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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】

連結経営指標等

　

回次
第１期

第１四半期連結累計(会計)期間

会計期間
自　平成20年９月１日

至　平成20年11月30日

売上高 （百万円） 38,141

経常利益 （百万円） 1,294

四半期純利益 （百万円） 439

純資産額 （百万円） 25,527

総資産額 （百万円） 83,567

１株当たり純資産額 （円） 1,727.15

１株当たり四半期純利益 （円） 31.29

潜在株式調整後１株当たり四
半期純利益

（円） －

自己資本比率 （％） 29.0

営業活動によるキャッシュ・
フロー

（百万円） △197

投資活動によるキャッシュ・
フロー

（百万円） △9,080

財務活動によるキャッシュ・
フロー

（百万円） 11,815

現金及び現金同等物の四半期
末残高

（百万円） 8,516

従業員数 （名） 2,062

（外、平均臨時雇用者数） （名）  (4,339)

(注) １　売上高には、消費税等は含まれておりません。

２　従業員数は、就業人員を表示しております。

３　従業員数は、就業人員数を表示しており、従業員数欄の（外書）は、臨時従業員の第１四半期平均雇用人員であ

ります。

４　潜在株式調整後１株当たり四半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

グローウェルホールディングス株式会社(E21035)

四半期報告書

 2/43



２ 【事業の内容】

　　　当社は、平成20年９月１日にウエルシア関東株式会社と株式会社高田薬局が、共同して株式移
　　転の方法により完全親会社として設立いたしました。
　　　当社の企業集団は、当社（純粋持株会社）及び関係会社（連結子会社９社、持分法適用関連会
　　社１社、非連結子会社２社）によって構成されており、「ドラッグストア」を基本として、医薬
　　品・衛生介護品・ベビー用品、化粧品、家庭用雑貨、健康食品、食品等の販売を行なっており、
　　連結子会社のe welciaヤマト株式会社と株式会社アプトケアは、インターネットを利用し医薬
　　品・衛生介護品・ベビー用品、化粧品、家庭用雑貨、健康食品、食品等の販売を行なっておりま
　　す。
      なお、事業の系統図は次のとおりであります。
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３ 【関係会社の状況】

名称 住所

資本金

又は出資金

(百万円)

主要な事業の内容

議決権の所有

又は被所有割合

(％)

関係内容

（連結子会社）

　ウエルシア関東株式会社
埼玉県さいたま市見

沼区
3,115ドラッグストア事業      100.0役員の兼務８名

　有限会社コア・コーポ

レーション

埼玉県さいたま市見

沼区
3
薬種商による医薬品

等の販売受託

     100.0 　　　　　
　　　      (100.0)

役員の兼務１名

　e welciaヤマト株式会社埼玉県川口市 10
インターネットによ

る医薬品等の販売

     100.0 　　　　　
　　　      (100.0)

役員の兼務２名

　株式会社ナガタ薬局 群馬県太田市 10ドラッグストア事業
     100.0　　
     (100.0)

役員の兼務１名

　株式会社高田薬局 静岡県静岡市葵区 330ドラッグストア事業      100.0役員の兼務３名

（その他の関係会社）

　イオン株式会社 千葉県千葉市美浜区 199,054小売販売業 被所有29.3

(注) １．議決権の所有又は被所有割合の（　）内は、間接所有割合で内数であります。
　　 ２．イオン株式会社は、有価証券報告書提出会社であります。
　　 ３．ウエルシア関東株式会社と株式会社高田薬局は、特定子会社であります。
　
関係会社の異動

名称 住所

資本金

又は出資金

(百万円)

主要な事業の内容

議決権の所有

又は被所有割合

(％)

関係内容

（連結子会社）

　寺島薬局株式会社 茨城県つくば市 1,549ドラッグストア事業

　　 77.1　　　　　
　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　
     (77.1)

　株式会社アプトケア 茨城県つくば市 200
ヘルスケア・ビューティケ

ア用品の製造・販売

     77.1 　　
　　　　　　

     (77.1)

　有限会社ヒュージョン 茨城県つくば市 3 ドラッグストア事業

     77.1 　　
　　　　　　

     (77.1)

　有限会社アクロス 茨城県つくば市 3 ドラッグストア事業

     77.1 　　
　　　　　　

     (77.1)

（持分法適用関連会社）

　株式会社ドラッグママダ 茨城県筑西市 250ドラッグストア事業

     19.2 　　
　　　　　　

     (19.2)
(注) １．議決権の所有又は被所有割合の（　）内は、間接所有割合で内数であります。
 　 ２．寺島薬局株式会社、株式会社アプトケア、有限会社ヒュージョン、有限会社アクロスは、
　　　　寺島薬局株式会社の株式をウエルシア関東株式会社が取得したことにより新たに連結子会
　　　　社に含めております。

３．寺島薬局株式会社は、有価証券報告書提出会社であります。
４．寺島薬局株式会社は、特定子会社であります。

　

４ 【従業員の状況】

(1)　連結会社における状況
平成20年11月30日現在

区分 従業員数(名)

営業部門 1,764（4,260）

管理部門 298 （79）

合　　計 2,062（4,339）

(注) １　従業員数は就業人員であり、臨時従業員数は第１四半期連結会計期間の平均雇用人員（１日８時間換算）
  であります。
２　上記従業員数には、新たに連結の範囲になりました寺島薬局株式会社、株式会社アプトケア、有限会社
ヒュージョン、有限会社アクロスの従業員数 473(1,159)名が含まれています。

　
(2)　提出会社の状況

平成20年11月30日現在

従業員数(名) 1 （－）

(注) 　従業員数は、他社から当社への出向者を含む就業人員であります。
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第２ 【事業の状況】

１ 【仕入及び販売の状況】

　　当社は、平成20年９月１日にウエルシア関東株式会社と株式会社高田薬局が経営統合し、両社を
　完全子会社とする共同持株会社として設立されました。「四半期報告書」は当第１四半期連結会計
　期間より作成しておりますので、前期実績及び対前期増減率は記載しておりません。
　
(1)　仕入実績

区分 　金額(百万円)

医薬品・衛生介護品・ベビー用品・健康食品 6,658

調剤 1,853

化粧品 5,670

家庭用雑貨 4,642

食品 6,894

その他 2,288

合計 28,006

（注）１ 当社グループは、小売業を主たる事業としており、この事業の売上高が全セグメントに占
         める割合が90％超であるため、事業の種類別セグメント情報の開示を行なっておりません
         ので、品目別により記載しております。
　　　２ 上記の金額には、消費税等は、含まれておりません。
　

(2)　販売実績

(a)地区別売上高

都道府県 売上高(百万円) 店舗数

埼玉県 11,012 110

千葉県 6,079 52

東京都 4,795 60

神奈川県 968 13

群馬県 2,188 23

茨城県 1,363 16

新潟県 524 5

栃木県 2,217 27

山梨県 1,829 20

長野県 111 1

静岡県 7,051 95

合計 38,141 422

（注）上記の金額には、消費税等は含まれておりません。
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　　(b)品目別売上高

区分 　金額(百万円)

医薬品・衛生介護品・ベビー用品・健康食品 10,534

調剤 2,821

化粧品 7,766

家庭用雑貨 5,889

食品 8,514

その他 2,615

合計 38,141

（注）１ 当社グループは、小売業を主たる事業としており、この事業の売上高が全セグメントに
         占める割合が90％超であるため、事業の種類別セグメント情報の開示を行なっておりません
         ので、品目別により記載しております。
　　　２ 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。
　

　　(c)単位当たりの売上状況

項目 第１期

売上高 38,141百万円

　１㎡当たり売上高
　売場面積（平均） 277,353㎡

　１㎡当たり期間売上高 137千円

　１人当たり売上高
　従業員数（平均） 4,769人

　１人当たり期間売上高 7,997千円

（注）１　従業員は臨時従業員（１日８時間換算）を含めて表示しております。
　　　２　上記金額には、消費税等は含まれておりません。
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２ 【経営上の重要な契約等】

　　当第１四半期連結会計期間におきまして、経営上の重要な契約等は行なわれておりません。
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３ 【財政状態及び経営成績の分析】

文中の将来に関する事項は、本四半期報告書提出日現在において当社グループ（当社及び連結子会

社）が判断したものであります。

(1)　経営成績の分析

  当第１四半期におけるわが国経済は、原油価格は低下したもの、サブプライム問題の影響で株価が低下

し、さらに円高が進行することで不透明感が増している状況で推移しております。

  ドラッグストア業界におきましては、他業界を巻き込んだＭ＆Ａや資本・業務提携等の業界再編が加

速し、規模の拡大や事業の独自性を打ち出した戦略が必要となってまいりました。

  このような状況におきまして、ウエルシア関東株式会社（以下、「ウエルシア関東」という）と株式会

社高田薬局（以下、「高田薬局」という）は、地域の強固な地位を確保するため、両者のノウハウや人材

資源を適宜共有することで、シナジー効果を発揮して、お客様に支持される独自性のある店舗作りを目指

し、将来のドラッグストア業界において存在感のある企業グループを目指すため、平成20年９月１日に共

同株式移転方式によってグローウェルホールディングス株式会社を設立いたしました。

  統合後は、販売仕入におきましては、ウエルシア関東の深夜営業・調剤併設ノウハウ、高田薬局のカウ

ンセリングノウハウを共有し、スケールメリットを活用した仕入原価の低減を行い商品販売力の強化を

図り、経営管理におきましては、会計・調剤・基幹の各システムを統合し、業務の効率化を図りました。新

規出店につきましては、14店舗を出店し、４店舗を閉店しております。また、平成20年11月に茨城県を中心

に102店舗を運営しております寺島薬局株式会社（以下、「寺島薬局」という）の株式をウエルシア関東

が取得し子会社化しております。平成20年11月末現在の店舗数は次のとおりとなりました。

期首店舗数

(平成20年9月1日)

出店数 閉店数 第１四半期末店舗数

(平成20年11月30日)

ウエルシア関東及び子会社

（内、調剤取扱店）

（内、深夜営業店）

312

（236）

（205）

13 4 321

（249）

（216）

高田薬局

（内、調剤取扱店）

（内、深夜営業店）

100

（25）

（8）

1 － 101

（35）

（11）

寺島薬局及び子会社

（内、調剤取扱店）

（内、深夜営業店）

102

（17）

（17）

合計

（内、調剤取扱店）

（内、深夜営業店）

412

（261）

（213）

14 4 524

（301）

（244）
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　　また、品目別売上高は、下記の通りとなりました。

区分 　金額(百万円)

医薬品・衛生介護品・ベビー用品・健康食品 10,534

調剤 2,821

化粧品 7,766

家庭用雑貨 5,889

食品 8,514

その他 2,615

合計 38,141

以上の結果、当第１四半期連結会計期間の業績は、売上高は38,141百万円、営業利益は1,195百万円、経

常利益は1,294百万円、四半期純利益は439百万円となりました。なお、当第１四半期連結会計期間におき

まして一部の連結子会社は、たな卸資産の評価を収益性の低下による簿価切下げの方法を取り入れたこ

とによって、期首のたな卸資産に係る部分について「たな卸資産評価損」を298百万円計上しておりま

す。

　

(2)　財政状態の分析

（資産）

当第１四半期連結会計期間末における総資産は83,567百万円となりました。うち流動資産は38,773百

万円は、固定資産は44,794百万円であります。

流動資産のうち現金及び預金9,502百万円、売掛金2,928百万円、商品22,395百万円であります。

固定資産のうち有形固定資産19,068百万円、無形固定資産11,735百万円、投資その他の資産13,990百万

円であります。

（負債）

当第１四半期連結会計期間末における負債合計は58,039百万円となりました。うち流動負債は41,051

百万円、固定負債は16,988百万円であります。

負債の主な内容は、買掛金26,202百万円、長期借入金13,344百万円であります。

（純資産）

当第１四半期連結会計期間末における純資産は25,527百万円となりました。

(3)　キャッシュ・フローの状況

キャッシュ・フローにつきましては、「営業活動によるキャッシュ・フロー」は197百万円、「投資活

動によるキャッシュ・フロー」は9,080百万円のそれぞれ支出となりました。

一方「財務活動によるキャッシュ・フロー」は11,815百万円の収入となりました。

この結果、「現金及び現金同等物」の当第１四半期連結会計期間末残高は8,516百万円となりました。
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(4)　事業上及び財務上の対処すべき課題

　　 国の政策である医療費削減に合わせたセルフメディケーションの推進は、ドラッグストアが取り

   組む課題と認識しています。この実現のために、現在、医療制度、行政、法律等の変革が起きてお

   ります。薬事法改正により規制が緩和される中で、異業種を含めた競争が激化することが予想さ

   れ、合従連衡の動きも活発化してきております。

     当社グループは、調剤を中心とした「ドラッグ＆調剤」と「カウンセリング化粧品」を強化しよ

   り専門性を高めるとともに、「深夜営業」を強化し消費者の利便性・快適性を追求してまいりま

   す。

     さらに、将来の高齢化社会を見据えて、介護事業と連携した新たなビジネスモデルへの取り組み

   を進め、「調剤に介護を加えた専門性」を追及してまいります。

　

(5)　研究開発活動

　　該当事項はありません。
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第３ 【設備の状況】

(1)　主要な設備の状況

①提出会社

事業所名 設備の

内容

土地の面積

（㎡）

設備の種類別の帳簿価額(百万円) 従業員

数(名)

 

土地 建物及び構

築物

その他 リース資

産

合計

東京都 事務所
(1ヶ所)

    (106.0)－ 1 1 － 2 1

合　　計     (106.0)－ 1 1 － 2 1
（注）１　建設仮勘定は含まれておりません。
　　　２　面積の（　）内の数値は、外書で借用分を示しております。
　　　３　従業員数には、パート・アルバイトが含まれておりません。
　　　４　設備の種類別の帳簿価額のうちその他は、機械装置及び車輌運搬具並びに器具備品の合計
　　　　　であります。
　

②国内子会社
<ウエルシア関東株式会社>

事業所名 設備の

内容

土地の面積

（㎡）

設備の種類別の帳簿価額(百万円) 従業員

数(名)土地 建物及び構

築物

その他 リース

資産

合計

埼玉県
 

店舗
(106店舗)

     158.6
(184,719.5)

19 1,846 94 402 2,362373

事務所
(1ヶ所)

     242.4
　(1,765.1)

51 65 20 1 139 110

物流センター
(1ヶ所)

　　(593.8) － 2 0 － 2 －

東京都
 

店舗
(56店舗)

     834.5
 (55,671.7)

579 597 53 714 1,944168

千葉県
 

店舗
(52店舗)

   7,661.3
 (90,467.2)

807 1,137 43 304 2,293202

群馬県
 

店舗
(14店舗)

 (29,316.1)－ 291 10 28 330 57

新潟県
 

店舗
(5店舗)

 (13,086.9)－ 156 3 － 160 27

茨城県
 

店舗
(16店舗)

 (29,811.8)－ 534 12 40 587 59

栃木県
 

店舗
(26店舗)

 (44,267.9)－ 164 24 155 344 78

神奈川県 店舗
(12店舗)

 (12,945.0)－ 186 9 235 431 31

山梨県
 

店舗
(20店舗)

   3,693.3
 (38,738.9)

224 513 22 21 781 60

営業所
(1ヶ所)

    (687.6)－ 0 0 － 0 5

長野県 店舗
(1ヶ所)

  (4,959.0)－ 38
 

0 132 172 4

その他
 

－   21,327.7
  (7,930.1)

966 123 － 1 1,091－

合計
 

  33,917.8
(514,960.6)

2,648 5,657 297 2,03810,6411,174

（注）１　建設仮勘定は含まれておりません。
　　　２　面積の（　）内の数値は、外書で借用分を示しております。
　　　３　従業員数には、パート・アルバイトが含まれておりません。
　　　４　設備の種類別の帳簿価額のうちその他は、機械装置及び車輌運搬具並びに器具備品の合計
　　　　　であります。
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　　　<株式会社高田薬局>

事業所名 設備の

内容

土地の面積

（㎡）

設備の種類別の帳簿価額(百万円) 従業員

数(名)

 

土地

 

建物及び構

築物

その他 リース

資産

合計

静岡県
 

店舗
(95店舗)

   5,336.1
 (57,090.2)

555 1,795 131 85 2,567257
(67)

事務所
(1ヶ所)

   2,197.1319 107 4 － 430 68

研修所
(1ヶ所)

     383.2 68 73 1 － 143 －

東京都
 
店舗
(5店舗）

  (2,383.9)－ 5 1 1 8 18

神奈川県 店舗
(1店舗）

    (971.2)－ － － － － 4

その他    4,826.5
  (2,852.6)

261 121 － － 383 －

合　　計   12,742.9
 (63,297.9)

1,204 2,102 138 87 3,533347
(67)

（注）１　建設仮勘定は含まれておりません。
　　　２　面積の（　）内の数値は、外書で借用分を示しております。
　　　３　従業員数には、パート・アルバイトが含まれておりません。
　　　４　従業員数の（　）内の数値は、業務委託先である子会社の人数を表示しております。
　　　５　設備の種類別の帳簿価額のうちその他は、機械装置及び車輌運搬具並びに器具備品の合計　
　　　　　であります。
　

　　　<寺島薬局株式会社>

事業所名 設備の

内容

土地の面積

（㎡）

設備の種類別の帳簿価額(百万円) 従業員

数(名)

 

土地 建物及び構

築物

その他 リース

資産

合計

茨城県 店舗
(68店舗）

   5,842.2
(112,080.6)

199 1,553 64 17 1,835277

営業所
(2ヶ所)

    (288.8)－ 0 1 － 1 7

物流センター
(4ヶ所)

   2,075.0
  (4,189.3)

33 26 0 － 60 3

事務所
(1ヶ所)

   4,359.0436 147 16 － 600 95

福島県 店舗
(3店舗)

  (2,272.1)－ 63 2 － 66 7

千葉県 店舗
(2店舗)

  (1,933.8)－ 25 1 － 26 5

栃木県 店舗
(8店舗)

 (10,899.5)－ 304 3 － 307 19

長野県 店舗
(10店舗)

 (10,679.7)－ 165 6 － 171 29

埼玉県 店舗
(2店舗)

  (3,846.8)－ 60 3 3 67 5

その他 －  (17,864.0)－ 99 － － 99 －

合　　計   12,276.2
(164,054.6)

669 2,447 100 21 3,238447

（注）１　建設仮勘定は含まれておりません。
　　　２　面積の（　）内の数値は、外書で借用分を示しております。
　　　３　従業員数には、パート・アルバイトが含まれておりません。
　　　４　設備の種類別の帳簿価額のうちその他は、機械装置及び車輌運搬具並びに器具備品の合計
　　　　　であります。
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　　　<株式会社ナガタ薬局>

事業所名 設備の

内容

土地の面積

（㎡）

設備の種類別の帳簿価額(百万円) 従業員

数(名)

 

土地 建物及び構

築物

その他 リース資

産

合計

群馬県 店舗
(9店舗)

   3,253.0
 (15,605.0)

165 276 12 25 480 43

事務所
(1ヶ所)

埼玉県 店舗
(4店舗)

  (8,880.2)－ 118 2 35 156 12

栃木県 店舗
(1店舗)

  (3,062.8)－ 26 － 21 48 3

合　　計

 

   3,253.0
 (27,548.0)

165 421 14 82 684 58

（注）１　建設仮勘定は含まれておりません。
　　　２　面積の（　）内の数値は、外書で借用分を示しております。
　　　３　従業員数には、パート・アルバイトが含まれておりません。
　　　４　設備の種類別の帳簿価額のうちその他は、機械装置及び車輌運搬具並びに器具備品の合計 
　　　　　であります。
　

　　　<e welcia ヤマト株式会社>

事業所名 設備の

内容

土地の面積

（㎡）

設備の種類別の帳簿価額(百万円) 従業員

数(名)

 

土地 建物及び構

築物

その他 リース資

産

合計

埼玉県 事務所
(1ヶ所)

    (295.7)－ 1 0 － 2 9

合　　計     (295.7)－ 1 0 － 2 9
（注）１　建設仮勘定は含まれておりません。
　　　２　面積の（　）内の数値は、外書で借用分を示しております。
　　　３　従業員数には、パート・アルバイトが含まれておりません。
　　　４　設備の種類別の帳簿価額のうちその他は、機械装置及び車輌運搬具並びに器具備品の合計 
　　　　　であります。
　

　　　<株式会社アプトケア>

事業所名 設備の

内容

土地の面積

（㎡）

設備の種類別の帳簿価額(百万円) 従業員

数(名)

 

土地 建物及び構

築物

その他 リース資

産

合計

茨城県 店舗
(2店舗)
営業所
(1ヶ所)

 

    (661.6)

 

－

 

8

 

1

 

－

 

9

 

10

その他 －       52.9 11 10 － － 22 －
合　　計

 

      52.9
    (661.6)

11 19 1 － 32 10

（注）１　建設仮勘定は含まれておりません。
　　　２　面積の（　）内の数値は、外書で借用分を示しております。
　　　３　従業員数には、パート・アルバイトが含まれておりません。
　　　４　設備の種類別の帳簿価額のうちその他は、機械装置及び車輌運搬具並びに器具備品の合計 
　　　　　であります。
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　　　<有限会社ヒュージョン>

事業所名 設備の

内容

土地の面積

（㎡）

設備の種類別の帳簿価額(百万円) 従業員

数(名)

 

土地 建物及び

構築物

その他 リース資

産

合計

福島県 店舗
(6店舗)

  (3,808.4)－ 4 0 － 5 13

合　　計

 

  (3,808.4)－ 4 0 － 5 13

（注）１　建設仮勘定は含まれておりません。
　　　２　面積の（　）内の数値は、外書で借用分を示しております。
　　　３　従業員数には、パート・アルバイトが含まれておりません。
　　　４　設備の種類別の帳簿価額のうちその他は、機械装置及び車輌運搬具並びに器具備品の合計 
　　　　　であります。
　

　　　<有限会社アクロス>

事業所名 設備の

内容

土地の面積

（㎡）

設備の種類別の帳簿価額(百万円) 従業員

数(名)

 

土地 建物及び

構築物

その他 リース資

産

合計

福島県 店舗
(6店舗)

  (1,408.3)－ － 0 － 0 3

合　　計

 

  (1,408.3)－ － 0 － 0 3

（注）１　建設仮勘定は含まれておりません。
　　　２　面積の（　）内の数値は、外書で借用分を示しております。
　　　３　従業員数には、パート・アルバイトが含まれておりません。
　　　４　設備の種類別の帳簿価額のうちその他は、機械装置及び車輌運搬具並びに器具備品の合計 
　　　　　であります。

　

(2)　設備の新設、除却等の計画

　　 　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 56,244,000

計 56,244,000

　

②発行済株式

種類

第１四半期会計期間末

現在発行数(株)

(平成20年11月30日)

提出日現在

発行数(株)

(平成21年１月14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 14,065,198 14,065,198
東京証券取引所（市
場第二部） ―

計 14,065,198 14,065,198― ―

　

(2) 【新株予約権等の状況】

ウエルシア関東株式会社が発行した新株予約権は、平成20年９月１日をもって消滅し、同日当該新株予
約権の新株予約権者に対してこれに代わる当社の新株予約権を交付いたしました。当社が交付した新株
予約権の内容は以下のとおりです。
　
グローウェルホールディングス株式会社第１回新株予約権
本新株予約権につきましては、平成20年11月30日をもって権利行使期間満了となり、1,939個消滅しま
した。

　

グローウェルホールディングス株式会社第２回新株予約権

第１四半期会計期間末現在

(平成20年11月30日)

新株予約権の数（個） 3,847

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

新株予約権の目的となる株式の数（株）　（注）１ 465,487

新株予約権の行使時の払込金額（円） １株につき　4,505

新株予約権の行使期間 平成20年９月１日～平成22年２月末日

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（円）

発行価格　　4,505

資本組入額　2,253

新株予約権の行使の条件

１　新株予約権の割当を受けた者は、権利行使時にお

　いて、当社または当社子会社の取締役、監査役もし

　くは従業員の地位にあることを要する。ただし、任

　期満了による退任、定年退職その他正当な理由があ

　る場合には、その限りではない。

２　新株予約権者の相続人は、権利を行使できないも

　のとする。

３　その他の権利行使条件については、当社と新株予

　約権者との間で締結する「新株予約権割当契約書」

　に定めるところによる。

新株予約権の譲渡に関する事項 新株予約権の譲渡をするには取締役会の承認を要する。

代用払込みに関する事項 －
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第１四半期会計期間末現在

(平成20年11月30日)

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項

当社が合併（当社が合併により消滅する場合に限る。）、
吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転（以上を総
称して、以下「組織再編行為」という。）をする場合にお
いて、組織再編行為の効力発生の時点において残存する新
株予約権（以下「残存新株予約権」という）の新株予約
権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第１項
第８号のイからホまでに揚げる株式会社（以下「再編対
象会社」という。）の新株予約権（以下、「再編対象会社
新株予約権」という。）を以下の条件に基づきそれぞれ交
付することとする。この場合においては、残存新株予約権
は消滅し、再編対象会社は、再編対象会社新株予約権を新
たに発行するものとする。ただし、以下の条件に沿って再
編対象会社新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新
設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式分割契約ま
たは株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
(1) 交付する再編対象会社新株予約権の数
　残存新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権
　の数と同一の数を、それぞれ交付するものとする。

(2) 再編対象会社新株予約権の目的である再編対象会社
　　の株式の種類
　再編対象会社の普通株式とする。
(3) 再編対象会社新株予約権の目的である再編対象会社
　　の株式の数
　組織再編行為の条件等を勘案のうえ、前記「新株予約
　権の目的となる株式の数」に準じて決定する。
(4) 再編対象会社新株予約権の行使に際して出資される
　　財産の価額
　再編対象会社新株予約権の行使に際して出資される財
　産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案の上調整し
　た再編後行使価額に上記(3)に従って決定される当該新
　株予約権の目的である株式の数を乗じて得られる金額
　とする。
(5) 再編対象会社新株予約権を行使することができる期
　　間
　組織再編行為の効力発生日から、前記「新株予約権の
　行使期間」に定める新株予約権を行使することができ
　る期間の満了日までとする。
(6) 新株予約権の行使の条件
　前記「新株予約権の行使の条件」に準じて決定する。
(7) 譲渡による再編対象会社新株予約権の取得の制限
　譲渡による再編対象会社新株予約権の取得について　
　は、再編対象会社の取締役会の決議（再編対象会社が
　取締役会設置会社でない場合には、「取締役」とす
　る。）による承認を要するものとする。
(8) 再編対象会社新株予約権の取得条項
　会社が消滅会社となる合併契約書の承認の議案、当社
　が完全子会社となる株式交換契約書の承認の議案並び
　に株式移転の議案が、当社株主総会で承認された時
　（株主総会が不要の場合には、当社取締役会の決議が
　なされた時）は、当社取締役会が別途定める日に、当
　社は新株予約権を無償で取得することができる。
　新株予約権者が権利行使をする前に、当該新株予約権
　者が、前記「新株予約権の行使の条件」１に規定する
　条件を満たさず、新株予約権を行使できなくなった場
　合、新株予約権者が死亡した場合及び新株予約権者が
　新株予約権の全部または一部を放棄した場合は当社は
　当該新株予約権を無償で取得する。
(9) 再編対象会社新株予約権の行使により株式を発行す
　　る場合における増加する資本金および資本準備金に
　　関する事項
　前記「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」に準じて決定する。

（注）１　新株予約権１個につき目的となる株式の数は121株であります。
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(3) 【ライツプランの内容】

該当事項はありません。

　

(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20年９月１日 14,065,19814,065,1981,000 1,000 250 250

（注）設立に伴う増加であります。

　

　

(5) 【大株主の状況】

当社は、平成２０年９月１日に設立された会社のため、当第１四半期会計期間中の基準日がないため実質株

主を把握できず、記載することができません。

　

　

(6) 【議決権の状況】

当第１四半期会計期間末日現在の議決権の状況については、平成20年９月１日会社設立のため直前の基準

日がないため記載しておりません。

　

　

２ 【株価の推移】

【当該四半期累計期間における月別最高・最低株価】

　

月別 平成20年９月 10月 11月

最高(円) 2,440 2,185 1,840

最低(円) 1,900 1,420 1,750

(注)株価は、東京証券取引所市場第二部におけるものであります。
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３ 【役員の状況】

平成20年９月１日に設立されたグローウェルホールディングス株式会社の役員の状況は、次のとおりで
あります。

(1)　新任役員

役名 職名 氏名 生年月日 略歴 任期

所有

株式数

(千株)

就　任

年月日

代表取締

役会長
鈴木孝之

昭和12年10月１
日生

昭和36年４
月

日研化学株式会社入社

注３ 458
平成20年
９月１日

昭和40年12
月

鈴木薬局開設

平成７年３
月

株式会社に改組するとと

もに商号変更に伴い株式

会社グリーンクロス代表

取締役社長

平成９年９
月

合併により株式会社グ

リーンクロス・コア（現

　ウエルシア関東株式会

社）同社代表取締役社長

平成16年11
月

ウエルシア関東株式会社

代表取締役会長兼社長

（現任）

平成17年４
月

e welciaヤマト株式
会社取締役（現任）

平成19年11
月

株式会社ナガタ薬局監査

役（現任）

平成20年５
月

株式会社高田薬局取締役

（現任）

平成20年９
月

グローウェルホールディ

ングス株式会社代表取締

役会長（現任）

代表取締

役社長
髙田隆右

昭和23年９月25
日生

昭和48年４
月

高田薬局勤務

注３ 954
平成20年
９月１日

昭和58年11
月

株式会社高田薬局設立、

取締役

平成４年11
月

同社代表取締役社長（現

任）

平成14年８
月

有限会社ウィンダー・イ

ンク代表取締役社長（現

任）

平成18年10
月

株式会社プラドウィン代

表取締役社長（現任）

平成20年５
月

ウエルシア関東株式会社

取締役（現任）

平成20年９
月

グローウェルホールディ

ングス株式会社代表取締

役社長（現任）

取締役
グループ総

務本部長
池野隆光

昭和18年９月20
日生

昭和40年４
月

全薬工業株式会社入社

注３ 257
平成20年
９月１日

昭和46年６
月

池野ドラッグを開設

平成14年３
月

合併により、株式会社グ

リーンクロス・コア（現

　ウエルシア関東株式会

社）入社

平成14年11
月

同社取締役副社長商品本

部長

平成16年11
月

同社取締役副社長営業本

部長

平成20年９
月

グローウェルホールディ

ングス株式会社取締役グ

ループ総務本部長

平成20年10
月
 

ウエルシア関東株式会社

取締役（現任）
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役名 職名 氏名 生年月日 略歴 任期

所有

株式数

(千株)

就　任

年月日

取締役

グループ経

営企画本部

長

松本忠久
昭和33年９月21
日生

昭和58年４
月

株式会社サンドラッグ入

社

注３ 3
平成20年
９月１日

平成３年６
月

株式会社いいの入社

平成10年５
月

同社取締役営業部長

平成16年12
月

同社代表取締役社長

平成18年３
月

合併によりウエルシア関

東株式会社取締役副社長

営業副本部長

平成18年６
月

e welciaヤマト株式
会社取締役（現任）

平成19年11
月

株式会社ナガタ薬局取締

役（現任）

平成20年３
月

ウエルシア関東株式会社

取締役副社長商品本部長

（現任）

平成20年９
月

グローウェルホールディ

ングス株式会社取締役グ

ループ経営企画本部長

（現任）

取締役

グループ財

務経理本部

長兼グルー

プＩＲ企画

本部長

佐藤範正
昭和32年６月27
日生

昭和59年10
月

株式会社アスキー入社

注３ 3
平成20年
９月１日

平成12年１
月

ウエルシア関東株式会社

入社　経理部長

平成12年11
月

同社取締役経理部長

平成16年11
月

同社取締役財務経理本部

長（現任）

平成19年６
月

株式会社コーディアルコ

ミュニティー（現　㈱応

援家族）監査役

平成20年９
月

グローウェルホール
ディングス株式会社
取締役グループ財務
経理本部長兼グルー
プ広報・IR本部長
（現任）

取締役 今井宏至
昭和27年２月９
日生

昭和49年３
月

ジャスコ株式会社（現　

イオン株式会社）入社

注３ －
平成20年
９月１日

平成12年２
月

同社マックスバリュー事

業本部第５事業部長

平成13年３
月

同社北日本カンパニー副

支社長

平成16年２
月

同社ドラッグ事業担当

（現任）

平成16年５
月

タキヤ株式会社社外取締

役（現任）

平成16年６
月

株式会社ウエルパーク社

外取締役（現任）

平成19年５
月

ウエルシア関東株式会社

取締役（現任）

平成20年９
月

グローウェルホールディ

ングス株式会社取締役

（現任）

常勤監査

役
渡邉一行

昭和14年１月２
日生

昭和30年６
月

エスエス製薬株式会社入

社

注４ 6
平成20年
９月１日

平成12年３
月

ウエルシア関東株式会社

入社監査室長

平成15年11
月

同社常勤監査役

平成20年９
月

グローウェルホールディ

ングス株式会社常勤監査

役（現任）
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役名 職名 氏名 生年月日 略歴 任期

所有

株式数

(千株)

就　任

年月日

監査役 早水惠之
昭和27年12月２
日生

昭和50年４
月

ジャスコ株式会社（現　

イオン株式会社）入社

注４ －
平成20年
９月１日

平成５年12
月

レッドロブスタージャパ

ン株式会社管理本部長

平成14年２
月

株式会社ヤオハン（現　

マックスバリュ東海株式

会社）専務取締役

平成15年５
月

イオン株式会社執行役

平成15年９
月

同社経営管理本部長兼財

務部長

平成16年５
月

株式会社メディカル一光

社外監査役（現任）

平成16年６
月

クラフト株式会社社外取

締役（現任）

平成16年８
月

株式会社クスリのアオキ

取締役（現任）、株式会

社ツルハホールディング

ス社外取締役（現任）

平成17年５
月

イオン株式会社事業推進

部長、寺島薬局株式会社

社外監査役（現任）

平成18年３
月

ウエルシア関東株式会社

監査役（現任）

平成18年６
月

イオン株式会社ドラッグ

事業企画部長

平成20年５
月

同社ドラッグ事業戦略

チームリーダー（現任）

平成20年９
月

グローウェルホールディ

ングス株式会社監査役

（現任）

監査役 多比羅誠
昭和18年３月３
日生

昭和45年１
月

東京弁護士会へ弁護士登

録

注４ 0
平成20年
９月１日

平成15年１
月

事業再生研究機構代表理

事

平成15年４
月

ひらぎ総合法律事務所設

立。代表（現任）

平成16年４
月

学習院大学法科大学院教

授

平成18年５
月

ウエルシア関東株式会社

監査役（現任）

平成20年９
月

グローウェルホールディ

ングス株式会社監査役

（現任）

（注）１．今井宏至氏は、会社法第２条第15号に定める「社外取締役」であります。

　　　２．早水惠之氏、多比羅誠氏は、会社法第２条第16号に定める「社外監査役」であります。

　　　３．取締役の任期は、平成20年９月１日である当社の設立日より、平成21年８月期に係る定時株

　　　　　主総会終結の時までであります。

　　　４．監査役の任期は、平成20年９月１日である当社の設立日より、平成24年８月期に係る定時株

　　　　　主総会終結の時までであります。
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第５ 【経理の状況】

１　四半期連結財務諸表の作成方法について

当社の四半期連結財務諸表は、「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」（平成19

年内閣府令第64号。以下「四半期連結財務諸表規則」という。）に基づいて作成しております。

　

２　監査証明について

当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、当第１四半期連結累計期間（平成20年９月

１日から平成20年11月30日まで）に係る四半期連結財務諸表について、新日本有限責任監査法人により四

半期レビューを受けております。

　

EDINET提出書類

グローウェルホールディングス株式会社(E21035)

四半期報告書

21/43



１　【四半期連結財務諸表】
(1)　【四半期連結貸借対照表】

(単位：百万円)

当第１四半期
連結会計期間末

(平成20年11月30日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 ※２
 9,502

売掛金 2,928

商品 22,395

その他 3,952

貸倒引当金 △6

流動資産合計 38,773

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額） ※２
 10,656

土地 ※２
 4,699

リース資産 2,229

その他（純額） 1,483

有形固定資産合計 ※１
 19,068

無形固定資産

のれん 11,079

その他 655

無形固定資産合計 11,735

投資その他の資産

差入保証金 11,437

破産更生債権等 77

その他 ※２
 2,552

貸倒引当金 △77

投資その他の資産合計 13,990

固定資産合計 44,794

資産合計 83,567

負債の部

流動負債

買掛金 ※２
 26,202

短期借入金 ※２
 7,416

未払金 2,051

未払法人税等 1,066

賞与引当金 393

ポイント引当金 1,228

その他 2,690

流動負債合計 41,051

固定負債

社債 906

長期借入金 ※２
 13,344
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(単位：百万円)

当第１四半期
連結会計期間末

(平成20年11月30日)

退職給付引当金 338

役員退職慰労引当金 545

その他 1,854

固定負債合計 16,988

負債合計 58,039

純資産の部

株主資本

資本金 1,000

資本剰余金 14,271

利益剰余金 9,029

自己株式 △32

株主資本合計 24,269

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 △2

評価・換算差額等合計 △2

少数株主持分 1,261

純資産合計 25,527

負債純資産合計 83,567
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(2)　【四半期連結損益計算書】
【第１四半期連結累計期間】

(単位：百万円)

当第１四半期連結累計期間
(自　平成20年９月１日
　至　平成20年11月30日)

売上高 38,141

売上原価 26,851

売上総利益 11,290

販売費及び一般管理費 ※１
 10,094

営業利益 1,195

営業外収益

受取利息及び配当金 15

協賛金収入 55

その他 87

営業外収益合計 158

営業外費用

支払利息 34

創立費償却 16

その他 8

営業外費用合計 60

経常利益 1,294

特別利益

その他 0

特別利益合計 0

特別損失

店舗閉鎖損失 18

固定資産除却損 4

投資有価証券評価損 33

減損損失 13

たな卸資産評価損 298

特別損失合計 368

税金等調整前四半期純利益 925

法人税、住民税及び事業税 840

法人税等調整額 △354

法人税等合計 486

四半期純利益 439
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(3)　【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：百万円)

当第１四半期連結累計期間
(自　平成20年９月１日
　至　平成20年11月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純利益 925

減価償却費 363

減損損失 13

のれん償却額 205

貸倒引当金の増減額（△は減少） △0

賞与引当金の増減額（△は減少） 146

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 15

退職給付引当金の増減額（△は減少） 8

ポイント引当金の増減額（△は減少） 81

受取利息及び受取配当金 △15

支払利息 34

売上債権の増減額（△は増加） △64

たな卸資産の増減額（△は増加） △1,159

仕入債務の増減額（△は減少） 81

投資有価証券評価損益（△は益） 33

固定資産除却損 4

固定資産受贈益 △13

未払消費税等の増減額（△は減少） △38

その他 237

小計 860

利息及び配当金の受取額 14

利息の支払額 △34

法人税等の支払額 △1,037

営業活動によるキャッシュ・フロー △197

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出 △1,021

無形固定資産の取得による支出 △36

敷金の差入による支出 △374

敷金の回収による収入 39

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得によ
る支出

△7,658

その他 △29

投資活動によるキャッシュ・フロー △9,080
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(単位：百万円)

当第１四半期連結累計期間
(自　平成20年９月１日
　至　平成20年11月30日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少） 653

長期借入れによる収入 13,230

長期借入金の返済による支出 △1,814

社債の償還による支出 △30

配当金の支払額 △164

ファイナンス・リース債務の返済による支出 △57

自己株式の取得による支出 △1

財務活動によるキャッシュ・フロー 11,815

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 2,538

現金及び現金同等物の期首残高 5,188

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 789

現金及び現金同等物の四半期末残高 ※
 8,516
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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】

    当第１四半期連結会計期間（自　平成20年９月１日　至　平成20年11月30日）

　　 該当事項はありません。

　

【四半期連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項等の変更】

当社は平成20年９月１日にウエルシア関東株式会社と株式会社高田薬局が経営統合し両社を完全子会
社とする共同持株会社として設立されました。四半期連結財務諸表は、当第１四半期連結会計期間から作
成しておりますので、「四半期連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項等」を記載しておりま
す。

四半期連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項等

当第１四半期連結会計期間

(自　平成20年９月１日

　至　平成20年11月30日)

１．連結の範囲に関する事項

　(1) 連結子会社の数　９社

　　　ウエルシア関東株式会社

　　　株式会社高田薬局

　　　株式会社ナガタ薬局

　　　e welciaヤマト株式会社

　　　有限会社コア・コーポレーション

　　　寺島薬局株式会社

　　　株式会社アプトケア

　　　有限会社ヒュージョン

　　　有限会社アクロス

（注）寺島薬局株式会社、株式会社アプトケア、有限会社ヒュージョン、有限会社アクロスは、寺島薬局株式会

社の株式をウエルシア関東株式会社が取得したことにより新たに連結子会社に含めております。なお、平

成20年11月11日の株式取得に伴い、みなし取得日を平成20年11月末としております。

　(2) 非連結子会社の名称等

　　非連結子会社

　　　有限会社ウィンダーインク

　　　株式会社プラドウィン

　　（連結の範囲から除いた理由）

非連結子会社は、いずれも小規模であり、合計の総資産、売上高、第１四半期純損益（持分に見合う額）及び利

益剰余金（持分に見合う額）等は、いずれも第１四半期連結財務諸表に重要な影響を及ぼしていないた

めであります。

 

２．持分法の適用に関する事項

　　　持分法を適用した関連会社の数　１社

　　　株式会社ドラッグママダ

      （注）株式会社ドラッグママダは、寺島薬局株式会社の株式をウエルシア関東株式会社が取得したことに
          より新たに持分法を適用した関連会社に含めております。なお、平成20年11月11日の株式取得に
          伴い、みなし取得日を平成20年11月末としております。        

３．連結子会社の四半期連結決算日に関する事項

　　　連結子会社の四半期決算日は、四半期連結決算日と一致しております。

４．会計処理基準に関する事項
　(1) 重要な資産の評価基準及び評価方法
　　①有価証券
　　　その他有価証券
　　　ａ時価のあるもの
　　　　　四半期連結決算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、売却原価は総平均法により算定しています）
　　　ｂ時価のないもの
　　　　　主として総平均による原価法
　　②デリバティブ　　時価法

EDINET提出書類

グローウェルホールディングス株式会社(E21035)

四半期報告書

27/43



当第１四半期連結会計期間

(自　平成20年９月１日

　至　平成20年11月30日)

　　③たな卸資産

　　　ａ商品

　　　　　主として売価還元法による原価法（収益性の低下による簿価切下げの方法）

　　　ｂ貯蔵品

　　　　　最終仕入原価法

　(2) 重要な減価償却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日以降取得した建物（附属設備を除く）については定額法
　　　なお、主な耐用年数は以下のとおりです。
　　　　建物　　　　　10年～39年
　　　　構築物　　　　８年～18年
　　　　機械装置　　　　　　７年
　　　　車輌運搬具　　　　　５年
　　　　器具備品　　　３年～20年
　　②無形固定資産
　　　定額法
　　　ただし、ソフトウエアについては、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。
　　③リース資産
　　　所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
　　　リース期間を耐用年数とし、残存価額をゼロとする定額法によっております。
　　④投資その他の資産（その他－長期前払費用）
　　　定額法
　(3) 重要な繰延資産の処理方法
　　　創立費・開業費
　　　支出時に全額費用処理しております。
　(4) 重要な引当金の計上基準
　　①貸倒引当金
　　　債権の貸倒による損失に備えるため、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検討し、回収不能見込額を計上しております。
　　②賞与引当金
　　　一部の連結子会社は従業員に対して支給する賞与の支出に充てるため、支給見込額に基づき当四半期連結会
　　　計期間に見合う分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、当連結会計年度末における退職給付債務及び年金資産の見込額に基づき、
　　　当四半期連結会計年度末において発生すると認められる額を計上しております。数理計算上の差異について
　　　は、各連結会計年度の発生時の従業員の平均残存勤務期間内の一定の年数（５年～８年）による按分額をそ
　　　れぞれ翌連結会計年度より費用処理しております。また、一部の連結子会社は、簡便法により期末要支給額
　　　の100％を計上しております。
　　④ポイント引当金
　　　ポイントカードにより顧客に付与したポイントの使用に備えるため、過去の利用実績に基づいて将来発生さ
　　　れると見込まれる額を計上しております。
　　⑤役員退職慰労引当金
　　　役員の退職慰労金の支給に備えるため、役員退職慰労金内規に基づく当四半期連結会計期間末要支給額を計
　　　上しております。
　(5) 重要な外貨建の資産又は負債の本邦通貨への換算の基準
　　　外貨建金銭債権債務は、連結決算日の直物為替相場により円貨に換算し、換算価額は損益として処理してお
　　ります。
　(6) 重要なリース取引の処理方法
　　　ファイナンス・リース取引については、通常の売買取引に係る方法に準じた会計処理によっております。　　
　　　リース取引開始日がリース会計基準適用開始前のリース物件で、所有権が借主に移転するものと認められる
　　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。
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当第１四半期連結会計期間

(自　平成20年９月１日

　至　平成20年11月30日)

　(7) 重要なヘッジ会計の方法

　　①ヘッジ会計の方法

　　　特例処理の条件を充たしている金利スワップについては、特例処理を採用しております。

　　②ヘッジ手段とヘッジ対象

　　　ヘッジ手段・・・金利スワップ、ヘッジ対象・・・借入金

　　③ヘッジ方針

金利リスクの低減並びに金融収支改善のため、対象債務の範囲内でヘッジを行っております。

　　④ヘッジの有効性評価の方法
　　  特例処理によっている金利スワップにつき、有効性の評価を省略しております。
(8) 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、税抜き方式によっています。
 

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方法は全面時価評価法を採用しております。
 

６．のれん及び負ののれんの償却に関する事項
　　個別案件ごとに判断し、20年以内の合理的な年数で均等償却しております。
 

７．四半期連結キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲
　　　四半期連結キャッシュ・フロー計算書における資金（現金及び現金同等物）は、手許現金、要
　　求払預金及び容易に換金可能であり、かつ、価値の変動について僅少なリスクしか負わない取得
　　日から３ヶ月以内に満期の到来する短期投資からなります。
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【簡便な会計処理】

　

当第１四半期連結会計期間

(自　平成20年９月１日

　至　平成20年11月30日)

１．法人税等並びに繰延税金資産及び繰延税金負債の算定方法

法人税等の納付税額の算定に関しては、加味する加減算項目や税額控除項目を重要なものに限定する方法に

よっております。

繰延税金資産の回収可能性の判断に関しては、当期首以降に経営環境等、かつ、一時差異等の発生状況に著しい

変化がないと認められるので、当期首において使用した将来の業績予測やタックス・プランニングを利用する

方法によっております。

 

　

【四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理】

　

　　　該当事項はありません。
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【注記事項】

(四半期連結貸借対照表関係)

当第１四半期連結会計期間末

(平成20年11月30日)

※１　固定資産の減価償却累計額

有形固定資産の減価償却累計額 9,591百万円

減価償却累計額には、減損損失累計額が含まれておりま
す。

※２　担保に供している資産及びこれに対応する債務

　（担保に供している資産）

預金 40百万円

投資有価証券 2百万円

土地 1,841百万円

建物 488百万円

合計 2,372百万円

　上記のほか、連結子会社株式（消去前金額9,367百万
円）を担保に供しております。

　（上記に対応する債務）

買掛金 272百万円

短期借入金 400百万円

前払式証票の供託金 40百万円

長期借入金 8,302百万円

（一年以内返済予定分を含む）

合計 9,015百万円
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(四半期連結損益計算書関係)

第１四半期連結累計期間

　

当第１四半期連結累計期間

(自　平成20年９月１日

　至　平成20年11月30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。

　従業員給料 3,363百万円

　賞与引当金繰入額 146百万円

　退職給付費用 20百万円

　役員退職慰労引当金繰入額 15百万円
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(四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係)

　

当第１四半期連結累計期間

(自　平成20年９月１日

　至　平成20年11月30日)

※現金及び現金同等物の四半期末残高と四半期連結貸借対

　照表に掲記されている科目の金額との関係

(平成20年11月30日現在)

　

現金及び預金勘定 9,502百万円

預入期間３ヶ月超の定期預金 △1,007百万円

マネー・マネジメント・ファ
ンド（有価証券勘定）

20百万円

現金及び現金同等物 8,516百万円
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(株主資本等関係)

当第１四半期連結会計（累計）期間（自　平成20年９月１日　至　平成20年11月30日）

１　発行済株式に関する事項

株式の種類

当第１四半期

連結会計期間末

(株)

　普通株式 14,065,198

　

２　自己株式に関する事項

株式の種類

当第１四半期

連結会計期間末

(株)

　普通株式 15,000

　

３　新株予約権等に関する事項

　該当事項はありません。

　

４　配当に関する事項

(1)　配当金支払額

当社は平成20年９月１日に株式移転により設立された共同持株会社であるため、配当金の支払は、

完全子会社であるウエルシア関東株式会社の取締役会において決議された金額です。

決議 株式の種類 配当の原資
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10月17日
取締役会

普通株式 利益剰余金 172 15.00平成20年８月31日平成20年11月13日

　

(2)　基準日が当連結会計年度の開始の日から当四半期連結会計期間末までに属する配当のうち、配当の効

力発生日が当四半期連結会計期間の末日後となるもの

　該当事項はありません。

　

５　株主資本の著しい変動に関する事項

　　　当第1四半期連結会計期間（自平成20年９月１日　至平成20年11月30日）

資本金

(百万円)

資本剰余金

(百万円)

利益剰余金

(百万円)

自己株式

(百万円)

株主資本合計

(百万円)

前期末残高 3,115 3,964 8,762 △31 15,810

当第１四半期までの変動額

株式移転による変動額 △2,115 10,306 0 8,192

剰余金の配当 △172 △172

四半期純利益 439 439

自己株式の取得 △1 △1

当第１四半期までの変動額合計 △2,115 10,306 267 △0 8,458

当第１四半期末残高 1,000 14,271 9,029 △32 24,269

（注）グローウェルホールディングス株式会社は、平成20年９月１日付でウエルシア関東株式会社と
　　株式会社高田薬局の共同で、株式移転により設立しております。
　　　なお、当第１四半期連結財務諸表は、完全子会社となったウエルシア関東株式会社の連結財務
　　諸表を引き継ぎ、期首に設立したものとみなして作成しております。
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(リース取引関係)

当第１四半期連結会計期間

(自　平成20年９月１日

　至　平成20年11月30日)

１　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

　（通常の賃貸借取引に準じた会計処理によっているも
の）

(1) リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当
額、減損損失累計額相当額及び四半期末残高相当額

取得価額相

当額

(百万円)

減価償却累

計額相当額

(百万円)

減損損失累計

額相当額

(百万円)

四半期末残高

相当額

(百万円)

建物 6,6812,119 － 4,562

車輌運
搬具

59 24 23 10

器具備
品

6,1433,118 501 2,523

ソフト
ウエア

1,255 463 7 784

合計 14,1405,725 532 7,882

(2) 未経過リース料四半期末残高相当額等

未経過リース料四半期末残高相当額

1年内 1,748百万円

1年超 6,509百万円

合計 8,258百万円

リース資産減損勘定の残高 227百万円

(3) 支払リース料、リース資産減損勘定の取崩額、減価償
却費相当額、支払利息相当額及び減損損失

支払リース料 492百万円

リース資産減損勘定の取崩額 37百万円

減価償却費相当額 479百万円

支払利息相当額 14百万円

減損損失 6百万円

(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。

(5) 利息相当額の算定方法

リース料総額とリース物件の取得価額相当額との差額を
利息相当額とし、各期への配分については利息法によっ
ております。

２　オペレーティング・リース取引

未経過リース料

1年内 1,627百万円

1年超 13,246百万円

合計 14,874百万円
　
　

(有価証券関係)

　有価証券につきましては、企業集団の事業の運営において重要なものではないため記載を省略しておりま
す。

　

(デリバティブ取引関係)

　デリバティブ取引につきましては企業集団の事業の運営において重要なものではないため記載を省略して
おります。

　

(ストック・オプション等関係)

　該当事項はありません。

　

(企業結合等関係)

　当第１四半期連結会計期間（自　平成20年９月１日　至　平成20年11月30日）
　　　（パーチェス法適用：その１）
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　　　　１．被取得企業の名称及び事業の内容、企業結合を行った理由、企業結合日、企業結合の法
　　　　　的形式、企業結合後の名称及び取得した議決権比率
　　　　　(1) 被取得企業の名称及び事業の内容
　　　　　　株式会社高田薬局　ドラッグストアチェーンの運営
　　　　　(2) 企業結合を行った理由
　　　　　 地域の強固な地位を確保するため、両者のノウハウや人材資源を適宜共有することで、シ
           ナジー効果を発揮して、お客様に支持される独自性のある店舗作りを目指し、将来のドラ
           ッグストア業界において存在感のある企業グループを目指すためであります。
　        (3) 企業結合日
　　       平成20年９月１日
　        (4) 企業結合の法的形式
　　       株式移転
　        (5) 結合後企業の名称
　　       グローウェルホールディングス株式会社
　        (6) 取得した議決権比率
　       　１００％
       ２．四半期連結財務諸表に含まれている被取得企業の業績の期間
　　     　平成20年９月１日から平成20年11月30日まで
       ３．被取得企業の取得原価及びその内訳
　　　   　所得の対価　　　　　　8,192百万円
　　　   　取得に直接要した支出　　183百万円
　　　　　   　合　　計　　　　　8,375百万円
       ４．株式の種類別の移転比率及び算定方法並びに交付株式数及びその評価額
　        (1) 株式の種類及び移転比率
　　       ウエルシア関東株式会社の普通株式１株に対して当社の普通株式１株を、株式会社高田薬
           局の普通株式１株に対して当社の普通株式1,171株をそれぞれ割当て交付いたしました。
　        (2) 移転比率の算定方法
           ① 算定の基礎および経緯
             ウエルシア関東株式会社（以下、「ウエルシア関東」といいます。）は、みらいコンサ
            ルティング株式会社（以下、「みらいコンサルティング」といいます。）による株式移
            転比率の算定結果を参考とし、株式会社高田薬局（以下、「高田薬局」といいます。）
            は株式会社インターリンク（以下、「インターリンク」といいます。）による株式移転
            比率の算定結果を参考として、株式移転比率について検討を行いました。
             みらいコンサルティングは、ウエルシア関東の株式価値については、東京証券取引所に 
           上場されていることから市場株価平均法を採用し、分析を実施いたしました。計算対象期
           間については、直近３ヶ月間と直近１ヶ月間の終値平均に大きな差がなかったことから、
           平成20年2月29日までの1ヶ月間の終値平均を採用いたしました。また、ウエルシア関東は
           本年2月末に1:1.1の株式分割を実施していますが、計算に際して、その分割前の株価につ
           いては分割調整後株価に修正した上で、算定しております。なお、その算定結果は以下の
           とおりです。
             市場株価平均法　3,355円 / 株
            高田薬局の株式価値については、株式を公開していないため、市場株価平均法以外の合
          理的と考えられる方式で企業価値を算定する必要があり、ディスカウンテッド・キャッシ
          ュフロー方式、類似会社比較法を採用することといたしました。なお、その算定結果は以
          下のとおりです。
             ディスカウンテッド・キャッシュフロー方式：3,992,000円 / 株
             類似会社比較方式：3,888,000円 / 株
           これらの株式価値評価を踏まえ、みらいコンサルティングは株式移転比率を以下のとおり
          算定いたしました。

共同持株会社 ウェルシア関東 高田薬局

株式移転比率 １ １ 1,159～1,190

           インターリンクは、ウエルシア関東の株式価値については、東京証券取引所に上場されて
          おり、株価形成に関して特段の異常性が認められないことから、上場企業の株式価値算定
          として客観性の高い市場株価平均法を採用し、一般的な算定平均期間を鑑み、直近3ヶ月間
          （平成19年12月1日～平成20年2月29日）の終値平均株価を1株当り価格として採用いたしま
          した。また、ウエルシア関東は本年2月末に1:1.1の株式分割を実施していますが、計算に
          際して、その分割前の株価については分割調整後株価に修正した上で、算定しておりま
          す。なお、その算定結果は以下のとおりです。
            市場株価平均法　3,331円 / 株
           高田薬局の株式価値については、株式を公開していないため、非上場企業の株式価値算定
          として一般的に用いられるディスカウンテッド・キャッシュフロー方式、類似会社比較方
          式およびウエルシア関東との一株指標比較方式による算定を行い、個々の結果を総合的に
          勘案し1株当り4,031,363円と算定いたしました。なお、その算定結果は以下のとおりで
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          す。
            ディスカウンテッド・キャッシュフロー方式：4,775,000円 / 株
            類似会社比較方式：3,241,818円 / 株
            ウエルシア関東との一株指標比較方式：4,054,545円 / 株
           これらの株式価値評価を踏まえ、インターリンクは株式移転比率を以下のとおり算定いた
          しました。

共同持株会社 ウェルシア関東 高田薬局

株式移転比率 １ １ 1,210

            ウエルシア関東および高田薬局は、それぞれの依頼した算定機関から提示された上記の
          算定結果をもとに、それぞれの財務状況、将来見通し等の要因を勘案して、慎重に協議を
          重ねた結果、最終的に上記の株式移転比率が妥当であるとの判断に至り、合意いたしまし
          た。
          ②　算定機関との関係
            算定機関であるみらいコンサルティング、インターリンクは、いずれもウエルシア関東
          および高田薬局の関連当事者に該当いたしません。
　       (3) 交付株式数及びその評価額
　　         2,576,200株      8,192百万円
       ５．発生したのれんの金額、発生原因、償却方法及び償却期間
　       (1) のれんの金額
　　         5,450百万円
　       (2) 発生原因
　　       企業結合時の時価純資産総額が取得原価を下回ったため、その差額をのれんとして認識し
         ております。
　　　   (3) 償却の方法及び償却期間
　　       10年間で均等償却
       ６．企業結合が当連結会計年度の開始の日に完了したと仮定した場合の当四半期連結会計期間
　　　　　 の四半期連結損益計算書に及ぼす影響の概算額
　　     企業結合日が、当連結会計年度の開始日のため、該当事項はありません。
　
     （パーチェス法適用：その２）
       １．被取得企業の名称及び事業の内容、企業結合を行った理由、企業結合日、企業結合の法的
           形式、企業結合後の名称及び取得した議決権比率
　       (1) 被取得企業の名称及び事業の内容
　　       寺島薬局株式会社   ドラッグストアチェーンの運営
　       (2) 企業結合を行った理由
　　       当社グループのノウハウを注入することで、寺島薬局株式会社の利益等の改善が図られる
         とともに出店戦略の関東圏のドミナント化の促進、新たな地域への出店の足がかり、新規
         出店における投資の削減、新規出店のリスクの軽減に繋がり、規模拡大によるスケールメリ
         ット、シナジー効果が得られ、さらには、介護事業への新展開をすることにより、寺島薬局
         及び当社グループの企業価値の一層の向上が図られると考えたためであります。
　       (3) 企業結合日
　　       平成20年11月11日
       　(4) 企業結合の法的形式
　　       買付けによる株式取得
　       (5) 取得した議決権比率
　　       ７７.１４％
       ２．四半期連結財務諸表に含まれている被取得企業の業績の期間
　       　平成20年11月末日で企業結合を行っております。
       ３．被取得企業の取得原価及びその内訳
　　　      所得の対価　　　　　　9,237百万円
　　      　取得に直接要した支出　　122百万円
　　　　　      小　　計　　　　　9,360百万円
　　      　既所有株式　　　　　　　　7百万円
　　　　　      合　　計　　　　　9,367百万円
       ４．発生したのれんの金額、発生原因、償却方法及び償却期間
　       (1) のれんの金額
　　       5,111百万円
　       (2) 発生原因
　　       企業結合の時価純資産総額が取得原価を下回ったため、その差額をのれんとして認識して
          おります。
　　　   (3) 償却方法及び償却期間
　　       15年間で均等償却
       ５．企業結合が当連結会計年度開始の日に完了したと仮定した場合の当四半期連結累計期
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　　　　　 間の四半期連結損益計算書に及ぼす影響金額の概算額
　　      　売上高　　　　　　　　　　　　　　10,897百万円
　　　      営業損失　　　　　　　　　　　　　　 154百万円
　　　      経常損失　　　　　　　　　　　　　 　165百万円
　　　      税金等調整前四半期純損失　　　　　 　171百万円
　　　      四半期純損失　　　　　　　　　　　 　150百万円
　　　      １株当たり四半期純損失　　　　　　　　 10.71円
　（概算額の算定方法及び重要な前提条件）
　　 概算額については、企業結合が当連結会計年度開始の日に完了したと仮定して算定された売上高
　　及び損益情報と取得企業の連結損益計算書における売上高及び損益状況との差額を影響の概算と
　　しております。
　　なお、当該注記につきましては、監査証明を受けておりません。
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(セグメント情報)

【事業の種類別セグメント情報】

　　 当社グループの事業は、医薬品・衛生介護品・ベビー用品、化粧品、家庭用雑貨、健康食品・食

　 品等を扱う小売業を主たる事業としております。当第１四半期連結会計期間（自平成20年９月１日　

   至平成20年11月30日）において、この事業の売上高、営業利益及び資産の金額は、いずれも全セグ

   メントに占める割合が90％超であるため、記載を省略しております。

　

【所在地別セグメント情報】

　   当第１四半期連結会計期間において本邦以外の国又は地域に所在する連結子会社がないため、該

   当事項はありません。

　

【海外売上高】

　   当第１四半期連結会計期間において、海外売上高がないため該当事項はありません。
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(１株当たり情報)

１　１株当たり純資産額

当第１四半期連結会計期間末

(平成20年11月30日)

　

１株当たり純資産額 1,727円15銭

　

　

２　１株当たり四半期純利益及び潜在株式調整後１株当たり四半期純利益

     第１四半期連結累計期間

当第１四半期連結累計期間

(自　平成20年９月１日

　至　平成20年11月30日)

　

１株当たり四半期純利益 31円29銭

　

(注）１ 潜在株式調整後１株当たり四半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。

　 ２ １株当たり四半期純利益の算定上の基礎

項目

当第１四半期連結累計期間

(自　平成20年９月１日

　至　平成20年11月30日)

　四半期連結損益計算書上の四半期純利益（百万円） 439

　普通株主に帰属しない金額（百万円） －

　普通株式に係る四半期純利益（百万円） 439

　普通株式の期中平均株式数（千株） 14,050

　

(重要な後発事象)

　　該当事項はありません。
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２【その他】

該当事項はありません。
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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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独立監査人の四半期レビュー報告書

　

平成21年１月13日

グローウェルホールディングス株式会社

取　締　役　会　　御　中

　

新日本有限責任監査法人

　

指定有限責任社員
業務執行社員

公認会計士　　大　橋　洋　史　　印

　

指定有限責任社員
業務執行社員

公認会計士　　田　中　達　美　　印

　

指定有限責任社員
業務執行社員

公認会計士　　廣　田　剛　樹　　印

　

当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられているグ

ローウェルホールディングス株式会社の平成20年９月１日から平成21年８月31日までの連結会計年度の第１

四半期連結累計期間(平成20年９月１日から平成20年11月30日まで)に係る四半期連結財務諸表、すなわち、四

半期連結貸借対照表、四半期連結損益計算書及び四半期連結キャッシュ・フロー計算書について四半期レ

ビューを行った。この四半期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四

半期連結財務諸表に対する結論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四半期レビューの基準に準拠して四半期レ

ビューを行った。四半期レビューは、主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対し

て実施される質問、分析的手続その他の四半期レビュー手続により行われており、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実施される年度の財務諸表の監査に比べ限定された手続により行わ

れた。

当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期連結財務諸表が、我が国において一般に公正

妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して、グローウェルホールディングス株式会社及び

連結子会社の平成20年11月30日現在の財政状態並びに同日をもって終了する第１四半期連結累計期間の経営

成績及びキャッシュ・フローの状況を適正に表示していないと信じさせる事項がすべての重要な点において

認められなかった。

　

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

　
 
(注) １　上記は、四半期レビュー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(四半期報告

書提出会社)が別途保管しております。

２　四半期連結財務諸表の範囲にはXBRLデータ自体は含まれていません。
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