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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２四半期連結累計期間
　

第１期

第２四半期連結会計期間

会計期間 　

自　平成20年９月１日

至　平成21年２月28日
　

自　平成20年12月１日

至　平成21年２月28日

売上高 （百万円） 　 88,691　 50,549

経常利益 （百万円） 　 2,990　 1,696

四半期純利益 （百万円） 　 1,055　 615

純資産額 （百万円） 　 ― 　 26,127

総資産額 （百万円） 　 ― 　 83,876

１株当たり純資産額 （円） 　 ― 　 1,770.98

１株当たり四半期純利益 （円） 　 75.14　 43.84

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 （％） 　 ― 　 29.7

営業活動によるキャッ
シュ・フロー

（百万円） 　 630 　 ―

投資活動によるキャッ
シュ・フロー

（百万円） 　 △10,681　 ―

財務活動によるキャッ
シュ・フロー

（百万円） 　 11,281　 ―

現金及び現金同等物の四
半期末残高

（百万円） 　 ― 　 7,208

従業員数 （名） 　 ― 　 2,137

　(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　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てい

 ないため記載しておりません。
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２ 【事業の内容】

　
　　　第２四半期連結会計期間において、当社グループ(当社及び当社の関連会社)において営まれて
　　いる事業の内容に重要な変更はありません。
　　　また、主要な関係会社の異動については、「３　関係会社の状況」に記載のとおりでありま　　
　　す。

　

３ 【関係会社の状況】

　

当第２四半期連結会計期間末において、次の関連会社を持分法適用関連会社から除外しました。

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

（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
所有割合   19.2　
          (19.2)

　

  (注) 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。

　

４ 【従業員の状況】

(1)　連結会社における状況

平成21年２月28日現在

区分 従業員数(名)

営業部門 1,800 (4,449)

管理部門 337 (87)

合計 2,137 (4,536)

　(注) 従業員数欄の（外書）は、臨時従業員の第２四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)　提出会社の状況

平成21年２月28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】

　

  (1)　仕入実績　　

　 当第２四半期連結会計期間における仕入実績を品目別に示すと次のとおりであります。

区分 　金額(百万円) 　

医薬品・衛生介護品・ベビー用品・健康食品 8,755　

調剤 2,337　

化粧品 6,091　

家庭用雑貨 6,381　

食品 9,664　

その他 2,908　

合計 36,138　

　(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

 当第２四半期連結会計期間における販売実績を地区別及び品目別に示すと次のとおりであります。

　（a) 地区別売上高

都道府県名 金額(百万円)　 店舗数

埼玉県 11,391　 114

千葉県 6,551　 55

東京都 5,007　 61

神奈川県 1,073　 13

群馬県 2,244　 23

茨城県 9,471　 91

新潟県 570　 6

栃木県 3,189　 39

山梨県 1,872　 21

長野県 1,009　 11

静岡県 7,463　 97

福島県 704　 11

合計 50,549　 542

　(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 14,378　 　 　

調剤 3,576　 　 　

化粧品 8,684　 　 　

家庭用雑貨 8,553　 　 　

食品 12,050　 　 　

その他 3,305　 　 　

合計 50,549　 　 　

　(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２四半期連結会計期間 　

売上高 50,549百万円　

　１㎡当たり売上高
　売場面積（平均） 367,750㎡　

　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） 6,673人　

　１人当たり期間売上高 7,575千円　

　(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　上記の金額には、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２四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２四半期連結会計期間（平成20年12月１日～平成21年２月28日）におけるわが国経済は、サブプ

ライム問題に端を発した世界的な金融不安により、企業業績の悪化、雇用情勢の悪化など、景気が一段と

後退局面の状況となりました。

ドラックストア業界におきましては、消費の低迷、出店競争や価格競争、さらには、改正薬事法の施行に

伴う異業種の参入、Ｍ＆Ａや資本・業務提携等の業界再編が加わり、独自性・差別化戦略を問われる状況

となっております。

このような状況下におきましては、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、平成20年９月１日に共同株式移転方式によりグロー

ウェルホールディングス株式会社を設立し、さらにウエルシア関東は、平成20年11月に寺島薬局株式会社

（以下、「寺島薬局」という）を公開買付けによりグループの傘下企業としております。

　グループ会社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を目指しま

す。

当該四半期末の店舗数は、542店舗（株式会社ドラッグママダからの営業譲受による取得：10店舗、新

規出店：12店舗、閉店：４店舗）となりました。

　この結果、当第２四半期連結会計期間の業績は、売上高は50,549百万円、営業利益は1,561百万円、経常利

益は1,696百万円となり順調に推移いたしましたが、四半期純利益は平成20年11月に子会社化した寺島薬

局株式会社におきまして、減損損失を計上した事等により、615百万円となりました。

　当第２四半期連結会計期間における出店・閉店状況は、次のとおりとなっております。

　 第１四半期末店舗数

(平成20年11月30日)
出店数 閉店数

第２四半期末店舗数

(平成21年２月28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）

321

（249）

（216）

9 3 327

（260）

（225）

高田薬局

（内、調剤取扱店）

（内、深夜営業店）

101

（35）

（11）

3 1 103

（38）

（17）

寺島薬局及び子会社

（内、調剤取扱店）

（内、深夜営業店）

102

（17）

　　　　　　　（17）

10

 

―

 

112

（19）

（23）

合計

（内、調剤取扱店）

（内、深夜営業店）

524

（301）

（244）

22 4 542

（317）

（265）
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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 14,378

調剤 3,576

化粧品 8,684

家庭用雑貨 8,553

食品 12,050

その他 3,305

合計 50,549

　

(2)　財政状態の分析

（資産）

  当第２四半期連結会計期間末における総資産は83,876百万円となりました。うち流動資産は

   37,678百万円、固定資産は46,198百万円であります。

  流動資産のうち現金及び預金8,150百万円、売掛金2,923百万円、商品22,537百万円でありま

   す。

  固定資産のうち有形固定資産20,529百万円、無形固定資産11,545百万円、投資その他の資産

   14,123百万円であります。

　

（負債）

  当第２四半期連結会計期間末における負債合計は57,748百万円となりました。うち流動負債

   は40,958百万円、固定負債は16,790百万円であります。

  負債の主な内容は、買掛金24,919百万円、長期借入金12,561百万円であります。

　

（純資産）

  当第２四半期連結会計期間末における純資産は26,127百万円となりました。

　
(3)　キャッシュ・フローの状況
　　　当第２四半期連結会計期間における現金及び現金同等物（以下、「資金」という。）は、　　　
　　7,208百万円となりました。当第２四半期連結会計期間における各キャッシュ・フローの状況と
　　それらの要因は、次のとおりであります。

　

（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、827百万円の収入となりました。これは主に税金等調整前四

　 半期純利益1,231百万円、減価償却費524百万円、のれん償却費305百万円、たな卸資産の減少

　 134百万円、仕入債務の減少1,283百万円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1,600百万円の支出となりました。これは主に有形固定資産の取得による支

   出1,091百万円、敷金・保証金の差入による支出504百万円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534百万円の支出となりました。これは主に短期借入金の純増額205百万円、

　 長期借入金による収入370百万円、長期借入金の返済による支出962百万円によるものでありま

   す。
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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。

     当面は、平成20年11月に子会社化した寺島薬局株式会社の業績建て直しを念頭におき、販売ノウ

　　ハウを共有化し、スケールメリットを活用した仕入原価の低減を行い、会計・調剤・基幹システ

　　ムを統合し、業務の効率化を図ってまいります。

　

(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

提出会社につきましては、該当事項はございません。

②連結子会社

       当第２四半期連結会計期間において、完成した主要な設備は次の通りであります。

会社名 事業所所在地 事業の名称
設備の

内容

帳簿価額(百万円)

従業員数

(名)建物及び
構築物

器具備品
及び運搬
具

　 土地
　（㎡）

リース資
産

   合計

ウエルシア関東

株式会社
茨城県１店舗 医薬品等の販売 店舗

 (注)3
     542

1
 (注)3
　　  589
 (15,645.0)

      33
 (注)3
     1,166

8

　　　　〃 埼玉県２店舗 　　　〃 〃 122 1 ― 24 149 6

　　　　〃 千葉県２店舗 　　　〃 〃 25 1 ― 157 184 6

　　　　〃 東京都１店舗 　　　〃 〃 5 0 ― 38 44 1

　　　　〃 栃木県１店舗 　　　〃 〃 30 0 ― 61 92 1

　　　　〃 新潟県１店舗 　　　〃 〃 35 1 ― 23 61 4

　　　　〃 山梨県１店舗 　　　〃 〃 122 0 ― ― 122 1

株式会社高田薬局 静岡県３店舗 医薬品等の販売 店舗 296 15 ― 72 384 5

株式会社寺島薬局 茨城県５店舗 医薬品等の販売 店舗 64 6 ― 22 93 13

　　　　〃
(注)4
栃木県５店舗

　　　〃 〃 83 2 ― 27
 (注)4
       113

12

　　　　〃 福島県１店舗 　　　〃 〃 1 1 ― ― 2 3

（注）１上記の金額には、消費税等は含まれておりません。

      ２従業員数には、パート・アルバイトが含まれておりません。

     ３帳簿価額には、他に賃貸している金額が含まれております。
     ４店舗数及び帳簿金額には、他に賃貸している１店舗分の金額が含まれております。
　

(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２四半期会計期間末

現在発行数(株)

(平成21年２月28日)

提出日現在

発行数(株)

(平成21年４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）

単元株式数100株

計 14,065,198 14,065,198― ―

　（注）提出日現在の発行数には、平成21年４月１日からこの四半期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。

　

(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２四半期会計期間末現在

(平成21年２月28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２四半期会計期間末現在

(平成21年２月28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12月１日～

平成21年２月28日
－ 14,065,198 － 1,000 － 250

　

　

(5) 【大株主の状況】

                                                            　　　 平成21年２月28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(％)

イオン株式会社 千葉県千葉市美浜区中瀬１丁目5-1 4,127 29.34

髙田隆右 静岡県静岡市 954 6.78

鈴木アサ子 埼玉県春日部市 780 5.54

株式会社ツルハ 北海道札幌市東区北二十四条東20丁目1-21 644 4.58

グローウェルホールディングス
従業員持株会

埼玉県さいたま市見沼区東大宮４丁目47-7 557 3.96

日本マスタートラスト信託銀行
株式会社(信託口) 

東京都港区浜松町２丁目11番3号 485 3.45

鈴木孝之 埼玉県春日部市 459 3.26

プロスペクトジャパンファンド
リミテッド(常任代理人香港上海
銀行東京支店)

TRAFALGAR COURT,LES BANQUES, ST.PETER
PORT,GUERNSEY CHANNEL ISLANDS,U.K.　　　(東
京都中央区日本橋３丁目11-1)

386 2.74

ビービーエイチフォーフイデリ
テイーロープライスストックフ
アンド(常任代理人株式会社三菱
東京ＵＦＪ銀行)

40 WATER STREET, BOSTON MA 02109 U.S.
A(東京都千代田区丸の内２丁目7-1)

259 1.84

池野隆光 埼玉県坂戸市 257 1.83

計 ― 8,912 63.36
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(6) 【議決権の状況】

①【発行済株式】

平成21年２月28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）
（自己保有株式） ―

― ―
（相互保有株式） ―

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 600 ―

（相互保有株式） 　 　

　普通株式 14,300 ―

完全議決権株式（その他） 普通株式 13,953,800139,538 ―

単元未満株式 普通株式 96,498 ― ―

発行済株式総数 　 14,065,198 ― ―

総株主の議決権 　 ― 139,538 ―

　(注)　「単元未満株式」欄の普通株式には、証券保管振替機構名義の株式50株、自己保有株式91株及び相互保有株式

　　　　77株が含まれております。

　

②【自己株式等】

平成21年２月28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） 　 　 　 　 　

グローウェルホー
ルディングス株式
会社

東京都千代田区
鍛冶町二丁目７
番１号

600 ― 600 0.00

（相互保有株式） 　 　 　 　 　

ウエルシア関東

株式会社

埼玉県さいたま
市見沼区東大宮
四丁目47番地７

14,300 ― 14,300 0.10

計 － 14,900 ― 14,900 0.10

(注)　ウエルシア関東株式会社は、当社の連結子会社であります。

　

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 12月 平成21年１月 ２月

最高(円) 2,440 2,185 1,840 1,802 1,895 1,774

最低(円) 1,900 1,420 1,750 1,700 1,701 1,500

(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)３ 459
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㈱）

同社代表取締役社長

平成11年
12月

有限会社コア・コーポレーショ

ン監査役（現任）

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）

平成21年
１月

寺島薬局株式会社社外取締役

（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

役会長（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

㈱）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（現任）

平成20年
10月

ウエルシア関東株式会社取締役

（現任）

平成21年
１月

寺島薬局株式会社代表取締役社

長(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

プ広報・Ｉ

Ｒ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

㈱）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社外取

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）

平成21年
１月

寺島薬局株式会社社外取締役

（現任）

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

16/36



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

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17年
４月

e welciaヤマト株式会社監査役

（現任）

平成20年
９月

グローウェルホールディングス

株式会社常勤監査役（現任）

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

㈱）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㈱）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

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

ひい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）

計 　 　　　　　　　― 　 1,682　

　（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２四半期連結会計期間（平成20年12月

１日から平成21年２月28日まで）及び当第２四半期連結累計期間（平成20年９月１日から平成21年２月28

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る四半期レビューを受けてお

ります。
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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２四半期
連結会計期間末

(平成21年２月28日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 ※２
 8,150

売掛金 2,923

商品 22,537

その他 4,069

貸倒引当金 △2

流動資産合計 37,678

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額） ※２
 11,500

土地 ※２
 4,668

リース資産（純額） 2,978

その他（純額） 1,381

有形固定資産合計 ※１
 20,529

無形固定資産

のれん 10,821

その他 723

無形固定資産合計 11,545

投資その他の資産

差入保証金 11,414

破産更生債権等 77

その他 ※２
 2,709

貸倒引当金 △77

投資その他の資産合計 14,123

固定資産合計 46,198

資産合計 83,876

負債の部

流動負債

買掛金 ※２
 24,919

短期借入金 ※２
 7,812

未払金 1,981

未払法人税等 1,863

賞与引当金 369

ポイント引当金 1,265

その他 2,746

流動負債合計 40,958

固定負債

社債 855

長期借入金 ※２
 12,561
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(単位：百万円)

当第２四半期
連結会計期間末

(平成21年２月28日)

退職給付引当金 357

役員退職慰労引当金 561

その他 2,454

固定負債合計 16,790

負債合計 57,748

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 9,645

自己株式 △32

株主資本合計 24,884

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 1,244

純資産合計 26,127

負債純資産合計 83,876

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

20/36



(2)　【四半期連結損益計算書】
【第２四半期連結累計期間】

(単位：百万円)

当第２四半期連結累計期間
(自　平成20年９月１日
　至　平成21年２月28日)

売上高 88,691

売上原価 62,847

売上総利益 25,843

販売費及び一般管理費 ※１
 23,086

営業利益 2,757

営業外収益

受取利息及び配当金 68

協賛金収入 122

その他 210

営業外収益合計 400

営業外費用

支払利息 116

その他 51

営業外費用合計 167

経常利益 2,990

特別利益

固定資産売却益 12

貸倒引当金戻入額 4

その他 2

特別利益合計 19

特別損失

店舗閉鎖損失 31

固定資産除却損 12

投資有価証券売却損 32

投資有価証券評価損 93

減損損失 381

たな卸資産評価損 298

その他 3

特別損失合計 853

税金等調整前四半期純利益 2,156

法人税、住民税及び事業税 1,569

法人税等調整額 △452

法人税等合計 1,117

少数株主損失（△） △15

四半期純利益 1,055
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【第２四半期連結会計期間】
(単位：百万円)

当第２四半期連結会計期間
(自　平成20年12月１日
　至　平成21年２月28日)

売上高 50,549

売上原価 35,996

売上総利益 14,553

販売費及び一般管理費 ※１
 12,991

営業利益 1,561

営業外収益

受取利息及び配当金 52

協賛金収入 66

その他 122

営業外収益合計 242

営業外費用

支払利息 81

その他 26

営業外費用合計 107

経常利益 1,696

特別利益

固定資産売却益 12

貸倒引当金戻入額 4

その他 2

特別利益合計 19

特別損失

店舗閉鎖損失 13

固定資産除却損 7

投資有価証券売却損 32

投資有価証券評価損 60

減損損失 367

その他 3

特別損失合計 484

税金等調整前四半期純利益 1,231

法人税、住民税及び事業税 729

法人税等調整額 △98

法人税等合計 630

少数株主損失（△） △15

四半期純利益 615
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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２四半期連結累計期間
(自　平成20年９月１日
　至　平成21年２月28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 2,156

減価償却費 888

減損損失 381

のれん償却額 510

貸倒引当金の増減額（△は減少） △3

賞与引当金の増減額（△は減少） 121

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 31

退職給付引当金の増減額（△は減少） 27

ポイント引当金の増減額（△は減少） 118

受取利息及び受取配当金 △68

支払利息 116

売上債権の増減額（△は増加） △59

たな卸資産の増減額（△は増加） △1,024

仕入債務の増減額（△は減少） △1,201

投資有価証券売却損益（△は益） 32

投資有価証券評価損益（△は益） 93

固定資産売却損益（△は益） △12

固定資産除却損 12

固定資産受贈益 △42

未払消費税等の増減額（△は減少） △3

その他 △314

小計 1,760

利息及び配当金の受取額 62

利息の支払額 △115

法人税等の支払額 △1,077

営業活動によるキャッシュ・フロー 630

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出 △2,112

無形固定資産の取得による支出 △53

敷金の差入による支出 △879

敷金の回収による収入 127

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 △105

投資活動によるキャッシュ・フロー △10,681
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(単位：百万円)

当第２四半期連結累計期間
(自　平成20年９月１日
　至　平成21年２月28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） 858

長期借入れによる収入 12,310

長期借入金の返済による支出 △1,487

社債の償還による支出 △81

配当金の支払額 △172

ファイナンス・リース債務の返済による支出 △145

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 11,281

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 1,230

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 ※
 7,208
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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２四半期連結会計期間（自　平成20年12月１日　至　平成21年２月28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】

当第２四半期連結累計期間

(自　平成20年９月１日

　至　平成21年２月28日)

１．持分法の適用に関する事項

　①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。

　②持分法の適用の範囲の変更

　 株式会社ドラッグママダは当第２四半期連結会計期間に所有持分の売却により関連会社でなくなったため、持
   分法の適用から除外しております。なお、当第２四半期連結会計期間末に持分法の適用から除外したため、当
   第２四半期連結累計期間を通じて持分法を適用し、その持分を持分法による投資損益に含めております。

 
２．会計処理基準に関する事項の変更

　 有価証券の評価方法については、従来、主として総平均法によっておりましたが、当第２四半期連結会計期間
　より移動平均法に変更しております。
　 この変更は、寺島薬局株式会社の連結子会社化を機に当社及び連結子会社の会計方針の統一を図るため有価証
　券の評価方法の見直しを行った結果、売却損益を適時に把握することを目的としたものであります。
　 この変更に伴う損益に与える影響はありません。　なお、この変更は第１四半期連結累計期間末における寺
  島薬局株式会社の連結子会社化を機に当第２四半期連結会計期間において会計方針の統一を図るために行った　
　ものであることから、第１四半期連結累計期間は従来の方法によっております。また、第１四半期連結累計期
　間を変更後の方法によった場合に比べても損益に与える影響はありません。
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【簡便な会計処理】

　

当第２四半期連結累計期間

(自　平成20年９月１日

　至　平成21年２月28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２四半期連結会計期間末

(平成21年２月28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 10,143百万円

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 1百万円

土地 1,941百万円

建物 469百万円

合計 2,453百万円

　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 266百万円

短期借入金 451百万円

前払式証票の供託金 40百万円

長期借入金 10,156百万円

（一年以内返済予定分を含む） 　

合計 10,914百万円

　

　

(四半期連結損益計算書関係)

第２四半期連結累計期間

当第２四半期連結累計期間

(自　平成20年９月１日

　至　平成21年２月28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 7,312百万円

賞与引当金繰入額 325百万円

退職給付費用 59百万円

役員退職慰労引当金繰入額 31百万円

 

　

第２四半期連結会計期間

当第２四半期連結会計期間

(自　平成20年12月１日

　至　平成21年２月28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 3,949百万円

賞与引当金繰入額 299百万円

退職給付費用 39百万円

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２四半期連結累計期間

(自　平成20年９月１日

　至　平成21年２月28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21年２月28日現在)

現金及び預金勘定 8,150百万円

預入期間３ヶ月超の定期預金 △941百万円

現金及び現金同等物

 

7,208百万円
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(株主資本等関係)

当第２四半期連結会計期間末（平成21年２月28日）及び当第２四半期連結累計期間（自 平成20年９月１日　
至 平成21年２月28日）
１　発行済株式に関する事項

株式の種類

当第２四半期

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２四半期

連結会計期間末

(株)

　普通株式 15,068

　
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

　 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２四半期連結会計期間末までの変動額 　 　 　 　 　

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 　 　 1,055 　 1,055

自己株式の取得 　 　 　 △1 △1

当第２四半期連結会計期間末までの変動額合計 △2,115 10,306 883 △0 9,074

当第２四半期連結会計期間末残高 1,000 14,271 9,645 △32 24,884

（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

      の共同株式移転として設立しております。

　　 なお、当第２四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２四半期連結累計期間

（自　平成20年９月１日　至　平成21年２月28日）

　   リース取引開始日が平成20年９月１日以後開始する連結
会計年度以前の連結会計年度に属する場合における、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
に係る方法に準じて会計処理を行っております。当該取引
残高については、企業再編により前連結会計年度の末日に
比べて著しく変動しております。
　なお、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、株式移転により共同
持株会社として設立されたため、当第２四半期連結財務諸
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。

　 　第１四半期連結会計期間より記載対象となった残高は以
下の通りであります。
 
　１．借手側

　　未経過リース料四半期末残高相当額

1年内 604百万円

1年超 1,873百万円

合計 2,478百万円

 
　 　２．貸手側

（１）リース物件の四半期末残高

建物 93百万円

　  
　　（２）未経過リース料四半期末残高相当額

1年内 18百万円

1年超 57百万円

合計 76百万円
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(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)

　   該当事項はありません。
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(セグメント情報)

【事業の種類別セグメント情報】

　当第２四半期連結会計期間（自平成20年12月１日　至平成21年２月28日）及び当第２四半期連結累
  計会計期間（自平成20年９月１日　至平成21年２月28日）
　
　  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、この事業の売上高、営業利益の金額は、いずれも全セ
　グメントに占める割合が90％超であるため、事業の種類別セグメント情報の記載を省略しておりま
　す。

　

【所在地別セグメント情報】

　当第２四半期連結会計期間（自平成20年12月１日　至平成21年２月28日）及び当第２四半期連結累
  計会計期間（自平成20年９月１日　至平成21年２月28日）
　
　   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、所在地別セグメント情報の記載を省略
   しております。

　

【海外売上高】

　当第２四半期連結会計期間（自平成20年12月１日　至平成21年２月28日）及び当第２四半期連結累
  計会計期間（自平成20年９月１日　至平成21年２月28日）
　

　   海外売上高がないための、海外売上高の記載を省略しております。
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(１株当たり情報)

　　　１　１株当たり純資産額
当第２四半期連結会計期間末

(平成21年２月28日)

　

１株当たり純資産額 1,770円98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２四半期連結累計期間

当第２四半期連結累計期間

(自　平成20年９月１日

　至　平成21年２月28日)

　

１株当たり四半期純利益 75円14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２四半期連結累計期間

(自　平成20年９月１日

　至　平成21年２月28日)

　四半期連結損益計算書上の四半期純利益（百万円） 1,055

　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期純利益（百万円） 1,055

　普通株式の期中平均株式数（千株） 14,050

　
         第２四半期連結会計期間

当第２四半期連結会計期間

(自　平成20年12月１日

　至　平成21年２月28日)

　

１株当たり四半期純利益 43円84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２四半期連結会計期間

(自　平成20年12月１日

　至　平成21年２月28日)

　四半期連結損益計算書上の四半期純利益（百万円） 615

　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） 615

　普通株式の期中平均株式数（千株） 14,050

　

(重要な後発事象)

当社の連結子会社であります寺島薬局株式会社は、平成21年１月21日に元取締役田口武氏及び元取
　締役岩崎卓二氏より、又、平成21年３月11日に元監査役高橋昌彦氏より任期満了までの未経過分の
　役員報酬及び賞与、減額分の役員報酬及び賞与をそれぞれに相当する金額について損害賠償請求等
　の訴訟を提起されております。各人の請求金額は51,423千円、64,074千円及び81,076千円でありま
  す。これは、同社が同３名を解任したことに一因するものであります。
 当社は、損害賠償等が発生する可能性はないと判断しておりますが、訴訟の結果によっては、業

  績に影響を及ぼす可能性があります。
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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４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２

四半期連結会計期間(平成20年12月１日から平成21年２月28日まで)及び第２四半期連結累計期間(平成20年

９月１日から平成21年２月28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21年２月28日現在の財政状態、同日をもって終了する第２四半期連結会計期間及び第２四

半期連結累計期間の経営成績並びに第２四半期連結累計期間のキャッシュ・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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