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1.  21年3月期の連結業績（平成20年3月16日～平成21年3月15日） 

 

(2) 連結財政状態 

 

(3) 連結キャッシュ・フローの状況 

  

(1) 連結経営成績 （％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
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

21年3月期 233,959 4.1 7,793 △25.4 8,206 △22.7 2,502 △57.5

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

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 売上高営業利益率

円 銭 円 銭 ％ ％ ％

21年3月期 101.78 ― 3.1 5.0 3.3
20年3月期 239.48 ― 7.5 6.6 4.6

（参考） 持分法投資損益 21年3月期  ―百万円 20年3月期  ―百万円

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

21年3月期 165,939 82,831 49.9 3,366.86
20年3月期 164,462 81,081 49.3 3,296.05

（参考） 自己資本   21年3月期  82,765百万円 20年3月期  81,025百万円

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

21年3月期 11,030 △8,065 △1,128 21,178
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 配当金総額
（年間）

配当性向
（連結）

純資産配当
率（連結）（基準日） 第1四半期末 第2四半期末 第3四半期末 期末 年間

円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 百万円 ％ ％

20年3月期 ― 0.00 ― 30.00 30.00 737 12.5 0.9
21年3月期 ― 0.00 ― 35.00 35.00 860 34.4 1.1

22年3月期 
（予想）

― 0.00 ― 35.00 35.00 ―

3.  22年3月期の連結業績予想（平成21年3月16日～平成22年3月15日） 
（％表示は通期は対前期、第2四半期連結累計期間は対前年同四半期増減率）

 

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

第2四半期 
連結累計期間

121,640 4.1 4,450 △1.0 4,580 △2.8 2,270 △15.4 92.33

通期 243,230 4.0 8,450 8.4 8,670 5.7 4,360 74.2 177.35



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) 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（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） 

(3) 発行済株式数（普通株式） 

① 会計基準等の改正に伴う変更 無

② ①以外の変更 無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 21年3月期 24,583,420株 20年3月期 24,583,420株

② 期末自己株式数 21年3月期  960株 20年3月期  954株

（参考）個別業績の概要 

1.  21年3月期の個別業績（平成20年3月16日～平成21年3月15日） 

 

(2) 個別財政状態 

  

(1) 個別経営成績 （％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
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

21年3月期 225,890 4.2 7,654 △26.6 8,047 △23.8 2,492 △57.9

20年3月期 216,853 4.6 10,420 8.7 10,567 8.8 5,926 8.1

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
円 銭 円 銭

21年3月期 101.39 ―

20年3月期 241.08 ―

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

21年3月期 164,256 82,861 50.4 3,368.07
20年3月期 162,728 81,121 49.8 3,297.68

（参考） 自己資本 21年3月期  82,795百万円 20年3月期  81,065百万円

2.  22年3月期の個別業績予想（平成21年3月16日～平成22年3月15日） 
（％表示は通期は対前期、第2四半期累計期間は対前年同四半期増減率）

※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記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。 

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

第2四半期 
累計期間

117,700 4.1 4,390 △1.4 4,510 △3.3 2,270 △15.8 92.33

通期 235,000 4.0 8,300 8.4 8,500 5.6 4,340 74.1 176.54



１．経営成績
(1）経営成績に関する分析

（当連結会計年度の概況）

　当連結会計年度におけるわが国経済は、原油高、原材料高等によるコスト増の影響に加え、金融危機による世界的

な景気後退、更には急速な円高の進行等により輸出が減少に転じる等、製造業を中心とした企業収益の悪化がより一

層顕在化してきたことにより、景気減速感が一段と強まりました。個人消費においては、年金問題等による先行き不

透明感に加え、企業収益の減少に伴い雇用環境が一段と悪化したことにより、消費者心理は更に悪化傾向となる等、

弱含みのまま推移いたしました。

　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、ドミナント化を推進するべく、既存地区である茨城県に３店舗、山形県、群馬県に各２店舗、

岩手県、栃木県、静岡県に各１店舗、新規地区への出店として神奈川県に１店舗、計11店舗を出店いたしました。ま

た、茨城県において増床２店舗、栃木県及び茨城県の既存店舗に各１店舗の計２件の調剤薬局を併設いたしました。

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いたしました。

　以上の結果、当連結会計年度の売上高は2,339億59百万円（前年同期比4.1％増）となりました。一方、利益につき

ましては、企業収益の悪化による急速な個人消費の冷え込みは予想以上であり、このような環境の下、各社の需要喚

起策を背景とした商品価格の下落等、消耗戦による厳しい状況が続いたこと、また節約志向の高まりから高単価高粗

利商品の伸び悩み等があったことに加え、暖冬の影響から季節商品の伸び悩み等もあったことにより、粗利益率の低

下につながりました。また、下期に新規出店が11店舗中７店舗と集中しコスト負担が増加したこと等から、販売費及

び一般管理費において前年同期比26億96百万円増となり、営業利益77億93百万円（前年同期比25.4％減）、経常利益

82億６百万円（前年同期比22.7％減）となりました。当期純利益につきましては、財務の健全性の観点から繰延税金

資産の回収可能性を慎重に検討した結果、繰延税金資産の一部を取崩すこととし、法人税等調整額を1,842百万円計上

したこと等から25億２百万円（前年同期比57.5％減）となりました。

次期の見通しといたしましては、引き続き世界的な景気後退局面の中で、日本においては為替の変動、輸出の減速

等により企業収益の悪化、及び企業の設備投資及び雇用意欲は更に弱まる等、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、食料品や日用雑貨等

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、所得の伸び悩みや雇用不安から、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

化する一方、治療を目的とした商品の品揃えやカウンセリング機能及び調剤出店を強化する等、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、出店につきましては、商勢圏拡大のためにドミナント化を進めるべく、既存地区である群馬県、長野県に２

店舗、岩手県、山形県、宮城県、栃木県、山梨県、静岡県に各１店舗の計10店舗の出店を計画しております。また、

茨城県、群馬県に各２件、宮城県、栃木県においては調剤薬局を各１店舗の計６件、既存店舗へ併設する予定であり

ます。なお、茨城県２店舗、宮城県１店舗の主に小型店計３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。

　以上のことから連結業績の見通しといたしましては、売上高2,432億30百万円、営業利益84億50百万円、経常利益86

億70百万円、当期純利益43億60百万円を見込んでおります。
 

（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）

当連結会計年度
（自　平成20年３月16日

    至　平成21年３月15日）

金額（百万円） 構成比（％） 金額（百万円） 構成比（％） 前期比（％）

医薬品 37,440 16.7 38,361 16.4 102.5

化粧品 18,088 8.0 18,652 8.0 103.1

雑貨 69,225 30.8 69,943 29.9 101.0

一般食品 99,898 44.5 107,002 45.7 107.1

合計 224,653 100.0 233,959 100.0 104.1

　（注）当社の取扱商品は、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。
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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

 当連結会計年度末の総資産は、1,659億39百万円（前期1,644億62百万円）で前期比14億77百万円増加しましたが、

そのうち流動資産は、436億98百万円（同418億43百万円）で前期比18億54百万円の増加、固定資産は1,222億41百万

円（同1,226億19百万円）で前期比３億77百万円の減少となりました。また、当連結会計年度末の負債合計は、831

億８百万円（同833億80百万円）で前期比２億72百万円減少しましたが、そのうち流動負債は、567億96百万円（同

582億71百万円）で前期比14億74百万円の減少、固定負債は263億12百万円（同251億９百万円）で前期比12億２百万

円の増加となりました。

　　　当連結会計年度末の純資産は、828億31百万円、自己資本比率は49.9％となり、１株当たり純資産は3,366円86銭

となりました。

 

②　キャッシュ・フローの状況

当連結会計年度における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、211億78百万円（前連結会計年度末比

18億37百万円増）となりました。

（営業活動によるキャッシュ・フロー）

　営業活動の結果得られた資金は、110億30百万円（前年同期比10億46百万円増）となりました。これは主に税金等

調整前当期純利益が78億10百万円（前年同期比25億29百万円減）あったこと、棚卸資産の増加が４億88百万円（前

年同期比14億83百万円増）あったこと及び仕入債務の増加が17億19百万円（前年同期比19億40百万円増）あったこ

と等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、80億65百万円（前年同期比１億81百万円減）となりました。これは主に新規出

店11店舗に係る有形固定資産の取得等に72億72百万円（前年同期比４億４百万円減）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）

　財務活動の結果使用した資金は、11億28百万円（前年同期比10億28百万円減）となりました。これは主に、長期

借入金による収入が145億円（前年同期比34億21百万円増）あったものの、長期借入金の返済に138億91百万円（前

年同期比１億93百万円増）、短期借入金の返済に10億円（前年同期は12億円の借入）、配当金の支払に７億36百万

円（前年同期比０百万円減）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・次期の配当

　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、平成21年６月11日開催予定の第42回定時株主総会において、１株につき普通配当

35円とすることを付議する予定であります。

      次期におきましても、安定した配当を継続的に行うことを基本方針とし、１株につき普通配当35円とする予定であ

ります。

　なお、内部留保資金につきましては、主に店舗の新設、増床及び改装等の資金として充当する方針であります。
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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処方箋調剤を主要

業務とする調剤併設型ドラッグストア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、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、株主価値の向上を図るため、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、業務の効率化と収益力の向上を図るために、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と仕入れの改善による収益力向上に取り組んでまいります。

　更に、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79店舗で省エネルギー

対策を実施いたしましたが、新規出店する店舗においても更なる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、引き続きエコバッグ利用の推進にも取り組んでまいります。

 

(5）その他、会社の経営上重要な事項

 該当事項はありません。
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４．連結財務諸表
(1）連結貸借対照表

  
前連結会計年度

（平成20年３月15日）
当連結会計年度

（平成21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   19,414   21,254  

２．売掛金   1,099   1,346  

３．棚卸資産   17,798   17,310  

４．繰延税金資産   631   544  

５．その他   2,899   3,242  

流動資産合計   41,843 25.4  43,698 26.3

Ⅱ　固定資産        

１．有形固定資産        

(1）建物及び構築物 ※１ 78,040   81,645   

減価償却累計額  35,000 43,040  38,309 43,336  

(2）土地 ※１  56,536   57,312  

(3）建設仮勘定   2,366   1,410  

(4) その他  10,506   11,871   

　　減価償却累計額  7,779 2,726  8,958 2,913  

有形固定資産合計   104,670 63.7  104,971 63.3

２．無形固定資産        

（1）のれん   743   557  

(2）その他  ※１  4,218   5,511  

無形固定資産合計   4,961 3.0  6,068 3.6

３．投資その他の資産        

(1）投資有価証券   239   198  

 （2）繰延税金資産   3,180   1,442  

(3）その他   9,590   9,560  

貸倒引当金   △23   －  

投資その他の資産合計   12,987 7.9  11,201 6.8

固定資産合計   122,619 74.6  122,241 73.7

資産合計   164,462 100.0  165,939 100.0
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前連結会計年度

（平成20年３月15日）
当連結会計年度

（平成21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   34,869   36,589  

２．短期借入金 ※１  2,947   1,947  

３．１年以内返済予定長期借
入金

※１  12,115   12,236  

４．未払法人税等   2,602   1,262  

５．賞与引当金   802   824  

６．その他   4,934   3,936  

流動負債合計   58,271 35.4  56,796 34.2

Ⅱ　固定負債        

１．長期借入金 ※１  21,366   21,909  

２．退職給付引当金   3,072   3,448  

３．役員退職慰労引当金   341   386  

４．その他   329   567  

固定負債合計   25,109 15.3  26,312 15.9

負債合計   83,380 50.7  83,108 50.1

（純資産の部）        

Ⅰ　株主資本        

１．資本金   13,001 7.9  13,001 7.8

２．資本剰余金   14,882 9.1  14,882 9.0

３．利益剰余金   53,129 32.3  54,894 33.1

４．自己株式   △3 △0.0  △3 △0.0

株主資本合計   81,010 49.3  82,774 49.9

Ⅱ　評価・換算差額等        

１．その他有価証券評価差額
金

  14   △9  

２．繰延ヘッジ損益   0   0  

評価・換算差額等合計   15 0.0  △9 △0.0

Ⅲ　新株予約権   56 0.0  65 0.0

純資産合計   81,081 49.3  82,831 49.9

負債純資産合計   164,462 100.0  165,939 100.0
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(2）連結損益計算書

  
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）

当連結会計年度
（自　平成20年３月16日
至　平成21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
（％）

Ⅰ　売上高   224,653 100.0  233,959 100.0

Ⅱ　売上原価   175,730 78.2  184,990 79.1

売上総利益   48,922 21.8  48,969 20.9

Ⅲ　販売費及び一般管理費 ※１  38,478 17.2  41,175 17.6

営業利益   10,443 4.6  7,793 3.3

Ⅳ　営業外収益        

１．受取利息  34   44   

２．受取配当金  3   3   

３．受取賃貸料  329   416   

４．受取手数料  278   394   

５．受取協賛金  188   162   

６．補助金収入  81   34   

７．保険料返戻金　  －   135   

８．その他  44 960 0.4 44 1,235 0.5

Ⅴ　営業外費用        

１．支払利息  466   482   

２．支払手数料  76   151   

３．賃貸原価  92   115   

４．その他  158 793 0.3 139 822 0.3

経常利益   10,611 4.7  8,206 3.5

Ⅵ　特別利益        

１．固定資産売却益 ※２ 2   16   

２．保険解約収入  33   －   

３．その他  40 76 0.0 － 16 0.0

Ⅶ　特別損失        

１．固定資産売却損 ※３ 0   0   

２．固定資産除却損 ※４ 6   8   

３．式典費用  37   －   

４．減損損失 ※５ 292   399   

５．その他  10 347 0.2 4 412 0.2

税金等調整前当期純利益   10,340 4.5  7,810 3.3

法人税、住民税及び事業税  4,586   3,465   

法人税等調整額  △133 4,452 1.9 1,842 5,308 2.2

当期純利益   5,887 2.6  2,502 1.1
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(3）連結株主資本等変動計算書

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）

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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当連結会計年度（自　平成20年３月16日　至　平成21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20年３月15日　残高
（百万円）

13,001 14,882 53,129 △3 81,010

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   2,502  2,502

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）

  1,764 △0 1,764

平成21年３月15日　残高
（百万円）

13,001 14,882 54,894 △3 82,774

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

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     2,502

株主資本以外の項目の連結会計
年度中の変動額（純額）

△24 △0 △24 9 △14

連結会計年度中の変動額合計
（百万円）

△24 △0 △24 9 1,749

平成21年３月15日　残高
（百万円）

△9 0 △9 65 82,831
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(4）連結キャッシュ・フロー計算書

  
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）

当連結会計年度
（自　平成20年３月16日
至　平成21年３月15日）

区分
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　税金等調整前当期純利益  10,340 7,810

２　減価償却費  4,691 5,239

３　減損損失  292 399

４　のれん償却額  185 185

５　固定資産除却損  6 8

６　貸倒引当金の減少額  △1 －

７　賞与引当金の増加額  783 21

８　退職給付引当金の増加額
（△減少額） 

 △42 376

９　役員退職慰労引当金の増加
額（△減少額） 

 △33 44

10　受取利息及び受取配当金  △37 △47

11　支払利息  466 482

12　固定資産売却損益  △1 △16

13　その他の損益  △31 △50

14　売上債権の増加額  △324 △247

15　棚卸資産の減少額（△増加
額）

 △995 488

16　その他流動資産の減少額
（△増加額）

 64 △345

17　仕入債務の増加額（△減少
額）

 △221 1,719

18　その他流動負債の減少額  △176 △39

19　その他  △399 276

小計  14,565 16,305

20　利息及び配当金の受取額  4 4

21　利息の支払額  △476 △484

22　法人税等の支払額  △4,109 △4,795

営業活動によるキャッシュ・
フロー

 9,984 11,030
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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）

当連結会計年度
（自　平成20年３月16日
至　平成21年３月15日）

区分
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による
支出

 △6,867 △7,272

２　有形固定資産の売却による
収入

 83 60

３　無形固定資産の取得による
支出  

 △296 △512

４　投資有価証券の取得による
支出 

 △2 △2

５　長期前払費用の増加による
支出

 △100 △205

６　差入敷金保証金の差入によ
る支出

 △1,357 △496

７　差入敷金保証金の返還によ
る収入

 265 313

８　その他投資等の増加による
支出

 △7 △8

９　その他投資等の減少による
収入

 37 58

投資活動によるキャッシュ・
フロー

 △8,247 △8,065

Ⅲ　財務活動によるキャッシュ・
フロー

   

１　短期借入金の純増額  1,200 △1,000

２　長期借入れによる収入  11,079 14,500

３　長期借入金の返済による支
出

 △13,697 △13,891

４　自己株式の取得による支出  △0 △0

５　配当金の支払額  △737 △736

財務活動によるキャッシュ・
フロー

 △2,156 △1,128

Ⅳ　現金及び現金同等物の増減額
（△減少額）

 △419 1,837

Ⅴ　現金及び現金同等物の期首残
高

 19,761 19,341

Ⅵ　現金及び現金同等物の期末残
高

※　 19,341 21,178
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継続企業の前提に重要な疑義を抱かせる事象又は状況

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。

当連結会計年度（自　平成20年３月16日　至　平成21年３月15日）

　該当事項はありません。
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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）

当連結会計年度
（自　平成20年３月16日
至　平成21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

  (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．連結子会社の事業年度等

に関する事項

 連結子会社の事業年度の末日は、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。

 同左

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 

 　　　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

 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　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）貯蔵品

最終仕入原価法

(ロ）貯蔵品

同左
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項目
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）

当連結会計年度
（自　平成20年３月16日
至　平成21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。

　(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％に到

達した連結会計年度の翌連結会計年度

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、減価償却費に含めて計上しており

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がそれぞれ45

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

 

(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
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項目
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）

当連結会計年度
（自　平成20年３月16日
至　平成21年３月15日）

 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。

ロ　賞与引当金

　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。

ハ　退職給付引当金

　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。

ニ　役員退職慰労引当金

　同左

(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
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項目
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）

当連結会計年度
（自　平成20年３月16日
至　平成21年３月15日）

（6）　その他連結財務諸表作

成のための重要な事項

　　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。

　　消費税等の会計処理

　同左

５．連結子会社の資産及び負

債の評価に関する事項

 連結子会社の資産及び負債の評価について

は、全面時価評価法を採用しております。

同左

６．のれん及び負ののれんの

償却に関する事項

　５年間の定額法により償却を行っており

ます。

同左

７．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　 

追加情報

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）

当連結会計年度
（自　平成20年３月16日
至　平成21年３月15日）

 (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

（連結貸借対照表関係）

前連結会計年度
（平成20年３月15日）

当連結会計年度
（平成21年３月15日）

※１　担保に供している資産 ※１　担保に供している資産

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

建物  10,821百万円

土地  36,699百万円

計  47,521百万円

（同上に対する債務） （同上に対する債務）

短期借入金  2,947百万円

１年内返済予定

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

短期借入金  1,947百万円

１年内返済予定

長期借入金

 
11,728百万円

長期借入金  21,409百万円

計  35,085百万円
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（連結損益計算書関係）

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）

当連結会計年度
（自　平成20年３月16日
至　平成21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 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

退職給付費用 30百万円

役員退職慰労引当金繰入額 78百万円

 ※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 16,696百万円

減価償却費 5,239百万円

賃借料 4,893百万円

賞与引当金繰入額 824百万円

退職給付費用 464百万円

役員退職慰労引当金繰入額 44百万円

 ※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　固定資産売却益の内訳

土地 16百万円

 ※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

その他 7百万円

 ※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。

 ※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 新潟県他 建物 152百万円

店舗  土地 119百万円

  その他 20百万円

  計 292百万円

用途 場所 種類 金額

営業 埼玉県他
建物及び

構築物
316百万円

店舗  土地 9百万円

  その他 73百万円

  計 399百万円

 　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。

 　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。減損は閉鎖することが決

定した店舗及び収益回復が見込めない店舗について、

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（399百万円）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、その他

20百万円であります。

 　その内訳は建物及び構築物316百万円、土地9百万円、

その他73百万円であります。

 　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。正味売却可能価額は路線価

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。

 　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。正味売却可能価額は路線価

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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（連結株主資本等変動計算書関係）

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、単元未満株式の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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当連結会計年度（自　平成20年３月16日　至　平成21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 954 6 － 960

合計 954 6 － 960

 （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
－ － － － － 65

合計 － － － － － 65

 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

 (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21年６月11日

定時株主総会
普通株式 860  利益剰余金 35 平成21年３月15日 平成21年６月12日
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（連結キャッシュ・フロー計算書関係）

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）

当連結会計年度
（自　平成20年３月16日
至　平成21年３月15日）

※ 現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表に掲

記されている科目の金額との関係

※ 現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表に掲

記されている科目の金額との関係

現金及び預金 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

現金及び預金 21,254百万円

預金期間が３ヶ月を超える定期預金 △75百万円

現金及び現金同等物の期末残高 21,178百万円

①　リース取引関係

　    決算発表時における開示の必要性が大きくないと判断されるため、開示を省略しております。

②　有価証券関係

決算発表時における開示の必要性が大きくないと判断されるため、開示を省略しております。

③　デリバティブ取引関係

　    決算発表時における開示の必要性が大きくないと判断されるため、開示を省略しております。

④　退職給付関係

決算発表時における開示の必要性が大きくないと判断されるため、開示を省略しております。

⑤　ストック・オプション等関係

　    決算発表時における開示の必要性が大きくないと判断されるため、開示を省略しております。
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⑥　税効果会計関係

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）

当連結会計年度
（自　平成20年３月16日
至　平成21年３月15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

(1）流動資産  

繰延税金資産  

賞与引当金 324百万円

商品券に係る預り金 26百万円

法定福利費 68百万円

未払事業税 210百万円

未払事業所税 23百万円

繰延税金資産合計 652百万円

 繰延税金負債  

商品券見積原価 △20百万円

繰延税金負債合計 △20百万円

繰延税金資産の純額 631百万円

  

(2）固定資産  

繰延税金資産  

退職給付引当金 1,241百万円

役員退職慰労引当金 138百万円

減損損失 1,745百万円

その他 125百万円

繰延税金資産合計 3,250百万円

繰延税金負債  

土地圧縮積立金 △12百万円

その他有価証券評価差額金 △10百万円

差入敷金保証金 △47百万円

その他 △0百万円

繰延税金負債合計 △70百万円

繰延税金資産の純額 3,180百万円

(1）流動資産  

繰延税金資産  

賞与引当金 333百万円

商品券に係る預り金 12百万円

法定福利費 66百万円

未払事業税 118百万円

未払事業所税 23百万円

繰延税金資産合計 554百万円

 繰延税金負債  

商品券見積原価 △9百万円

繰延税金負債合計 △9百万円

繰延税金資産の純額 544百万円

  

(2）固定資産  

繰延税金資産  

退職給付引当金 1,393百万円

役員退職慰労引当金 156百万円

減損損失 1,842百万円

その他有価証券評価差額金 　 6百万円

その他 134百万円

繰延税金資産小計　 3,533百万円

評価性引当額　 △2,008百万円

繰延税金資産合計 1,525百万円

繰延税金負債  

土地圧縮積立金 △17百万円

差入敷金保証金 △65百万円

その他 △0百万円

繰延税金負債合計 △82百万円

繰延税金資産の純額 1,442百万円

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項目別の内訳

　法定実効税率  　40.4％

　（調整）   

　　一時差異に該当しない項目   

　　　交際費  　0.1％

　　住民税の均等割  　1.7％

　　その他  　0.9％

　税効果会計適用後の

　法人税等の負担率
 　43.1％　

   

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項目別の内訳

　法定実効税率  　40.4％

　（調整）   

　　住民税の均等割  　 2.5％

　　評価性引当金の増加    25.7％

　　税額控除   △1.4％

　　その他     0.8％

　税効果会計適用後の

　法人税等の負担率
    68.0％　

   

㈱カワチ薬品（2664）平成 21 年３月期決算短信

－ 24 －



⑦　セグメント情報

ａ．事業の種類別セグメント情報

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。 

当連結会計年度（自　平成20年３月16日　至　平成21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。

当連結会計年度（自　平成20年３月16日　至　平成21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。 

当連結会計年度（自　平成20年３月16日　至　平成21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。 

⑧　関連当事者との取引

決算発表時における開示の必要性が大きくないと判断されるため、開示を省略しております。
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⑨　１株当たり情報

項目
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）

当連結会計年度
（自　平成20年３月16日
至　平成21年３月15日）

１株当たり純資産額 3,296円05銭 3,366円86銭

１株当たり当期純利益金額  239円48銭 101円78銭

潜在株式調整後１株当たり当期純利益

金額

　なお、潜在株式調整後１株当たり当

期純利益については、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。 

　なお、潜在株式調整後１株当たり当

期純利益については、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　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の算定上の基礎

項目
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）

当連結会計年度
（自　平成20年３月16日
至　平成21年３月15日）

当期純利益（百万円） 5,887 2,502

普通株主に帰属しない金額（百万円） － －

普通株式に係る当期純利益（百万円） 5,887 2,502

普通株式の期中平均株式数（株） 24,582,546 24,582,466

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後

１株当たり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 　 1,440個

２　１株当たり純資産額の算定上の基礎  

項目
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）

当連結会計年度
（自　平成20年３月16日
至　平成21年３月15日）

純資産の合計額（百万円） 81,081 82,831

純資産の合計額から控除する金額（百万円） 56 65

　（うち新株予約権） (56) (65)

普通株式に係る期末の純資産額（百万円） 81,025 82,765

１株当たり純資産額の算定に用いられた期末

の普通株式の数（株）
24,582,466 24,582,460

⑩　重要な後発事象

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。

当連結会計年度（自平成20年３月16日　至平成21年３月15日）

 該当事項はありません。
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５．個別財務諸表
(1）貸借対照表

  
前事業年度

（平成20年３月15日）
当事業年度

（平成21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   18,517   20,405  

２　売掛金   1,072   1,319  

３　商品   16,933   16,398  

４　貯蔵品   6   15  

５　前払費用   324   353  

６　未収入金   2,378   2,740  

７　繰延税金資産   613   526  

８　その他   138   79  

流動資産合計   39,984 24.6  41,838 25.5

Ⅱ　固定資産        

１　有形固定資産        

(1）建物 ※1　 59,330   61,981   

減価償却累計額  23,024 36,306  25,204 36,776  

(2）構築物  18,049   18,849   

減価償却累計額  11,687 6,362  12,772 6,076  

(3）車両運搬具  39   39   

減価償却累計額  32 7  35 4  

(4）器具備品  10,235   11,550   

減価償却累計額  7,562 2,672  8,712 2,837  

(5）土地 ※1　  56,463   57,238  

(6）建設仮勘定   2,333   1,410  

有形固定資産合計   104,145 64.0  104,343 63.5

２　無形固定資産        

(1）借地権 ※1　  3,902   3,961  

(2）ソフトウェア   219   1,451  

(3）電話加入権   36   37  

(4）その他   42   43  

無形固定資産合計   4,201 2.6  5,494 3.3
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前事業年度

（平成20年３月15日）
当事業年度

（平成21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
（％）

３　投資その他の資産        

(1）投資有価証券   235   193  

（2）関係会社株式   1,310   1,310  

(3）出資金   22   22  

(4）長期前払費用   1,081   1,052  

（5）関係会社長期貸付金   504   448  

(6）差入敷金保証金   8,097   8,116  

(7）繰延税金資産   3,160   1,423  

(8）その他   9   13  

 　 貸倒引当金   △23   －  

投資その他の資産合計   14,397 8.8  12,580 7.7

固定資産合計   122,744 75.4  122,418 74.5

資産合計   162,728 100.0  164,256 100.0

        

（負債の部）        

Ⅰ　流動負債        

１　買掛金   33,770   35,328  

２　短期借入金 ※1　  2,947   1,947  

３　１年内返済予定長期借入
金

※1　  12,041   12,179  

４　未払金   2,559   1,835  

５　未払費用   1,444   1,454  

６　未払法人税等   2,493   1,180  

７　未払消費税等   473   414  

８　賞与引当金   780   800  

９　預り金   79   57  

10　前受収益   60   66  

11　その他   73   3  

流動負債合計   56,724 34.8  55,265 33.6
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前事業年度

（平成20年３月15日）
当事業年度

（平成21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
（％）

Ⅱ　固定負債        

１　長期借入金 ※1　  21,184   21,785  

２　退職給付引当金   3,034   3,404  

３　役員退職慰労引当金   334   372  

４　長期預り保証金   329   567  

固定負債合計   24,882 15.3  26,129 15.9

負債合計   81,607 50.1  81,395 49.5

        

（純資産の部）        

Ⅰ　株主資本        

１　資本金   13,001 8.0  13,001 7.9

２　資本剰余金        

(1）資本準備金  14,882   14,882   

資本剰余金合計   14,882 9.1  14,882 9.0

３　利益剰余金        

(1）利益準備金  1,158   1,158   

(2）その他利益剰余金        

別途積立金  44,500   49,700   

圧縮積立金  17   25   

特別償却準備金  0   －   

繰越利益剰余金  7,492   4,039   

利益剰余金合計   53,169 32.7  54,924 33.5

４　自己株式   △3 △0.0  △3 △0.0

株主資本合計   81,049 49.8  82,804 50.4

Ⅱ　評価・換算差額等        

１　その他有価証券評価差額
金

  15   △9  

２　繰延ヘッジ損益   0   0  

評価・換算差額等合計   15 0.0  △9 △0.0

Ⅲ　新株予約権   56 0.1  65 0.1

純資産合計   81,121 49.9  82,861 50.5

負債純資産合計   162,728 100.0  164,256 100.0
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(2）損益計算書

  
前事業年度

（自　平成19年３月16日
至　平成20年３月15日）

当事業年度
（自　平成20年３月16日
至　平成21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
（％）

Ⅰ　売上高   216,853 100.0  225,890 100.0

Ⅱ　売上原価        

１　商品期首棚卸高  15,935   16,933   

２　当期商品仕入高  170,329   178,029   

合計  186,264   194,962   

３　商品期末棚卸高  16,933 169,331 78.1 16,398 178,564 79.0

売上総利益   47,522 21.9  47,326 21.0

Ⅲ　販売費及び一般管理費        

１　広告宣伝費  2,764   3,030   

２　給料手当  15,511   16,035   

３　賞与引当金繰入額  780   800   

３　退職給付費用  22   456   

４　役員退職慰労引当金繰入
額

 72   38   

５　法定福利費  1,832   1,926   

６　水道光熱費  1,950   2,153   

７　消耗品費  1,167   1,205   

８　租税公課  983   966   

９　減価償却費  4,639   5,161   

10　賃借料  4,375   4,734   

11　その他  3,002 37,101 17.1 3,164 39,671 17.6

営業利益   10,420 4.8  7,654 3.4

Ⅳ　営業外収益        

１　受取利息  42   52   

２　受取配当金  3   3   

３　受取協賛金  188   162   

４　受取手数料  264   394   

５　受取賃貸料  329   397   

６　補助金収入  81   34   

７　保険料返戻金　  ―   135   

８　その他  25 935 0.4 34 1,214 0.5
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前事業年度

（自　平成19年３月16日
至　平成20年３月15日）

当事業年度
（自　平成20年３月16日
至　平成21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
（％）

Ⅴ　営業外費用        

１　支払利息  462   481   

２　支払手数料  76   151   

３　賃貸原価  92   115   

４　その他  157 789 0.3 72 821 0.3

経常利益   10,567 4.9  8,047 3.6

Ⅵ　特別利益        

１　固定資産売却益 ※1　 1   16   

２　その他  24 26 0.0 － 16 0.0

Ⅶ　特別損失        

１　固定資産売却損 ※2　 0   －   

２　固定資産除却損 ※3　 6   8   

３　式典費用  37   －   

４　減損損失 ※4　 292   399   

５　その他  8 345 0.2 － 408 0.2

税引前当期純利益   10,248 4.7  7,655 3.4

法人税、住民税及び事業
税

 4,465   3,322   

法人税等調整額  △143 4,321 2.0 1,840 5,163 2.3

当期純利益   5,926 2.7  2,492 1.1
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(3）株主資本等変動計算書

 　前事業年度（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

別途積立金の積立て     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

別途積立金の積立て     －

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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 　当事業年度（自　平成20年３月16日　至　平成21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

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

別途積立金の積立て     5,200   △5,200   －

特別償却準備金の取崩       △0 0   －

圧縮積立金の増加額　      7  △7   －

当期純利益        2,492 2,492  2,492

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）

－ － － － 5,200 7 △0 △3,452 1,755 △0 1,755

平成21年３月15日　残高
（百万円）

13,001 14,882 14,882 1,158 49,700 25 － 4,039 54,924 △3 82,804

 

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

事業年度中の変動額      

剰余金の配当     △737

自己株式の取得     △0

別途積立金の積立て     －

特別償却準備金の取崩     －

圧縮積立金の増加額　     －

当期純利益     2,492

株主資本以外の項目の事業年度中
の変動額（純額）

△24 △0 △24 9 △15

事業年度中の変動額合計
（百万円）

△24 △0 △24 9 1,739

平成21年３月15日　残高
（百万円）

△9 0 △9 65 82,861
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継続企業の前提に重要な疑義を抱かせる事象又は状況

前事業年度（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。

当事業年度（自　平成20年３月16日　至　平成21年３月15日）

　該当事項はありません。
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重要な会計方針

項目
前事業年度

（自　平成19年３月16日
至　平成20年３月15日）

当事業年度
（自　平成20年３月16日
至　平成21年３月15日）

１　有価証券の評価基準及び

評価方法

(1）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）

(1）その他有価証券

時価のあるもの

同左

 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

 (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　棚卸資産の評価基準及び

評価方法

(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

(1）商品

同左

 (2）貯蔵品

最終仕入原価法

(2）貯蔵品

同左

３　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。

(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

　　　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。

　　　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。

 　　（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％に到達した事業年度の翌事業

年度より、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、減価償却費に含めて計

上しております。

　これにより営業利益、経常利益及

び税金前当期純利益がそれぞれ44百

万円減少しております。　

 (2）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。

(2）無形固定資産

同左

　

㈱カワチ薬品（2664）平成 21 年３月期決算短信

－ 35 －



項目
前事業年度

（自　平成19年３月16日
至　平成20年３月15日）

当事業年度
（自　平成20年３月16日
至　平成21年３月15日）

 (3）長期前払費用

定額法

(3）長期前払費用

　　同左

４　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

 (2）賞与引当金

従業員の賞与金の支払に備えて、賞

与支給見込額の当期負担額を計上し

ております。

(2）賞与引当金

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、当期

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

  (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) 役員退職慰労引当金

　同左

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　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

 (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

 (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

㈱カワチ薬品（2664）平成 21 年３月期決算短信

－ 36 －



項目
前事業年度

（自　平成19年３月16日
至　平成20年３月15日）

当事業年度
（自　平成20年３月16日
至　平成21年３月15日）

 (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

７　その他財務諸表作成のた

めの重要な事項

　　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。

　　消費税等の会計処理

同左

追加情報

前事業年度
（自　平成19年３月16日
至　平成20年３月15日）

当事業年度
（自　平成20年３月16日
至　平成21年３月15日）

　（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

（貸借対照表関係）

前事業年度
（平成20年３月15日）

当事業年度
（平成21年３月15日）

※１　担保に供している資産 ※１　担保に供している資産

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

建物  　10,573百万円

土地  　36,626百万円

計  　47,199百万円

（同上に対する債務） （同上に対する債務）

短期借入金  2,947百万円

１年内返済予定

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

短期借入金  　1,947百万円

１年内返済予定

長期借入金

 
　11,679百万円

長期借入金  　21,285百万円

計  　34,911百万円

（損益計算書関係）

前事業年度
（自　平成19年３月16日

至　平成20年３月15日）

当事業年度
（自　平成20年３月16日
至　平成21年３月15日）

※１　固定資産売却益の内訳は次のとおりであります。 ※１　固定資産売却益の内訳は次のとおりであります。

土地 1百万円 土地 　16百万円

※２　固定資産売却損の内訳は次のとおりであります。 ※２　──────

車両運搬具 0百万円

※３　固定資産除却損の内訳は次のとおりであります。 ※３　固定資産除却損の内訳は次のとおりであります。

構築物 0百万円

器具備品 5百万円

建物 　0百万円

構築物　 0百万円

器具備品 7百万円

※４　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。

※４　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 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。正味売却可能価額は路線価及び

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。

用途 場所 種類 金額

営業 埼玉県他 建物 　286百万円

店舗  土地 　9百万円

  構築物　 29百万円

  
差入敷金

保証金　
15百万円

  借地権 　57百万円

  その他　 0百万円

  計 　399百万円

 　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。減損は閉鎖が決定した店舗及び収益回

復が見込めない店舗について、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

（399百万円）として特別損失に計上いたしました。

　その内訳は建物286百万円、土地9百万円、構築物29百

万円、差入敷金保証金15百万円、借地権57百万円、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。正味売却可能価額は路線価及び

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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（株主資本等変動計算書関係）

前事業年度（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。

当事業年度（自　平成20年３月16日　至　平成21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 954 6 ― 960

合計 954 6 ― 960

（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。

㈱カワチ薬品（2664）平成 21 年３月期決算短信

－ 39 －



①　税効果会計関係

前事業年度
（自　平成19年３月16日
至　平成20年３月15日）

当事業年度
（自　平成20年３月16日
至　平成21年３月15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)流動資産

　　 繰延税金資産

 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)流動資産

　　 繰延税金資産

 賞与引当金 315百万円

 商品券に係る預り金 26百万円

 法定福利費 68百万円

 未払事業税 201百万円

 未払事業所税 23百万円

 繰延税金資産合計 634百万円

  繰延税金負債

 商品券見積原価 △20百万円

 繰延税金負債合計 △20百万円

 繰延税金資産の純額 613百万円

 賞与引当金 323百万円

 商品券に係る預り金 12百万円

 法定福利費 64百万円

 未払事業税 112百万円

 未払事業所税 23百万円

 繰延税金資産合計 536百万円

  繰延税金負債

 商品券見積原価 △9百万円

 繰延税金負債合計 △9百万円

 繰延税金資産の純額 526百万円

　(2)固定資産

　　　繰延税金資産

 退職給付引当金 1,225百万円

 役員退職慰労引当金 134百万円

 減損損失 1,745百万円

 その他 125百万円

 繰延税金資産合計 3,231百万円

 　　 繰延税金負債

 土地圧縮積立金 △12百万円

 その他有価証券評価差額金 △10百万円

 差入敷金保証金 △47百万円

その他 △0百万円

 繰延税金負債合計 △70百万円

 繰延税金資産の純額 3,160百万円

　(2)固定資産

　　　繰延税金資産

 退職給付引当金 1,375百万円

 役員退職慰労引当金 150百万円

 その他有価証券評価差額金 6百万円

 減損損失 1,820百万円

 その他 134百万円

 繰延税金資産小計　 3,487百万円

 評価性引当額 △1,980百万円

 繰延税金資産合計 1,506百万円

 　　 繰延税金負債

 土地圧縮積立金 △17百万円

 差入敷金保証金 △65百万円

その他 △0百万円

 繰延税金負債合計 △82百万円

 繰延税金資産の純額 1,423百万円

 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百分の五以下であるため

注記を省略しております。

 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項目別の内訳 

　法定実効税率  　 40.4％

　（調整）   

　　住民税の均等割  　 2.5％

　　評価性引当金の増加  　25.9％

　　税額控除  　△1.5％　

　　その他  　 0.1％

　税効果会計適用後の

　法人税等の負担率
 　 67.4％　
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