘッジの有効性評価の方法

　同左

（6）　その他中間連結財務諸

表（連結財務諸表）作成

のための重要な事項

 イ　賞与の支給見込額

 　従業員の賞与の支給に備えるため、

支給見込額の期間対応額を未払費用とし

て計上しております。

イ　賞与の支給見込額

　同左

  ロ　消費税等の会計処理

 　消費税等の会計処理は、税抜方式に

よっており、控除対象外消費税及び地方

消費税は、当中間連結会計期間の費用と

して処理しております。

ロ　消費税等の会計処理

　消費税等の会計処理は、税抜方式に

よっており、控除対象外消費税及び地方

消費税は、当連結会計年度の費用として

処理しております。

５．中間連結キャッシュ・フ

ロー計算書における資金

の範囲

　手許現金、要求払預金及び取得日から

３ヶ月以内に満期日の到来する流動性の高

い預金を計上しております。

──────
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追加情報

当中間連結会計期間
（自　平成19年３月16日
至　平成19年９月15日）

前連結会計年度
（自　平成18年３月16日
至　平成19年３月15日）

 　　　　　──────────── （貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準）

　当連結会計年度より、「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75,918百万円で

あります。

　なお、連結財務諸表規則の改正により、当連結会計年度

における連結貸借対照表の純資産の部については、改正後

の連結財務諸表規則により作成しております。

 　　　　　　──────────── （ストックオプション等に関する会計基準）

　当連結会計年度より、「ストック・オプション等に関す

る会計基準」（企業会計基準第８号　平成17年12月27日）

及び「ストック・オプション等に関する会計基準の適用指

針」（企業会計基準適用指針第11号　平成18年５月31日）

を適用しております。

 　　　　　　──────────── （役員賞与に関する会計基準）

　当連結会計年度より「役員賞与に関する会計基準」（企

業会計基準第４号　平成17年11月29日）を適用しておりま

す。
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注記事項

（中間連結貸借対照表関係）

当中間連結会計期間末
（平成19年９月15日）

前連結会計年度
（平成19年３月15日）

  ※１　有形固定資産の減価償却累計額は、40,583百万円

であります。　

 ※１　有形固定資産の減価償却累計額は、38,712百万円

であります。　

  ※２　担保に供している資産  ※２　担保に供している資産

 建物 12,672百万円 

 土地     36,809百万円

 借地権  51百万円

 計  49,534百万円

  　　（同上に対する債務）

 短期借入金 1,747百万円 

 １年以内返済予定

 長期借入金
11,414百万円 

 長期借入金 20,102百万円 

 計   33,263百万円

 建物 13,026百万円 

 土地 35,800百万円

 借地権 51百万円 

 計 48,878百万円 

 　　　（同上に対する債務）

 短期借入金 1,747百万円 

 １年以内返済予定長

期借入金
 11,194百万円

 長期借入金  22,743百万円

 計  35,684百万円
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（中間連結損益計算書関係）

当中間連結会計期間
（自　平成19年３月16日
至　平成19年９月15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。

給料手当 7,118百万円

減価償却費 2,287百万円

賃借料 2,208百万円

退職給付引当金繰入 218百万円

役員退職慰労金引当金繰入 57百万円

 ※２　固定資産売却益の内訳

土地 1百万円

 ※３　固定資産売却損の内訳

車両運搬具 0百万円

 ※４　固定資産除却損の内訳

構築物 0百万円

器具備品 5百万円

 ※５　減損損失

  当中間会計期間において、当社グループは以下の

資産グループについて減損損失を計上いたしました。

用途 場所 種類 金額

営業 栃木県 建物 8百万円

店舗  土地 56百万円

  計 64百万円

 　当社グループは各店舗単位を資産グループとして

減損会計を適用しております。減損は主に土地の市

場価額の著しい下落等を要因としており、各資産グ

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（64百万円）として特別損失に計

上いたしました。

 　その内訳は建物8百万円、土地56百万円でありま

す。

 　なお、回収可能価額については、正味売却可能価

額により算定しております。

株式会社カワチ薬品（2664）平成 20 年３月期中間決算短信

－ 19 －



（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19年３月16日　至　平成19年９月15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（注） 24,583,420 － － 24,583,420

合計 24,583,420 － － 24,583,420

自己株式

普通株式 851 － － 851

合計 851 － － 851

 

 

2.新株予約権及び自己新株予約権に関する事項

区分 新株予約権の内訳

新株予約権
の目的とな
る株式の種
類

新株予約権の目的となる株式の数（株） 
当中間連結
会計期間末
残高
（百万円）

前連結会計
年度末

当中間連結
会計期間増
加

当中間連結
会計期間減
少

当中間連結
会計期間末

 提出会社
ストック・オプションとして

の新株予約権
－ － － － － 39

合計 － － － － － 39

 

3.配当に関する事項

配当金支払額

（決議）
株式の種類

配当金の総額
（百万円）

１株当たり配当
額（円）

基準日 効力発生日

平成19年6月11日
定時株主総会

普通株式 737 30 平成19年3月15日 平成19年6月12日

（中間連結キャッシュ・フロー計算書関係）

当中間連結会計期間
（自　平成19年３月16日
至　平成19年９月15日）

※１　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

されている科目と金額との関係

現金及び預金勘定 22,019百万円

預金期間が３ヶ月を

超える定期預金
△70百万円

現金及び現金同等物

の中間期末残高
21,949百万円

株式会社カワチ薬品（2664）平成 20 年３月期中間決算短信

－ 20 －



（リース取引関係）

中間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。

（有価証券関係）

中間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。

（デリバティブ取引関係）

中間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。

（ストック・オプション等関係）

中間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。

（セグメント情報）

ａ．事業の種類別セグメント情報

当中間連結会計期間（自　平成19年３月16日　至　平成19年９月15日）

当社グループは、全て同一セグメントに属するため、該当事項はありません。 

前連結会計年度（自　平成18年３月16日　至　平成19年３月15日）

当社グループは、全て同一セグメントに属するため、該当事項はありません。 

ｂ．所在地別セグメント情報

当中間連結会計期間（自　平成19年３月16日　至　平成19年９月15日）

本邦以外の国又は地域に所在する連結子会社及び重要な存外支店がないため、該当事項はありません。

前連結会計年度（自　平成18年３月16日　至　平成19年３月15日）

本邦以外の国又は地域に所在する連結子会社及び重要な存外支店がないため、該当事項はありません。

ｃ．海外売上高

当中間連結会計期間（自　平成19年３月16日　至　平成19年９月15日）

海外売上高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18年３月16日　至　平成19年３月15日）

海外売上高がないため該当事項はありません。 
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（１株当たり情報）

当中間連結会計期間
（自　平成19年３月16日
至　平成19年９月15日）

前連結会計年度
（自　平成18年３月16日
至　平成19年３月15日）

１株当たり純資産額 3,177円88銭

１株当たり中間純利益

金額
120円36銭

　　なお、潜在株式調整後１株当たり

中間純利益金額については、希薄化

効果を有している潜在株式が存在し

ないため記載しておりません。

１株当たり純資産額 3,088円31銭

１株当たり当期純利益金

額
―円　―銭

潜在株式調整後１株当た

り当期純利益金額
―円　―銭

　（注）１　１株当たり中間純利益及び潜在株式調整後１株当たり中間純利益の算定上の基礎

項目
当中間連結会計期間
自　平成19年３月16日
至　平成19年９月15日

１株当たり中間純利益金額  

　中間純利益（百万円） 2,958

　普通株主に帰属しない金額（百万円） ―

　普通株式に係る中間純利益

 　（百万円）
2,958

普通株式の期中平均株式数（株） 24,582,569

中間純利益調整額（百万円） ―

 　  　２　前連結会計年度については、連結損益計算書を作成しないため、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は、記載を省略しております。

（重要な後発事象）

当中間連結会計期間
（自　平成19年３月16日

至　平成19年９月15日）

前連結会計年度
（自　平成18年３月16日
至　平成19年３月15日）

　該当事項はありません。 　該当事項はありません。
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５．中間個別財務諸表
(1) 中間貸借対照表

  
前中間会計期間末

（平成18年９月15日）
当中間会計期間末

（平成19年９月15日）
対前中間
期比

前事業年度
要約貸借対照表

（平成19年３月15日）

科目
注記
番号

金額
（百万円）

構成比
（％）

金額
（百万円）

構成比
（％）

 増減
 (百万円)

金額
（百万円）

構成比
（％）

（資産の部）            

Ⅰ　流動資産            

１　現金及び預金  21,858   21,151   △707 19,102   

２　売掛金  648   970   321 751   

３　たな卸資産  13,275   14,940   1,665 15,940   

４  その他  2,441   2,824   382 2,967   

流動資産合計   38,224 24.8  39,887 25.0 1,662  38,761 24.5

Ⅱ　固定資産            

１　有形固定資産            

(1）建物 ※1,2 35,408   35,843   435 35,892   

(2）構築物 ※１ 7,124   6,402   △721 6,780   

(3）土地 ※２ 53,434   54,476   1,041 54,514   

(4）その他 ※１ 3,999   4,662   663 4,182   

有形固定資産合
計

 99,967  64.9 101,385  63.6 1,418 101,369  64.2

２　無形固定資産            

(1）借地権 ※２ 3,731   3,906   174 3,848   

(2）その他  372   387   14 393   

無形固定資産合
計

 4,103  2.7 4,293  2.7 189 4,241  2.7

３　投資その他の資
産

           

(1）差入敷金保証
金

 7,305   7,482   176 7,215   

(2）その他  4,509   6,354   1,845 6,357   

貸倒引当金  △11   △23   △11 △23   

投資その他の資
産合計

 11,803  7.6 13,813  8.7 2,009 13,549  8.6

固定資産合計   115,873 75.2  119,491 75.0 3,617  119,160 75.5

資産合計   154,098 100.0  159,378 100.0 5,280  157,922 100.0
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前中間会計期間末

（平成18年９月15日）
当中間会計期間末

（平成19年９月15日）
対前中間
期比

前事業年度
要約貸借対照表

（平成19年３月15日）

科目
注記
番号

金額
（百万円）

構成比
（％）

金額
（百万円）

構成比
（％）

 増減
 (百万円)

金額
（百万円）

構成比
（％）

（負債の部）            

Ⅰ　流動負債            

１　買掛金  33,430   34,154   723 34,034   

２　短期借入金 ※２ 2,247   1,747   △500 1,747   

３　１年以内返済予
定長期借入金

※２ 12,479   12,137   △341 11,937   

４　未払金  1,772   1,700   △71 2,058   

５　未払費用  2,383   2,566   182 2,027   

６　未払法人税等  2,242   2,473   230 2,096   

７　未払消費税等 ※３ 285   524   238 264   

８　その他  402   267   △134 215   

流動負債合計   55,244 35.9  55,570 34.9 327  54,380 34.4

Ⅱ　固定負債            

１　長期借入金 ※２ 22,237   21,688   △548 23,820   

２　退職給付引当金  2,894   3,255   361 3,069   

３　役員退職慰労引
当金

 358   318   △40 374   

４　その他  279   308   28 336   

固定負債合計   25,770 16.7  25,571 16.0 △199  27,600 17.5

負債合計   81,014 52.6  81,142 50.9 128  81,981 51.9
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前中間会計期間末

（平成18年９月15日）
当中間会計期間末

（平成19年９月15日）
対前中間
期比

前事業年度
要約貸借対照表

（平成19年３月15日）

科目
注記
番号

金額
（百万円）

構成比
（％）

金額
（百万円）

構成比
（％）

 増減
 (百万円)

金額
（百万円）

構成比
（％）

（純資産の部）            

Ⅰ　株主資本            

１　資本金 12,995  8.4 13,001  8.2 6 13,001  8.2

２　資本剰余金           

(1）資本準備金 14,875   14,882   0 14,882   

資本剰余金
合計

  14,875 9.7  14,882 9.3 6  14,882 9.4

３　利益剰余金            

(1）利益準備金 1,158   1,158    1,158   

(2）その他利益剰
余金

          

別途積立金 40,000   44,500    40,000   

圧縮積立金 17   17    17   

特別償却準備
金

 3   1    1   

繰越利益剰余
金

3,967   4,599    6,802   

利益剰余金
合計

  45,147 29.3  50,277 31.5 5,130  47,980 30.4

４　自己株式  △3 △0.0  △3 △0.0   △3 △0.0

株主資本合計   73,015 47.4  78,158 49.0 5,142  75,860 48.0

Ⅱ　評価・換算差額等           

１　その他有価証券
評価差額金

  61 0.0  37 0.1 △23  57 0.1

２　繰延ヘッジ損益   0 0.0  0 0.0 △0  0 0.0

評価・換算差額
等合計

  62 0.0  38 0.1 △24  57 0.1

Ⅲ　新株予約権  5 0.0  39 0.0 33  22 0.0

純資産合計   73,083 47.4  78,235 49.1 5,152  75,941 48.1

負債純資産
合計

  154,098 100.0  159,378 100.0 5,280  157,922 100.0
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(2) 中間損益計算書

  
前中間会計期間

（自　平成18年３月16日
至　平成18年９月15日）

当中間会計期間
（自　平成19年３月16日
至　平成19年９月15日）

 対前中間期
比

前事業年度要約損益計算書
（自　平成18年３月16日
至　平成19年３月15日）

科目
注記
番号

金額（百万円）
百分比
（％）

金額（百万円）
百分比
（％）

増減 
(百万円) 

金額（百万円）
百分比
（％）

Ⅰ　売上高   103,828 100.0  108,993 100.0 5,164  207,337 100.0

Ⅱ　売上原価   81,607 78.6  85,319 78.3 3,712  162,643 78.4

売上総利益   22,221 21.4  23,673 21.7 1,452  44,694 21.6

Ⅲ　販売費及び
 一般管理費

※５  17,494 16.8  18,538 17.0 1,043  35,103 17.0

営業利益   4,726 4.6  5,135 4.7 408  9,590 4.6

Ⅳ　営業外収益 ※１  386 0.3  489 0.5 102  787 0.4

Ⅴ　営業外費用 ※２  318 0.3  403 0.4 85  665 0.3

経常利益   4,794 4.6  5,220 4.8 426  9,713 4.7

Ⅵ　特別利益 ※３  10 0.0  26 0.0 16  10 0.0

Ⅶ　特別損失 ※4,6  199 0.1  117 0.1 △82  240 0.1

税引前中間
（当期）純利
益

  4,605 4.5  5,129 4.7 524  9,483 4.6

法人税、
住民税及び事
業税

 2,139   2,335   196 4,224   

法人税等
調整額

 △185 1,954 1.9 △240 2,095 1.9 △54 △225 3,999 2.0

中間(当期)純
利益

  2,651 2.6  3,034 2.8 383  5,483 2.6
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(3）中間株主資本等変動計算書

前中間会計期間（自平成18年3月16日　至平成18年9月15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

圧縮積
立金

特別償却
準備金

繰越利益
剰余金

平成18年3月15日　残高

（百万円）
12,980 14,860 14,860 1,158 36,600 17 5 5,382 43,164 △3 71,002

中間会計期間中の変動額

新株の発行 15 15 15        30

剰余金の配当（注）        △614 △614  △614

役員賞与 （注）        △54 △54  △54

別途積立金の積立 （注）     3,400   △3,400   －

特別償却準備金の取崩

（注）
      △1 1   －

中間純利益        2,651 2,651  2,651

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）
15 15 15 － 3,400 － △1 △1,415 1,982 － 2,012

平成18年9月15日　残高

（百万円）
12,995 14,875 14,875 1,158 40,000 17 3 3,967 45,147 △3 73,015

評価・換算差額等
 

新株予約権 純資産合計
その他有価証券評
価差額金

 繰延ヘッジ損益
評価・換算差額等
合計

平成18年3月15日　残高

（百万円）
82 － 82 － 71,085

中間会計期間中の変動額

新株の発行     30

剰余金の配当（注）     △614

役員賞与（注）     △54

別途積立金の積立（注）     －

特別償却準備金の取崩 （注）     －

中間純利益     2,651

株主資本以外の項目の中間会計

期間中の変動額（純額）
△20 0 △19 5 △13

中間会計期間中の変動額合計

（百万円）
△20 0 △19 5 1,998

平成18年9月15日　残高

（百万円）
61 0 62 5 73,083

 （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。
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当中間会計期間（自平成19年3月16日　至平成19年9月15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

圧縮積
立金

特別償却
準備金

繰越利益
剰余金

平成19年3月15日　残高

（百万円）
13,001 14,882 14,882 1,158 40,000 17 1 6,802 47,980 △3 75,860

中間会計期間中の変動額

剰余金の配当        △737 △737  △737

別途積立金の積立     4,500   △4,500 －  －

中間純利益        3,034 3,034  3,034

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）
－ － － － 4,500 － － △2,202 2,297 － 2,297

平成19年9月15日　残高

（百万円）
13,001 14,882 14,882 1,158 44,500 17 1 4,599 50,277 △3 78,158

評価・換算差額等
 

新株予約権 純資産合計
その他有価証券評
価差額金

 繰延ヘッジ損益
評価・換算差額等
合計

平成19年3月15日　残高

（百万円）
57 0 57 22 75,941

中間会計期間中の変動額

剰余金の配当     △737

別途積立金の積立     －

中間純利益     3,034

株主資本以外の項目の中間会計

期間中の変動額（純額）
△19 0 △19 16 △2

中間会計期間中の変動額合計

（百万円）
△19 0 △19 16 2,294

平成19年9月15日　残高

（百万円）
37 0 38 39 78,235
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前事業年度の株主資本等変動計算書（自平成18年3月16日　至平成19年3月15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

圧縮積
立金

特別償却
準備金

繰越利益
剰余金

平成18年3月15日　残高

（百万円）
12,980 14,860 14,860 1,158 36,600 17 5 5,382 43,164 △3 71,002

事業年度中の変動額

新株の発行 21 21 21        42

剰余金の配当（注）        △614 △614  △614

役員賞与 （注）        △54 △54  △54

別途積立金の積立 （注）     3,400   △3,400 －  －

特別償却準備金の取崩

（注）
      △3 3 －  －

当期純利益        5,483 5,483  5,483

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）
21 21 21 － 3,400 － △3 1,419 4,815 － 4,857

平成19年3月15日　残高

（百万円）
13,001 14,882 14,882 1,158 40,000 17 1 6,802 47,980 △3 75,860

評価・換算差額等
 

新株予約権 純資産合計
その他有価証券評
価差額金

 繰延ヘッジ損益
評価・換算差額等
合計

平成18年3月15日　残高

（百万円）
82 － 82 － 71,085

事業年度中の変動額

新株の発行     42

剰余金の配当（注）     △614

役員賞与（注）     △54

別途積立金の積立（注）     －

特別償却準備金の取崩 （注）     －

当期純利益     5,483

株主資本以外の項目の事業年度

中の変動額（純額）
△24 0 △24 22 △1

事業年度中の変動額合計

（百万円）
△24 0 △24 22 4,856

平成19年3月15日　残高

（百万円）
57 0 57 22 75,941

 （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。
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(4）中間キャッシュ・フロー計算書

  
前中間会計期間

（自　平成18年３月16日
至　平成18年９月15日）

前事業年度要約キャッ
シュ・フロー計算書
（自　平成18年３月16日
至　平成19年３月15日）

科目
注記
番号

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

 4,605 9,483

２　減価償却費  2,344 4,825

３　減損損失  ― ―

４　固定資産除却損  187 203

５　貸倒引当金の増加額  11 23

６　退職給付引当金の増
加額

 172 347

７　役員退職慰労引当金
の増加額

 32 48

８　受取利息及び受取配
当金

 △16 △32

９　支払利息  195 398

10　固定資産売却益  △5 △10

11　その他の損益  △66 △90

12　売上債権の増加額  △219 △322

13　たな卸資産の増加額  △189 △2,854

14　仕入債務の増加額  2,885 3,488

15　未払金の増加額  62 168

16　未払消費税等の増加
額

 79 58

17　未払費用の増加額  484 133

18　役員賞与の支払額  △54 △54

19　その他  108 △567

小計  10,619 15,248

20　利息及び配当金の受
取額

 1 3

21　利息の支払額  △198 △413

22　法人税等の支払額  △2,006 △4,238

営業活動によるキャッ
シュ・フロー

 8,416 10,599
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前中間会計期間

（自　平成18年３月16日
至　平成18年９月15日）

前事業年度要約キャッ
シュ・フロー計算書
（自　平成18年３月16日
至　平成19年３月15日）

科目
注記
番号

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　有形固定資産の取得
等による支出

 △2,924 △6,451

２　有形固定資産の売却
等による収入

 79 84

３　無形固定資産の取得
等による支出

 △37 △148

４　投資有価証券の取得
等による支出 

 ― △1,310

５　貸付による支出  ― △562

６　その他投資等の増加
による支出

 △398 △527

７　その他投資等の減少
による収入

 98 240

投資活動によるキャッ
シュ・フロー

 △3,182 △8,675

Ⅲ　財務活動によるキャッ
シュ・フロー

   

１　短期借入金の純増加
額

 800 300

２　長期借入による収入  8,200 18,600

３　長期借入金の返済に
よる支出

 △6,643 △16,002

４　株式の発行による収
入

 30 42

５　配当金の支払額  △613 △614

財務活動によるキャッ
シュ・フロー

 1,772 2,325

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
増加(△減少)額

 7,006 4,249

Ⅵ　現金及び現金同等物の
期首残高

 14,852 14,852

Ⅶ　現金及び現金同等物の
中間期末（期末）残高

 21,858 19,102
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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18年３月16日
至　平成18年９月15日）

当中間会計期間
（自　平成19年３月16日
至　平成19年９月15日）

前事業年度
（自　平成18年３月16日
至　平成19年３月15日）

１　資産の評価基準及

び評価方法

 

 

(1）有価証券

①　その他有価証券

時価のあるもの

　中間決算期末日の市場

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）

(1）有価証券

①　その他有価証券

時価のあるもの

　　　同左

(1）有価証券

①　その他有価証券

時価のあるもの

　決算期末日の市場価格

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

　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

①　商品

　売価還元法による原価法。

ただし、調剤薬品について

は総平均法による原価法

(2）たな卸資産

①　商品

同左

(2）たな卸資産

①　商品

同左

 

 

②　貯蔵品

　最終仕入原価法

②　貯蔵品

同左

②　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（建物附

属設備を除く）については、

定額法によっております。

　主な耐用年数は以下のとお

りであります。

建物　　　8 ～ 34年

構築物　 10 ～ 20年

器具備品　3 ～　8年

　なお、取得価額10万円以上

20万円未満の少額減価償却資

産については、３年間で均等

償却する方法を採用しており

ます。

(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（建物附

属設備を除く）については、

定額法によっております。

　　主な耐用年数は以下のとお

りであります。

　　　建物　　　8 ～ 34年

　　　構築物　 10 ～ 20年

　　　器具備品　3 ～　8年

　　なお、取得価額10万円以上

20万円未満の少額減価償却資

産については、３年間で均等

償却する方法を採用しており

ます。

　　（会計方針の変更） 

　　法人税法の改正に伴い、当

中間会計期間より、平成19年

４月１日以降に取得した有形

固定資産について、改正後の

法人税法に基づく減価償却の

方法に変更しております。

　これにより営業利益、経常

利益及び税引前中間純利益は、

それぞれ　15百万円減少して

おります。

(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（建物附

属設備を除く）については、

定額法によっております。

　　主な耐用年数は以下のとお

りであります。

　　　建物　　　8 ～ 34年

　　　構築物　 10 ～ 20年

　　　器具備品　3 ～　8年

　　なお、取得価額10万円以上

20万円未満の少額減価償却資

産については、３年間で均等

償却する方法を採用しており

ます。
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項目
前中間会計期間

（自　平成18年３月16日
至　平成18年９月15日）

当中間会計期間
（自　平成19年３月16日
至　平成19年９月15日）

前事業年度
（自　平成18年３月16日
至　平成19年３月15日）

 

 

(2）無形固定資産

　定額法

　ただし、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

法によっております。

(2）無形固定資産

同左

 

(2）無形固定資産

同左

　

　

 

 

(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　引当金の計上基準

 

(1）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。

(1）退職給付引当金

同左

(1）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。

　なお、数理計算上の差異に

ついては、全額費用処理して

おります。

 

 

(2）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、会社の内規に定

める中間期末要支給相当額を

計上しております。

(2）役員退職慰労引当金

同左

(2）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、会社の内規に定

める期末要支給相当額を計上

しております。

 

 

(3）貸倒引当金

　売掛債権、貸付金等の貸倒

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。 

(3）貸倒引当金

同左

(3) 貸倒引当金

　同左

４　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

５　ヘッジ会計の方法

 

(1）ヘッジ会計の方法

　繰延ヘッジ処理を採用して

おります。なお金利スワップ

の特例処理の要件を満たす金

利スワップについては、特例

処理を採用しております。

(1）ヘッジ会計の方法

同左

(1）ヘッジ会計の方法

同左

 

 

(2）ヘッジ手段とヘッジ対象

　ヘッジ手段はデリバティブ

取引（金利スワップ及び金利

オプション）であり、ヘッジ

対象は固定金利又は変動金利

の借入金の金利変動リスクで

あります。

(2）ヘッジ手段とヘッジ対象

同左

(2）ヘッジ手段とヘッジ対象

同左
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項目
前中間会計期間

（自　平成18年３月16日
至　平成18年９月15日）

当中間会計期間
（自　平成19年３月16日
至　平成19年９月15日）

前事業年度
（自　平成18年３月16日
至　平成19年３月15日）

 

 

(3）ヘッジ方針

　金利変動リスクに晒されて

いる負債に係るリスクを回避

する目的と市場の実勢金利に

合わせるという目的を達成す

る範囲で行う方針であり、投

機目的の取引及びレバレッジ

効果の高いデリバティブ取引

は行わない方針であります。

(3）ヘッジ方針

同左

(3）ヘッジ方針

同左

 

 

(4）ヘッジの有効性評価の方法

　ヘッジ手段及びヘッジ対象

について、毎決算期末（中間

期末を含む）に個別取引毎の

ヘッジ効果を検証しておりま

すが、ヘッジ対象の負債とデ

リバティブ取引について、元

本・利率・期間等の条件が同

一の場合は、ヘッジ効果が極

めて高いことから本検証を省

略しております。

(4）ヘッジの有効性評価の方法

同左

(4）ヘッジの有効性評価の方法

同左

 

 

(5）その他リスク管理方法のう

ちヘッジ会計に係るもの

　取締役会において、定期的

に取引の運用状況を報告して

おり、取引の実行及び管理は

管理部長が中心となって、管

理部で行っております。なお、

取引に関する管理規定は特に

設けておりません。

(5）その他リスク管理方法のう

ちヘッジ会計に係るもの

同左

(5）その他リスク管理方法のう

ちヘッジ会計に係るもの

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、要求払預金及び取

得日から３ヶ月以内に満期日の

到来する流動性の高い預金を計

上しております。

────── 　手許現金、要求払預金及び取

得日から３ヶ月以内に満期日の

到来する流動性の高い預金を計

上しております。

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

(1）賞与の支給見込額

　従業員の賞与の支給に備え

るため、支給見込額の期間対

応額を未払費用として計上し

ております。

(1）賞与の支給見込額

同左

(1）賞与の支給見込額

同左

 

 

(2）消費税等の会計処理

　消費税等の会計処理は、税抜

方式によっております。

(2）消費税等の会計処理

同左

(2）消費税等の会計処理

同左

株式会社カワチ薬品（2664）平成 20 年３月期中間決算短信

－ 34 －



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18年３月16日
至　平成18年９月15日）

当中間会計期間
（自　平成19年３月16日
至　平成19年９月15日）

前事業年度
（自　平成18年３月16日
至　平成19年３月15日）

 （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」（企業会計基準委員会　平成17年

12月９日　企業会計基準第５号）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

計基準委員会　平成17年12月９日　企

業会計基準適用指針第８号）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。

 なお、これまでの資本の部の合計に

相当する金額は73,077百万円でありま

す。

 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、中間財

務諸表等規則の改正に伴い、改正後の

中間財務諸表等規則により作成してお

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」

（企業会計基準委員会　平成17年12月

９日　企業会計基準第５号）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

準委員会　平成17年12月９日　企業会

計基準適用指針第８号）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。

なお、これまでの資本の部の合計に

相当する金額は75,918百万円でありま

す。

 当会計期間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。

 （ストック・オプション等に関する

会計基準）

 当中間会計期間より、「ストック・

オプション等に関する会計基準」（企

業会計基準委員会　平成17年12月27日

　企業会計基準第８号）及び「ストッ

ク・オプション等に関する会計基準の

適用指針」（企業会計基準委員会　平

成18年５月31日　企業会計基準適用指

針第11号）を適用しております。

 これにより営業利益、経常利益及び

税引前中間純利益は、それぞれ５百万

円減少しております。

 ────────────

 

 

 

（ストック・オプション等に関する会

計基準） 

 当会計期間より、「ストック・オプ

ション等に関する会計基準」（企業会

計基準委員会　平成17年12月27日　企

業会計基準第８号）及び「ストック・

オプション等に関する会計基準の適用

指針」（企業会計基準委員会　平成18

年５月31日　企業会計基準適用指針第

11号）を適用しております。

 これにより営業利益、経常利益及び

税引前中間純利益は、それぞれ22百万

円減少しております。

  ────────────

 

 

 

 ────────────

 

 

 

 （役員賞与に関する会計基準） 

 当会計期間より「役員賞与に関する

会計基準」（企業会計基準第４号　平

成17年11月29日）を適用しておりま

す。

　これにより営業利益、経常利益、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。
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注記事項

（中間貸借対照表関係）

前中間会計期間末
（平成18年９月15日）

当中間会計期間末
（平成19年９月15日）

前事業年度末
（平成19年３月15日）

※１　有形固定資産の減価償却累計額 ※１　有形固定資産の減価償却累計額 ※１　有形固定資産の減価償却累計額

 35,974百万円  40,119百万円  38,188百万円

※２　担保に供している資産 ※２　担保に供している資産 ※２　担保に供している資産

建物 13,537百万円

土地 38,348百万円

借地権 51百万円

計 51,937百万円

建物 12,409百万円

土地 36,684百万円

借地権 51百万円

計 49,145百万円

建物 12,757百万円

土地 35,726百万円

借地権 51百万円

計 48,535百万円

（同上に対する債務） （同上に対する債務） （同上に対する債務）

短期借入金 2,247百万円

１年以内返済予定

長期借入金
11,608百万円

長期借入金 20,447百万円

計 34,302百万円

短期借入金 1,747百万円

１年以内返済予定

長期借入金
11,341百万円

長期借入金 19,898百万円

計 32,987百万円

短期借入金 1,747百万円

１年以内返済予定

長期借入金
11,116百万円

長期借入金 22,428百万円

計 35,291百万円

※３　消費税等の取扱い

　仮払消費税等及び仮受消費税等

は相殺のうえ、未払消費税等とし

て表示しております。

※３　消費税等の取扱い

同左

――――――――――――――
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（中間損益計算書関係）

前中間会計期間
（自　平成18年３月16日
至　平成18年９月15日）

当中間会計期間
（自　平成19年３月16日
至　平成19年９月15日）

前事業年度
（自　平成18年３月16日
至　平成19年３月15日）

※１　営業外収益の主要項目 ※１　営業外収益の主要項目 ※１　営業外収益の主要項目

受取利息 14百万円

受取配当金 1百万円

受取協賛金 108百万円

受取手数料 95百万円

受取賃貸料 126百万円

補助金収入 23百万円

受取利息 16百万円

受取配当金 1百万円

受取協賛金 94百万円

受取手数料 129百万円

受取賃貸料 161百万円

補助金収入 66百万円

受取利息 30百万円

受取配当金 2百万円

受取協賛金 173百万円

受取手数料 220百万円

受取賃貸料 280百万円

補助金収入 34百万円

※２　営業外費用の主要項目 ※２　営業外費用の主要項目 ※２　営業外費用の主要項目

支払利息 195百万円

支払手数料 47百万円

賃貸原価 36百万円

支払利息 225百万円

支払手数料 37百万円

賃貸原価 41百万円

支払利息 398百万円

支払手数料 126百万円

賃貸原価 76百万円

 ※３　特別利益の主要項目

 固定資産売却益  

（器具備品） 0百万円 

（土地） 9百万円 

　合計 10百万円 

 ※３　特別利益の主要項目

 固定資産売却益  

（土地） 1百万円 

 ※３　特別利益の主要項目

 固定資産売却益  

（器具備品） 0百万円 

（土地） 9百万円 

　合計 10百万円 

※４　特別損失の主要項目

固定資産除却損

※４　特別損失の主要項目

固定資産除却損

※４　特別損失の主要項目

固定資産除却損

（建物） 10百万円

（構築物） 1百万円

（器具備品） 8百万円

（ソフトウェ

ア）

168百万円

合計 187百万円

（構築物） 0百万円

（器具備品） 5百万円

合計 6百万円

（建物） 21百万円

（構築物） 4百万円

（器具備品） 9百万円

（ソフトウェ

ア）

168百万円

合計 203百万円

貸倒引当金繰入 11百万円 減損損失 64百万円 貸倒引当金繰入 23百万円

※５　減価償却実施額 ※５　減価償却実施額 ※５　減価償却実施額

有形固定資産 2,126百万円

無形固定資産 52百万円

有形固定資産 2,055百万円

無形固定資産 65百万円

有形固定資産 4,387百万円

無形固定資産 112百万円
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前中間会計期間
（自　平成18年３月16日
至　平成18年９月15日）

当中間会計期間
（自　平成19年３月16日
至　平成19年９月15日）

前事業年度
（自　平成18年３月16日
至　平成19年３月15日）

※６　――――――――――――

 

※６　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

損損失を計上いたしました。

  ※６　――――――――――――

　

用途 場所 種類 金額

営業 栃木県 建物 8百万円

店舗  土地 56百万円

  計 64百万円

   当社は各店舗単位を資産グルー

プとして減損会計を適用しており

ます。減損は主に土地の市場価額

の著しい下落等を要因としており、

各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（64百万円）として特

別損失に計上いたしました。 

  その内訳は建物8百万円、土地56

百万円であります。

  なお、回収可能価額については、

正味売却可能価額により算定してお

ります。
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