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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３四半期

連結累計期間

第２期

第３四半期

連結累計期間

第１期

第３四半期

連結会計期間

第２期

第３四半期

連結会計期間

第１期

会計期間
自 平成20年９月１日

至 平成21年５月31日

自 平成21年９月１日

至 平成22年５月31日

自 平成21年３月１日

至 平成21年５月31日

自 平成22年３月１日

至 平成22年５月31日

自 平成20年９月１日

至 平成21年８月31日

売上高 （百万円） 142,184170,624 53,493 62,190 198,928

経常利益 （百万円） 4,317 5,039 1,326 1,793 5,904

四半期（当期）純利益 （百万円） 1,704 2,418 648 790 2,154

純資産額 （百万円） － － 26,466 32,105 26,912

総資産額 （百万円） － － 88,813 96,818 86,867

１株当たり純資産額 （円） － － 1,817.501,852.431,850.30

１株当たり四半期（当
期）純利益

（円） 121.29 161.50 46.15 47.07 153.31

潜在株式調整後１株当た
り四半期（当期）純利益

（円） － － － － －

自己資本比率 （％） － － 28.8 32.1 29.9

営業活動による　　　　
キャッシュ・フロー

（百万円） 4,244 5,203 － － 5,466

投資活動による　　　　
キャッシュ・フロー

（百万円） △13,157 △2,965 － － △14,438

財務活動による　　　　
キャッシュ・フロー

（百万円） 12,851 △3,817 － － 11,292

現金及び現金同等物の四
半期末（期末）残高

（百万円） － － 9,913 7,531 8,294

従業員数 （名） － － 2,373 2,833 2,371

(注) １　売上高には、消費税等は含まれておりません。

２　潜在株式調整後１株当たり四半期（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。
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２ 【事業の内容】

　 当第３四半期連結会計期間において、当社グループ(当社及び当社の関係会社)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」に記載しております。

　

３ 【関係会社の状況】

　 当第３四半期連結会計期間における、関係会社の異動は以下のとおりであります。

  新規

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） 　 　 　 　 　
株式会社イレブン 大阪府堺市南区 70ドラッグストア事業        100.0 －

株式会社ハートランド 兵庫県南あわじ市 50ドラッグストア事業
　　　 100.0

　　　 （100.0）
－

（持分法適用関連会社） 　 　 　 　 　
ジーエムキュー株式会社 東京都新宿区 100薬局の経営         40.0 －

(注) １　株式会社ハートランドは、当社が株式会社イレブンの株式を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。

２　「議決権の所有又は被所有割合」欄の（内書）は、間接所有であります。

　

４ 【従業員の状況】

(1) 連結会社の状況

平成22年５月31日現在

区分 従業員数(名)

営業部門 2,340 (5,403)

管理部門 493 (109)

合計 2,833 (5,512)

(注) １　従業員数は、就業人員数であります。

２　従業員数欄（外書）は、臨時従業員の当第３四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。

３　従業員数が当第３四半期連結会計期間において469名増加しておりますが、主として平成22年３月１日付で

    株式会社イレブンを完全子会社化したことによるものであります。

　

(2) 提出会社の状況

平成22年５月31日現在

従業員数(名) 17 （－）

(注) １　従業員数は、他社から当社への出向者を含む就業人員数であります。

２　従業員数欄（外書）は、臨時従業員の当第３四半期会計期間の平均雇用人員（１日８時間換算）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３四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) 前年同四半期比(%)

医薬品・衛生介護品・ベビー用品・健康食品 11,299 121.5

調剤 3,628 142.3

化粧品 9,589 122.4

家庭用雑貨 6,766 120.5

食品 11,693 108.9

その他 4,767 151.5

合計 47,745 121.9

(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３四半期連結会計期間における販売実績を地区別、品目別及び単位当たりの売上状況に示すと、次のとお

りであります。

　① 地区別売上高

区分
第３四半期末店舗数

（店）
金額(百万円) 前年同四半期比(%)

福島県 11　 776 103.7

茨城県 96　 10,132 105.4

栃木県 40　 3,704 106.2

群馬県 24　 2,411 103.6

埼玉県 117　 12,034 101.7

千葉県 60　 7,439 105.8

東京都 70　 6,053 111.8

神奈川県 18　 1,636 132.4

新潟県 17　 1,574 155.0

山梨県 23　 2,423 114.9

長野県 14　 1,108 107.5

静岡県 103　 7,675 100.4

大阪府 51　 4,365 －

兵庫県 8　 488 －

和歌山県 5　 365 －

合計 657　 62,190 116.3

　(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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　② 品目別売上高

区分 金額(百万円) 前年同四半期比(%)

医薬品・衛生介護品・ベビー用品・健康食品 16,431 110.3

調剤 4,881 129.3

化粧品 12,142 116.1

家庭用雑貨 8,872 116.0

食品 14,415 110.0

その他 5,446 151.1

合計 62,190 116.3

(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。

　

　③ 単位当たりの売上状況

項目 第３四半期連結会計期間 前年同四半期比(%)

　 売上高 62,190百万円 116.3

　１㎡当たり売上高
　売場面積（平均） 446,044㎡ 114.9

　１㎡当たり期間売上高 139千円 101.2

　１人当たり売上高
　従業員数（平均） 8,345名 116.0

　１人当たり期間売上高 7,452千円 100.3

(注) １　従業員数は、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 【事業等のリスク】

当第３四半期連結会計期間における、本四半期報告書に記載した事業の状況、経理の状況等に関する事項の

うち、投資者の判断に重要な影響を及ぼす可能性のある事項の発生または前事業年度の有価証券報告書に記載

した「事業等のリスク」についての重要な変更はありません。

なお、重要事象等は存在しておりません。

　

３ 【経営上の重要な契約等】

　当第３四半期連結会計期間において、経営上の重要な契約等は行われておりません。

　

４ 【財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】

(1) 経営成績の分析

当第３四半期連結会計期間におけるわが国経済は、政府による景気刺激策等により回復傾向は見られるもの

の、緩やかなデフレ状況の継続などにより消費者の生活防衛意識が高く、引き続き節約志向の動きが見られる

など、個人消費が低調に推移する厳しい環境が継続しております。

ドラッグストア業界におきましては、平成21年６月に施行された改正薬事法により、異業種参入、Ｍ＆Ａや資

本・業務提携の業界再編の動きが一段と加速する中、消費の低迷、出店競争や価格競争の波を受け、業界を取巻

く環境は一層厳しい状況となっております。

このような状況下におきまして、当社グループは、引き続き「ドラッグ＆調剤」を中心としたビジネスモデ

ルの推進に注力するとともに、お客さまニーズに対応する商品戦略の推進、販管費等のコスト削減に取組むな

ど更なるグループ力の向上に努めてまいりました。また、平成22年３月１日に株式会社イレブン（以下「イレ

ブン」という。）との経営統合を行い、更なるグループ力の強化にも努めております。

店舗の出店・閉店につきましては、新規出店18店舗、閉店３店舗となり、当第３四半期連結会計期間末の当社

グループの店舗数は、イレブンの完全子会社化による63店舗を加え、以下のとおり657店舗となりました。

（単位：店）

　 第２四半期末店舗数

(平成22年２月28日)
出店数 閉店数

第３四半期末店舗数

(平成22年５月31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）

357

（295）

（254）

7 2 362

（299）

（257）

高田薬局

（内、調剤取扱店）

（内、深夜営業店）

107

（45）

（30）

4 － 111

（45）

（39）

寺島薬局

（内、調剤取扱店）

（内、深夜営業店）

115

（42）

（79）

5 － 120

（51）

（78）

イレブン及び子会社

（内、調剤取扱店）

（内、深夜営業店）

－

（－）

（－）

(注) 65 1 64

（17）

（40）

合　　計

（内、調剤取扱店）

（内、深夜営業店）

579

（382）

（363）

81 3 657

（412）

（414）

（注） 平成22年３月１日付で完全子会社化により63店舗が増加し、また、当第３四半期連結会計期間において

　　　 ２店舗の新規出店をしております。
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また、品目別売上高は、下記の通りとなっております。

区分 金額(百万円) 前年同四半期比(%)

医薬品・衛生介護品・ベビー用品・健康食品 16,431 110.3

調剤 4,881 129.3

化粧品 12,142 116.1

家庭用雑貨 8,872 116.0

食品 14,415 110.0

その他 5,446 151.1

合計 62,190 116.3

以上の結果、当第３四半期連結会計期間の業績は、売上高62,190百万円（前年同四半期比16.3％増）、営業利

益1,680百万円（同33.5％増）、経常利益1,793百万円（同35.2％増）、四半期純利益790百万円（同22.0％増）

となりました。

　

(2) 財政状態の分析

（資産）

当第３四半期連結会計期間末における総資産は、前連結会計年度末と比較して9,951百万円増加し、96,818百

万円となりました。これは主に、商品が4,540百万円、有形固定資産が2,620百万円及び差入保証金が1,796百万

円増加したことによるものです。

（負債）

当第３四半期連結会計期間末における負債合計は、前連結会計年度末と比較して4,758百万円増加し、64,713

百万円となりました。これは主に、買掛金が3,338百万円、短期借入金が1,538百万円増加したことによるもので

す。

（純資産）

当第３四半期連結会計期間末における純資産は、前連結会計年度末と比較して5,192百万円増加し、32,105百

万円となりました。これは主に、配当金745百万円の支払による減少に対して、イレブンとの株式交換による資

本剰余金の増加3,454百万円、及び当第３四半期連結累計期間における四半期純利益2,418百万円を計上したこ

とによるものです。

　

(3) キャッシュ・フローの状況

当第３四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物は、新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額

816百万円も含め、第２四半期連結会計期間末に比較して10百万円減少し7,531百万円となりました。

当第３四半期連結会計期間に係る区分ごとのキャッシュ・フローの状況は以下のとおりです。

（営業活動によるキャッシュ・フロー）

当第３四半期連結会計期間における営業活動により得られた資金は、119百万円（前年同四半期比96.7％

減）となりました。これは主に、税金等調整前四半期純利益1,618百万円に対して、主な減少要因として仕入債

務の減少1,533百万円があったこと等によるものです。
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（投資活動によるキャッシュ・フロー）

当第３四半期連結会計期間における投資活動により使用された資金は、1,137百万円（前年同四半期比

54.1％減）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860百万円、敷金の差入による支出442百

万円があったこと等によるものです。

（財務活動によるキャッシュ・フロー）

当第３四半期連結会計期間における財務活動により得られた資金は、191百万円（前年同四半期比87.8％

減）となりました。これは主に、短期借入金の純増額1,852百万円に対して、長期借入金の返済による支出1,505

百万円があったこと等によるものです。

　

(4) 事業上及び財務上の対処すべき課題

当第３四半期連結会計期間において、当社グループの事業上及び財務上の対処すべき課題に重要な変更及び

新たに生じた課題はありません。

　

(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

当第３四半期連結会計期間において、主要な設備に重要な異動はありません。

　

(2) 設備の新設、除却等の計画

当第３四半期連結会計期間において、前四半期連結会計期間末に計画中であった重要な設備の新設、除却等

について、重要な変更はありません。

また、前四半期連結会計期間末に計画していた設備の新設のうち、当第３四半期連結会計期間中に完了した

ものは次のとおりであります。

完了年月 設備の名称

平成22年３月 ウエルシア薬局新潟さつき野店

　 ウエルシア薬局練馬向山店

　 ウエルシア薬局青梅今寺店

　 ウィンダーランド岩淵店

　 寺島薬局水戸御茶園通り店

　 寺島薬局日光インター店

　 寺島薬局那珂瓜連店

平成22年４月 ウエルシア松本高宮西店

　 ウエルシア薬局北本中丸店

　 ウエルシア薬局八王子諏訪店

　 ウエルシア薬局佐倉鏑木店

　 ウィンダーランド諸井店

　 ウィンダーランド藤沢柄沢店

　 寺島薬局上田しおだ野店

　 寺島薬局神栖平泉店

平成22年５月 ウィンダーランド大池店

なお、当第３四半期連結会計期間において、新たに確定した重要な設備の新設、除却等はありません。
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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３四半期会計期間末

現在発行数(株)

(平成22年５月31日)

提出日現在

発行数(株)

(平成22年７月15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 16,814,698 16,814,698
東京証券取引所　　　
（市場第二部）

単元株式数100株

計 16,814,698 16,814,698－ －

　

(2) 【新株予約権等の状況】

該当事項はありません。

　

(3) 【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

該当事項はありません。

　

(4) 【ライツプランの内容】

該当事項はありません。

　

(5) 【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22年３月１日

　 (注)
2,749,50016,814,698 － 1,000 3,454 3,704

(注) 株式会社イレブンを完全子会社とする株式交換による増加であります。
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(6) 【大株主の状況】

当第３四半期会計期間において、槌屋茂康氏及びその共同保有者である株式会社槌屋総研、有限会社槌屋、槌

屋藍氏から平成22年３月８日付で近畿財務局長に提出された大量保有報告書により、平成22年３月１日現在で

以下の株式を所有している旨の報告を受けておりますが、当社として当第３四半期会計期間末における所有株

式数の確認ができておりません。

なお、大量保有報告書の内容は以下のとおりであります。

氏名又は名称 住所
保有株券等の数

（千株）

株券等保有割合

（％）

槌屋茂康 大阪府堺市南区 838　 4.99　
株式会社槌屋総研 大阪府和泉市室堂町1723番地 492　 2.93　
有限会社槌屋 大阪府和泉市室堂町1723番地 208　 1.24　
槌屋藍 大阪府堺市南区 19　 0.12　
　

(7) 【議決権の状況】

当第３四半期会計期間末日現在の「議決権の状況」については、株主名簿の記載内容が確認できないため、

記載することができないことから、直前の基準日（平成22年２月28日）に基づく株主名簿による記載をしてお

ります。

① 発行済株式

平成22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） 　 － － －

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 15,400 － －

完全議決権株式（その他） 　普通株式 13,960,600139,606 －

単元未満株式 　普通株式 89,198 － －

発行済株式総数 　 14,065,198 － －

総株主の議決権 － 139,606 －

　(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48株が含まれており

　　　　ます。

　

② 自己株式等

平成22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
15,400 － 15,400 0.11

計 － 15,400 － 15,400 0.11
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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21年

９月
10月 11月 12月

平成22年

１月
２月 ３月 ４月 ５月

最高(円) 2,2302,3902,3402,1702,1482,0682,0502,0192,002

最低(円) 1,7001,9801,8871,8602,0011,9951,9301,8571,729

(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。

　

３ 【役員の状況】

前事業年度の有価証券報告書提出日後、本四半期報告書提出日までの役員の異動はありません。
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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。

なお、前第３四半期連結会計期間（平成21年３月１日から平成21年５月31日まで）及び前第３四半期連結累計

期間（平成20年９月１日から平成21年５月31日まで）は、改正前の四半期連結財務諸表規則に基づき、当第３四

半期連結会計期間（平成22年３月１日から平成22年５月31日まで）及び当第３四半期連結累計期間（平成21年

９月１日から平成22年５月31日まで）は、改正後の四半期連結財務諸表規則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、前第３四半期連結会計期間（平成21年３月１日か

ら平成21年５月31日まで）及び前第３四半期連結累計期間（平成20年９月１日から平成21年５月31日まで）に

係る四半期連結財務諸表並びに当第３四半期連結会計期間（平成22年３月１日から平成22年５月31日まで）及

び当第３四半期連結累計期間（平成21年９月１日から平成22年５月31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。
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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３四半期
連結会計期間末

(平成22年５月31日)

前連結会計年度末に係る
要約連結貸借対照表
(平成21年８月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 8,816 9,237

売掛金 4,062 3,291

商品 26,491 21,951

その他 3,972 3,571

貸倒引当金 △6 △2

流動資産合計 43,337 38,049

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額） 14,012 12,704

土地 5,919 5,191

リース資産（純額） 4,679 4,227

その他（純額） 973 841

有形固定資産合計 ※１
 25,585

※１
 22,964

無形固定資産

のれん 11,253 10,657

その他 897 779

無形固定資産合計 12,150 11,436

投資その他の資産

差入保証金 13,172 11,376

破産更生債権等 70 77

その他 2,571 3,039

貸倒引当金 △70 △77

投資その他の資産合計 15,744 14,415

固定資産合計 53,480 48,817

資産合計 96,818 86,867
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(単位：百万円)

当第３四半期
連結会計期間末

(平成22年５月31日)

前連結会計年度末に係る
要約連結貸借対照表
(平成21年８月31日)

負債の部

流動負債

買掛金 28,764 25,426

短期借入金 9,660 8,122

未払金 1,891 1,963

未払法人税等 1,324 1,578

賞与引当金 467 378

ポイント引当金 1,759 1,536

その他 3,721 3,308

流動負債合計 47,589 42,313

固定負債

社債 740 784

長期借入金 11,202 12,600

退職給付引当金 494 388

役員退職慰労引当金 1,332 594

その他 3,354 3,272

固定負債合計 17,123 17,640

負債合計 64,713 59,954

純資産の部

株主資本

資本金 1,000 1,000

資本剰余金 17,725 14,271

利益剰余金 12,417 10,744

自己株式 △32 △32

株主資本合計 31,110 25,983

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 9 13

評価・換算差額等合計 9 13

少数株主持分 985 915

純資産合計 32,105 26,912

負債純資産合計 96,818 86,867
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(2)　【四半期連結損益計算書】
【第３四半期連結累計期間】

(単位：百万円)

前第３四半期連結累計期間
(自　平成20年９月１日
　至　平成21年５月31日)

当第３四半期連結累計期間
(自　平成21年９月１日
　至　平成22年５月31日)

売上高 142,184 170,624

売上原価 101,066 121,768

売上総利益 41,117 48,855

販売費及び一般管理費 ※１
 37,101

※１
 44,120

営業利益 4,015 4,735

営業外収益

受取利息及び配当金 95 78

協賛金収入 135 85

その他 327 408

営業外収益合計 558 571

営業外費用

支払利息 193 187

その他 63 80

営業外費用合計 256 267

経常利益 4,317 5,039

特別利益

固定資産売却益 12 －

貸倒引当金戻入額 4 1

受取補償金 9 －

移転補償金 － 21

保険解約返戻金 － 35

退職給付制度改定益 － 31

その他 3 14

特別利益合計 30 104

特別損失

店舗閉鎖損失 40 39

固定資産除却損 12 7

投資有価証券売却損 32 －

投資有価証券評価損 93 2

減損損失 381 283

たな卸資産評価損 298 －

その他 8 22

特別損失合計 866 354

税金等調整前四半期純利益 3,480 4,788

法人税、住民税及び事業税 2,017 2,522

法人税等調整額 △211 △222

法人税等合計 1,805 2,300

少数株主利益又は少数株主損失（△） △29 69

四半期純利益 1,704 2,418
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【第３四半期連結会計期間】
(単位：百万円)

前第３四半期連結会計期間
(自　平成21年３月１日
　至　平成21年５月31日)

当第３四半期連結会計期間
(自　平成22年３月１日
　至　平成22年５月31日)

売上高 53,493 62,190

売上原価 38,219 44,710

売上総利益 15,274 17,479

販売費及び一般管理費 ※１
 14,015

※１
 15,799

営業利益 1,258 1,680

営業外収益

受取利息及び配当金 26 23

協賛金収入 13 32

その他 117 159

営業外収益合計 157 215

営業外費用

支払利息 77 63

その他 12 38

営業外費用合計 89 102

経常利益 1,326 1,793

特別利益

受取補償金 9 －

退職給付制度改定益 － 31

役員退職慰労引当金戻入額 － 11

その他 0 －

特別利益合計 10 42

特別損失

店舗閉鎖損失 9 31

固定資産除却損 2 3

減損損失 － 180

その他 1 1

特別損失合計 13 217

税金等調整前四半期純利益 1,323 1,618

法人税、住民税及び事業税 447 1,015

法人税等調整額 240 △194

法人税等合計 688 821

少数株主利益又は少数株主損失（△） △13 6

四半期純利益 648 790
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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)

前第３四半期連結累計期間
(自　平成20年９月１日
　至　平成21年５月31日)

当第３四半期連結累計期間
(自　平成21年９月１日
　至　平成22年５月31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 3,480 4,788

減価償却費 1,446 1,900

減損損失 381 283

のれん償却額 809 946

貸倒引当金の増減額（△は減少） △3 △4

賞与引当金の増減額（△は減少） 133 58

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 47 45

退職給付引当金の増減額（△は減少） 33 9

ポイント引当金の増減額（△は減少） 226 190

受取利息及び受取配当金 △95 △78

支払利息 193 187

投資有価証券売却損益（△は益） 32 △3

投資有価証券評価損益（△は益） 93 2

有形固定資産売却損益（△は益） △12 －

固定資産除却損 12 7

固定資産受贈益 △70 △26

為替差損益（△は益） 2 －

売上債権の増減額（△は増加） △417 △494

たな卸資産の増減額（△は増加） △1,952 △2,364

仕入債務の増減額（△は減少） 1,481 1,564

未払消費税等の増減額（△は減少） △45 △34

その他 1,165 1,036

小計 6,943 8,013

利息及び配当金の受取額 85 74

利息の支払額 △193 △193

法人税等の支払額 △2,590 △2,801

法人税等の還付額 － 110

営業活動によるキャッシュ・フロー 4,244 5,203

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出 － △575

定期預金の払戻による収入 － 583

有形固定資産の取得による支出 △3,320 △2,414

無形固定資産の取得による支出 △90 △57

子会社株式の取得による支出 △718 －

保険積立金の解約による収入 － 586

敷金の差入による支出 △1,207 △1,079

敷金の回収による収入 143 78

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 △76

その他 △307 △9

投資活動によるキャッシュ・フロー △13,157 △2,965

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

18/31



(単位：百万円)

前第３四半期連結累計期間
(自　平成20年９月１日
　至　平成21年５月31日)

当第３四半期連結累計期間
(自　平成21年９月１日
　至　平成22年５月31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） 2,726 1,322

長期借入れによる収入 13,110 1,335

長期借入金の返済による支出 △2,442 △4,514

社債の償還による支出 △111 △686

配当金の支払額 △172 △745

ファイナンス・リース債務の返済による支出 △256 △536

自己株式の取得による支出 △1 △0

その他 － 8

財務活動によるキャッシュ・フロー 12,851 △3,817

現金及び現金同等物に係る換算差額 △2 －

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 3,935 △1,579

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 789 816

現金及び現金同等物の期首残高 5,188 8,294

現金及び現金同等物の四半期末残高 ※１
 9,913

※１
 7,531
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【継続企業の前提に関する事項】

当第３四半期連結会計期間（自　平成22年３月１日　至　平成22年５月31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３四半期連結累計期間

(自　平成21年９月１日   至　平成22年５月31日)

１．連結の範囲に関する事項の変更

（1）連結の範囲の変更

当第３四半期連結会計期間より、新たに子会社となった㈱イレブン及び㈱ハートランドを連結の範囲に含めて

おります。

また、当第１四半期連結会計期間において、平成21年９月１日付で㈱アプトケア（連結子会社）、㈲ヒュージョ

ン（連結子会社）及び㈲アクロス（連結子会社）が寺島薬局㈱（連結子会社）に吸収合併されたため、連結の範

囲から除外しております。

（2）変更後の連結子会社の数

８社

２．持分法の適用に関する事項の変更

（1）持分法適用関連会社の変更

当第３四半期連結会計期間より、ジーエムキュー㈱の株式を新たに取得したため、持分法適用範囲に含めてお

ります。但し、同社の四半期決算日が四半期連結決算日と異なることから、同社の損益を連結財務諸表に含めてお

りません。

（2）変更後の持分法適用関連会社の数

１社

　

【表示方法の変更】

当第３四半期連結累計期間

(自　平成21年９月１日　至　平成22年５月31日)

（四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係）

　前第３四半期連結累計期間において、「投資活動によるキャッシュ・フロー」の「その他」に含めていた「定期

預金の預入による支出」及び「定期預金の払戻による収入」については重要性が増加したため、当第３四半期連結

累計期間では区分掲記することとしております。なお、前第３四半期連結累計期間の「投資活動によるキャッシュ

・フロー」の「その他」に含まれる「定期預金の預入による支出」は△15百万円、「定期預金の払戻による収入」

は79百万円であります。

　

【簡便な会計処理】

当第３四半期連結累計期間

(自　平成21年９月１日  至　平成22年５月31日)

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、前連結会計年度末以降に経営環境等、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、前連結会計年度末決算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あたり適用した特有の会計処理】

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３四半期連結会計期間末

(平成22年５月31日)

前連結会計年度末

(平成21年８月31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 14,506百万円

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。

※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 11,065百万円

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。

　 　
(四半期連結損益計算書関係)

第３四半期連結累計期間

前第３四半期連結累計期間

(自　平成20年９月１日

　至　平成21年５月31日)

当第３四半期連結累計期間

(自　平成21年９月１日

　至　平成22年５月31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　　　　　　　　　　　　13,812百万円

賞与引当金繰入額                     443百万円

退職給付費用                          97百万円

役員退職慰労引当金繰入額              47百万円

※１　販売費及び一般管理費のうち、主要な費目及び金
額は次のとおりであります。

従業員給料　　　　　　　　　　　　17,261百万円

賞与引当金繰入額                     387百万円

退職給付費用                         136百万円

役員退職慰労引当金繰入額              58百万円

　 　

第３四半期連結会計期間

前第３四半期連結会計期間

(自　平成21年３月１日

　至　平成21年５月31日)

当第３四半期連結会計期間

(自　平成22年３月１日

　至　平成22年５月31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　　　　　　　　　　　　 5,299百万円

　賞与引当金繰入額　　　　　　　　　 　184百万円

　退職給付費用　　　　　　　　　　　　　38百万円

　役員退職慰労引当金繰入額　　　　　　　16百万円

※１　販売費及び一般管理費のうち、主要な費目及び金
額は次のとおりであります。

　従業員給料　　　　　　　　　　　　 6,161百万円

　賞与引当金繰入額　　　　　　　　　　 207百万円

　退職給付費用　　　　　　　　　　　　　49百万円

　役員退職慰労引当金繰入額　　　　　　　21百万円

　 　

(四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係)

　

前第３四半期連結累計期間

(自　平成20年９月１日

　至　平成21年５月31日)

当第３四半期連結累計期間

(自　平成21年９月１日

　至　平成22年５月31日)

※１　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５月31日現在）

　　現金及び預金勘定　　　　　　　 10,855百万円

　　預入期間３ヶ月超の定期預金　　　△942百万円

　　現金及び現金同等物　　　　　　　9,913百万円

※１　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22年５月31日現在）

　　現金及び預金勘定　　　　　　　 8,816百万円

　　預入期間３ヶ月超の定期預金　 △1,285百万円

　　現金及び現金同等物　　　　　　 7,531百万円
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(株主資本等関係)

当第３四半期連結会計期間末（平成22年５月31日）及び当第３四半期連結累計期間（自　平成21年９月１日　至　平

成22年５月31日）

１　発行済株式に関する事項

株式の種類
当第３四半期連結会計期間末

(株)

　普通株式 16,814,698

　

２　自己株式に関する事項

株式の種類
当第３四半期連結会計期間末

(株)

　普通株式 15,458

　

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

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 配当の原資

平成21年10月15日
取締役会

普通株式 491 35.00平成21年８月31日平成21年11月30日利益剰余金

平成22年４月14日
取締役会

普通株式 245 17.50平成22年２月28日平成22年５月17日利益剰余金

　

(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

（単位：百万円）

　 資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計

前連結会計年度末残高 1,000 14,271 10,744 △32 25,983

当第３四半期連結会計期間末までの

変動額

　 　 　 　 　

　 株式交換による増加 (注)１ 　 3,454　 　 3,454

　 剰余金の配当 (注)２ 　 　 △745　 △745

　 四半期純利益 　 　 2,418　 2,418

　 自己株式の取得 　 　 　 △0 △0

当第３四半期連結会計期間末までの

変動額合計
　 3,454 1,673 △0 5,127

当第３四半期連結会計期間末残高 1,000 17,725 12,417 △32 31,110

(注) １　平成22年３月１日付で株式会社イレブンを完全子会社化したことによるものであります。

２　株式会社イレブンの旧株主に対する配当金の支払額７百万円が含まれております。
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(セグメント情報)

【事業の種類別セグメント情報】

　前第３四半期連結会計期間（自　平成21年３月１日　至　平成21年５月31日）及び当第３四半期連結会計期間

（自　平成22年３月１日　至　平成22年５月31日）並びに前第３四半期連結累計期間（自　平成20年９月１日　至　

平成21年５月31日）及び当第３四半期連結累計期間（自　平成21年９月１日　至　平成22年５月31日）

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

う小売業を主たる事業としており、この事業の売上高及び営業利益の金額は、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】

　前第３四半期連結会計期間（自　平成21年３月１日　至　平成21年５月31日）及び当第３四半期連結会計期間

（自　平成22年３月１日　至　平成22年５月31日）並びに前第３四半期連結累計期間（自　平成20年９月１日　至　

平成21年５月31日）及び当第３四半期連結累計期間（自　平成21年９月１日　至　平成22年５月31日）

本邦以外の国または地域に所在する連結子会社及び在外支店がないため、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】

　前第３四半期連結会計期間（自　平成21年３月１日　至　平成21年５月31日）及び当第３四半期連結会計期間

（自　平成22年３月１日　至　平成22年５月31日）並びに前第３四半期連結累計期間（自　平成20年９月１日　至　

平成21年５月31日）及び当第３四半期連結累計期間（自　平成21年９月１日　至　平成22年５月31日）

海外売上高がないため、海外売上高の記載を省略しております。
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(有価証券関係)

　有価証券の四半期連結貸借対照表計上額その他の金額は、前連結会計年度の末日と比較して著しい変動があり

ません。

　

(デリバティブ取引関係)

　当社グループは、デリバティブ取引を行っていないため、該当事項はありません。

　

(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３四半期連結会計期間（自　平成22年３月１日　至　平成22年５月31日）

　

パーチェス法適用

１．被取得企業の名称及び事業の内容、企業結合を行った主な理由、企業結合日、企業結合の法的形式及び

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

 被取得企業の名称　　株式会社イレブン

 事業の内容　　　　　ドラッグストアチェーンの運営

(2)　企業結合を行った主な理由

　新たに株式会社イレブンを当社グループに迎えることで、グループ企業がそれぞれの有する経営資源

が一層強固なものになり、また、グループ内企業が保有するノウハウや人材等経営資源を共有すること

ができ、当社グループにとって、これまで展開していなかった関西地区におけるコア企業を確立するこ

とができると考えたためであります。

(3)　企業結合日

 平成22年３月１日

(4)　企業結合の法的形式

 株式交換による株式取得

(5)　取得した議決権比率

 100％

　

２．四半期連結会計期間及び四半期連結累計期間に係る四半期連結損益計算書に含まれる被取得企業又

は取得した事業の業績の期間

　　平成22年３月１日から平成22年５月31日

　

３．被取得企業の取得原価及びその内訳

取得の対価 3,454百万円

取得に直接要した支出 76百万円

取得原価 3,531百万円
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４．株式の種類別の交換比率及びその算定方法並びに交付した株式数及びその評価額

(1)　株式の種類別の交換比率

 株式会社イレブンの普通株式１株に対して、当社の普通株式19.5株を割当て交付いたしました。

(2)　交換比率の算定方法

 第三者機関である株式会社インターリンクに株式交換比率の算定を依頼し、提出された報告書に基づき

当事者間で協議の上、算定しております。

(3)　交付した株式数及びその評価額

　　　交付した株式数　　2,749,500株

　　　交付した株式の評価額　　3,454百万円

　

５．発生したのれん又は負ののれんの金額、発生原因、償却の方法及び償却期間

(1)　のれんの金額　　814百万円

(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

５年間にわたる均等償却

　

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累計期間の四半期

連結損益計算書の及ぼす影響の概算額

売上高 9,847百万円

営業利益 232百万円

経常利益 221百万円

税金等調整前四半期純損失（△） △1,248百万円

四半期純損失（△） △864百万円

１株当たり四半期純損失（△） △51.45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出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にのれん償却額を加えて算出した

金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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(１株当たり情報)

１　１株当たり純資産額

当第３四半期連結会計期間末

(平成22年５月31日)

前連結会計年度末

(平成21年８月31日)

1,852円43銭 1,850円30銭

(注)　１株当たり純資産額の算定上の基礎

項目

当３第四半期

連結会計期間末

(平成22年５月31日)

前連結会計年度末

(平成21年８月31日)

純資産の部の合計額（百万円） 32,105 26,912

普通株式に係る純資産額（百万円） 31,119 25,996

差額の主な内訳（百万円） 　 　

　 少数株主持分 985 915

普通株式の発行済株式数（千株） 16,814 14,065

普通株式の自己株式数（千株） 15 15

１株当たり純資産額の算定に用いられた普通株式

の数（千株）
16,799 14,049

　

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３四半期連結累計期間

前第３四半期連結累計期間

(自　平成20年９月１日

　至　平成21年５月31日)

当第３四半期連結累計期間

(自　平成21年９月１日

　至　平成22年５月31日)

　

　１株当たり四半期純利益 121円29銭

　

１株当たり四半期純利益 161円50銭

　 　

(注) １　潜在株式調整後１株当たり四半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。

２　１株当たり四半期純利益の算定上の基礎

項目

前第３四半期連結累計期間

(自　平成20年９月１日

　至　平成21年５月31日)

当第３四半期連結累計期間

(自　平成21年９月１日

　至　平成22年５月31日)

四半期連結損益計算書上の四半期純利益
（百万円）

1,704 2,418

普通株式に係る四半期純利益（百万円） 1,704 2,418

普通株主に帰属しない金額（百万円） － －

普通株式の期中平均株式数（千株） 14,050 14,976
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　第３四半期連結会計期間

前第３四半期連結会計期間

(自　平成21年３月１日

　至　平成21年５月31日)

当第３四半期連結会計期間

(自　平成22年３月１日

　至　平成22年５月31日)

　

１株当たり四半期純利益 46円15銭

　

　

１株当たり四半期純利益 47円07銭

　
　 　

(注) １　潜在株式調整後１株当たり四半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。

２　１株当たり四半期純利益の算定上の基礎

項目

前第３四半期連結会計期間

(自　平成21年３月１日

　至　平成21年５月31日)

当第３四半期連結会計期間

(自　平成22年３月１日

　至　平成22年５月31日)

四半期連結損益計算書上の四半期純利益
（百万円）

648 790

普通株式に係る四半期純利益（百万円） 648 790

普通株主に帰属しない金額（百万円） － －

普通株式の期中平均株式数（千株） 14,050 16,799

　

(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】

　第２期（平成21年９月１日から平成22年８月31日）中間配当については、平成22年４月14日開催の取締役会に

おいて、平成22年２月28日の最終の株主名簿に記録された株主に対し、次のとおり中間配当を行うことを決議い

たしました。

①配当金の総額 245百万円

②１株当たりの金額 17円50銭

③支払請求権の効力発生日及び支払開始日 平成22年５月17日

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

28/31



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７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    ㊞

　

指定有限責任社員
業務執行社員

　 公認会計士    田　中　達　美    ㊞

　

指定有限責任社員
業務執行社員

　 公認会計士    廣　田　剛　樹    ㊞

　

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３

四半期連結会計期間(平成21年３月１日から平成21年５月31日まで)及び第３四半期連結累計期間(平成20年

９月１日から平成21年５月31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５月31日現在の財政状態、同日をもって終了する第３四半期連結会計期間及び第３四

半期連結累計期間の経営成績並びに第３四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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独立監査人の四半期レビュー報告書

　

平成22年７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    岸　　　洋　平    ㊞

　

指定有限背金社員
業務執行社員

　 公認会計士    廣　田　剛　樹　  ㊞

　

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21年９月１日から平成22年８月31日までの連結会計年度の第３

四半期連結会計期間(平成22年３月１日から平成22年５月31日まで)及び第３四半期連結累計期間(平成21年

９月１日から平成22年５月31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22年５月31日現在の財政状態、同日をもって終了する第３四半期連結会計期間及び第３四

半期連結累計期間の経営成績並びに第３四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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