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（百万円未満切捨て）

１．平成20年９月中間期の連結業績（平成20年３月16日～平成20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 ％

20年９月中間期 116,889 3.7 4,494 △11.7 4,714 △9.1 2,681 △9.4

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

20年３月期 224,653  10,443  10,611  5,887  

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

20年９月中間期 109 09 － －

19年９月中間期 120 36 － －

20年３月期 239 48 － －

（注）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、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 20年９月中間期 －百万円 19年９月中間期 －百万円 20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

20年９月中間期 167,416 83,033 49.6 3,375 02

19年９月中間期 160,965 78,160 48.5 3,177 88

20年３月期 164,462 81,081 49.3 3,296 05
（参考）自己資本 20年９月中間期 82,966百万円 19年９月中間期 78,120百万円 20年３月期 81,025百万円

(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
20年９月中間期 8,847 △3,840 △1,248 23,099
19年９月中間期 7,913 △3,012 △2,711 21,949
20年３月期 9,984 △8,247 △2,156 19,341

 

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

20年３月期 － － 0 00 － － 30 00 30 00

21年３月期 － － 0 00 － － － －

21年３月期（予想） － － 0 00 － － 35 00 35 00

３．平成21年３月期の連結業績予想（平成20年３月16日～平成21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 236,200 5.1 10,146 △2.9 10,327 △2.7 5,630 △4.4 229 02
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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　無

②　①以外の変更　　　　　　　　無

（注）詳細は、16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） 20年９月中間期 24,583,420株 19年９月中間期 24,583,420株 20年３月期 24,583,420株

②　期末自己株式数 20年９月中間期 954株 19年９月中間期 851株 20年３月期 954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、28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20年９月中間期の個別業績（平成20年３月16日～平成20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 ％

20年９月中間期 113,032 3.7 4,452 △13.3 4,662 △10.7 2,696 △11.2

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

20年３月期 216,853  10,420  10,567  5,926  

１株当たり中間
（当期）純利益

円 銭

20年９月中間期 109 68

19年９月中間期 123 45

20年３月期 241 08

(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

20年９月中間期 166,032 83,087 50.0 3,377 21

19年９月中間期 159,378 78,235 49.1 3,180 96

20年３月期 162,728 81,121 49.8 3,297 68

（参考）自己資本 20年９月中間期 83,020百万円 19年９月中間期 78,196百万円 20年３月期 81,065百万円

２．平成21年３月期の個別業績予想（平成20年３月16日～平成21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 228,000 5.1 10,000 △4.0 10,176 △3.7 5,641 △4.8 229 47

※　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、サブプライムローン問題による米国、欧州の景気後退に対する懸念に

加え、原油高、原材料高等によるコスト増の影響から企業収益が減少に転じるなど、景気減速感が強まる状況となり

ました。個人消費においては、個人所得の伸び悩む中、年金問題等による先行き不透明感が増したことに加え、ガソ

リン価格の高騰や食料品等を中心とする商品の物価上昇基調が一段と高まったことなどにより、消費者心理は悪化傾

向となる等、弱含みのまま推移いたしました。

　当社グループの属するドラッグストア業界におきましては、新規出店が相次いでおり、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、生活者医療の担い手となる地域密着型店舗として独自のメガ・ドラッグスト

アの店舗展開を進め、健康と美容にフォーカスした差別化策を推進するべく医薬品、化粧品の専門性強化を図る一方、

生活を支える雑貨や食品においては、品揃えや販売価格の見直しを行うこと等により、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、岩手県、群馬県、茨城県に各１

店舗、新規地区への出店として神奈川県に１店舗の計４店舗を出店いたしました。

　以上の結果、当中間連結会計期間の売上高は1,168億89百万円（前年同期比3.7％増）となりました。利益につきま

しては、原材料高の影響による仕入原価の上昇に加え、資材の高騰により前連結会計年度末から当中間連結会計期間

の出店コスト負担が増えたこと等から、販売費及び一般管理費において前年同期比10億38百万円増となった結果、営

業利益44億94百万円（前年同期比11.7％減）、経常利益47億14百万円（前年同期比9.1％減）、中間純利益につきまし

ては、26億81百万円（前年同期比9.4％減）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

前中間連結会計期間
（自　平成19年３月16日
至　平成19年９月15日）

当中間連結会計期間
（自　平成20年３月16日
至　平成20年９月15日）

前連結会計年度
（自　平成19年３月16日
至　平成20年３月15日）

金額（百万円） 構成比（％） 金額（百万円） 構成比（％） 金額（百万円） 構成比（％）

医薬品 18,620 16.5 19,064 16.3 37,440 16.7

化粧品 9,223 8.3 9,464 8.1 18,088 8.0

雑貨 34,540 30.6 35,170 30.1 69,225 30.8

一般食品 50,318 44.6 53,189 45.5 99,898 44.5

合計 112,704 100.0 116,889 100.0 224,653 100.0

 　　　（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、米国におけるサブプライムローン問題が顕在化してきたことによる米国の景気

低迷に加え、欧州でも景気減速が懸念されております。このような世界的な景気後退局面の中で、日本においても

為替の変動、輸出の減速等により企業収益が悪化し、これまで改善傾向となっていた雇用情勢にも陰りがみられる

等、景気減速感が一層強まるものと予想されます。個人消費においては、健康志向の高まりや美容に関する商品等

のこだわり消費、また、食料品等の基礎的支出においては底固く推移することが予想される一方、急速な企業収益

の悪化による所得の伸び悩みが懸念されるなか物価上昇基調は変わらない等の影響から、消費者心理の更なる悪化

が予想され、消費全体としては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対策として、本格的な高齢化社会の到来

に対応し、ドラッグストアとして予防にフォーカスした商品の品揃えや機能性を重視した安心安全な商品の品揃え

を強化するなど、引き続き専門性強化策を進め差別化策を図るとともに、既存店活性化のための改装も実施してま

いります。

また、下期出店につきましては、ドミナント化を推進するべく、既存地区である山形県、茨城県に各２店舗、栃

木県、群馬県、静岡県に各１店舗の計７店舗の出店を計画しております。また、茨城県においては２店舗の増床及

び栃木県においては調剤薬局を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11店舗、

増床２店舗、既存店舗への調剤薬局併設２件になる予定であります。なお、埼玉県の１店舗をスクラップ＆ビルド

の一環として退店を予定しております。

連結業績の見通しといたしましては、売上高2,362億円、営業利益101億46百万円、経常利益103億27百万円、当期

純利益56億30百万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、1,674億16百万円（前年同期比64億51百万円増）でしたが、そのうち流動資産は、

441億89百万円（前年同期比24億31百万円増）、固定資産は1,232億27百万円（前年同期比40億20百万円増）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、843億83百万円（前年同期比15億78百万円増）でしたが、そ

のうち流動負債は583億32百万円（前年同期比13億58百万円増）、固定負債は260億50百万円（前年同期比２億19百万

円増）となりました。

　当中間連結会計期間末の純資産は、830億33百万円で、自己資本比率は49.6％となりました。また、１株当たり純資

産は3,375円２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、230億99百万円（前期末比37億

57百万円増）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、88億47百万円（前年同期比９億34百万円増）となりました。これは主に、税金等

調整前中間純利益45億31百万円（前年同期比５億99百万円減）、棚卸資産の減少額が13億70百万円（前年同期比３億

76百万円増）及び仕入債務の増加額が17億18百万円（前年同期比15億59百万円増）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、38億40百万円（前年同期比８億28百万円増）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32億54百万円（前年同期比７億47百万円増）、差入敷金保証金の差入に３億42

百万円（前年同期比84百万円減）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、12億48百万円（前年同期比14億63百万円減）となりました。これは主に、長期借

入の収入が75億円（前年同期比24億21百万円増）あったものの、短期借入金の返済に10億円（前年同期比10億円増）、

長期借入金の返済に70億12百万円（前年同期比41百万円減）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。当連結会計年度におきましては、株主の皆様による日ごろからのひとかたならぬご支

援に感謝し、平成21年6月開催予定の第42回定時株主総会において、1株につき普通配当5円を増配し35円とすることを

付議する予定であります。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。更に、「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。

（薬剤師及び登録販売者の確保について）

　薬剤師および登録販売者の確保につきましては、店舗数の拡大はもとより、来年の改正薬事法施行後の環境変化に

対応すべく、その確保が重要となっております。このため、薬剤師および登録販売者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。

株式会社カワチ薬品（2664）平成 21 年３月期中間決算短信

－ 4 －



　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20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 

株式会社カワチ薬品（2664）平成 21 年３月期中間決算短信

－ 6 －



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、お客様の利便性を追求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。更に、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、一店舗一店舗が他社との明確な差別化を図ることによって、地域に根ざす強力な

店舗になると考えております。そのために、専門性と利便性を融合させた独自業態メガ・ドラッグストアづくりを推

進し、これら強い店の多店舗展開を進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、本格的な医薬分業時代を迎え、将来、調剤薬局の併設も積極的に進めるために社員教育に注力し、メガ・ド

ラッグストアに調剤を併設した「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。更に、医薬品及び化粧品

強化のための人材育成にも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。

　地球環境への配慮の観点から、省エネルギーへの取組みとして、これまでに既存店舗54店舗で省エネルギー対策を

実施いたしましたが、当連結会計年度におきまして更に25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も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

  
前中間連結会計期間末
（平成19年９月15日）

当中間連結会計期間末
（平成20年９月15日）

対前中間
期比

前連結会計年度の
要約連結貸借対照表
（平成20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
（％）

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   22,019   23,173  1,153  19,414  

２．売掛金   1,030   1,345  315  1,099  

３．棚卸資産   15,809   16,427  618  17,798  

４．繰延税金資産   745   659  △86  631  

５．その他   2,152   2,583  430  2,899  

流動資産合計   41,758 25.9  44,189 26.4 2,431  41,843 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   42,585    43,040   

(2）土地 ※2 54,549   56,945    56,536   

(3）建設仮勘定  2,005   1,353    2,366   

(4）その他 ※1 2,708 101,895  3,044 103,928  2,032 2,726 104,670  

２．無形固定資産            

(1）のれん  835   650    743   

(2）その他 ※2 4,310 5,146  5,552 6,202  1,056 4,218 4,961  

３．投資その他の
資産

           

(1）投資有価証
券

 277   234    239   

(2）繰延税金資
産

 3,138   3,323    3,180   

(3）その他  8,772   9,537    9,590   

貸倒引当金  △23 12,164  ― 13,095  930 △23 12,987  

固定資産合計   119,206 74.1  123,227 73.6 4,020  122,619 74.6

資産合計   160,965 100.0  167,416 100.0 6,451  164,462 100.0
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前中間連結会計期間末
（平成19年９月15日）

当中間連結会計期間末
（平成20年９月15日）

対前中間
期比

前連結会計年度の
要約連結貸借対照表
（平成20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
（％）

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   35,250   36,588  1,338  34,869  

２．短期借入金 ※2  1,747   1,947  200  2,947  

３．１年以内返済
予定長期借入
金

※2  12,227   12,058  △169  12,115  

４．未払法人税等   2,530   2,130  △400  2,602  

５．賞与引当金　   ―   951  951  802  

６．その他   5,219   4,657  △562  4,934  

流動負債合計   56,974 35.4  58,332 34.8 1,358  58,271 35.4

Ⅱ　固定負債            

１．長期借入金 ※2  21,897   21,910  13  21,366  

２．退職給付引当
金

  3,305   3,251  △53  3,072  

３．役員退職慰労
引当金

  318   367  48  341  

４．その他   308   520  211  329  

固定負債合計   25,830 16.0  26,050 15.6 219  25,109 15.3

負債合計   82,805 51.4  84,383 50.4 1,578  83,380 50.7

            

（純資産の部）            

Ⅰ　株主資本            

１．資本金   13,001 8.1  13,001 7.8 ―  13,001 7.9

２．資本剰余金   14,882 9.2  14,882 8.9 ―  14,882 9.1

３．利益剰余金   50,201 31.2  55,074 32.9 4,872  53,129 32.3

４．自己株式   △3 △0.0  △3 △0.0 △0  △3 △0.0

株主資本合計   78,082 48.5  82,954 49.6 4,872  81,010 49.3

Ⅱ　評価・換算差額
等

           

１．その他有価証
券評価差額金

  37 0.0  11 0.0 △26  14 0.0

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

  38 0.0  11 0.0 △26  15 0.0

Ⅲ　新株予約権   39 0.1  67 0.0 27  56 0.0

純資産合計   78,160 48.6  83,033 49.6 4,873  81,081 49.3

負債純資産合計   160,965 100.0  167,416 100.0 6,451  164,462 100.0
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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19年３月16日
至　平成19年９月15日）

当中間連結会計期間
（自　平成20年３月16日
至　平成20年９月15日）

対前中間
期比

前連結会計年度の
要約連結損益計算書

（自　平成19年３月16日
至　平成20年３月15日）

区分
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   112,704 100.0  116,889 100.0 4,184  224,653 100.0

Ⅱ　売上原価   88,397 78.4  92,140 78.8 3,743  175,730 78.2

売上総利益   24,306 21.6  24,748 21.2 441  48,922 21.8

Ⅲ　販売費及び一般
管理費

※１  19,215 17.1  20,253 17.4 1,038  38,478 17.2

営業利益   5,091 4.5  4,494 3.8 △596  10,443 4.6

Ⅳ　営業外収益            

１．受取利息  16   22    34   

２．受取配当金  1   2    3   

３．受取賃貸料  161   189    329   

４．受取手数料  129   181    278   

５．受取協賛金  94   79    188   

６．補助金収入  66   17    81   

７．その他  35 506 0.5 138 630 0.6 124 44 960 0.4

Ⅴ　営業外費用            

１．支払利息  232   243    466   

２．賃貸原価  41   55    92   

３．支払手数料  37   75    76   

４．その他  99 410 0.4 36 410 0.4 △0 158 793 0.3

経常利益   5,186 4.6  4,714 4.0 △472  10,611 4.7

Ⅵ　特別利益            

１．固定資産売却
益

※２ 2   ―    2   

２. 保険解約収入  33   ―    33   

３. その他  25 61 0.1 ― ― ― △61 40 76 0.0

Ⅶ　特別損失            

　１．固定資産売却
損

※３ 0   0    0   

  ２．固定資産除却
損

※４ 6   1    6   

　３. 式典費用  37   ―    37   

　４. 減損損失 ※５ 64   179    292   

５．その他  8 117 0.1 1 182 0.1 65 10 347 0.2

税金等調整前
中間（当期）
純利益

  5,130 4.6  4,531 3.9 △599  10,340 4.5

法人税、住民
税及び事業税

 2,393   2,018    4,586   

法人税等調整
額

 △221 2,171 2.0 △168 1,849 1.6 △322 △133 4,452 1.9

中間（当期）
純利益

  2,958 2.6  2,681 2.3 △277  5,887 2.6
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(3) 中間連結株主資本等変動計算書

前中間連結会計期間（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

平成19年３月15日　残高
（百万円）

13,001 14,882 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

中間純利益   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）

－ － 2,221 － 2,221

平成19年９月15日　残高
（百万円）

13,001 14,882 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

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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当中間連結会計期間（自　平成20年３月16日　至　平成20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

平成20年３月15日　残高
（百万円）

13,001 14,882 53,129 △3 81,010

中間連結会計期間中の変動額

剰余金の配当   △737  △737

中間純利益   2,681  2,681

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）

― ― 1,944 ― 1,944

平成20年９月15日　残高
（百万円）

13,001 14,882 55,074 △3 82,954

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20年３月15日　残高
（百万円）

14 0 15 56 81,081

中間連結会計期間中の変動額

剰余金の配当     △737

中間純利益     2,681

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）

△3 0 △3 10 7

中間連結会計期間中の変動額合計
（百万円）

△3 0 △3 10 1,951

平成20年９月15日　残高
（百万円）

11 0 11 67 83,033
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前連結会計年度の連結株主資本等変動計算書（自　平成19年３月16日　至　平成20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

平成19年３月15日　残高
（百万円）

13,001 14,882 47,980 △3 75,860

連結会計年度中の変動額

剰余金の配当   △737  △737

自己株式の取得　    △0 △0

当期純利益   5,887  5,887

株主資本以外の項目の連結会計
年度中の変動額（純額）

    ―

連結会計年度中の変動額合計
（百万円）

― ― 5,149 △0 5,149

平成20年３月15日　残高
（百万円）

13,001 14,882 53,129 △3 81,010

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

連結会計年度中の変動額

剰余金の配当     △737

自己株式の取得     △0

当期純利益     5,887

株主資本以外の項目の連結会計
年度中の変動額（純額）

△42 △0 △42 33 △9

連結会計年度中の変動額合計
（百万円）

△42 △0 △42 33 5,140

平成20年３月15日　残高
（百万円）

14 0 15 56 81,081
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(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19年３月16日
至　平成19年９月15日)

当中間連結会計期間
(自　平成20年３月16日
至　平成20年９月15日)

対前中間期比

前連結会計年度の要約連結
キャッシュ・フロー計算書
(自　平成19年３月16日
至　平成20年３月15日)

区分
注記
番号

金額（百万円） 金額（百万円）
増減

(百万円)
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
（当期）純利益

 5,130 4,531 △599 10,340

減価償却費  2,303 2,465 162 4,691

減損損失　  64 179 114 292

のれん償却額  92 92 ― 185

固定資産除却損　  6 1 △4 6

貸倒引当金の減少額  △1 ― 1 △1

賞与引当金の増加額
　

 ― 149 149 783

退職給付引当金の増
加額（△減少額）　

 190 179 △11 △42

役員退職慰労引当金
の増加額（△減少
額）　

 △56 25 81 △33

受取利息及び受取配
当金

 △18 △24 △5 △37

支払利息  232 242 10 466

固定資産圧縮額  44 ― △44 ―

固定資産売却損益  △1 0 1 △1

その他の損益  △37 △13 23 △31

売上債権の増加額  △255 △246 9 △324

棚卸資産の減少額
（△増加額）

 993 1,370 376 △995

その他流動資産の減
少額

 380 314 △66 64

仕入債務の増加額
（△減少額）

 159 1,718 1,559 △221

その他流動負債の増
加額（△減少額）

 871 273 △598 △176

その他  24 213 189 △399

小計  10,124 11,474 1,349 14,565

利息及び配当金の受
取額

 2 2 0 4

利息の支払額  △230 △238 △7 △476

法人税等の支払額  △1,983 △2,392 △408 △4,109

営業活動によるキャッ
シュ・フロー

 7,913 8,847 934 9,984
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前中間連結会計期間

(自　平成19年３月16日
至　平成19年９月15日)

当中間連結会計期間
(自　平成20年３月16日
至　平成20年９月15日)

対前中間期比

前連結会計年度の要約連結
キャッシュ・フロー計算書
(自　平成19年３月16日
至　平成20年３月15日)

区分
注記
番号

金額（百万円） 金額（百万円）
増減

(百万円)
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 △3,254 △747 △6,867

有形固定資産の売却
による収入

 76 0 △76 83

無形固定資産の取得
による支出

 △191 △337 △146 △296

投資有価証券の取得
による支出

 △2 △2 0 △2

長期前払費用の増加
による支出

 △54 △31 23 △100

差入敷金保証金の取
得等による支出

 △427 △342 84 △1,357

差入敷金保証金の返
還による収入

 95 130 35 265

その他投資等の増加
による支出

 △5 △5 0 △7

その他投資等の減少
による収入

 4 1 △2 37

投資活動によるキャッ
シュ・フロー

 △3,012 △3,840 △828 △8,247

Ⅲ　財務活動によるキャッ
シュ・フロー

     

短期借入金の純増額  ― △1,000 △1,000 1,200

長期借入による収入  5,079 7,500 2,421 11,079

長期借入金の返済に
よる支出

 △7,054 △7,012 41 △13,697

自己株式の取得によ
る支出

 ― ― ― △0

配当金の支払額  △736 △736 0 △737

財務活動によるキャッ
シュ・フロー

 △2,711 △1,248 1,463 △2,156

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 3,757 1,569 △419

Ⅵ　現金及び現金同等物の
期首残高

 19,761 19,341 △419 19,761

Ⅶ　現金及び現金同等物の
中間期末（期末）残高

※1 21,949 23,099 1,149 19,341
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(5)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19年３月16日
至　平成19年９月15日）

当中間連結会計期間
（自　平成20年３月16日
至　平成20年９月15日）

前連結会計年度
（自　平成19年３月16日
至　平成20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

(1) 連結子会社の数　１社

　子会社の名称

株式会社倉持薬局　

  (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) 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。 　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。

　同左 　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  

 　　　同左

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

時価のないもの

同左

   ロ　棚卸資産

 (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　棚卸資産

 (イ）商品

　同左

 ロ　棚卸資産

(イ）商品

　同左

  (ロ）貯蔵品

 最終仕入原価法

 (ロ）貯蔵品

 同左

(ロ）貯蔵品

同左
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項目
前中間連結会計期間

（自　平成19年３月16日
至　平成19年９月15日）

当中間連結会計期間
（自　平成20年３月16日
至　平成20年９月15日）

前連結会計年度
（自　平成19年３月16日
至　平成20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。　

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　　

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。

　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、

当中間連結会計期間より、

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、

経常利益及び税金等調整

前中間純利益は、それぞ

れ15百万円減少しており

ます。

(追加情報)　

　　　　法人税法の改正に伴い、

平成19年３月31日以前に

取得した資産については、

改正前の法人税法に基づ

く減価償却の方法の適用

により取得価額の５％相

当額と備忘価額との差額

を５年間にわたり均等償

却し、減価償却に含めて

計上しております。

　この結果、従来の方法

に比べ、営業利益、経常

利益及び税金等調整前中

間純利益がそれぞれ22百

万円減少しております。

　

（会計方針の変更） 　

法人税法の改正に伴い、

当連結会計年度より、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、

経常利益及び税金等調整

前当期純利益は、それぞ

れ58百万円減少しており

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

 同左

　

ロ　無形固定資産

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

イ　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19年３月16日
至　平成19年９月15日）

当中間連結会計期間
（自　平成20年３月16日
至　平成20年９月15日）

前連結会計年度
（自　平成19年３月16日
至　平成20年３月15日）

 ロ　───────────

　

ロ　賞与引当金 

　従業員に対して支給する賞

与の支出に充てるため、支給

見込額の当中間連結会計期間

負担額を計上しております。

ロ　賞与引当金 

　従業員に対して支給する賞

与の支出に充てるため、支給

見込額の当連結会計年度負担

額を計上しております。

 ハ　退職給付引当金 

　従業員の退職給付に備える

ため、当中間連結会計期間末

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。　

ハ　退職給付引当金 

　同左

 

ハ　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。

 ニ　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。

ニ　役員退職慰労引当金

　同左

ニ　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。

(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 　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

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

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

ハ　ヘッジ方針

　同左
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項目
前中間連結会計期間

（自　平成19年３月16日
至　平成19年９月15日）

当中間連結会計期間
（自　平成20年３月16日
至　平成20年９月15日）

前連結会計年度
（自　平成19年３月16日
至　平成20年３月15日）

 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

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　───────────

 　

イ　───────────

　

  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

 　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（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。

　同左 　同左
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　追加情報

前中間連結会計期間
（自　平成19年３月16日
至　平成19年９月15日）

当中間連結会計期間
（自　平成20年３月16日
至　平成20年９月15日）

前連結会計年度
（自　平成19年３月16日
至　平成20年３月15日）

 ────────────  (賞与支給の表示方法)

 　前中間連結会計期間においては、

従業員賞与の確定額を未払費用として

計上しておりましたが、中間連結財務

諸表作成時に支給額が確定しないこと

となったため、「未払従業員賞与の財

務諸表における表示科目について」

（日本公認会計士協会リサーチ・セン

ター審査情報№15）に基づき、当中間

連結会計期間より支給見込額を賞与引

当金として計上しております。

　なお、前中間連結会計期間において

は支払確定額1,012百万円を流動負債

（未払費用）に含めて計上しておりま

す。  

(賞与支給の表示方法)

 　前連結会計年度においては、従業

員賞与の確定額を未払費用として計上

しておりましたが、連結財務諸表作成

時に支給額が確定しないこととなった

ため、「未払従業員賞与の財務諸表に

おける表示科目について」（日本公認

会計士協会リサーチ・センター審査情

報№15）に基づき、当当連結会計年度

より支給見込額を賞与引当金として計

上しております。

　なお、前連結会計年度においては支

払確定額735百万円を流動負債（未払

費用）に含めて計上しております。
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注記事項

（中間連結貸借対照表関係）

前中間連結会計期間末
（平成19年９月15日）

当中間連結会計期間末
（平成20年９月15日）

前連結会計年度
（平成20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、44,880百万円であります。　

※１　有形固定資産の減価償却累計

額は、42,774百万円であります。

　

※２　担保に供している資産 ※２　担保に供している資産 ※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 11,038百万円 

 土地 36,749百万円

 借地権 51百万円

 計 47,840百万円

（同上に対する債務）

 短期借入金 1,947百万円 

 １年以内返済予

定長期借入金
11,354百万円 

 長期借入金 21,183百万円 

 計 34,484百万円

 建物 11,894百万円 

 土地 36,758百万円

 借地権 51百万円 

 計 48,704百万円 

（同上に対する債務）

 短期借入金 2,947百万円 

 １年以内返済予

定長期借入金
11,238百万円

 長期借入金 20,358百万円

 計 34,543百万円
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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19年３月16日
至　平成19年９月15日）

当中間連結会計期間
（自　平成20年３月16日
至　平成20年９月15日）

前連結会計年度
（自　平成19年３月16日
至　平成20年３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

入額

218百万円

役員退職慰労金引

当金繰入額

57百万円

※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 7,840百万円

減価償却費 2,465百万円

賃借料 2,431百万円

賞与引当金繰入額 929百万円

退職給付引当金繰

入額

204百万円

役員退職慰労金引

当金繰入額

25百万円

※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 16,118百万円

減価償却費 4,691百万円

賃借料 4,508百万円

賞与引当金繰入額 802百万円

退職給付引当金繰

入額

30百万円

役員退職慰労金引

当金繰入額

78百万円

※２　固定資産売却益の内訳

土地 1百万円

その他 0百万円

※２　──────────── ※２　固定資産売却益の内訳

土地 1百万円

その他 0百万円

※３　固定資産売却損の内訳

その他 0百万円

※３　固定資産売却損の内訳

その他 0百万円

※３　固定資産売却損の内訳

その他 0百万円

※４　固定資産除却損の内訳

建物及び構築物 0百万円

その他 5百万円

※４　固定資産除却損の内訳

建物及び構築物 1百万円

※４　固定資産除却損の内訳

建物及び構築物 0百万円

その他 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。

※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。

※５　減損損失

  当連結会計年度において、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
建物及び

構築物
8百万円

店舗  土地 56百万円

  計 64百万円

用途 場所 種類 金額

営業 埼玉県
建物及び

構築物
163百万円

店舗  その他 15百万円

  計 179百万円

用途 場所 種類 金額

営業
新潟県

他

建物及び

構築物
152百万円

店舗  土地 119百万円

店舗  その他 20百万円

  計 292百万円

 　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。

  その内訳は建物及び構築物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。

 　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。埼玉県の１店舗を

閉鎖することが決定したため、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（179百万円）として特

別損失に計上いたしました。

   その内訳は建物及び構築物163

百万円、その他15百万円でありま

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。正味売却可能価格は路

線価及び近隣売買事例を勘案した

合理的な見積額を使用しておりま

す。

 　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（292百万

円）として特別損失に計上いたし

ました。

   その内訳は建物及び構築物152

百万円、土地119百万円、その他

20百万円であります。

   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。正味売却可能価格は路

線価及び近隣売買事例を勘案した

合理的な見積額を使用しておりま

す。
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（中間連結株主資本等変動計算書関係）

前中間連結会計期間（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 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

株式会社カワチ薬品（2664）平成 21 年３月期中間決算短信

－ 23 －



当中間連結会計期間（自　平成20年３月16日　至　平成20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 24,583,420 － － 24,583,420

合計 24,583,420 － － 24,583,420

自己株式

普通株式 954 － － 954

合計 954 － － 954

 

 

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
－ － － － － 67

合計 － － － － － 67

 

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20年6月10日
定時株主総会

普通株式 737 30 平成20年3月15日 平成20年6月11日
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前連結会計年度（自　平成19年３月16日　至　平成20年３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）

当連結会計年度増加
株式数（株）

当連結会計年度減少
株式数（株）

当連結会計年度末株
式数（株）

発行済株式

普通株式 24,583,420 ― ― 24,583,420

合計 24,583,420 ― ― 24,583,420

自己株式

普通株式 851 103 ― 954

合計 851 103 ― 954

（注）普通株式の自己株式の株式数の増加は、単元未満株式買取りによる増加であります。

 

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） 
当連結会計
年度末残高
（百万円）

前連結会計
年度末

当連結会計
年度増加

当連結会計
年度減少

当連結会計
年度末

 提出会社
ストック・オプションとして

の新株予約権
― ― ― ― ― 56

合計 ― ― ― ― ― 56

 

3.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
（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

　(2)基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度となるもの

（決議）
株式の種類

配当金の総額
（百万円）

配当の原資
１株当たり配
当額（円）

基準日 効力発生日

平成20年６月10日

定時株主総会
普通株式 737 利益剰余金 30 平成20年３月15日 平成20年６月11日
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（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19年３月16日
至　平成19年９月15日）

当中間連結会計期間
（自　平成20年３月16日
至　平成20年９月15日）

前連結会計年度
（自　平成19年３月16日
至　平成20年３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

※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

※１　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

現金及び預金勘定 23,173百万円

預金期間が３ヶ月

を超える定期預金
△74百万円

現金及び現金同等

物の中間期末残高
23,099百万円

現金及び預金勘定 19,414百万円

預金期間が３ヶ月

を超える定期預金
△72百万円

現金及び現金同等

物の期末残高
19,341百万円

（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。 
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（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。 

当中間連結会計期間（自　平成20年３月16日　至　平成20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19年３月16日　至　平成20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

前中間連結会計期間（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。

当中間連結会計期間（自　平成20年３月16日　至　平成20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19年３月16日　至　平成20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

前中間連結会計期間（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。 

当中間連結会計期間（自　平成20年３月16日　至　平成20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19年３月16日　至　平成20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）

前中間連結会計期間
（自　平成19年３月16日
至　平成19年９月15日）

当中間連結会計期間
（自　平成20年３月16日
至　平成20年９月15日）

前連結会計年度
（自　平成19年３月16日
至　平成20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 3,375円02銭

１株当たり中間純利益

金額
109円09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 3,296円05銭

１株当たり当期純利益

金額
239円48銭

　　なお、潜在株式調整後１株当た

り当期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。

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

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

当中間連結会計期間
自　平成20年３月16日
至　平成20年９月15日

前連結会計年度
自　平成19年３月16日
至　平成20年３月15日

　中間（当期）純利益（百万円） 2,958 2,681 5,887

　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）
2,958 2,681 5,887

普通株式の期中平均株式数（株） 24,582,569 24,582,466 24,582,546

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

定に含まれなかった潜在株式の概要

  新株予約権 2,102個 1,465個 2,102個　

（重要な後発事象）

前中間連結会計期間
（自　平成19年３月16日
至　平成19年９月15日）

当中間連結会計期間
（自　平成20年３月16日
至　平成20年９月15日）

前連結会計年度
（自　平成19年３月16日
至　平成20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。 　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19年９月15日）
当中間会計期間末

（平成20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20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  21,151   22,752    18,517   

２　売掛金  970   1,284    1,072   

３　棚卸資産  14,940   15,532    16,939   

４  その他  2,824   3,142    3,454   

流動資産合計   39,887 25.0  42,712 25.7 2,825  39,984 24.6

Ⅱ　固定資産            

１　有形固定資産            

(1）建物
※
1,2

35,843   36,000    36,306   

(2）構築物 ※１ 6,402   6,078    6,362   

(3）土地 ※２ 54,476   56,871    56,463   

(4）その他 ※１ 4,662   4,317    5,013   

有形固定資産
合計

 101,385   103,267    104,145   

２　無形固定資産            

(1）借地権 ※２ 3,906   3,934    3,902   

(2）その他  387   1,601    298   

無形固定資産
合計

 4,293   5,535    4,201   

３　投資その他の
資産

           

(1）差入敷金保
証金

 7,482   8,127    8,097   

(2）その他  6,354   6,389    6,323   

貸倒引当金  △23   －    △23   

投資その他の
資産合計

 13,813   14,516    14,397   

固定資産合計   119,491 75.0  123,319 74.3 3,828  122,744 75.4

資産合計   159,378 100.0  166,032 100.0 6,653  162,728 100.0
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前中間会計期間末

（平成19年９月15日）
当中間会計期間末

（平成20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20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  34,154   35,636    33,770   

２　短期借入金 ※２ 1,747   1,947    2,947   

３　１年以内返済
予定長期借入
金

※２ 12,137   11,993    12,041   

４　未払金  1,700   2,053    2,559   

５　未払費用  2,566   1,758    1,444   

６　未払法人税等  2,473   2,048    2,493   

７　未払消費税等 ※３ 524   499    473   

８　賞与引当金　  ―   884    780   

９　その他  267   276    213   

流動負債合計   55,570 34.9  57,098 34.4 1,527  56,724 34.8

Ⅱ　固定負債            

１　長期借入金 ※２ 21,688   21,759    21,184   

２　退職給付引当
金

 3,255   3,210    3,034   

３　役員退職慰労
引当金

 318   356    334   

４　その他  308   520    329   

固定負債合計   25,571 16.0  25,846 15.6 274  24,882 15.3

負債合計   81,142 50.9  82,945 50.0 1,802  81,607 50.1
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前中間会計期間末

（平成19年９月15日）
当中間会計期間末

（平成20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20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  13,001 8.2  13,001 7.8 －  13,001 8.0

２　資本剰余金           

(1）資本準備金 14,882   14,882    14,882   

資本剰余金合
計

  14,882 9.3  14,882 8.9 －  14,882 9.1

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 44,500   49,700    44,500   

圧縮積立金 17   17    17   

特別償却準
備金

 1   0    0   

繰越利益剰
余金

4,599   4,251    7,492   

利益剰余金合
計

  50,277 31.5  55,128 33.2 4,850  53,169 32.7

４　自己株式  △3 △0.0  △3 △0.0 △0  △3 △0.0

株主資本合計   78,158 49.0  83,008 49.9 4,850  81,049 49.8

Ⅱ　評価・換算差額
等

          

１　その他有価証
券評価差額金

  37 0.0  11 0.0 △26  15  

２　繰延ヘッジ損
益

  0 0.0  0 0.0 △0  0  

評価・換算差
額等合計

  38 0.0  12 0.0 △26  15 0.0

Ⅲ　新株予約権  39 0.1  67 0.1 27  56 0.1

純資産合計   78,235 49.1  83,087 50.0 4,851  81,121 49.9

負債純資産合
計

  159,378 100.0  166,032 100.0 6,653  162,728 100.0
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(2) 中間損益計算書

  
前中間会計期間

（自　平成19年３月16日
至　平成19年９月15日）

当中間会計期間
（自　平成20年３月16日
至　平成20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19年３月16日
至　平成20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   108,993 100.0  113,032 100.0 4,038  216,853 100.0

Ⅱ　売上原価   85,319 78.3  89,069 78.8 3,750  169,331 78.1

売上総利益   23,673 21.7  23,962 21.2 288  47,522 21.9

Ⅲ　販売費及び
 一般管理費

※５  18,538 17.0  19,509 17.3 971  37,101 17.1

営業利益   5,135 4.7  4,452 3.9 △682  10,420 4.8

Ⅳ　営業外収益 ※１  489 0.5  620 0.5 131  935 0.4

Ⅴ　営業外費用 ※２  403 0.4  410 0.3 7  789 0.3

経常利益   5,220 4.8  4,662 4.1 △558  10,567 4.9

Ⅵ　特別利益 ※３  26 0.0  － － △26  26 0.0

Ⅶ　特別損失 
※
4,6

 117 0.1  180 0.1 63  345 0.2

税引前中間
（当期）純利
益

  5,129 4.7  4,481 4.0 △648  10,248 4.7

法人税、
住民税及び事
業税

 2,335   1,936     4,465  

法人税等調整
額

 △240 2,095 1.9 △150 1,785 1.6 △309  △143 2.0

中間(当期)純
利益

  3,034 2.8  2,696 2.4 △338  5,926 2.7
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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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当中間会計期間（自平成20年3月16日　至平成20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20年3月15日　残高

（百万円）
13,001 14,882 14,882 1,158 44,500 17 0 7,492 53,169 △3 81,049

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     5,200   △5,200 －  －

中間純利益        2,696 2,696  2,696

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）
－ － － － 5,200 － － △3,241 1,958 － 1,958

平成20年9月15日　残高

（百万円）
13,001 14,882 14,882 1,158 49,700 17 0 4,251 55,128 △3 83,008

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20年3月15日　残高

（百万円）
15 0 15 56 81,121

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     2,696

株主資本以外の項目の中間会計

期間中の変動額（純額）
△3 0 △3 10 6

中間会計期間中の変動額合計

（百万円）
△3 0 △3 10 1,965

平成20年9月15日　残高

（百万円）
11 0 12 67 83,087
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前事業年度の株主資本等変動計算書（自平成19年3月16日　至平成20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

事業年度中の変動額

剰余金の配当        △737 △737  △737

自己株式の取得          △0 △0

別途積立金の積立     4,500   △4,500 －  －

特別償却準備金の取崩       △1 1 －  －

当期純利益        5,926 5,926  5,926

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）
－ － － － 4,500 － △1 690 5,188 △0 5,188

平成20年3月15日　残高

（百万円）
13,001 14,882 14,882 1,158 44,500 17 0 7,492 53,169 △3 81,049

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

事業年度中の変動額

剰余金の配当     △737

自己株式の取得     △0

別途積立金の積立     －

特別償却準備金の取崩     －

当期純利益     5,926

株主資本以外の項目の事業年度

中の変動額（純額）
△41 △0 △41 33 △8

事業年度中の変動額合計

（百万円）
△41 △0 △41 33 5,180

平成20年3月15日　残高

（百万円）
15 0 15 56 81,121
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(4)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19年３月16日
至　平成19年９月15日）

当中間会計期間
（自　平成20年３月16日
至　平成20年９月15日）

前事業年度
（自　平成19年３月16日
至　平成20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　子会社及び関連会社株式

移動平均法による原価法

②　子会社及び関連会社株式

同左

②　子会社及び関連会社株式

同左　

 

 

 

(2）棚卸資産

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）棚卸資産

①　商品

同左

(2）棚卸資産

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。

　　（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。

　　（追加情報）

　　法人税法の改正に伴い、平

成19年３月31日以前に取得し

た資産については、改正前の

法人税法に基づく減価償却の

方法の適用により取得価額の

５％相当額と備忘価額との差

額を５年間にわたり均等償却

し、減価償却に含めて計上し

ております。

　この結果、従来の方法に比

べ、営業利益、経常利益及び

税引前中間純利益がそれぞれ

22百万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。

　　（会計方針の変更） 

　法人税法の改正に伴い、当事

業年度より、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

益及び税引前当期純利益は、そ

れぞれ57百万円減少しておりま

す。
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項目
前中間会計期間

（自　平成19年３月16日
至　平成19年９月15日）

当中間会計期間
（自　平成20年３月16日
至　平成20年９月15日）

前事業年度
（自　平成19年３月16日
至　平成20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）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。 

(1）貸倒引当金

同左

(1）貸倒引当金

 同左

 

 

(2）───────────

　

(2）賞与引当金

　従業員に対して支給する賞

与の支出に充てるため、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

　従業員に対して支給する賞

与の支出に充てるため、支給

見込額の当事業年度負担額を

計上しております。

 

 

(3）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。

 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。

(3）退職給付引当金

同左

(3）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、当事業年度

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。

 

 

(4）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。

(4）役員退職慰労引当金

同左

(4）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。

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19年３月16日
至　平成19年９月15日）

当中間会計期間
（自　平成20年３月16日
至　平成20年９月15日）

前事業年度
（自　平成19年３月16日
至　平成20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　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）───────────

 

(1）───────────

 

 

 

(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
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追加情報

前中間会計期間
（自　平成19年３月16日
至　平成19年９月15日）

当中間会計期間
（自　平成20年３月16日
至　平成20年９月15日）

前事業年度
（自　平成19年３月16日
至　平成20年３月15日）

 ────────────  (賞与支給の表示方法)

 　前中間会計期間においては、従業

員賞与の確定額を未払費用として計上

しておりましたが、中間財務諸表作成

時に支給額が確定しないこととなった

ため、「未払従業員賞与の財務諸表に

おける表示科目について」（日本公認

会計士協会リサーチ・センター審査情

報№15）に基づき、当中間会計期間よ

り支給見込額を賞与引当金として計上

しております。

　なお、前中間会計期間においては支

払確定額948百万円を流動負債（未払

費用）に含めて計上しております。  

　　　(賞与支給の表示方法)

 　前事業年度においては、従業員賞

与の確定額を未払費用として計上して

おりましたが、財務諸表作成時に支給

額が確定しないこととなったため、

「未払従業員賞与の財務諸表における

表示科目について」（日本公認会計士

協会リサーチ・センター審査情報

№15）に基づき、当事業年度より支給

見込額を賞与引当金として計上してお

ります。

　なお、前事業年度においては支払確

定額716百万円を流動負債（未払費用）

に含めて計上しております。
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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19年９月15日）

当中間会計期間末
（平成20年９月15日）

前事業年度末
（平成20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

 40,119百万円  44,379百万円  42,306百万円

※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 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 10,784百万円

土地 36,676百万円

借地権 51百万円

計 47,512百万円

建物 11,635百万円

土地 36,684百万円

借地権 51百万円

計 48,371百万円

（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 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 1,947百万円

１年以内返済予定

長期借入金
11,299百万円

長期借入金 21,034百万円

計 34,280百万円

短期借入金 2,947百万円

１年以内返済予定

長期借入金
11,174百万円

長期借入金 20,184百万円

計 34,306百万円

※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19年３月16日
至　平成19年９月15日）

当中間会計期間
（自　平成20年３月16日
至　平成20年９月15日）

前事業年度
（自　平成19年３月16日
至　平成20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 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 27百万円

受取配当金 1百万円

受取協賛金 79百万円

受取手数料 181百万円

受取賃貸料 189百万円

補助金収入 17百万円

受取利息 42百万円

受取配当金 3百万円

受取協賛金 188百万円

受取手数料 264百万円

受取賃貸料 329百万円

補助金収入 81百万円

※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 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 243百万円

支払手数料 75百万円

賃貸原価 55百万円

支払利息 462百万円

支払手数料 76百万円

賃貸原価 92百万円

 ※３　特別利益の主要項目

 固定資産売却益  

（土地） 1百万円 

※３　────────────

 

 ※３　特別利益の主要項目

 固定資産売却益  

（土地） 1百万円 

※４　特別損失の主要項目 ※４　特別損失の主要項目 ※４　特別損失の主要項目

固定資産除却損　 固定資産除却損　 固定資産売却損　

（構築物） 0百万円

（器具備品） 5百万円

合計 6百万円

式典費用 37百万円

（建物） 0百万円

（構築物） 0百万円

合計 1百万円

（車両運搬具） 0百万円

　　　固定資産除却損　

（構築物） 0百万円

（器具備品） 5百万円

合計 6百万円

式典費用 37百万円

減損損失 64百万円 減損損失 179百万円 減損損失 292百万円

※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 2,055百万円

無形固定資産 65百万円

有形固定資産 2,145百万円

無形固定資産 166百万円

有形固定資産 4,246百万円

無形固定資産 128百万円

※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　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　減損損失

　当事業年度において、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。

 

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

用途 場所 種類 金額

 埼玉県 建物 152百万円

  構築物  10百万円

営業

店舗
 

差入敷金

保証金
15百万円

  その他 0百万円

  計 179百万円

用途 場所 種類 金額

営業
新潟県

他
建物 152百万円

店舗  土地 119百万円

  借地権 20百万円

  計 292百万円

  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。

  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。

埼玉県の１店舗を閉鎖することが決

定したため、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（179百万円）と

して特別損失に計上いたしました。 

  その内訳は建物152百万円、構築物

11百万円、差入敷金保証金15百万円

及びその他０百万円であります。

  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。正味売却可能価格は路線価

及び近隣売買事例を勘案した合理的

な見積額を使用しております。

　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

（292百万円）として特別損失に計

上いたしました。　

　その内訳は建物152百万円、土地

119百万円、借地権20百万円であり

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。正味売却可能価格は路線価

及び近隣売買事例を勘案した合理的

な見積額を使用しております。
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（中間株主資本等変動計算書関係）

前中間会計期間（自　平成19年３月16日　至　平成19年９月15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）

普通株式 851 － － 851

合計 851 － － 851

当中間会計期間（自　平成20年３月16日　至　平成20年９月15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）

普通株式 954 － － 954

合計 954 － － 954

前会計期間（自　平成19年３月16日　至　平成20年３月15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 851 103 － 954

合計 851 103 － 954

（注）当事業年度増加株式数は、単元未満株式買取りによるものであります。
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