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第一部【企業情報】

第１【企業の概況】

１【主要な経営指標等の推移】

(1）連結経営指標等

回次 第37期 第38期 第39期 第40期 第41期

決算年月 平成16年３月 平成17年３月 平成18年３月 平成19年３月 平成20年３月

売上高 (百万円) － － － － 224,653

経常利益 (百万円) － － － － 10,611

当期純利益 (百万円) － － － － 5,887

純資産額 (百万円) － － － 75,941 81,081

総資産額 (百万円) － － － 159,542 164,462

１株当たり純資産額 (円) － － － 3,088.30 3,296.05

１株当たり当期純利益金額 (円) － － － － 239.48

潜在株式調整後

１株当たり当期純利益金額
(円) － － － － －

自己資本比率 (％) － － － 47.6 49.3

自己資本利益率 (％) － － － － 7.5

株価収益率 (倍) － － － － 9.9

営業活動による

キャッシュ・フロー
(百万円) － － － － 9,984

投資活動による

キャッシュ・フロー
(百万円) － － － － △8,247

財務活動による

キャッシュ・フロー
(百万円) － － － － △2,156

現金及び現金同等物の

期末残高
(百万円) － － － － 19,341

従業員数 (名) － － － 1,863 1,950

（外、パートタイマー

及び嘱託）
(名) (－) (－) (－) (2,792) (3,036)

　（注）１　売上高には消費税等は含まれておりません。

　　　　２　第40期より連結財務諸表を作成しているため、それ以前については記載しておりません。

　　　　３　第40期は、期末日が連結子会社のみなし取得日となるため、連結損益計算書及び連結キャッシュ・フロー計算書は

作成しておりません。したがって、売上高、利益及びキャッシュ・フローに係る数値は、記載しておりません。

４　第40期より「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。

５　第41期の潜在株式調整後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。

EDINET提出書類

株式会社カワチ薬品(E03356)

有価証券報告書

 2/84



(2）提出会社の経営指標等

回次 第37期 第38期 第39期 第40期 第41期

決算年月 平成16年３月 平成17年３月 平成18年３月 平成19年３月 平成20年３月

売上高 (百万円) 180,519 193,860 200,161 207,337 216,853

経常利益 (百万円) 11,377 12,644 11,198 9,713 10,567

当期純利益 (百万円) 6,057 7,191 4,153 5,483 5,926

資本金 (百万円) 12,855 12,857 12,980 13,001 13,001

発行済株式総数 (株) 12,250,460 24,502,920 24,569,820 24,583,420 24,583,420

純資産額 (百万円) 60,655 67,319 71,085 75,941 81,121

総資産額 (百万円) 134,058 143,792 146,601 157,922 162,728

１株当たり純資産額 (円) 4,945.38 2,744.40 2,891.08 3,088.30 3,297.68

１株当たり配当額 (円) 40.00 25.0 25.0 30.0 30.00

（内１株当たり

中間配当額）
(円) (－) (－) (－) (－) (－)

１株当たり当期純利益金額 (円) 488.45 290.45 167.12 223.11 241.08

潜在株式調整後

１株当たり当期純利益金額
(円) 488.20 289.87 166.70 223.09 －

自己資本比率 (％) 45.3 46.8 48.5 48.1 49.8

自己資本利益率 (％) 10.5 11.2 6.0 7.5 7.5

株価収益率 (倍) 17.8 16.1 27.2 14.5 9.9

配当性向 (％) 8.2 8.6 15.0 13.4 12.4

営業活動による

キャッシュ・フロー
(百万円) 12,526 13,554 9,304 10,599 －

投資活動による

キャッシュ・フロー
(百万円) △11,607 △10,119 △10,585 △8,675 －

財務活動による

キャッシュ・フロー
(百万円) △3,985 △1,079 △1,592 2,325 －

現金及び現金同等物の

期末残高
(百万円) 15,368 17,726 14,852 19,102 －

従業員数 (名) 1,370 1,544 1,686 1,793 1,875

（外、パートタイマー

及び嘱託）
(名) (1,924) (2,164) (2,312) (2,664) (2,934)

　（注）１　当社は、３月16日から翌年３月15日までの12ヶ月間を１事業年度としております。

　      ２　売上高には消費税等は含まれておりません。

３　第38期の１株当たり配当額25円には特別配当５円を含んでおります。
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４　平成16年４月30日付で１株につき２株の割合で株式分割を行っております。

５　平成16年４月30日付をもって１株につき２株の割合で株式分割を行っており、平成16年３月15日現在の株価

は権利落ち後の株価となっております。なお、第37期の潜在株式調整後１株当たり当期純利益の算出のもと

となる平均株価及び株価収益率の算出のもととなる期末日における株価につきましては、権利落ち後の株価

に分割割合を乗じて調整しております。

６　第40期より「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。

７　第40期より連結財務諸表を作成しておりますが、連結貸借対照表のみの作成となっており、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

金同等物の期末残高は、第41期より記載しておりません。

８　第41期の潜在株式調整後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。

９　従業員数は正社員数であり、（　）内にパートタイマー及び嘱託（８時間換算、年間平均雇用人員）を外数で

記載しております。なお、従業員数は、就業人員数を記載しております。
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２【沿革】

　当社の創業者である河内良三郎は、昭和35年７月栃木県栃木市に医薬品等の小売業を目的として「河内薬品」を創

業いたしました。

　昭和42年４月「有限会社　河内薬品」（代表取締役　河内良三郎、資本金　1,000千円）を設立し法人組織といたしまし

た。

　会社設立後の沿革は次のとおりであります。

年月 事項

昭和42年４月 有限会社　河内薬品を設立。

昭和55年７月 株式会社カワチ薬品に改組。（資本金　2,200万円　保有店舗数12店舗）

昭和57年３月 本店を現在の栃木県小山市に移転。

昭和59年10月 栃木県宇都宮市の三の沢店に当社初のPOS（販売時点情報管理システム）レジを導入。

昭和61年４月 プライベートブランド商品の開発及び販売を開始。

昭和61年10月 埼玉県久喜市に久喜店を設置。埼玉県への出店開始。

平成元年７月 栃木県宇都宮市の川俣店を増床し、売場面積300坪型ドラッグストアを設置。

平成元年11月 群馬県伊勢崎市に伊勢崎店を設置。群馬県への出店開始。

平成２年12月 全店POS（販売時点情報管理システム）化計画を開始。

平成４年１月 福島県福島市に鎌田店を設置。福島県への出店開始。

平成４年４月 仙台市青葉区に南吉成店を設置。宮城県への出店開始。

平成４年10月 茨城県日立市の田尻店を増床し、売場面積400坪型のメガ・ドラッグストアを設置。

平成６年３月 EOS（電子発注システム）を導入。

平成７年４月 福島県白河市に売場面積700坪型のメガ・ドラッグストア、白河店を設置。

平成８年10月 茨城県日立市の田尻店に初の調剤薬局を併設。調剤事業を開始。

平成11年８月 群馬県富岡市に、調剤薬局を組み入れた売場面積1,000坪型のメガ・ドラッグストア、富岡店を設

置。

平成12年４月 矢板南店（栃木県矢板市）が、福祉用具貸与事業所に指定され事業開始。

平成12年６月 千葉県千葉市におゆみ野店を設置。千葉県への出店開始。

平成12年９月 店頭売買有価証券として日本証券業協会（現ジャスダック証券取引所）へ登録。

平成12年11月 山形県山形市に山形南店を設置。山形県への出店開始。

平成13年５月 株式会社サンドラッグと業務提携に関する覚書を締結。

平成14年７月 岩手県盛岡市に盛岡みたけ店を設置。岩手県への出店開始。

平成14年11月 新潟県長岡市に長岡店を設置。新潟県への出店開始。

平成14年12月 東京証券取引所市場第一部へ上場。

平成15年６月 長野県佐久市に佐久平店を設置。長野県への出店開始。

平成17年８月 東京都多摩市に多摩ニュータウン店を設置。東京都への出店開始。

平成18年12月 茨城県に本社を置く株式会社倉持薬局を完全子会社化。

平成19年２月 静岡県静岡市に清水鳥坂店を設置。静岡県への出店開始。

平成20年２月 山梨県甲府市に小瀬店を設置。山梨県への出店開始。

EDINET提出書類

株式会社カワチ薬品(E03356)

有価証券報告書

 5/84



３【事業の内容】

　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。

(1）主要取扱商品

商品区分 主要品目

医薬品
風邪薬、胃腸薬、各種ビタミン剤、目薬、外傷薬、介護用品、調剤に係る収入、調剤技術

に係る収入

化粧品 基礎化粧品、メイク化粧品、男性化粧品

雑貨 洗剤、トイレットペーパー、ペット用品、紙オムツ、粉ミルク

一般食品 加工食品、日配品、菓子、飲料、酒

(2）店舗の特長

　当社グループは、主に郊外型の店舗を出店しており、売場面積400坪以上をメガ・ドラッグストアと定義し、売場面

積400坪～1,000坪のメガ・ドラッグストアを中心に展開しております。また、車社会に対応した広い駐車場を店舗の

前面に構え、一台あたりの駐車スペースも広くとっております。店舗形態はワンフロアとなっており、前面の駐車場

から地続きになっていることで、段差もなく直接店内に入ることができるバリアフリー型になっております。その

店内は、非常に明るく、クリンリネスを徹底することで、お客様が快適にお買い物ができるように配慮し、さらに、

ファーマーシー・モア（お客様の健康で快適な生活を実現する）というコンセプトのもと、商品を豊富に幅広い構

成で揃え、シンプルなレイアウトと広い通路をとることにより、商品を見つけやすく分かりやすいよう配置してお

ります。

　また、医薬分業に対応した、よりお客様の利便性を考えた、調剤薬局併設型メガ・ドラッグストア（インストア型

も含む）の店舗展開も積極的に行っております。
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４【関係会社の状況】

(1）連結子会社

名称 住所
資本金
（百万円）

主要な事業の内容
議決権の所有割合

（％）
関係内容

 株式会社倉持薬局  茨城県坂東市 50

医薬品、化粧品、日

用雑貨、一般食品

の販売

100
役員の兼任あり。

貸付金あり。

５【従業員の状況】

(1）連結会社の状況

　 （平成20年３月15日現在）

事業の種類別セグメントの名称 従業員数（名）

 全社 1,950 (3,036)

合計 1,950 (3,036)

　（注）１　従業員数は就業人員であり、（　）内にパートタイマー及び嘱託（８時間換算、年間平均雇用人員）を外数で記

載しております。

２　当社グループは、特定のセグメントに区分できないため、全従業員数を全社として記載しております。

(2）提出会社の状況

　 （平成20年３月15日現在）

従業員数（名） 平均年齢（歳） 平均勤続年数（年） 平均年間給与（円）

1,875（2,934） 29.5 7.1 4,880,878

　（注）１　従業員数は就業人員であり、（　）内にパートタイマー及び嘱託（８時間換算、年間平均雇用人員）を外数で記

載しております。

２　平均年間給与は、賞与及び基準外賃金を含んでおります。

(3）労働組合の状況

　労働組合は結成されておりませんが、労使関係は円満に推移しております。
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第２【事業の状況】

１【業績等の概要】

　当連結会計年度は連結損益計算書の作成初年度であるため、(1)業績及び(2)キャッシュ・フローの状況については、前

年同期との比較分析は行っておりません。

(1）業績

　当連結会計年度におけるわが国経済は、新興国向けを中心とした好調な輸出に支えられてまいりましたが、米国

の景気後退や円高の影響及び原油高、原材料高等の影響から、企業収益は減少に転じたことにより設備投資も減少

し、景気減速が懸念される状況となりました。個人消費においては、薄型テレビ、家庭用ゲーム機等の家電販売及び

旅行や携帯電話通信料などの嗜好関連やサービス消費関連等では堅調に推移しましたが、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、定率減税の廃止や原油高、原材料高の影響から、生活に身

近なガソリン、食料品などを中心とする商品の物価上昇基調が高まってきたことにより、消費者心理は悪化傾向と

なるなど、回復に至らない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、新規出店の加速に伴い競争が激化し、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を図る一方、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、群馬県、茨城県、千葉県に各２

店舗、岩手県、山形県、宮城県、福島県、栃木県、新潟県に各１店舗、新規地区への出店として山梨県に１店舗、計13店

舗を出店いたしました。また、調剤薬局を栃木県に２件既存店舗に併設いたしました。なお、茨城県にある単独の調

剤薬局１件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、当連結会計年度の売上高は2,246億53百万円となりました。利益につきましては、営業利益104億43百

万円、経常利益106億11百万円、当期純利益につきましては、58億87百万円となりました。

　次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

低迷や円高の進行、原材料高に伴う輸出の減速等により、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、景気減速感が強まるものと予想されます。個人消費においては、食料品や日用雑貨等の生活に関わる基礎

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、原油価格の高騰、原材料価格の上昇による商品価格の値

上げ等により物価上昇率が高まることへの懸念から、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の対策として、本格的な高齢化社会の到来

によって健康志向が高まりを見せる中、健康に関心のある団塊世代に向け品揃えを強化するなど、引き続き差別化

をねらった医薬品及び化粧品の専門性強化策を進め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、商勢圏拡大のためのドミナント化を図るべく、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、及びエリア拡大のための新規地区への出店として神奈

川県に１店舗の出店を計画しております。その他新潟県、茨城県において各１店舗の増床及び宮城県、栃木県にお

いては調剤薬局を各１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、茨城県２店舗、宮城県、埼玉県各１店舗の主に小型店

計４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。

(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、193億41百万円となりました。

（営業活動によるキャッシュ・フロー）

　営業活動の結果得られた資金は、99億84百万円となりました。これは主に税金等調整前当期純利益が103億40百万

円あったものの、棚卸資産の増加が９億95百万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、82億47百万円となりました。これは主に新規出店13店舗に係る有形固定資産の

取得等に68億67百万円、差入敷金保証金の差入等に13億57百万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）

　財務活動の結果使用した資金は、21億56百万円となりました。これは主に、長期借入金による収入が110億79百万

円あったものの、長期借入金の返済に136億97百万円、配当金の支払に７億37百万円支出したことによるものであ

ります。
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２【仕入及び販売の状況】

  当連結会計年度より連結財務諸表を作成しているため、(1)仕入実績及び(2)販売実績については、前年同期比を記載

しておりません。

    (1）仕入実績

区分 金額（百万円）

医薬品 25,319

化粧品 13,269

雑貨 56,056

一般食品 82,077

合計 176,721

　（注）１　上記金額には、消費税等は含まれておりません。

２　複数の事業を有しておりませんので主要品目別区分により記載しております。

(2）販売実績

(a）地区別売上高

所在地 店舗数（店） 売上高（百万円）

東北地方 41 54,082

関東地方 130 162,162

信越・東海地方 9 8,408

合計 180 224,653

　（注）　上記金額には、消費税等は含まれておりません。

(b）商品別売上高

区分 金額（百万円）

医薬品 37,440

化粧品 18,088

雑貨 69,225

一般食品 99,898

合計 224,653

　（注）１　上記金額には、消費税等は含まれておりません。

２　複数の事業を有しておりませんので主要品目別区分により記載しております。

３　主な相手先別の販売実績及び当該販売実績の総販売実績に対する割合

当社グループは一部掛売りによる販売も行っておりますが、一般消費者に対する店頭販売がほとんどであり

ます。
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３【対処すべき課題】

　当社グループにおいて、競争が激化する中、個店強化が重要な課題であると認識しております。個店ごとに戦える店

長の更なるレベルアップが重要であると考えており、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。

　地球環境への配慮の観点から、当連結会計年度に省エネルギーへの取組みとして54店舗で省エネルギー対策を実施

いたしましたが、今後も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、エコバッグ利用の

推進に取り組んでまいります。

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、有価証券報告書提出日（平成20年６月11日）現在において判断したも

のであります。

５【経営上の重要な契約等】

　該当事項はありません。

６【研究開発活動】

　該当事項はありません。
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７【財政状態及び経営成績の分析】

(1）重要な会計方針及び見積り

　当社グループの連結財務諸表は、我が国において一般的に公正妥当と認められている会計基準に基づき作成され

ております。この連結財務諸表の作成にあたり、将来発生する事象に対し見積り及び仮定設定を行わなければなり

ません。当社グループは、投資、法人税に対応する繰延税金資産、退職金等に対して継続して評価を行っております。

これらの見積りについては過去の実績を勘案し、合理的に判断しておりますが、見積り特有の不確実性があるため、

実際の結果と異なる場合があります。

(2）財政状態及び経営成績の分析

①財政状態の分析

 当連結会計年度末の総資産は、1,644億62百万円（前期1,595億42百万円）で前期比49億20百万円増加しましたが、

そのうち流動資産は、418億43百万円（同405億９百万円）で前期比13億33百万円の増加し、固定資産は1,226億19百

万円（同1,190億32百万円）で前期比35億86百万円の増加となりました。また、当連結会計年度末の負債合計は、833

億80百万円（同836億１百万円）で前期比2億20百万円減少しましたが、そのうち流動負債は、582億71百万円（同

556億99百万円）で前期比25億71百万円の増加し、固定負債は251億９百万円（同279億１百万円）で前期比27億91

百万円の減少となりました。

　　　当連結会計年度末の純資産は、810億81百万円、自己資本比率は49.3％となり、１株当たり純資産は3,296円５銭となり

ました。

②経営成績の分析

　当連結会計年度の売上高は、2,246億53百万円となりました。その内訳は、医薬品部門が374億40百万円、化粧品部門

が180億88百万円、雑貨部門が692億25百万円、食品部門が998億98百万円となりました。

　売上総利益は、489億22百万円、売上総利益率は21.8％となりました。

　販売費及び一般管理費は、出店数増加による人件費の増加、賃借料の増加により384億78百万円、売上高販管費比率

は17.2％となりました。

　営業利益は、104億43百万円、営業利益率は4.6％となりました。

　経常利益は、106億11百万円、経常利益率は4.7％となりました。

　当期純利益は、58億87百万円、当期純利益率は2.6％となりました。その結果、１株当たり当期純利益は、239円48銭と

なりました。

　　なお、当連結会計年度は連結損益計算書の作成初年度であるため、前年同期との比較分析は行っておりません。

　

　キャッシュ・フローの状況につきましては、「１業績等の概要」に記載しております。
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第３【設備の状況】

１【設備投資等の概要】

　当連結会計年度における設備投資の総額は86億22百万円であります。その主なものは、新規出店13店舗によるもので

あります。
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２【主要な設備の状況】

 　　当社グループにおける主要な設備は、次のとおりであります。

(1）提出会社

事業所名
売場面積
（㎡）

建物及び構築物
（百万円）

有形固定資
産その他
（百万円）

土地
その他の資産
（百万円）

合計
（百万円）

従業員数
（人）面積（㎡）

帳簿価額
（百万円）

店舗

岩手県 7,902 712 63
(14,755)

20,741
285 547 1,609 31

宮城県 38,211 4,114 235
(121,415)

166,482
3,445 1,258 9,054 167

山形県 15,190 1,724 88
(62,728)

73,468
615 223 2,652 56

福島県 45,058 5,110 237
(151,644)

216,197
9,082 1,523 15,954 198

茨城県 83,072 9,283 561
(222,786)

364,298
14,251 2,239 26,335 407

栃木県 70,641 7,984 447
(216,079)

338,943
11,677 2,847 22,957 424

群馬県 40,540 4,025 297
(94,314)

173,994
7,088 971 12,383 170

埼玉県 20,656 2,778 220
(64,570)

89,196
3,617 1,047 7,664 126

千葉県 26,518 3,089 260
(63,997)

88,765
2,616 1,020 6,986 117

東京都 2,686 348 32
(14,876)

14,876
－ 333 714 12

神奈川県 － － －
(14,145)

14,145
－ 261 261 2

新潟県 11,288 1,286 62
(44,687)

51,177
364 181 1,895 48

長野県 5,539 694 24
(30,031)

30,031
－ 195 914 19

静岡県 2,107 365 36
(8,267)

9,036
63 49 514 10

山梨県 2,189 418 53
(15,702)

15,829
0 69 541 12

店舗小計 371,602 41,936 2,621
(1,140,003)

1,667,186
53,109 12,773 110,441 1,799

その他

本部 － 213 56
(11)

12,610
461 4 734 76

倉庫 － 3 0
(396)

943
28 0 31 －

社員寮 － 62 0
(－)

861
95 － 158 －

その他 － 453 1

[46,862]

(15,642)

46,862

1,750 163 2,368 －

開発物件 － － －
(42,641)

70,829
1,019 140 1,159 －

その他小
計

0 732 58
[46,862]
(58,692)
132,108

3,353 308 4,452 76

合計 371,602 42,669 2,679

[46,862]

(1,198,696)

1,799,296

56,463 13,081 114,894 1,875

　（注）１　上記の金額には消費税等は含まれておりません。

２　金額は帳簿価額であり、建設仮勘定は含まれておりません。
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３　事業所名の「その他」の「その他」には、賃貸土地、遊休地が含まれております。

４　「有形固定資産その他」は車両運搬具及び器具備品であります。

５　土地面積のうち（　）内の数字は賃借中のものを内数で表示しております。

６　土地面積のうち［　］内の数字は賃貸中のものを内数で表示しております。

７　「その他の資産」は借地権、長期前払費用、差入敷金保証金であります。

８　従業員数には、嘱託及びパートタイマーは含まれておりません。

(2）国内子会社

会社名
事業所名
（所在地）

売場面積
（㎡）

建物及び
構築物
（百万円）

有形固定資
産その他
（百万円）

 土地 その他の資
産

（百万円）

合計
（百万円）

従業員数
（人）面積（㎡）

 帳簿価額
（百万円）

 株式会社

倉持薬局

 店舗

 茨城県 8,445 366 43
28,020

(27,220)
52 357 819 60

 栃木県 1,112 4 3
4,415

　(4,415)
― 34 41 4

店舗小計 9,557 371 46
32,435

　(31,635)
52 391 861 64

 その他  本部 ― ― ―
1,560

　(1,188)
21 ― 21 11

 合計 9,557 371 46
33,996

　(32,824)
73 391 882 75

　（注）　１　上記の金額には消費税等は含まれておりません。

 　　　　 ２　金額は帳簿価額であり、建設仮勘定は含まれておりません。

 　　　　 ３　「有形固定資産その他」は車両運搬具及び器具備品であります。

          ４　土地面積のうち（　）内の数字は賃借中のものを内数で表示しております。

　        ５　「その他の資産」は借地権、長期前払費用、差入敷金保証金であります。

          ６　従業員数には、嘱託及びパートタイマーは含まれておりません。

(3）在外子会社

該当事項はありません。

３【設備の新設、除却等の計画】

(1）重要な設備の新設等

　平成20年３月15日現在における設備計画の主なものは次のとおりであります。

所在地 店舗数 設備の内容
投資予定額（百万円）

資金調達方
法

着手・着手予定
年月

完了予定年月
増加予定面積
（㎡）

総額 既支払額

東北地区 3  店舗新設 1,264 96
 自己資金

及び借入金
 平成20年４月  平成20年8月 7,517

関東地区他 8 店舗新設 4,354 1,246
 自己資金

及び借入金
 平成19年９月  平成20年４月 23,666

合計 11 － 5,619 1,343 － － － 31,183

　（注）１　上記金額には、消費税等は含まれておりません。

２　投資予定額は、土地、借地権、建物、構築物、器具備品、差入敷金保証金及び長期前払費用等であります。

３　着手・着手予定年月は、造成工事がある場合は造成着工予定年月、造成工事がない場合は建設着工予定年月、

建物が賃借の場合は建物引渡予定年月としております。なお、当該年月は、所在地に複数の店舗があるため、

着手・着手予定年月については、当該店舗のうち着手年月が最も早い店舗のものを、完了予定年月について

は、最も遅い店舗のものを記載しております。

４　増加予定面積は、建築面積を示しております。

(2）重要な設備の除却等

　該当事項はありません。
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第４【提出会社の状況】

１【株式等の状況】

（１）【株式の総数等】

①【株式の総数】

種類 発行可能株式総数（株）

普通株式 52,000,000

計 52,000,000

②【発行済株式】

種類
事業年度末現在発行数（株）
（平成20年３月15日）

提出日現在発行数（株）
（平成20年６月11日）

上場金融商品取引所名
又は登録認可金融商品
取引業協会名

内容

普通株式 24,583,420 24,583,420
東京証券取引所

（市場第一部）
－

計 24,583,420 24,583,420 － －

　（注）「提出日現在発行数」欄には、平成20年６月１日からこの有価証券報告書提出日までの新株予約権の行使により

発行された株式数は含まれておりません。
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（２）【新株予約権等の状況】

①　旧商法に基づき発行した新株予約権は、次のとおりです。

株主総会の特別決議日（平成15年６月12日）

　
事業年度末現在

（平成20年３月15日）
提出日の前月末現在
（平成20年５月31日）

新株予約権の数 632個 同左 

新株予約権のうち自己新株予約権の数 － －

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式 同左

新株予約権の目的となる株式の数 126,400株 同左

新株予約権の行使時の払込金額 3,850円 同左

新株予約権の行使期間
平成17年７月１日～

平成20年６月30日
同左

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の

発行価格及び資本組入額

発行価格　　 3,850円

資本組入額　 1,925円
同左

新株予約権の行使の条件

　新株予約権の割り当て

を受けたものは、権利行

使時においても、当社の

取締役、監査役もしくは

従業員の地位にあること

を要す。ただし、定年退職

及びその他正当な理由の

ある場合はこの限りでは

ない。

　その他の条件は、本総会

および新株予約権発行日

の取締役会決議に基づき

当社と新株予約権の割り

当てを受けたものとの間

で締結する「新株予約権

付与契約」で定めるとこ

ろによる。

同左

新株予約権の譲渡に関する事項

新株予約権を譲渡するた

めには、取締役会の承認

を要する。

同左

代用払込みに関する事項  －   －

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項  －   －

　（注）１　払込価額は新株予約権発行後、当社が株式分割または株式併合を行う場合、それぞれの効力発生の時をもって

次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる１円未満の端数は切り上げるものとします。

調整後払込金額 ＝ 調整前払込金額 ×
１

分割（または併合）の比率

２　払込価額は新株予約権発行後、時価を下回る価額で新株の発行（ストックオプションによる権利行使、及び平

成14年４月１日改正前商法に定める転換社債の転換ならびに新株引受権付社債の行使を除く）を行う場合

は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる１円未満の端数は切り上げるものとします。

　 　 　 　
既発行株式数 ＋

新規発行株式数×１株当たり払込金額

調整後払込金額 ＝ 調整前払込金額 ×
１株当たりの時価

既発行株式数＋新規発行株式数

３　平成16年１月９日開催の当社取締役会の決議に基づき、平成16年４月30日付をもって普通株式１株を２株に

分割したことにより、「新株予約権の目的となる株式の数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新

株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。

４　資本組入額は、払込金額の２分の１を基礎として算出した金額であります。

また、払込金額の調整が行われた場合の資本組入額は調整後の払込金額の２分の１とします。

なお、計算の結果、１円未満の端数が生じた場合は、その端数を切り上げた額とします。

５　平成15年６月12日開催の定時株主総会の特別決議により、当初、当社の取締役５名、監査役２名及び従業員39
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名に対し100,000株（分割調整後200,000株）付与しましたが、平成20年５月31日現在、取締役３名、監査役１

名、顧問１名及び従業員28名に対し126,400株となっております。

 ②　会社法に基づき発行した新株予約権は、次のとおりです。

株主総会決議日（平成18年６月８日）

　
事業年度末現在

（平成20年３月15日）
提出日の前月末現在
（平成20年５月31日）

新株予約権の数 435個 同左 

新株予約権のうち自己新株予約権の数 － －

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式 同左

新株予約権の目的となる株式の数 43,500株 同左

新株予約権の行使時の払込金額 3,996円 同左

新株予約権の行使期間
平成20年７月１日～

平成23年６月30日
同左

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の

発行価格及び資本組入額

発行価格　　 3,996円

資本組入額　 1,998円
同左

新株予約権の行使の条件

　新株予約権の割り当て

を受けたものは、権利行

使時においても、当社の

取締役、監査役もしくは

従業員の地位にあること

を要す。ただし、定年退職

及びその他正当な理由の

ある場合はこの限りでは

ない。

　その他の条件は、本総会

および新株予約権発行日

の取締役会決議に基づき

当社と新株予約権の割り

当てを受けたものとの間

で締結する「新株予約権

付与契約」で定めるとこ

ろによる。

同左

新株予約権の譲渡に関する事項

新株予約権を譲渡するた

めには、取締役会の承認

を要する。

同左

代用払込みに関する事項  －   －

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項   －   －

　（注）１　新株予約権発行日の属する月の前月各日（取引が成立しない日を除く）の東京証券取引所における当社普通

株式の普通取引の終値の平均値に1.05を乗じた金額とし、１円未満の端数は切り上げる。ただし、その価額が

新株予約権発行日の終値（取引が成立しない場合はそれに先立つ直近日の終値）を下回る場合は、新株予約

権発行日の終値とする。　

なお、新株予約権発行後、当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により払込金額を調整し、調

整により生じる１円未満の端数は切り上げるものとする。

調整後払込金額 ＝ 調整前払込金額 ×
１

分割（または併合）の比率

また、新株予約権発行後、時価を下回る価額で新株の発行（新株予約権及び新株引受権の行使の場合を除

く）を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生じる１円未満の端数は切り上げる。

　 　 　 　
既発行株式数 ＋

新規発行株式数×１株当たり払込金額

調整後払込金額 ＝ 調整前払込金額 ×
新規発行前の１株当たりの株価

既発行株式数＋新規発行株式数

２　平成18年６月８日開催の定時株主総会の特別決議により、当社の取締役４名及び監査役３名に対し43,500株

を付与しております。
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株主総会の特別決議日（平成18年６月８日）

　
事業年度末現在

（平成20年３月15日）
提出日の前月末現在
（平成20年５月31日）

新株予約権の数 1,035個  同左

新株予約権のうち自己新株予約権の数 － －

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式 同左

新株予約権の目的となる株式の数 103,500株 同左 

新株予約権の行使時の払込金額 3,996円 同左

新株予約権の行使期間
平成20年７月１日～

平成23年６月30日
同左

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の

発行価格及び資本組入額

発行価格　　 3,996円

資本組入額　 1,998円
同左

新株予約権の行使の条件

　新株予約権の割り当て

を受けたものは、権利行

使時においても、当社の

取締役、監査役もしくは

従業員の地位にあること

を要す。ただし、定年退職

及びその他正当な理由の

ある場合はこの限りでは

ない。

　その他の条件は、本総会

および新株予約権発行日

の取締役会決議に基づき

当社と新株予約権の割り

当てを受けたものとの間

で締結する「新株予約権

付与契約」で定めるとこ

ろによる。

同左

新株予約権の譲渡に関する事項

新株予約権を譲渡するた

めには、取締役会の承認

を要する。

同左

代用払込みに関する事項  －   －

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項   －   －

（注）１　新株予約権発行日の属する月の前月各日（取引が成立しない日を除く）の東京証券取引所における当社普通

株式の普通取引の終値の平均値に1.05を乗じた金額とし、１円未満の端数は切り上げる。ただし、その価額が

新株予約権発行日の終値（取引が成立しない場合はそれに先立つ直近日の終値）を下回る場合は、新株予約

権発行日の終値とする。

なお、新株予約権発行後、当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により払込金額を調整し、調

整により生じる１円未満の端数は切り上げるものとする。

調整後払込金額 ＝ 調整前払込金額 ×
１

分割（または併合）の比率

また、新株予約権発行後、時価を下回る価額で新株の発行（新株予約権及び新株引受権の行使の場合を除

く）を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生じる１円未満の端数は切り上げる。

　 　 　 　
既発行株式数 ＋

新規発行株式数×１株当たり払込金額

調整後払込金額 ＝ 調整前払込金額 ×
新規発行前の１株当たりの株価

既発行株式数＋新規発行株式数

 　　　　２　平成18年６月８日開催の定時株主総会の特別決議により、当初、当社の従業員61名に対し106,500株付与しました

が、平成20年５月31日現在、２名の退職により、従業員59名に対し103,500株となっております。

（３）【ライツプランの内容】

 　　　　該当事項はありません。
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（４）【発行済株式総数、資本金等の推移】

年月日
発行済株式総
数増減数
（株）

発行済株式総
数残高（株）

資本金増減額
（百万円）

資本金残高
（百万円）

資本準備金増
減額
（百万円）

資本準備金残
高（百万円）

平成15年３月16日～

平成16年３月15日

（注）１

2,400 12,250,460 4 12,855 4 14,736

平成16年３月16日～

平成17年３月15日

（注）２，３

12,252,460 24,502,920 2 12,857 2 14,738

平成17年３月16日～

平成18年３月15日

（注）４

66,900 24,569,820 122 12,980 122 14,860

平成18年３月16日～

平成19年３月15日

 （注）５

13,600 24,583,420 21 13,001 21 14,882

平成19年３月16日～

平成20年３月15日

 

－ 24,583,420 － 13,001 － 14,882

　（注）１　新株引受権の行使による増加　発行株式数　2,400株　資本金　 4百万円　資本準備金　 4百万円

２　新株引受権の行使による増加　発行株式数　2,000株　資本金　 2百万円　資本準備金　 2百万円

３　平成16年４月30日付をもって、１株を２株に株式分割し、発行済株式総数が12,250,460株増加しております。

４　新株引受権の行使による増加　発行株式数　 6,500株　資本金　　6百万円　資本準備金　　6百万円

新株予約権の行使による増加　発行株式数　60,400株　資本金　116百万円　資本準備金　116百万円

５　新株引受権の行使による増加　発行株式数　 5,400株　資本金　  5百万円　資本準備金　  5百万円

 新株予約権の行使による増加　発行株式数   8,200株　資本金　 15百万円　資本準備金　 15百万円
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（５）【所有者別状況】

　 （平成20年３月15日現在）

区分

株式の状況（１単元の株式数100株）
単元未満株
式の状況
（株）

政府及び地
方公共団体

金融機関
金融商品取
引業者

その他の法
人

外国法人等
個人その他 計

個人以外 個人

株主数（人） － 49 29 109 160 2 7,368 7,717 －

所有株式数

（単元）
－ 61,226 860 28,344 49,679 16 105,700 245,825 920

所有株式数の

割合（％）
－ 24.91 0.35 11.53 20.21 0.00 43.00 100 －

　（注）自己株式954株は「個人その他」に９単元、「単元未満株式の状況」に54株含まれております。

（６）【大株主の状況】

　 （平成20年３月15日現在）

氏名又は名称 住所
所有株式数
（千株）

発行済株式総数に
対する所有株式数
の割合（％）

財団法人河内奨学財団 栃木県小山市大字卒島1293番地 2,600 10.57

河内　伸二 栃木県栃木市 2,426 9.87

河内　博子 栃木県栃木市 2,305 9.37

河内　一真 栃木県栃木市 2,287 9.30

日本マスタートラスト信託銀

行㈱信託口
東京都港区浜松町二丁目11番３号 1,458 5.93

日本トラスティ・サービス信

託銀行㈱信託口
東京都中央区晴海一丁目８番11号 1,388 5.64

河内　タカ 栃木県栃木市 909 3.69

ステートストリートバンクア

ンドトラストカンパニー

505019（常任代理人㈱みずほ

コーポレート銀行兜町証券決

済業務室）

AIB　INTERNATIONAL　CENTRE　P.O.　BOX

　518　IFSC　DUBLIN，IRELAND

 （東京都中央区日本橋兜町６番７号）

462 1.88

日本トラスティ・サービス信

託銀行㈱信託口4
東京都中央区晴海一丁目８番11号 409 1.66

ノーザントラストカンパニー

（エーブイエフシー）サブア

カウントアメリカンクライア

ント（常任代理人香港上海銀

行東京支店）

 50 BANK　STREET　CANARY　WHART　

LONDON　E14　5NT　UK

 (東京都中央区日本橋３丁目11番１号)

378 1.53

計 － 14,626 59.50

 (注)前事業年度末現在主要株主でなかった財団法人河内奨学財団は、当事業年度末では主要株主となっております。
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（７）【議決権の状況】

①【発行済株式】

　 （平成20年３月15日現在）

区分 株式数（株） 議決権の数（個） 内容

無議決権株式 － － －

議決権制限株式（自己株式等） － － －

議決権制限株式（その他） － － －

完全議決権株式（自己株式等）
（自己保有株式）

普通株式　　　900
－ －

完全議決権株式（その他）
普通株式

24,581,600
245,816 －

単元未満株式 普通株式　　　920 － －

発行済株式総数 24,583,420 － －

総株主の議決権 － 245,816 －

　

②【自己株式等】

　 （平成20年３月15日現在）

所有者の氏名又
は名称

所有者の住所
自己名義所有株
式数（株）

他人名義所有株
式数（株）

所有株式数の合
計（株）

発行済株式総数に
対する所有株式数
の割合（％）

（自己保有株式）
　     

株式会社カワチ薬

品

栃木県小山市大字

卒島1293番地
900 － 900 0.00

計 － 900 － 900 0.00

（８）【ストックオプション制度の内容】

①　当社は、新株予約権方式によるストックオプション制度を採用しております。当該制度は、旧商法及び会社法に

基づき新株予約権を発行する方法によるものであります。

（平成15年６月12日定時株主総会決議）

  旧商法に基づき、平成15年６月12日第36回定時株主総会終結時に在任する取締役、監査役及び同日に在籍する従

業員に対して特に有利な条件をもって新株予約権を発行することを平成15年６月12日の定時株主総会において特

別決議されたものであります。

決議年月日 平成15年６月12日

付与対象者の区分及び人数 当社の取締役５名、監査役２名及び従業員39名

新株予約権の目的となる株式の種類 (2）「新株予約権等の状況」に記載しております。

株式の数（株） 同上

新株予約権の行使時の払込金額（円） 同上

新株予約権の行使期間 同上

新株予約権の行使の条件 同上

新株予約権の譲渡に関する事項 同上

代用払込みに関する事項 －

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事

項
－

（平成18年６月８日定時株主総会決議）

　会社法に基づき、平成18年６月８日第39回定時株主総会終結時に在任する取締役及び監査役に対して新株予約権
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に関する報酬として平成18年６月８日の定時株主総会において決議されたものであります。

決議年月日 平成18年６月８日

付与対象者の区分及び人数 当社の取締役４名及び監査役３名

新株予約権の目的となる株式の種類 (2）「新株予約権等の状況」に記載しております。

株式の数（株） 同上

新株予約権の行使時の払込金額（円） 同上

新株予約権の行使期間 同上

新株予約権の行使の条件 同上

新株予約権の譲渡に関する事項 同上

代用払込みに関する事項 －

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事

項
－

（平成18年６月８日定時株主総会決議）

　会社法に基づき、平成18年６月８日第39回定時株主総会終結時に在籍する従業員に対して特に有利な条件をもっ

て新株予約権を発行することを平成18年６月８日の定時株主総会において特別決議されたものであります。

決議年月日 平成18年６月８日

付与対象者の区分及び人数 当社の従業員61名

新株予約権の目的となる株式の種類 (2）「新株予約権等の状況」に記載しております。

株式の数（株） 同上

新株予約権の行使時の払込金額（円） 同上

新株予約権の行使期間 同上

新株予約権の行使の条件 同上

新株予約権の譲渡に関する事項 同上

代用払込みに関する事項 －

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事

項
－
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２【自己株式の取得等の状況】

【株式の種類等】　会社法第155条第７号に該当する普通株式の取得

（１）【株主総会決議による取得の状況】

 該当事項はありません。

（２）【取締役会決議による取得の状況】

 該当事項はありません。 

（３）【株主総会決議又は取締役会決議に基づかないものの内容】

区分 株式数（株） 価額の総額（円）

当事業年度における取得自己株式 103 295,480

当期間における取得自己株式 ― ―

 (注)当期間における取得自己株式には、平成20年６月１日からこの有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取りに

よる株式は含まれておりません。

（４）【取得自己株式の処理状況及び保有状況】

区分

当事業年度 当期間

株式数（株）
処分価額の総額
（円）

株式数（株）
処分価額の総額
（円）

引き受ける者の募集を行った取得自己株式 ― ― ― ―

消却の処分を行った取得自己株式 ― ― ― ―

合併、株式交換、会社分割に係る移転を行った取得

自己株式
― ― ― ―

その他 ― ― ― ―

保有自己株式数 954 ― 954 ―

３【配当政策】

　当社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。

　    また、当社は、期末配当の年１回の剰余金の配当を行うことを基本方針としており、その決定機関は、株主総会であり

ます。

　当事業年度につきましては、上記方針に基づき、１株につき普通配当30円とすることを決定いたしました。

  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。

 当社は、取締役会の決議によって、毎年９月15日の最終の株主名簿に記載または記録された株主または登録株式質

権者に対し、会社法第454条第５項に定める剰余金の配当をすることができる旨を定款に定めております。

 なお、当事業年度に係る剰余金の配当は以下のとおりであります。

決議年月日 配当金の総額（百万円） １株当たり配当額（円）

 平成20年６月10日　定時株主総会決議 737 30
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４【株価の推移】

（１）【最近５年間の事業年度別最高・最低株価】

回次 第37期 第38期 第39期 第40期 第41期

決算年月 平成16年３月 平成17年３月 平成18年３月 平成19年３月 平成20年３月

最高（円）
8,840

※4,550
5,600 5,300 4,800 3,860

最低（円）
6,300

※4,080
3,920 4,050 3,060 2,270

　（注）１　株価は東京証券取引所市場第一部におけるものであります。

２　※印は、株式分割による権利落後の株価であります。

（２）【最近６箇月間の月別最高・最低株価】

月別 平成19年10月 11月 12月 平成20年１月 ２月 ３月

最高（円） 3,330 3,220 3,160 3,030 3,180 2,745

最低（円） 2,820 2,760 2,815 2,270 2,675 2,180

　（注）１　株価は東京証券取引所市場第一部におけるものであります。

２　月別の最高・最低株価は、暦月で表示しております。
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５【役員の状況】

役名 職名 氏名 生年月日 略歴 任期
所有株式数
（千株）

代表取締役

社長
　 河内　伸二 昭和32年３月31日生

昭和56年４月 三共㈱入社

（注）2 2,426

昭和58年５月 ㈱カワチ薬品入社

平成元年３月 当社簗瀬店店長

平成３年５月 当社取締役川俣店店長

平成５年10月 当社取締役人材開発部長

平成11年６月 当社専務取締役人材開発部長

平成12年３月 当社専務取締役経営企画室長

平成14年６月 当社代表取締役社長（現任）

取締役 店舗開発部長 北橋　透 昭和25年３月６日生

昭和47年１月 栃木トヨペット㈱入社

（注）

2
43

昭和49年２月 ㈲河内薬品入社

平成３年３月 当社宇都宮東ブロック長

平成５年６月 当社取締役東北ブロック長

平成８年５月 当社取締役宇都宮西ブロック

長

平成11年３月 当社取締役商品部長兼宇都宮

東、宇都宮西ブロック長

平成14年６月 当社取締役第一商品部長

平成15年３月 当社取締役店舗運営部長

平成17年４月 当社取締役店舗企画部長

平成19年４月 当社取締役店舗開発部長（現

任）

取締役 営業統括部長 室井　善一 昭和33年６月28日生

昭和52年４月 ㈱三環薬品入社

（注）

2
3

昭和55年４月 ㈲河内薬品入社

平成11年６月 当社群馬、埼玉ブロック長

平成12年６月 当社取締役営業部長兼群馬、埼

玉ブロック長

平成14年６月 当社取締役第二商品部長

平成15年３月 当社取締役商品部長

平成17年４月 当社取締役営業統括部長兼商

品部長

平成19年４月 当社取締役営業統括部長（現

任）

取締役  管理本部長 浅野　雅晴 昭和31年４月16日生

昭和57年４月 ㈲紅珠薬品入社

（注）

2
6

昭和63年７月 ㈱カワチ薬品入社

平成12年３月 当社人材開発部長

平成12年６月 当社取締役人材開発部長

平成14年６月 当社取締役管理部長

平成17年４月 当社取締役（管理部管掌）

平成19年４月 当社取締役管理本部長（現

任）

常勤監査役 　 片柳　章 昭和29年10月29日生

昭和48年３月 ㈲河内薬品入社

（注）

3
1

平成10年10月 当社営業課長

平成11年６月 当社内部監査室長

平成13年６月 当社常勤監査役（現任）

監査役 　 佐藤　祐次 昭和27年11月20日生

平成２年10月 オプココンサルタンツ㈱設立

代表取締役（現任）
（注）

3
0

平成12年６月 当社監査役（現任）

監査役 　 澤田　利夫 昭和６年12月１日生

昭和44年４月 澤田総合法律事務所所長（現

任）
（注）

3
1

平成12年６月 当社監査役（現任）

　 　 　 　 計 　 2,484

　（注）１　監査役佐藤祐次及び澤田利夫は、会社法第２条第16号に定める社外監査役であります。

　　　　２　平成19年６月11日開催の定時株主総会の終結の時から２年間

　３　平成20年６月10日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
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６【コーポレート・ガバナンスの状況】

　コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方

　当社は、常にお客様をはじめステークホルダー並びに社会に信頼される企業をめざし、継続的に企業価値を高めて

いくために、適正なコーポレート・ガバナンスの確立が経営の重点課題と認識しております。

　また、経営の迅速な意思決定が重要との認識のもと、取締役の人数を最小限に抑えることが必要との考えから、取

締役８名を上限に取締役会を構成し、円滑な運営を行っております。

　なお、監査役設置会社として、社外監査役２名を含む３名体制で監査役会を構成し、会計監査人との連携を図りな

がら、経営の透明性、健全性、合理性についての監査機能の充実を図っております。

(1）会社の機関の内容及び内部統制システムの整備の状況等

①会社の機関の内容及び内部統制システムの整備状況

　当社は社外取締役を選任しておりませんが、取締役会は経営の基本方針、法令で定められた事項やその他経営

に関する重要事項の決定並びに業務執行状況の監督を行っております。定例の取締役会を原則月１回以上開催

するほか、必要に応じて臨時取締役会を開催しております。

　当社は、監査役制度を採用しており、社外監査役２名を含む３名で監査役会を構成しております。監査役は、取

締役会のほか、重要な会議に出席し取締役の職務執行についての監視を行っております。なお、社外監査役であ

る澤田利夫氏は、澤田総合法律事務所所長であり、当社は同事務所に所属している同氏の長男である弁護士澤

田雄二氏と顧問契約及び内部通報制度の外部窓口の委嘱契約を締結しております。

　会計監査については、東陽監査法人に委嘱しており、当社は適正な監査実施の実現に向けた環境づくりに努め

ております。当事業年度において業務を執行した公認会計士の氏名、監査業務に係る補助者の構成は、次のとお

りであります。

指定社員　業務執行社員：中野敦夫、奥山広道

会計監査業務に係る補助者の構成：公認会計士７名、会計士補等１名、その他２名

②内部監査及び監査役の監査状況

　内部監査については、内部監査人２名に加え必要に応じ監査担当者を選任し実施しております。

　監査役監査は、定時株主総会後の監査役会で決定した監査方針に基づき実施し、原則月１回開催する監査役会

で監査結果について報告・意見交換を図り、その結果を定期的に取締役会に報告しております。加えて監査役

は、取締役会及びその他重要な会議に出席するほか、稟議書その他業務執行に関する重要な文書を閲覧し、必要

に応じて取締役、従業員にその説明を求めております。また、監査役は内部監査人と共同監査、意見交換を実施

する等、双方の監査が効率的、且つ実効性が上がるように努めております。

　また、監査役は会計監査人が適正な監査が実施できるように、適宜、会計監査人と監査の状況、会社の対応状況

等について情報交換を行っております。

③リスク管理体制の整備状況

　当社は、各部署においてその有するリスクの洗い出しを行っており、リスクを顕在化させない仕組み作り並び

に顕在化した場合に対処する仕組み作りに取り組んでおります。

　また、企業が存立を継続するためにはコンプライアンスの徹底が必要不可欠であるとの認識のもと、平成17年

12月よりコンプライアンス体制の確立、浸透、定着という目的を達成するために取締役、内部監査人、外部弁護

士を委員とするコンプライアンス委員会を設置しております。なお、監査役は、オブザーバーとして委員会に出

席しております。更に通報先を外部弁護士とし、通報者の保護を徹底した内部通報制度を導入しております。

(2）役員報酬の内容

　取締役の年間報酬総額　　　　 176百万円

　監査役の年間報酬総額　　　　　32百万円

(3）監査報酬の内容

　公認会計士法（昭和23年法律第103号）第２条第１項に規定する業務に基づく報酬　　19百万円

　（注）　上記以外の業務に基づく報酬はございません。

      (4) 取締役の定数

　　　　　　当社の取締役は、10名以内とする旨定款に定めております。

　　　(5) 取締役の選任の決議要件

　　　　　当社は、取締役の選任について、議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席

し、その議決権の過半数をもって選任する旨定款に定めております。

　　　(6) 株主総会の特別決議要件

　　　　　　当社は、会社法第309条第２項に定める株主総会の特別決議要件について、議決権を行使することができる株主の議

決権の３分の１以上を有する株主が出席し、その議決権の３分の２以上をもって行う旨定款に定めておりま

す。これは、株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うことを目

的とするものであります。
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　　　(7) 株主総会決議事項を取締役会で決議することができることとした事項

 　　　①自己の株式の取得

　当社は、会社法第165条第２項の規定により、取締役会の決議をもって、自己の株式を取得することができる

旨を定款に定めております。これは、経営環境の変化に対応した機動的な資本政策の遂行を可能とするため、

市場取引等により自己の株式を取得することを目的とするものであります。

　　　②中間配当

当社は、中間配当について、取締役会の決議によって、毎年９月15日を基準日として中間配当をすることが

できる旨を定款に定めております。これは、株主への機動的な利益還元を行うことを目的とするものでありま

す。
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第５【経理の状況】

１　連結財務諸表及び財務諸表の作成方法について

(1）当社の連結財務諸表は、「連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和51年大蔵省令第28号。以

下「連結財務諸表規則」という。）に基づいて作成しております。

　なお、前連結会計年度（平成18年３月16日から平成19年３月15日まで）は、改正前の連結財務諸表規則に基づき、

当連結会計年度（平成19年３月16日から平成20年３月15日まで）は、改正後の連結財務諸表規則に基づいて作成し

ております。

(2）当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和38年大蔵省令第59号。以下「財

務諸表等規則」という。）に基づいて作成しております。

　なお、前事業年度（平成18年３月16日から平成19年３月15日まで）は、改正前の財務諸表等規則に基づき、当事業

年度（平成19年３月16日から平成20年３月15日まで）は、改正後の財務諸表等規則に基づいて作成しております。

(3）前連結会計年度（平成18年３月16日から平成19年３月15日まで）は、期末日を連結子会社のみなし取得日として

いるため、前連結会計年度は貸借対照表のみを連結しており、連結損益計算書、連結株主資本等変動計算書及び連結

キャッシュ・フロー計算書については、作成しておりません。

２　監査証明について

　当社は、証券取引法第193条の２の規定に基づき、前連結会計年度（平成18年３月16日から平成19年３月15日まで）

の連結財務諸表及び前事業年度（平成18年３月16日から平成19年３月15日まで）の財務諸表について、並びに、金融

商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、当連結会計年度（平成19年３月16日から平成20年３月15日まで）の

連結財務諸表及び当事業年度（平成19年３月16日から平成20年３月15日まで）の財務諸表について、東陽監査法人に

より監査を受けております。
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１【連結財務諸表等】

（１）【連結財務諸表】

①【連結貸借対照表】

　 　
前連結会計年度

（平成19年３月15日）
当連結会計年度

（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
（％）

（資産の部） 　       

Ⅰ　流動資産 　       

１．現金及び預金 　  19,828   19,414  

２．売掛金 　  775   1,099  

３．棚卸資産 　  16,803   17,798  

４．繰延税金資産 　  569   631  

５．その他 　  2,535   2,899  

　貸倒引当金 　  △1   －  

流動資産合計 　  40,509 25.4  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 74,867   78,040   

減価償却累計額 　 31,795 43,072  35,000 43,040  

(2）土地 ※１  54,588   56,536  

(3）建設仮勘定 　  1,507   2,366  

(4) その他 　 9,656   10,506   

　　減価償却累計額 　 6,916 2,740  7,779 2,726  

有形固定資産合計 　  101,907 63.9  104,670 63.7

２．無形固定資産 　       

（1）のれん 　  928   743  

(2）その他  ※１  4,260   4,218  

無形固定資産合計 　  5,188 3.2  4,961 3.0

３．投資その他の資産 　       

(1）投資有価証券 　  308   239  

 （2）繰延税金資産 　  3,080   3,180  

(3）その他 　  8,571   9,590  

貸倒引当金 　  △23   △23  

投資その他の資産合計 　  11,935 7.5  12,987 7.9

固定資産合計 　  119,032 74.6  122,619 74.6

資産合計 　  159,542 100.0  164,462 100.0
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前連結会計年度

（平成19年３月15日）
当連結会計年度

（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
（％）

（負債の部） 　       

Ⅰ　流動負債 　       

１．買掛金 　  35,091   34,869  

２．短期借入金 ※１  1,747   2,947  

３．１年以内返済予定長期
借入金

※１  12,025   12,115  

４．未払法人税等 　  2,120   2,602  

５．賞与引当金 　  －   802  

６．その他 　  4,715   4,934  

流動負債合計 　  55,699 34.9  58,271 35.4

Ⅱ　固定負債 　       

１．長期借入金 ※１  24,075   21,366  

２．退職給付引当金 　  3,114   3,072  

３．役員退職慰労引当金 　  374   341  

４．その他 　  336   329  

固定負債合計 　  27,901 17.5  25,109 15.3

負債合計 　  83,601 52.4  83,380 50.7

（純資産の部） 　       

Ⅰ　株主資本 　       

１．資本金 　  13,001 8.1  13,001 7.9

２．資本剰余金 　  14,882 9.3  14,882 9.1

３．利益剰余金 　  47,980 30.1  53,129 32.3

４．自己株式 　  △3 △0.0  △3 △0.0

株主資本合計 　  75,860 47.5  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

　  57   14  

２．繰延ヘッジ損益 　  0   0  

評価・換算差額等合計 　  57 0.1  15 0.0

Ⅲ　新株予約権 　  22 0.0  56 0.0

純資産合計 　  75,941 47.6  81,081 49.3

負債純資産合計 　  159,542 100.0  164,462 100.0
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②【連結損益計算書】

　 　
当連結会計年度

（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
（％）

Ⅰ　売上高 　  224,653 100.0

Ⅱ　売上原価 　  175,730 78.2

売上総利益 　  48,922 21.8

Ⅲ　販売費及び一般管理費 ※１  38,478 17.2

営業利益 　  10,443 4.6

Ⅳ　営業外収益 　    

１．受取利息 　 34   

２．受取配当金 　 3   

３．受取賃貸料 　 329   

４．受取手数料 　 278   

５．受取協賛金 　 188   

６．補助金収入 　 81   

７．その他 　 44 960 0.4

Ⅴ　営業外費用 　    

１．支払利息 　 466   

２．支払手数料 　 76   

３．賃貸原価 　 92   

４．その他 　 158 793 0.3

経常利益 　  10,611 4.7

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 　 40 76 0.0

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 ※５ 292   

５．その他 　 10 347 0.2

税金等調整前当期純利益 　  10,340 4.5

法人税、住民税及び事業税 　 4,586   

法人税等調整額 　 △133 4,452 1.9

当期純利益 　  5,887 2.6
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③【連結株主資本等変動計算書】

当連結会計年度（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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④【連結キャッシュ・フロー計算書】

　 　
当連結会計年度

（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）

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

２　減価償却費 　 4,691

３　減損損失 　 292

４　のれん償却額 　 185

５　固定資産除却損 　 6

６　貸倒引当金の減少額 　 △1

７　賞与引当金の増加額 　 783

８　退職給付引当金の減少額 　 △42

９　役員退職慰労引当金の減少
額 

　 △33

10　受取利息及び受取配当金 　 △37

11　支払利息 　 466

12　固定資産売却損益 　 △1

13　その他の損益 　 △31

14　売上債権の増加額 　 △324

15　棚卸資産の増加額 　 △995

16　その他流動資産の減少額 　 64

17　仕入債務の減少額 　 △221

18　その他流動負債の減少額 　 △176

19　その他 　 △399

小計 　 14,565

20　利息及び配当金の受取額 　 4

21　利息の支払額 　 △476

22　法人税等の支払額 　 △4,109

営業活動によるキャッシュ
・フロー

　 9,984
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当連結会計年度

（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）

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

２　有形固定資産の売却による
収入

　 83

３　無形固定資産の取得による
支出  

　 △296

４　投資有価証券の取得による
支出 

　 △2

５　長期前払費用の増加による
支出

　 △100

６　差入敷金保証金の差入によ
る支出

　 △1,357

７　差入敷金保証金の返還によ
る収入

　 265

８　その他投資等の増加による
支出

　 △7

９　その他投資等の減少による
収入

　 37

投資活動によるキャッシュ
・フロー

　 △8,247

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

２　長期借入れによる収入 　 11,079

３　長期借入金の返済による支
出

　 △13,697

４　自己株式の取得による支出 　 △0

５　配当金の支払額 　 △737

財務活動によるキャッシュ
・フロー

　 △2,156

Ⅴ　現金及び現金同等物の増減額
（△減少額）

　 △419

Ⅵ　現金及び現金同等物の期首残
高

　 19,761

Ⅷ　現金及び現金同等物の期末残
高

※　 19,341
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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。

当連結会計年度（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。
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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18年３月16日
至　平成19年３月15日）

当連結会計年度
（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

 　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。

(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18年３月16日
至　平成19年３月15日）

当連結会計年度
（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。

　 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。

　 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18年３月16日
至　平成19年３月15日）

当連結会計年度
（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18年３月16日
至　平成19年３月15日）

当連結会計年度
（自　平成19年３月16日
至　平成20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

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　──────

　

　 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。

ロ　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。

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、要求払現金及び取得日から

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

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）

当連結会計年度
（自　平成19年３月16日
至　平成20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。

 ──────

　

 ──────

　

 (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19年３月15日）

当連結会計年度
（平成20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 　 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

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） （同上に対する債務）

短期借入金 　 1,747百万円

１年内返済予定

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

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

（連結損益計算書関係）

当連結会計年度
（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 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

 ※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
 ※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
　 　 借地権 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。
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（連結株主資本等変動計算書関係）

当連結会計年度（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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（連結キャッシュ・フロー計算書関係）

当連結会計年度
（自　平成19年３月16日 
至　平成20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

（リース取引関係）

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）

当連結会計年度
（自　平成19年３月16日
至　平成20年３月15日）

　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

１　リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当額

及び期末残高相当額

　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

１　リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当額

及び期末残高相当額

　
取得価額相
当額
（百万円）

減価償却累
計額相当額
（百万円）

期末残高相
当額
（百万円）

器具備品 46 17 29

計 46 17 29

　（注）取得価額相当額は、未経過リース料期末残高が有形

固定資産の期末残高等に占める割合が低いため、支払

利子込み法により算定しております。

　
取得価額相
当額
（百万円）

減価償却累
計額相当額
（百万円）

期末残高相
当額
（百万円）

器具備品 51 22 28

計 51 22 28

同左

２　未経過リース料期末残高相当額 ２　未経過リース料期末残高相当額

１年内 　 8百万円

１年超 　 21百万円

合計 　 29百万円

　    （注）未経過リース料期末残高相当額は、未経過リー

ス料期末残高が有形固定資産の期末残高等に占

める割合が低いため、支払利子込み法により算定

しております。

１年内 　 8百万円

１年超 　 19百万円

合計 　 28百万円

同左

　 　

３　支払リース料及び減価償却費相当額 ３　支払リース料及び減価償却費相当額

支払リース料 11百万円

減価償却費相当額 11百万円

支払リース料 8百万円

減価償却費相当額 8百万円

４　減価償却費相当額の算定方法

 リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定

額法によっております。 

４　減価償却費相当額の算定方法

同左
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（有価証券関係）

１．その他有価証券で時価のあるもの

　 種類

前連結会計年度
（平成19年３月15日現在）

当連結会計年度
（平成20年３月15日現在）

取得原価
（百万円）

連結貸借対照表
計上額
（百万円）

差額
（百万円）

取得原価
（百万円）

連結貸借対照表
計上額
（百万円）

差額
（百万円）

連結貸借対照表

計上額が取得原

価を超えるもの

 株式 204 301 96 134 169 34

連結貸借対照表

計上額が取得原

価を超えないも

の

 株式 5 3 △1 76 66 △9

合計 　 210 305 95 211 236 24

２．その他有価証券で時価評価されていないもの

区分

前連結会計年度
（平成19年３月15日現在）

当連結会計年度
（平成20年３月15日現在）

連結貸借対照表計上額（百万円） 連結貸借対照表計上額（百万円）

非上場株式 3 3

合計 3 3

（デリバティブ取引関係）

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　取引の状況に関する事項　 １　取引の状況に関する事項　

(1）取引の内容

当社グループは金利スワップ取引及び金利オプショ

ンを行っております。

(1）取引の内容　

同左　

　

(2）取引に対する取組方針

デリバティブ取引は借入金の金利リスクを回避する

目的にのみ利用しており、投機的な取引は行わない方針

であります。　

(2）取引に対する取組方針

同左　

　

(3）取引の利用目的

借入金の金利変動リスクの回避を目的としてデリバ

ティブ取引を利用しております。　

(3）取引の利用目的

同左

　

(4）取引に係るリスクの内容

この取引の契約先は信用のある国内銀行であるため、

信用リスクはほとんどないと認識しております。

(4）取引に係るリスクの内容

同左　

　

(5）取引に係るリスク管理体制

金利スワップ取引及び金利オプション取引は、借入金

利率の変動予測に基づき、管理本部が取引の実行及び管

理を行っております。

(5）取引に係るリスク管理体制

同左

　

２　取引の時価等に関する事項

該当事項はありません。　

なお、金利スワップ取引及び金利オプション取引を

行っておりますが、いずれもヘッジ会計を適用している

ため、注記の対象から除いております。

２　取引の時価等に関する事項

同左　
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（退職給付関係）

１．採用している退職給付制度の概要

 当社グループは、給付確定型の制度として退職一時金制度を設けております。また、従業員の退職等に際し

て、退職給付会計に準拠した数理計算による退職給付債務の対象とされない割増退職金を支払う場合があり

ます。

２．退職給付債務及びその内訳

　
前連結会計年度

（平成19年３月15日現在）
当連結会計年度

（平成20年３月15日現在）

(1）退職給付債務（百万円） △3,114 △3,072

(2）年金資産（百万円） － －

(3）未積立退職給付債務(1)＋(2)（百万円） △3,114 △3,072

(4）会計基準変更時差異の未処理額

（百万円）
－ －

(5）未認識数理計算上の差異（百万円） － －

(6）未認識過去勤務債務（百万円） － －

(7）連結貸借対照表計上額純額

(3)＋(4)＋(5)＋(6)（百万円）
△3,114 △3,072

(8）前払年金費用（百万円） － －

(9）退職給付引当金(7)－(8)（百万円） △3,114 △3,072

３．退職給付費用の内訳

　
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）退職給付費用（百万円） 406 30

(2）勤務費用（百万円） 327 372

(3）利息費用（百万円） 54 61

(4）期待運用収益（百万円） － －

(5）数理計算上の差異の費用処理額

（百万円）
24 △403

４．退職給付債務等の計算の基礎に関する事項

　
前連結会計年度

（平成19年３月15日現在）
当連結会計年度

（平成20年３月15日現在）

(1）割引率 2.0％ 2.0％

(2）期待運用収益率 － －

(3）退職給付見込額の期間配分方法 期間定額基準 期間定額基準 

(4）過去勤務債務の処理年数 － －

(5）数理計算上の差異の処理年数 １年 １年
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（ストック・オプション等関係）

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．ストック・オプションに係る当連結会計年度における費用計上額及び科目名

 当連結会計年度は、期末日を連結子会社のみなし取得日としているため、連結損益計算書を作成しておりま

せん。なお、提出会社については、販売費及び一般管理費に22百万円計上しております。

２．ストック・オプションの内容、規模及びその変動状況

(1）ストック・オプションの内容

　
平成12年

ストック・オプション
平成14年 

ストック・オプション 
平成15年

ストック・オプション

付与対象者の区分及び数 従業員　135名  取締役６名及び従業員21名
取締役５名、監査役２名及び

従業員39名

ストック・オプション数

（注）

普通株式　　2,440株

 （分割調整後　48,800株）

 普通株式　　72,000株

  （分割調整後　144,000株）

普通株式　　100,000株

 （分割調整後　200,000株）

付与日 平成12年６月９日  平成14年６月13日 平成15年６月12日

権利確定条件

 付与日（平成12年６月９

日）以降、権利確定日（平成

14年６月９日）まで継続し

て勤務していること。

  付与日（平成14年６月13

日）以降、権利確定日（平成

16年６月30日）まで継続し

て勤務していること。

  付与日（平成15年６月12

日）以降、権利確定日（平成

17年６月30日）まで継続し

て勤務していること。

対象勤務期間
 自平成12年６月９日　

　至平成14年６月９日

 自平成14年６月13日　

　至平成16年６月30日

　自平成15年６月12日　

　至平成17年６月30日

権利行使期間
 自平成14年６月10日

　至平成18年６月９日

 自平成16年７月１日

　至平成19年６月30日

　自平成17年７月１日

　至平成20年６月30日

　
平成18年

ストック・オプション
平成18年

ストック・オプション

付与対象者の区分及び数 取締役４名及び監査役３名 従業員　61名

ストック・オプション数

（注）
普通株式　43,500株 普通株式　　106,500株

付与日 平成18年７月31日 平成18年７月31日

権利確定条件

 付与日（平成18年７月31日）以降、権利確

定日（平成20年６月30日）まで継続して勤

務していること。

  付与日（平成18年７月31日）以降、権利

確定日（平成20年６月30日）まで継続して

勤務していること。

対象勤務期間  自平成18年７月31日　至平成20年６月30日  自平成18年７月31日　至平成20年６月30日

権利行使期間  自平成20年７月１日　至平成23年６月30日  自平成20年７月１日　至平成23年６月30日

 （注）株式数に換算して記載しております。
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(2）ストック・オプションの規模及びその変動状況

　当連結会計年度において存在したストック・オプションを対象とし、ストック・オプションの数について

は、株式数に換算して記載しております。

①　ストック・オプションの数

　 　
平成12年 

 ストック・オプ
ション

 平成14年
 ストック・オプ

ション

平成15年 
 ストック・オプ

ション

平成18年
ストック・オプ
ション

平成18年
ストック・オプ
ション

権利確定前 （株） 　 　 　   

前連結会計年度末 　 ―  ―  ― ― ―

付与 　  ―  ―  ― 43,500 106,500

失効 　  ―  ―  ― ― 1,000

権利確定 　  ―  ―  ― ― ―

未確定残 　  ―  ―  ― 43,500 105,500

権利確定後 （株） 　 　 　   

前連結会計年度末 　 15,700 119,000 135,600 ― ―

権利確定 　 ― ― ― ― ―

権利行使 　 5,400 ― 8,200 ― ―

失効 　 10,300 ― 1,000 ― ―

未行使残 　 ― 119,000 126,400 ― ―

②　単価情報

　 　
 平成12年

 ストック・オプ
ション

 平成14年
 ストック・オプ

ション

 平成15年
 ストック・オプ

ション

平成18年
ストック・オプ
ション

平成18年
ストック・オプ
ション

権利行使価格 （円） 2,000 5,219 3,850 3,996 3,996

行使時平均株価 （円） 4,242  ― 3,993 ― ―

公正な評価単価（付与日） （円） 　―  ―  ― 458.3 458.3

３．ストック・オプションの公正な評価単価の見積方法

  当連結会計年度において付与された平成18年ストック・オプションについての公正な評価単価の見積方法

は以下のとおりであります。

 　　　　　①使用した評価技法　　　２項モデル

 　　　　　②主な基礎数値及び見積方法

　 平成18年 平成18年

 原資産価格（注）１ 3,680円　　 3,680円

 権利行使価額（注）２ 4,001円 4,001円 

 ボラティリティ（注）３ 20.50％ 20.50％ 

 無リスク利子率（注）４ 1.48％ 1.48％

 配当利回り（注）５ 0.01％ 0.01％

 行使期間 ３年 ３年

 （注）１　平成18年７月28日の終値

 　　　２　平成18年７月１日から７月28日までの終値の平均値に1.05を乗じた金額を使用しております。

 　　　３　平成18年７月21日を基準としたヒストリカル・ボラティリティを採用しております。

 　　　４　平成18年７月28日時点における直近の５年国債の応募者利回りを採用しております。

 　　　５　一株当たり配当実績25円を原資産価格で除して算出しております。

４．ストック・オプションの権利確定数の見積方法

　基本的には、将来の失効数の合理的な見積は困難であるため、実績の失効数のみ反映させる方法を採用してお

ります。
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当連結会計年度（自　平成19年３月16日　至　平成20年３月15日）

 １．ストック・オプションに係る当連結会計年度における費用計上額及び科目名

 販売費及び一般管理費に33百万円計上しております。

２．ストック・オプションの内容、規模及びその変動状況

(1）ストック・オプションの内容

　
平成14年 

ストック・オプション 
平成15年

ストック・オプション

付与対象者の区分及び数  取締役６名及び従業員21名 取締役５名、監査役２名及び従業員39名

ストック・オプション数

（注）

 普通株式　　72,000株

  （分割調整後　144,000株）

普通株式　　100,000株

 （分割調整後　200,000株）

付与日  平成14年６月13日 平成15年６月12日

権利確定条件

  付与日（平成14年６月13日）以降、権利

確定日（平成16年６月30日）まで継続して

勤務していること。

  付与日（平成15年６月12日）以降、権利

確定日（平成17年６月30日）まで継続して

勤務していること。

対象勤務期間
 自平成14年６月13日　

　至平成16年６月30日

　自平成15年６月12日　

　至平成17年６月30日

権利行使期間
 自平成16年７月１日

　至平成19年６月30日

　自平成17年７月１日

　至平成20年６月30日

　
平成18年

ストック・オプション
平成18年

ストック・オプション

付与対象者の区分及び数 取締役４名及び監査役３名 従業員　61名

ストック・オプション数

（注）
普通株式　43,500株 普通株式　　106,500株

付与日 平成18年７月31日 平成18年７月31日

権利確定条件

 付与日（平成18年７月31日）以降、権利確

定日（平成20年６月30日）まで継続して勤

務していること。

  付与日（平成18年７月31日）以降、権利

確定日（平成20年６月30日）まで継続して

勤務していること。

対象勤務期間
 自平成18年７月31日　

至平成20年６月30日

 自平成18年７月31日　

 至平成20年６月30日

権利行使期間
 自平成20年７月１日　

 至平成23年６月30日

 自平成20年７月１日

 至平成23年６月30日

 （注）株式数に換算して記載しております。
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(2）ストック・オプションの規模及びその変動状況

　当連結会計年度において存在したストック・オプションを対象とし、ストック・オプションの数について

は、株式数に換算して記載しております。

①　ストック・オプションの数

　 　
 平成14年

 ストック・オプ
ション

平成15年 
 ストック・オプ

ション

平成18年
ストック・オプ
ション

平成18年
ストック・オプ
ション

権利確定前 （株） 　 　   

前連結会計年度末 　 ―  ― 43,500 105,500

付与 　 ― ― ― ―

失効 　 ― ― ― 2,000

権利確定 　 ―  ― ― ―

未確定残 　 ― ― 43,500 103,500

権利確定後 （株） 　 　   

前連結会計年度末 　 119,000 126,400 ― ―

権利確定 　 ― ― ― ―

権利行使 　 ― ― ― ―

失効 　 119,000 ― ― ―

未行使残 　 ― 126,400 ― ―

②　単価情報

　 　
 平成14年
 ストック・オ
プション

 平成15年
 ストック・オ
プション

平成18年
ストック・オ
プション

平成18年
ストック・オプ
ション

権利行使価格 （円） 5,219 3,850 3,996 3,996

行使時平均株価 （円） ― ― ― ―

公正な評価単価（付与日） （円） ― ― 458.3 458.3

３．ストック・オプションの公正な評価単価の見積方法

　　　　　　 平成18年ストック・オプションについての公正な評価単価の見積方法は以下のとおりであります。

　　　　　　①使用した評価技法　　　２項モデル

　　　　　　②主な基礎数値及び見積方法

　 平成18年 平成18年

 原資産価格（注）１ 3,680円　　 3,680円

 権利行使価額（注）２ 4,001円 4,001円 

 ボラティリティ（注）３ 20.50％ 20.50％ 

 無リスク利子率（注）４ 1.48％ 1.48％

 配当利回り（注）５ 0.01％ 0.01％

 行使期間 ３年 ３年

 （注）１　平成18年７月28日の終値

 　　　２　平成18年７月１日から７月28日までの終値の平均値に1.05を乗じた金額を使用しております。

 　　　３　平成18年７月21日を基準としたヒストリカル・ボラティリティを採用しております。

 　　　４　平成18年７月28日時点における直近の５年国債の応募者利回りを採用しております。

 　　　５　一株当たり配当実績25円を原資産価格で除して算出しております。

４．ストック・オプションの権利確定数の見積方法

　基本的には、将来の失効数の合理的な見積は困難であるため、実績の失効数のみ反映させる方法を採用してお

ります。
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（税効果会計関係）

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　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  

未払賞与 294百万円

商品券に係る預り金 59百万円

法定福利費 62百万円

未払事業税 182百万円

未払事業所税 20百万円

その他 1百万円

繰延税金資産合計 621百万円

 繰延税金負債 　

商品券見積原価 △47百万円

その他 △4百万円

繰延税金負債合計 △51百万円

繰延税金資産の純額 569百万円

　  

(2）固定資産  

繰延税金資産  

退職給付引当金 1,257百万円

役員退職慰労引当金 151百万円

固定資産償却超過額 66百万円

減損損失 1,657百万円

その他 34百万円

繰延税金資産合計 3,166百万円

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 △39百万円

差入敷金保証金 △34百万円

その他 △1百万円

繰延税金負債合計 △86百万円

繰延税金資産の純額 3,080百万円

(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

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

 　当連結会計年度は、期末日を連結子会社のみなし取得

日としており、連結損益計算書を作成しておりません

ので、記載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）   

　　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％　
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（セグメント情報）

【事業の種類別セグメント情報】

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。 

当連結会計年度（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。 

【所在地別セグメント情報】

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。

当連結会計年度（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。

【海外売上高】

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。 

当連結会計年度（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。 

【関連当事者との取引】

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。

当連結会計年度（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。
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（１株当たり情報）

項目
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 3,088円30銭 3,296円05銭

１株当たり当期純利益金額  ―  239円48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。 

　（注）１　前連結会計年度については、連結損益計算書を作成しておりませんので、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。

２　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
当連結会計年度

（自　平成19年３月16日
至　平成20年３月15日）

当期純利益（百万円） 5,887

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

普通株式の期中平均株式数（株） 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

なお、これらの詳細については、

第４提出会社の状況１株式等の状

況(2)新株予約権等の状況に記載の

とおりであります。

３　１株当たり純資産額の算定上の基礎 　

項目
当連結会計年度

（自　平成19年３月16日
至　平成20年３月15日）

純資産の合計額（百万円） 81,081

純資産の合計額から控除する金額（百万円） 56

　（うち新株予約権） (56)

普通株式に係る期末の純資産額（百万円） 81,025

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

（重要な後発事象）

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。

当連結会計年度（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。
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⑤【連結附属明細表】

【社債明細表】

　該当事項はありません。

【借入金等明細表】

区分
前期末残高
（百万円）

当期末残高
（百万円）

平均利率
（％）

返済期限

短期借入金 1,747 2,947 0.99 －

１年以内に返済予定の長期借入金 12,025 12,115 1.21 －

１年以内に返済予定のリース債務 － － － －

長期借入金（１年以内に返済予定のものを除く） 24,075 21,366 1.3
平成21年～

平成25年

リース債務（１年以内に返済予定のものを除く） － － － 　－

その他の有利子負債 － － － 　－

合計 37,847 36,428 － －

　（注）１　「平均利率」については、期末借入金残高に対する加重平均利率を記載しております。

２　長期借入金（１年以内に返済予定のものを除く）の連結決算日後５年内における返済予定額は次のとおりで

あります。

　
１年超２年以内
（百万円）

２年超３年以内
（百万円）

３年超４年以内
（百万円）

４年超５年以内
（百万円）

長期借入金

（１年以内に返済予定のも

のを除く）

9,331 7,186 3,936 906

（２）【その他】

　該当事項はありません。
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２【財務諸表等】

（１）【財務諸表】

①【貸借対照表】

　 　
前事業年度

（平成19年３月15日）
当事業年度

（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
（％）

（資産の部） 　       

Ⅰ　流動資産 　       

１　現金及び預金 　  19,102   18,517  

２　売掛金 　  751   1,072  

３　商品 　  15,935   16,933  

４　貯蔵品 　  5   6  

５　前払費用 　  254   324  

６　未収入金 　  2,046   2,378  

７　繰延税金資産 　  560   613  

８　その他 　  105   138  

流動資産合計 　  38,761 24.5  39,984 24.6

Ⅱ　固定資産 　       

１　有形固定資産 　       

(1）建物 ※1　 56,752   59,330   

減価償却累計額 　 20,860 35,892  23,024 36,306  

(2）構築物 　 17,370   18,049   

減価償却累計額 　 10,589 6,780  11,687 6,362  

(3）車両運搬具 　 47   39   

減価償却累計額 　 34 13  32 7  

(4）器具備品 　 9,366   10,235   

減価償却累計額 　 6,704 2,661  7,562 2,672  

(5）土地 ※1　  54,514   56,463  

(6）建設仮勘定 　  1,507   2,333  

有形固定資産合計 　  101,369 64.2  104,145 64.0

２　無形固定資産 　       

(1）借地権 ※1　  3,848   3,902  

(2）ソフトウェア 　  318   219  

(3）電話加入権 　  35   36  

(4）その他 　  38   42  

無形固定資産合計 　  4,241 2.7  4,201 2.6
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前事業年度

（平成19年３月15日）
当事業年度

（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
（％）

３　投資その他の資産 　       

(1）投資有価証券 　  302   235  

（2）関係会社株式 　  1,310   1,310  

(3）出資金 　  22   22  

(4）長期前払費用 　  1,110   1,081  

（5）関係会社長期貸付金 　  560   504  

(6）差入敷金保証金 　  7,215   8,097  

(7）繰延税金資産 　  3,041   3,160  

(8）その他 　  9   9  

 　 貸倒引当金 　  △23   △23  

投資その他の資産合計 　  13,549 8.6  14,397 8.8

固定資産合計 　  119,160 75.5  122,744 75.4

資産合計 　  157,922 100.0  162,728 100.0

　 　       

（負債の部） 　       

Ⅰ　流動負債 　       

１　買掛金 　  34,034   33,770  

２　短期借入金 ※1　  1,747   2,947  

３　１年内返済予定長期借入
金

※1　  11,937   12,041  

４　未払金 　  2,058   2,559  

５　未払費用 　  2,027   1,444  

６　未払法人税等 　  2,096   2,493  

７　未払消費税等 　  264   473  

８　賞与引当金 　  －   780  

９　預り金 　  163   79  

10　前受収益 　  52   60  

11　その他 　  0   73  

流動負債合計 　  54,380 34.4  56,724 34.8
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前事業年度

（平成19年３月15日）
当事業年度

（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
（％）

Ⅱ　固定負債 　       

１　長期借入金 ※1　  23,820   21,184  

２　退職給付引当金 　  3,069   3,034  

３　役員退職慰労引当金 　  374   334  

４　長期預り保証金 　  336   329  

固定負債合計 　  27,600 17.5  24,882 15.3

負債合計 　  81,981 51.9  81,607 50.1

　 　       

（純資産の部） 　       

Ⅰ　株主資本 　       

１　資本金 　  13,001 8.2  13,001 8.0

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 9.4  14,882 9.1

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 　 40,000   44,500   

圧縮積立金 　 17   17   

特別償却準備金 　 1   0   

繰越利益剰余金 　 6,802   7,492   

利益剰余金合計 　  47,980 30.4  53,169 32.7

４　自己株式 　  △3 △0.0  △3 △0.0

株主資本合計 　  75,860 48.0  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

　  57   15  

２　繰延ヘッジ損益 　  0   0  

評価・換算差額等合計 　  57 0.1  15 0.0

Ⅲ　新株予約権 　  22 0.0  56 0.1

純資産合計 　  75,941 48.1  81,121 49.9

負債純資産合計 　  157,922 100.0  162,728 100.0
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②【損益計算書】

　 　
前事業年度

（自　平成18年３月16日
至　平成19年３月15日）

当事業年度
（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
（％）

Ⅰ　売上高 　  207,337 100.0  216,853 100.0

Ⅱ　売上原価 　       

１　商品期首棚卸高 　 13,080   15,935   

２　当期商品仕入高 　 165,497   170,329   

合計 　 178,578   186,264   

３　商品期末棚卸高 　 15,935 162,643 78.4 16,933 169,331 78.1

売上総利益 　  44,694 21.6  47,522 21.9

Ⅲ　販売費及び一般管理費 　       

１　広告宣伝費 　 2,579   2,764   

２　給料手当 　 15,154   15,511   

３　賞与引当金繰入額 　 －   780   

３　退職給付費用 　 411   22   

４　役員退職慰労引当金繰入
額

　 48   72   

５　法定福利費 　 1,683   1,832   

６　水道光熱費 　 1,877   1,950   

７　消耗品費 　 1,059   1,167   

８　租税公課 　 896   983   

９　減価償却費 　 4,794   4,639   

10　賃借料 　 4,110   4,375   

11　その他 　 2,487 35,103 17.0 3,002 37,101 17.1

営業利益 　  9,590 4.6  10,420 4.8

Ⅳ　営業外収益 　       

１　受取利息 　 30   42   

２　受取配当金 　 2   3   

３　受取協賛金 　 173   188   

４　受取手数料 　 220   264   

５　受取賃貸料 　 280   329   

６　補助金収入 　 34   81   

７　その他 　 45 787 0.4 25 935 0.4
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前事業年度

（自　平成18年３月16日
至　平成19年３月15日）

当事業年度
（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
（％）

Ⅴ　営業外費用 　       

１　支払利息 　 398   462   

２　支払手数料 　 83   76   

３　賃貸原価 　 76   92   

４　その他 　 105 665 0.3 157 789 0.3

経常利益 　  9,713 4.7  10,567 4.9

Ⅵ　特別利益 　       

１　固定資産売却益 ※1　 10   1   

２　その他 　 － 10 0.0 24 26 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　 203   6   

３　式典費用 　 －   37   

４　減損損失 ※4　 －   292   

５　貸倒引当金繰入額 　 23   －   

６　その他 　 12 240 0.1 8 345 0.2

税引前当期純利益 　  9,483 4.6  10,248 4.7

法人税、住民税及び事業
税

　 4,224   4,465   

法人税等調整額 　 △225 3,999 2.0 △143 4,321 2.0

当期純利益 　  5,483 2.6  5,926 2.7
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③【株主資本等変動計算書】

 　前事業年度（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

利益処分による役員賞
与 （注）

       △54 △54  △54

別途積立金の積立て
（注） 

    3,400   △3,400 －  －

特別償却準備金の取崩
 

      △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

利益処分による役員賞与（注）     △54

別途積立金の積立て（注）     －

特別償却準備金の取崩     －

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。

 　当事業年度（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
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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

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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④【キャッシュ・フロー計算書】

　 　
前事業年度 

（自　平成18年３月16日 
至　平成19年３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

　  

１　税引前当期純利益 　 9,483

２　減価償却費 　 4,825

３　固定資産除却損 　 203

４　貸倒引当金の増加額 　 23

５　退職給付引当金の増加額 　 347

６　役員退職慰労引当金の増
加額

　 48

７　受取利息及び配当金 　 △32

８　支払利息 　 398

９　固定資産売却益 　 △10

10　その他の損益 　 △90

11　売上債権の増加額 　 △322

12　棚卸資産の増加額 　 △2,854

13　前払費用の減少額 　 23

14　未収入金の増加額 　 △303

15　その他流動資産の増加額 　 △104

16　仕入債務の増加額 　 3,488

17　未払金の増加額 　 168

18　未払消費税等の増加額 　 58

19　未払費用の増加額 　 133

20　預り金の減少額 　 △241

21　前受収益の増加額 　 15

22　その他流動負債の増加額 　 0

23　その他固定負債の増加額 　 70

24　役員賞与の支払額 　 △54

25　その他 　 △26

小計 　 15,248
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前事業年度 

（自　平成18年３月16日 
至　平成19年３月15日） 

区分
注記
番号

金額（百万円） 

26　利息及び配当金の受取額 　 3

27　利息の支払額 　 △413

28　法人税等の支払額 　 △4,238

営業活動によるキャッ
シュ・フロー

　 10,599

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

　 △6,451

２　有形固定資産の売却によ
る収入

　 84

３　無形固定資産の取得によ
る支出

　 △148

４　投資有価証券取得等によ
る支出 

　 △1,310

５　貸付による支出 　 △562

６　貸付金の回収による収入
 

　 1

７　長期前払費用の増加によ
る支出

　 △53

８　差入敷金保証金の差入に
よる支出

　 △474

９　差入敷金保証金の返還に
よる収入

　 239

投資活動によるキャッ
シュ・フロー

　 △8,675

Ⅲ　財務活動によるキャッシュ
・フロー

　  

 １　短期借入の純増加額 　 300

２　長期借入による収入 　 18,600

３　長期借入金の返済による
支出

　 △16,002

４　株式の発行による収入 　 42

５　配当金の支払額 　 △614

財務活動によるキャッ
シュ・フロー

　 2,325

Ⅳ　現金及び現金同等物の増加
額（△減少額）

　 4,249

Ⅴ　現金及び現金同等物の期首
残高

　 14,852

Ⅵ　現金及び現金同等物の期末
残高

※　 19,102
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（継続企業の前提に重要な疑義を抱かせる事象または状況）

前事業年度（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。

当事業年度（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。
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重要な会計方針

項目
前事業年度

（自　平成18年３月16日
至　平成19年３月15日）

当事業年度
（自　平成19年３月16日
至　平成20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。

　 (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

　

　 (3）長期前払費用

定額法

(3）長期前払費用

　　同左
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項目
前事業年度

（自　平成18年３月16日
至　平成19年３月15日）

当事業年度
（自　平成19年３月16日
至　平成20年３月15日）

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） ──────

　

(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。

　 (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
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項目
前事業年度

（自　平成18年３月16日
至　平成19年３月15日）

当事業年度
（自　平成19年３月16日
至　平成20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　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。

 ──────

８　その他財務諸表作成のた

めの重要な事項

(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） ──────

　

　 (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
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会計処理方法の変更

前事業年度
（自　平成18年３月16日
至　平成19年３月15日）

当事業年度
（自　平成19年３月16日
至　平成20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）

　当事業年度より、「貸借対照表の純資産の部の表示に関

する会計基準」（企業会計基準第５号　平成17年12月９

日）及び「貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計

基準等の適用指針」（企業会計基準適用指針第８号　平成

17年12月９日）を適用しております。

　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、財務諸表等規則の改正により、当事業年度における

貸借対照表の純資産の部については、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）

　当事業年度より、「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。

　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）

　当事業年度より「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。

　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。

 ──────

　

追加情報

前事業年度
（自　平成18年３月16日
至　平成19年３月15日）

当事業年度
（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19年３月15日）

当事業年度
（平成20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 　 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

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）

短期借入金 　 1,747百万円

１年内返済予定

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

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

（損益計算書関係）

前事業年度
（自　平成18年３月16日
至　平成19年３月15日）

当事業年度
（自　平成19年３月16日
至　平成20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 9百万円

器具備品 　0百万円

土地 1百万円

※２　　　　　　　────── ※２　固定資産売却損の内訳は次のとおりであります。

 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。

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

構築物 0百万円

器具備品 5百万円

※４　 　　　　　　────── ※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。
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（株主資本等変動計算書関係）

前事業年度（自　平成18年３月16日　至　平成19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）

発行済株式     

普通株式 24,569,820 13,600 － 24,583,420

合計 24,569,820 13,600 － 24,583,420

自己株式     

普通株式 851 － － 851

合計 851 － － 851

 （注）当事業年度増加株式数は、新株引受権及び新株予約権の行使によるものであります。

 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）
当事業年度
末残高
（百万円）

前事業年度
末

当事業年度
増加

当事業年度
減少

当事業年度
末

提出会社 ストック・オプションと

しての新株予約権
－ － － － － 22

合計 － － － － － 22

 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18年６月８日

定時株主総会
普通株式 614 25 平成18年３月15日 平成18年６月９日

 (2）基準日が当期に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌期となるもの

（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19年６月11日

定時株主総会
普通株式 737  利益剰余金 30 平成19年３月15日 平成19年６月12日

当事業年度（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。
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（キャッシュ・フロー計算書関係）

前事業年度
（自　平成18年３月16日 
至　平成19年３月15日） 

 ※現金及び現金同等物の期末残高と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 19,102百万円

預金期間が３ヶ月を超える定期預金 －百万円

現金及び現金同等物の期末残高 19,102百万円

（リース取引関係）

前事業年度
（自　平成18年３月16日
至　平成19年３月15日）

当事業年度
（自　平成19年３月16日
至　平成20年３月15日）

　　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

１　リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当額

及び期末残高相当額

　　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

１　リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当額

及び期末残高相当額

 
取得価額相
当額
（百万円）

減価償却累
計額相当額
（百万円）

期末残高相
当額
（百万円）

 器具備品 14 6 8

合計 14 6 8

（注）取得価額相当額は、未経過リース料期末残高が有形

固定資産の期末残高等に占める割合が低いため、支

払利子込み法により算定しております。

 
取得価額相
当額
（百万円）

減価償却累
計額相当額
（百万円）

期末残高相
当額
（百万円）

 器具備品 18 6 12

合計 18 6 12

同左

２　未経過リース料 ２　未経過リース料

 １年内 2百万円

 １年超 5百万円 

合計 8百万円

（注）未経過リース料期末残高相当額は、未経過リース料

期末残高が有形固定資産の期末残高等に占める割

合が低いため、支払利子込み法により算定しており

ます。

 １年内 3百万円

 １年超 9百万円 

合計 12百万円

同左

３　支払リース料及び減価償却費相当額 ３　支払リース料及び減価償却費相当額

 支払リース料 3百万円

 減価償却費相当額 3百万円

 支払リース料 3百万円

 減価償却費相当額 3百万円

４　減価償却費相当額の算定方法

 リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定

額法によっております。 

４　減価償却費相当額の算定方法

 同左 
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（有価証券関係）

　前事業年度（自平成18年３月16日　至平成19年３月15日）及び当事業年度（自平成19年３月16日　至平成20年３月

15日）における子会社株式で時価のあるものはありません。

（税効果会計関係）

前事業年度
（自　平成18年３月16日
至　平成19年３月15日）

当事業年度
（自　平成19年３月16日
至　平成20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

 未払賞与 289百万円

 商品券に係る預り金 59百万円

 法定福利費 62百万円

 未払事業税 180百万円

 未払事業所税 20百万円

 繰延税金資産合計 612百万円

  繰延税金負債

 商品券見積原価 △47百万円

 その他 △4百万円

 繰延税金負債合計 △51百万円

 繰延税金資産の純額 560百万円

 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

　(2)固定資産

　　　繰延税金資産

 退職給付引当金 1,239百万円

 役員退職慰労引当金 151百万円

 固定資産償却超過額 66百万円

 減損損失 1,636百万円

 その他 34百万円

 繰延税金資産合計 3,128百万円

 　　 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 △39百万円

 差入敷金保証金 △34百万円

その他 △1百万円

 繰延税金負債合計 △86百万円

 繰延税金資産の純額 3,041百万円

　(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　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 

 同左

EDINET提出書類

株式会社カワチ薬品(E03356)

有価証券報告書

71/84



（１株当たり情報）

項目
前事業年度

（自　平成18年３月16日
至　平成19年３月15日）

当事業年度
（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 3,088円30銭 3,297円68銭

１株当たり当期純利益金額 223円11銭 241円08銭

潜在株式調整後１株当たり当期純利

益金額
223円09銭

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
前事業年度

（自　平成18年３月16日
至　平成19年３月15日）

当事業年度
（自　平成19年３月16日
至　平成20年３月15日）

損益計算書上の当期純利益（百万円） 5,483 5,926

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） 5,483 5,926

普通株式の期中平均株式数（株） 24,578,863 24,582,546

潜在株式調整後１株当たり当期純利益の算

定に用いられた普通株式増加数の主要な内

訳

  

新株引受権（株） 1,842 －

普通株式増加数（株） 1,842 －

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 2,715個

なお、これらの詳細については、

第４提出会社の状況１株式等の状

況(2)新株予約権等の状況に記載の

とおりであります。

2,102個

同左

 　　２　１株当たり純資産額の算定上の基礎 　

項目
前事業年度

（自　平成18年３月16日
至　平成19年３月15日）

当事業年度
（自　平成19年３月16日
至　平成20年３月15日）

純資産の合計額（百万円） 75,941 81,121

純資産の合計額から控除する金額

（百万円）
22 56

　（うち新株予約権） (22) (56)

普通株式に係る期末の純資産額（百万円） 75,918 81,065

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）
24,582,569 24,582,466
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（重要な後発事象）

前事業年度（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。

当事業年度（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。
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⑤【附属明細表】

【有価証券明細表】

【株式】

投資有価証

券

その他有

価証券

銘柄 株式数（株）
貸借対照表計上額

（百万円）

㈱群馬銀行 136,000 93

㈱常陽銀行 138,000 66

㈱栃木銀行 116,000 62

北海道電力㈱ 3,641 8

大正製薬㈱ 1,100 2

大王製紙㈱ 3,000 1

オールジャパンドラッグ㈱ 1,300 1

計 399,041 235

【有形固定資産等明細表】

資産の種類
前期末残高
（百万円）

当期増加額
（百万円）

当期減少額
（百万円）

当期末残高
（百万円）

当期末減価償
却累計額又は
償却累計額
（百万円）

当期償却額
（百万円）

差引当期末残
高（百万円）

有形固定資産        

建物 56,752 2,795
217

(152)
59,330 23,024 2,185 36,306

構築物 17,370 693 13 18,049 11,687 1,110 6,362

車両運搬具 47 － 8 39 32 5 7

器具備品 9,366 983 114 10,235 7,562 945 2,672

土地 54,514 2,154
205

(119)
56,463 － － 56,463

建設仮勘定 1,507 8,023 7,197 2,333 － － 2,333

有形固定資産計 139,558 14,650
7,756

(271)
146,452 42,306 4,246 104,145

無形固定資産        

借地権 3,848 219
166

(20)
3,902 － － 3,902

ソフトウェア 603 25 － 628 409 124 219

電話加入権 35 0 0 36 － － 36

その他 38 8 － 57 14 3 42

無形固定資産計 4,526 253
166

(20)
4,625 423 128 4,201

長期前払費用 2,262 268 164 2,367 1,285 297 1,081

　（注）１.　当期増加額の主なものは次のとおりであります。

 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　百万円

 　　　　　　　　建　　　　　　　　　　　物　　　　　山　　　形　　　北　　　店（新設）　　　　　 　337

 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　富　　　久　　　山　　　店（新設）　　　　　 　328

 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　美　　　田　　　園　　　店（新設）　　　　　 　320

 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　花　　　　　巻　　　　　店（新設）　　　　 　　305

 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　小　　　　　瀬　　　　　店（新設）　 　　　　　295

 　　　　　　　　構　　　　　築　　　　　物　　　　　小　　　　　瀬　　　　　店（新設）　　　　　 　130　　　　　　　　　　　　　　　　　　

 　            　　　　　　　　　　　　　　　　　　　花　　　　　巻　　　　　店（新設）　　　　　　　93　　　

 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ほ　　た　　る　　野　　店（新設）　　　　　　　82　　　

 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　美　　　田　　　園　　　店（新設）　　　　　　　74　　　

 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　富　　　久　　　山　　　店（新設）　　　　　　　70　　　

 　　　　　　　　器　　　具　　　備　　　品　　　　　美　　　田　　　園　　　店（新設）　　　　　　　62　　　　　　　　　　　　　　　　　　
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 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　小　　　　　瀬　　　　　店（新設）　　　　　　　57　　　　　　　　　　　　　　　　　　

 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　富　　　久　　　山　　　店（新設）　　　　　　　56　　　

 　            　　　　　　　　　　　　　　　　　　　花　　　　　巻　　　　　店（新設）　　　　　　　55　　　

 　            　　　　　　　　　　　　　　　　　　　大　　　　　胡　　　　　店（新設）　　　　　　　55　　　

 　　　　　　　　土　　　　　　　　　　　地　　　　  鮎　　　　　川　　　　　店（既存）　　　　　　 771

 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　西　　　川　　　田　　　店（既存）　　　　　　 693

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 甲　　府　　飯　　田　　店（仮称）　　　　　　 280

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 大　　　　　平　　　　　店（仮称）　　　　　　 168

 　　　　　　　　建　　設　　仮　　勘　　定 　　　　 本　　　　　　　　　　　部（システム関連等） 1,379

 　　　　２.　「当期減少額」欄の（）内は、内書きで減損損失の計上額であります。

【引当金明細表】

区分
前期末残高
（百万円）

当期増加額
（百万円）

当期減少額
（目的使用）
（百万円）

当期減少額
（その他）
（百万円）

当期末残高
（百万円）

貸　　倒　　引　　当　　金 23 ― ― ― 23

 賞　　与　　引　　当　　金 ― 780 ― ― 780

 役 員 退 職 慰 労 引 当 金 374 72 113 ― 334

 （注）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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（２）【主な資産及び負債の内容】

①　現金及び預金

区分 金額（百万円）

現金 1,541

預金  

普通預金 4,792

当座預金 12,173

別段預金 10

計 16,975

合計 18,517

②　売掛金

(イ）相手先別内訳

相手先 金額（百万円）

㈱ジェーシービー 321

社会保険診療報酬支払基金 256

国民健康保険団体連合会 247

ＵＦＪニコス㈱ 219

その他 28

合計 1,072

(ロ）売掛金滞留状況

期首残高
（百万円）

当期発生高
（百万円）

当期回収高
（百万円）

当期末残高
（百万円）

回収率（％） 滞留期間（日）

(A) (B) (C) (D)
(C)

─────
(A) ＋ (B)

× 100

(A) ＋ (D)
─────
２

──────
(B)

─────
366

751 12,493 12,172 1,072 91.9 26

　（注）　消費税等の会計処理は税抜方式を採用しておりますが、当期発生高には消費税等が含まれております。

③　商品

区分 金額（百万円）

医薬品 3,116

化粧品 2,693

雑貨 6,754

一般食品 4,368

合計 16,933

④　貯蔵品

区分 金額（百万円）

制服 4

収入印紙 1
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区分 金額（百万円）

その他 0

合計 6

⑤　買掛金

相手先 金額（百万円）

㈱パルタック 4,318

㈱あらた 3,011

国分㈱ 2,446

シーエス薬品㈱ 2,269

みのわ商事㈱ 2,156

㈱菱食 1,830

その他 17,738

合計 33,770

 　　　⑥１年以内返済予定長期借入金

相手先 金額（百万円）

㈱栃木銀行 1,821

㈱足利銀行 1,795

㈱常陽銀行 1,664

農林中央金庫 1,632

㈱三井住友銀行 1,200

㈱みずほ銀行 1,057

その他 2,870

合計 12,041

 　　　⑦長期借入金

相手先 金額（百万円）

㈱栃木銀行 3,627

㈱足利銀行 3,340

㈱常陽銀行 3,226

農林中央金庫 2,775

㈱三井住友銀行 1,875

㈱群馬銀行 1,875

㈱みずほ銀行 1,793

その他 2,672

合計 21,184

（３）【その他】

　該当事項はありません。
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第６【提出会社の株式事務の概要】

事業年度 ３月16日から３月15日まで

定時株主総会 事業年度末日の翌日から３ヶ月以内

基準日 ３月15日

株券の種類 100株券、1,000株券、10,000株券

剰余金の配当の基準日
９月15日

　  ３月15日

１単元の株式数 100株

株式の名義書換え 　

取扱場所
東京都港区芝三丁目33番１号

　中央三井信託銀行株式会社　本店

株主名簿管理人
東京都港区芝三丁目33番１号

　中央三井信託銀行株式会社

取次所
中央三井信託銀行株式会社　全国各支店

日本証券代行株式会社　本店及び全国各支店

名義書換手数料 無料

新券交付手数料 無料

株券喪失登録 　

株券喪失登録申請料 １件につき9,030円（消費税込）

株券登録料 １枚につき525円（消費税込）

単元未満株式の買取り 　

取扱場所
東京都港区芝三丁目33番１号

　中央三井信託銀行株式会社　本店

株主名簿管理人
東京都港区芝三丁目33番１号

　中央三井信託銀行株式会社

取次所
中央三井信託銀行株式会社　全国各支店

日本証券代行株式会社　本店及び全国各支店

買取手数料 株式の売買の委託に係る手数料相当額として別途定める金額

公告掲載方法

電子公告により行う。ただし、やむを得ない事由により、電子公告によるこ

とができない場合は、日本経済新聞に掲載する方法により行う。

なお、電子公告は当会社のホームページに掲載しており、そのアドレスは次

のとおりであります。

（ホームページアドレス　http://www.cawachi.co.jp）

株主に対する特典

３月15日現在の株主（100株以上）に対し「株主様お買物優待券」を次の

とおり進呈しております。

100株以上　　１冊

500株以上　　２冊

1,000株以上　　３冊

優待券は１冊につき100円券50枚綴り。購入金額1,000円毎に１枚利用可。翌

年６月末日まで有効。調剤薬局を除く、直営店舗で利用可。

 （注）当社定款の定めにより、単元未満株主は、会社法第189条第２項各号に掲げる権利、取得請求権付株式の取得を請求

する権利、株主の有する株式数に応じて募集株式または募集新株予約権の割当てを受ける権利以外の権利を有し

ておりません。
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第７【提出会社の参考情報】

１【提出会社の親会社等の情報】

　当社には、親会社等はありません。

２【その他の参考情報】

　当事業年度の開始日から有価証券報告書提出日までの間に次の書類を提出しております。

(1）有価証券報告書及びその添付書類

事業年度　第40期（自　平成18年３月16日　至　平成19年３月15日）平成19年６月12日関東財務局長に提出

　（2）臨時報告書

平成19年９月10日関東財務局長に提出

企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第４号（提出会社の主要株主の異動）の規定に基づく臨時報

告書であります。

(3）半期報告書

第41期中（自　平成19年３月16日　至　平成19年９月15日）平成19年12月12日関東財務局長に提出

（4）有価証券報告書の訂正報告書

     平成20年６月５日関東財務局長に提出

    第40期（自　平成18年３月16日　至　平成19年３月15日）の有価証券報告書に係る訂正報告書であります。
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第二部【提出会社の保証会社等の情報】

　該当事項はありません。
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 独立監査人の監査報告書 

 平成19年６月11日

株式会社カワチ薬品  

 取締役会　御中  

 東陽監査法人  

 
指定社員

業務執行社員
 公認会計士 中野　敦夫　　印

 
指定社員

業務執行社員
 公認会計士 能勢　　元　　印

　当監査法人は、証券取引法第193条の２の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられている株式会社

カワチ薬品の平成18年３月16日から平成19年３月15日までの連結会計年度の連結財務諸表、すなわち、連結貸借対照表及

び連結附属明細表について監査を行った。この連結財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場

から連結財務諸表に対する意見を表明することにある。

　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準は、当監査

法人に連結財務諸表に重要な虚偽の表示がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めている。監査は、試査を基礎と

して行われ、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体として

の連結財務諸表の表示を検討することを含んでいる。当監査法人は、監査の結果として意見表明のための合理的な基礎を

得たと判断している。

　当監査法人は、上記の連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、株式会

社カワチ薬品及び連結子会社の平成19年３月15日現在の財政状態をすべての重要な点において適正に表示しているもの

と認める。

　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以　上

　※　上記は、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社（有価証券報告書提出会社）

が別途保管しております。
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 独立監査人の監査報告書 

 平成20年６月５日

株式会社カワチ薬品  

 取締役会　御中  

 東陽監査法人  

 
指定社員

業務執行社員
 公認会計士 中野　敦夫　　印

 
指定社員

業務執行社員
 公認会計士 奥山　広道　　印

　当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられてい

る株式会社カワチ薬品の平成19年３月16日から平成20年３月15日までの連結会計年度の連結財務諸表、すなわち、連結貸

借対照表、連結損益計算書、連結株主資本等変動計算書、連結キャッシュ・フロー計算書及び連結附属明細表について監査

を行った。この連結財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から連結財務諸表に対する意見

を表明することにある。

　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準は、当監査

法人に連結財務諸表に重要な虚偽の表示がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めている。監査は、試査を基礎と

して行われ、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体として

の連結財務諸表の表示を検討することを含んでいる。当監査法人は、監査の結果として意見表明のための合理的な基礎を

得たと判断している。

　当監査法人は、上記の連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、株式会

社カワチ薬品及び連結子会社の平成20年３月15日現在の財政状態並びに同日をもって終了する連結会計年度の経営成績

及びキャッシュ・フローの状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。

　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以　上

　※　上記は、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社（有価証券報告書提出会社）

が別途保管しております。
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 独立監査人の監査報告書 

 平成19年６月11日

株式会社カワチ薬品  

 取締役会　御中  

 東陽監査法人  

 
指定社員

業務執行社員
 公認会計士 中野　敦夫　　印

 
指定社員

業務執行社員
 公認会計士 能勢　　元　　印

　当監査法人は、証券取引法第193条の２の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられている株式会社

カワチ薬品の平成18年３月16日から平成19年３月15日までの第40期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算

書、株主資本等変動計算書、キャッシュ・フロー計算書及び附属明細表について監査を行った。この財務諸表の作成責任は

経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することにある。

　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準は、当監査

法人に財務諸表に重要な虚偽の表示がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めている。監査は、試査を基礎として

行われ、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体としての財

務諸表の表示を検討することを含んでいる。当監査法人は、監査の結果として意見表明のための合理的な基礎を得たと判

断している。

　当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、株式会社カ

ワチ薬品の平成19年３月15日現在の財政状態並びに同日をもって終了する事業年度の経営成績及びキャッシュ・フロー

の状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。

　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以　上

　※　上記は、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社（有価証券報告書提出会社）

が別途保管しております。
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 独立監査人の監査報告書 

 平成20年６月５日

株式会社カワチ薬品  

 取締役会　御中  

 東陽監査法人  

 
指定社員

業務執行社員
 公認会計士 中野　敦夫　　印

 
指定社員

業務執行社員
 公認会計士 奥山　広道　　印

　当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられてい

る株式会社カワチ薬品の平成19年３月16日から平成20年３月15日までの第41期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照

表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び附属明細表について監査を行った。この財務諸表の作成責任は経営者にあり、

当監査法人の責任は独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することにある。

　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準は、当監査

法人に財務諸表に重要な虚偽の表示がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めている。監査は、試査を基礎として

行われ、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体としての財

務諸表の表示を検討することを含んでいる。当監査法人は、監査の結果として意見表明のための合理的な基礎を得たと判

断している。

　当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、株式会社カ

ワチ薬品の平成20年３月15日現在の財政状態及び同日をもって終了する事業年度の経営成績をすべての重要な点におい

て適正に表示しているものと認める。

　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以　上

　※　上記は、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社（有価証券報告書提出会社）

が別途保管しております。
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