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１．18年３月期の連結業績（平成17年４月１日～平成18年３月31日）

(1）連結経営成績 （百万円未満切捨表示）

売上高 営業利益 経常利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

18年３月期 1,921,713 15.4 20,608 87.6 32,736 41.2

17年３月期 1,665,815 29.7 10,986 △28.4 23,185 20.1

当期純利益
１株当たり
当期純利益

潜在株式調整後
１株当たり当期純利益

株主資本
当期純利益率

総資本
経常利益率

売上高
経常利益率

百万円 ％ 円　銭 円　銭 ％ ％ ％

18年３月期 20,842 138.8 97.64 94.22 10.2 3.6 1.7

17年３月期 8,729 10.8 45.90 43.52 5.9 3.1 1.4

（注）①持分法投資損益 18年３月期 －百万円 17年３月期 －百万円

②期中平均株式数（連結） 18年３月期 209,013,592株 17年３月期 185,084,168株

③会計処理の方法の変更 有

④売上高、営業利益、経常利益、当期純利益におけるパーセント表示は、対前期増減率

(2）連結財政状態  

総資産 株主資本 株主資本比率 １株当たり株主資本

百万円 百万円 ％ 円　銭

18年３月期 993,491 242,413 24.4 1,051.97

17年３月期 848,416 168,104 19.8 904.59

（注）期末発行済株式数（連結） 18年３月期 230,023,554株 17年３月期 185,576,103株

(3）連結キャッシュ・フローの状況  

営業活動による
キャッシュ・フロー

投資活動による
キャッシュ・フロー

財務活動による
キャッシュ・フロー

現金及び現金同等物
期末残高

百万円 百万円 百万円 百万円

18年３月期 41,795 4,366 △22,375 142,908

17年３月期 26,301 31,279 △8,516 119,121

(4）連結範囲及び持分法の適用に関する事項  

連結子会社数 11社 持分法適用非連結子会社数 －社 持分法適用関連会社数 －社

(5）連結範囲及び持分法の適用の異動状況  

連結（新規） 1社 （除外） 3社 持分法（新規） －社 （除外） －社

２．19年３月期の連結業績予想（平成18年４月１日～平成19年３月31日）  

売上高 経常利益 当期純利益

百万円 百万円 百万円

中間期 1,087,000 17,800 5,900

通　期 2,192,000 36,000 16,400

（参考）１株当たり予想当期純利益（通期）　　71円30銭

※　業績予想に関する事項につきましては、添付資料の７ページをご参照ください。
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１．企業集団の状況
　当社グループは、株式会社メディセオ・パルタックホールディングスを中核として子会社３９社、関連会社５社で構

成し、医薬品等卸売事業、化粧品・日用雑貨品卸売事業、医療関連等事業を展開してまいりました。

　関係会社の事業系統図等は次のとおりであります。

（平成18年３月31日現在）

 

◎ クラヤ化成㈱ 

○ ㈱トキモ 

○ ㈱エム・アイ・シー 

○ ㈱物流二十四 

○ ㈱ビジオ 

○ ㈱トリム 

○ KURAYA(USA)CORPORATION 

他 非連結子会社（持分法非適用会社） 22社 
  関連会社（持分法非適用会社）   ５社 

◎ 千秋薬品㈱ 

◎ 潮田三国堂薬品㈱ 

◎ ㈱クラヤ三星堂 

◎ ㈱やまひろクラヤ三星堂 

◎ 平成薬品㈱ 

◎ 井筒薬品㈱ 

◎ ㈱エバルス 

◎ ㈱アトル 

◎ ㈱メディセオメディカル 

㈱
メ
デ
ィ
セ
オ
・
パ
ル
タ
ッ
ク
ホ
ー
ル
デ
ィ
ン
グ
ス
（
当
社
） 

◎ 連結子会社 
○ 非連結子会社で持分法非適用会社 

お得意様（病院・診療所・薬局・薬店・ドラッグストア・コンビニエンスストア等） 

医薬品等卸売事業 医療関連等事業 

◎ ㈱パルタック 

化粧品・日用雑貨品卸売事業 

　（注）・株式会社クラヤ三星堂は、平成17年４月１日付で、同社の営業のうち医療機器・用具に限定した首都圏１都３

県の大病院市場における営業を、株式会社中川誠光堂へ譲渡いたしました。

また、株式会社中川誠光堂は、平成17年７月１日付で、商号を株式会社メディセオメディカルに変更いたしま

した。

 

        ・当社は、平成17年10月１日付で、株式交換制度を活用し、株式会社パルタック（大阪市中央区）と経営統合を

行い、商号を株式会社メディセオ・パルタックホールディングス（東証銘柄略称  メディ・パル）に変更いた

しました。
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＜関係会社の状況＞                                                            （平成18年３月31日現在）

名称 住所 資本金 主要な事業の内容
議決権の
所有割合

関係内容

（連結子会社）  百万円 　　　％

千秋薬品㈱ 秋田県秋田市 2,400 医薬品等卸売事業 100.0 役員の兼任。債務の保証。

商品の販売。

 

潮田三国堂薬品㈱ 茨城県水戸市 98 医薬品等卸売事業 100.0 役員の兼任。債務の保証。

設備の賃貸・賃借。商品の

販売。

㈱クラヤ三星堂 東京都中央区 100 医薬品等卸売事業 100.0 役員の兼任。設備の賃貸・

賃借。商品の販売。

 

㈱やまひろクラヤ三星堂 山梨県中央市 57 医薬品等卸売事業 100.0 役員の兼任。設備の賃貸。

商品の販売。

 

平成薬品㈱ 岐阜県岐阜市 809 医薬品等卸売事業 100.0 役員の兼任。設備の賃借。

商品の販売。

 

井筒薬品㈱ 京都市中京区 118 医薬品等卸売事業 100.0 役員の兼任。設備の賃貸・

賃借。商品の販売。

 

㈱エバルス 広島市中区 1,510 医薬品等卸売事業 100.0 役員の兼任。商品の販売。

 

 

㈱アトル 福岡市博多区 3,965 医薬品等卸売事業 100.0 役員の兼任。商品の販売。

 

 

㈱メディセオメディカル 東京都文京区 280 医薬品等卸売事業 100.0 役員の兼任。設備の賃貸。

商品の仕入・販売。

 

㈱パルタック 大阪市中央区 5,206 化粧品・日用雑貨

品卸売事業 

 

100.0 役員の兼任。 

クラヤ化成㈱

 

長野県長野市 20 医療関連等事業 100.0 債務の保証。設備の賃貸。

 

 （注）・当社は、平成17年４月１日付で、簡易株式交換により、株式会社チヤクを完全子会社（100％子会社）といたし

ました。

 

  ・平成18年１月１日付で、株式会社クラヤ三星堂を存続会社とし、株式会社チヤクを解散会社として、両社は合併

いたしました。

 

　・当社は、平成17年12月26日付で、当社が保有するオリエンタル薬品工業株式会社株式のうち発行済株式総数の

67.0％を日医工株式会社（富山県富山市）に譲渡したしました。

 

　・当社は、平成18年３月31日付で、当社が保有する株式会社セルメスタの発行済株式総数の90.0％を株式会社ファ

セリア・ホールディングス（東京都墨田区）に譲渡いたしました。なお、株式会社セルメスタは、平成17年10月

１日付で、クラヤ商事株式会社から商号を変更いたしました。

 

  ・千秋薬品株式会社、株式会社クラヤ三星堂、株式会社アトルならびに株式会社パルタックは、特定子会社であり

ます。
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２．経営方針
  当社グループは、以下の「経営の基本方針」「利益配分に関する基本方針」を掲げ、事業活動を展開しております。平

成17年10月１日付で、株式交換制度を活用し、化粧品・日用雑貨品卸売業の株式会社パルタック（大阪市中央区）と経営

統合を行い、株式会社メディセオ・パルタックホールディングスとして新たにスタートいたしました。当社グループは引

き続き、これらの方針と考え方に立脚した事業活動を積極的に展開してまいります。一方、「経営指標および中長期的な

経営戦略」につきましては、この統合を踏まえて新たに策定いたしております。

  

(1) 経営の基本方針

 

  経営理念「流通価値の創造を通じて人々の健康と社会の発展に貢献します」

 

  経営方針

１．社会から信頼される活力ある企業文化の創造

２．株主価値を高める経営とコンプライアンスの徹底

３．誠実で自由闊達な社風の醸成と創造性に富む人材の育成

 

　運営基本方針

「私たちは、United Companies of Mediceo Paltac のエネルギーを高めます。」

「私たちは、改革と改善に全力を傾注します。」

「私たちは、組織の壁を乗り越えて、知識を共通の知恵に昇華します。」

「私たちは、傾聴の基本姿勢を貫きます。」

「私たちは、一体感の醸成に意を尽くします。」

 

  (2) 利益配分に関する基本方針

　配当政策につきましては、収益力の向上を通して、将来の事業展開と経営基盤強化のために内部留保を充実すると

ともに、安定配当を行うことを基本方針といたしております。

 

  (3) 目標とする経営指標および中長期的な経営戦略

  当社グループは、平成16年10月１日、株式会社メディセオホールディングスのスタートにあたり、事業戦略の方向

性や目標数値を共有化し、安定的に収益を確保できる企業体質の確立をめざす指針として、平成17年３月期から平成

19年３月期までの３か年にわたる中期連結経営計画を策定し、推進してまいりました。

  このたび、株式会社メディセオ・パルタックホールディングスとして新たにスタートするにあたり、平成18年３月

期から平成20年３月期までの３か年にわたる新しい中期連結経営計画を以下のとおり策定し、全社を挙げた取組みを

展開いたしております。

 

  ＜中期連結経営計画の基本方針＞　

　「顧客志向型流通ビジネスモデルの構築」

 

    ＜重点ポイント＞

  １．発展可能な事業環境づくり

    ・創意工夫に富み、実行力とスピード豊かな組織運営を志向する。

　  ・顧客とのパートナーシップに基づく価格形成機能を発揮する。

　  ・絶えず業務改革を推進し、コスト競争力を強化する。

　  ・教育研修を充実し、将来を担う人材を育成する。

 

　２．顧客起点ロジスティクスへの進化

    ・顧客起点のロジスティクスへの転換をはかる。

　  ・顧客からの客観的な評価を重視する。

 　 ・高い出荷精度と堅牢な安定供給体制を確立し、顧客の信頼に応える。

 

      ３. くらしを豊かにする新しい価値の創造

        ・「医療と健康、美」の融合により新しい業態卸に脱皮する。

　　　　・新しい需要創造の視点に立って品揃え機能を強化する。　
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    ＜連結経営目標（平成20年３月期）＞

　売上高　　　　　　　　　　　　　　　　２兆１，７５０億円

売上総利益　　　　　　　　                １，８６６億円

販管費　　　　　　　　                    １，５５９億円

営業利益　　　　　　　　                      ３０７億円

経常利益　　　　　　　　                      ４１６億円

当期純利益　　　　　　　　                    ２４３億円

  ＲＯＡ（使用総資本事業利益率）                ３．０％　

  ＲＯＥ（株主資本当期純利益率）                ９．２％　

  (4) 親会社等に関する事項

        該当事項はありません。
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３．経営成績及び財政状態
  (1) 経営成績

    ①  当期の概況

  当期のわが国経済は、個人消費と設備投資が増加し、雇用情勢の改善がみられるなど、景気全般は緩やかに回復

いたしました。

  当社は、昨年10月１日付で、化粧品・日用雑貨品卸売業の株式会社パルタック（大阪市中央区）との株式交換に

よる経営統合を行い、お得意様のニーズに的確に対応し得る新しい業態卸の創成をめざしてスタートいたしました。

現在、この経営統合によるシナジー効果発現とコスト削減をめざした取組みを進めております。

　一方、当社は、昨年７月13日付で、四国薬業株式会社（香川県高松市）との連携強化を図るために、同社株式の

10.0％を取得いたしました。また、当社グループの総合力を活かした事業展開を図るため、昨年４月１日付で株式

会社チヤクを完全子会社とし、さらに、企業体質の強化を図ることに加え、経営の効率化やロジスティクス機能の

更なる充実をめざして、株式会社クラヤ三星堂を存続会社とし、株式会社チヤクを解散会社として、両社は本年１

月１日付で合併いたしました。

  また、当社は、昨年12月26日付で、当社が保有するオリエンタル薬品工業株式会社株式のうち発行済株式総数の

67.0％を、経営資源の拡充をめざしている日医工株式会社（富山県富山市）に譲渡いたしました。

  さらに、株式会社セルメスタは、健康保険組合や共済組合への健康食品等の販売が主要な事業であり、当社とは

事業フィールドを異にしておりますので、本年３月31日付で、当社が保有する同社発行済株式総数の90.0％を、同

事業分野への進出を計画している株式会社ファセリア・ホールディングスに譲渡いたしました。

　加えて、当社と三菱商事株式会社（東京都千代田区）は、医療機関のニーズや社会変革に対応していくために、

医療ビジネスにおける包括的な業務提携契約を締結いたしました。

　また、物流機能の一層の強化と効率化をめざして埼玉県加須市に埼玉物流センターを建設・稼動いたしました。

  医療機器の分野では、グループ内における連携強化と物流機能や情報機能の効率的活用をめざして、株式会社ク

ラヤ三星堂の医療機器の営業のうち、首都圏１都３県の大病院販路における営業を、昨年４月１日付で完全子会社

である株式会社中川誠光堂に譲渡し、一元化いたしました。なお、昨年７月１日付で、株式会社中川誠光堂は商号

を株式会社メディセオメディカルに変更いたしました。

 

  当社は、平成16年10月１日に事業持株会社としてスタートし、前述のとおり昨年10月１日には株式会社パルタッ

クとの経営統合を行い、現在、新しいステージに立って経営革新に取り組んでおります。つきましては、これまで

ご支援をいただいてまいりました株主の皆様に、感謝の意を表するために、平成18年３月期（第97期）の１株当た

り期末配当金につきまして、「経営統合記念配当」として３円を加え、当初予定の普通配当６円と合わせて９円と

することを、本年３月22日開催の取締役会で決議いたしました。

②  損益分析

（連結売上高）

　連結売上高は、１兆9,217億13百万円（前期比15.4％増）となりました。

　当連結会計年度より、株式会社パルタックを連結子会社としたことにより、売上高は市場全体の伸びと比較して

大幅に増加いたしました。

（連結営業利益）

　一昨年４月の薬価改定による販売価格の低下も落着きを取戻し、また、株式会社パルタックを連結子会社とした

ことにより、売上総利益は1,616億３百万円（前期比17.3％増）となりました。一方、当社グループにおける販売・

物流・会計の基幹業務システムの統合推進や退職給付制度の見直しによるコスト削減に努めました結果、販売費及

び一般管理費率は、前期の7.6％から7.3％に0.3ポイント低下し、販売費及び一般管理費は1,409億95百万円（前期

比11.2％増）となりました。

　これらの結果、連結営業利益は、206億８百万円（前期比87.6％増）となりました。

（連結経常利益）

　営業外収益は、連結調整勘定償却額等の計上により、135億35百万円（前期比1.5％増）となりました。また、営

業外費用は、14億７百万円（前期比23.4％増）となりました。

　これらの結果、連結経常利益は、327億36百万円（前期比41.2％増）となりました。

（連結当期純利益）

　特別利益は、固定資産売却益等により、27億９百万円（前期比27.1％増）となりました。特別損失は、固定資産

売却廃棄損の計上や減損損失の計上などにより、53億37百万円（前期比11.2％減）となりました。

　これらの結果、連結当期純利益は、208億42百万円（前期比138.8％増）となりました。
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      主な事業の種類別セグメント業績の概要は次のとおりであります。

 

医薬品等卸売事業

  中核事業である医療用医薬品の市場は、本年１月から３月にかけて前年同期のようなインフルエンザや花粉症の

流行はなかったものの、年度を通じた生活習慣病用薬等の需要増により、順調な伸びを示しました。

　このような市場環境に対応して、グループ統一的な施策を展開するとともに、適正利益の確保に努めました。

  これらの結果、医薬品等卸売事業における売上高は１兆7,147億67百万円（ご参考：前期比3.6％増）となりました。

 

化粧品・日用雑貨品卸売事業

  化粧品・日用雑貨品の売上は、ドラッグストアを中心に順調に推移いたしました。当卸売事業におきましては、

従来に増して高品質な中間流通機能の充実が求められておりますので、営業・物流ネットワークならびにマーチャ

ンダイジング力の強化に取り組んでまいりました。

  これらの結果、化粧品・日用雑貨品卸売事業における連結開始の平成17年10月１日から６か月間の売上高は1,964

億22百万円（ご参考：前期比6.8％増）となりました。

 

    ③  次期の見通し

  当社は、昨年10月１日付で、株式交換制度を活用し、化粧品・日用雑貨品卸売業の株式会社パルタックと経営統

合を行い、株式会社メディセオ・パルタックホールディングスとして新たなスタートを切りました。この経営統合

によって、人々の「医療と健康、美」に貢献しうる体制が整いました。これを機にコーポレート・スローガンを「元

気と、かがやき」と定めました。両社は、経営ノウハウの早期融合を積極的に進め、お得意様の経営にお役に立つ

ために、物流機能の一層の強化とソリューション機能の向上を図り、新しい業態卸をめざしてまいります。

  また、平成18年３月期から平成20年３月期までの３か年にわたる新しい中期連結経営計画を策定いたしておりま

す。当社グループは、この経営計画に基づき、株式会社パルタックとの経営統合によるシナジー効果発現とコスト

削減に取り組み、目標達成をめざしてまいります。

  なお、当社グループは、本年４月１日より、株式会社パルタックへのヘルスケア事業の順次統合を計画しており

ますので、事業区分の変更をいたしました。従来の「医薬品等卸売事業」「化粧品・日用雑貨品卸売事業」「医療

関連等事業」から、「医療用医薬品等卸売事業」「化粧品・日用品、一般用医薬品卸売事業」「関連事業」といた

しております。

 

  「医療用医薬品等卸売事業」につきましては、本年４月１日、薬価基準が平均6.7％引き下げられ、仕入価格と販

売価格の変化が業績に影響を及ぼすことが想定されます。当社グループは、情報収集・提供力などの強みを仕入メー

カー各社にご理解いただき、積極的な仕入価格交渉を行うとともに、地域密着型のきめ細やかな営業活動を行い経

済原則を考慮した市場価格の形成に努めてまいります。

  「化粧品・日用品、一般用医薬品卸売事業」につきましては、一般用医薬品卸売事業に関係して、株式会社パル

タックを存続会社とし、当社の完全子会社であり九州地区に営業拠点を有する一般用医薬品等卸売業の株式会社ア

ルコス（福岡県糟屋郡志免町）を解散会社として、両社は本年４月１日付で合併いたしました。また株式会社パル

タックは、本年10月１日を期して株式会社クラヤ三星堂ならびに株式会社エバルス両社の一般用医薬品の営業の譲

受けを行います。これらにより、同事業での販売力強化と流通コストの低減、さらにお得意様へ提供するサービス

機能の強化・充実をめざしてまいります。

 

  一方、グループ内社員の自立と将来への選択肢を広げることを視野に入れ、自ら新分野への転進を希望する社員

に対して希望退職者の募集を行うとともに、グループ各社の経営活力を高めるため、連結子会社間の出向者の転籍

を予定しており、それらにともなう一時費用を特別損失として見込んでおります。

 

  これらにより、通期業績は連結売上高２兆1,920億円（前期比14.1％増）、連結経常利益360億円（前期比10.0％

増）、連結当期純利益164億円（前期比21.3％減）を見込んでおります。また単体の売上高１兆5,430億円（前期比

2.0％増）、経常利益105億円（前期比29.9％増）、当期純利益73億円（前期比48.4％増）を見込んでおります。

 

  業績予想につきましては、発表日現在において入手可能な情報に基づき作成したものであり、実際の業績は、今後

様々な要因によって予想数値と異なる場合があります。
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(2）財政状態

　当連結会計年度における連結ベースの現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、営業活動によるキャッ

シュ・フローが417億95百万円の純収入、投資活動によるキャッシュ・フローが43億66百万円の純収入、財務活動によ

るキャッシュ・フローが223億75百万円の純支出となりました。資金残高は、前連結会計年度末より237億86百万円増

加（20.0％増）し、当連結会計年度末には1,429億８百万円となりました。

（営業活動によるキャッシュ・フロー）

　営業活動による資金の増加は、417億95百万円（前期比58.9％増）となりました。これは主に、税金等調整前当期純

利益301億８百万円（前期比56.0％増）、減価償却費91億25百万円、減損損失21億９百万円、売上債権の減少107億99

百万円が計上された一方、連結調整勘定償却額55億67百万円、引当金の減少31億90百万円が計上され、また、法人税

等の支払額36億99百万円が発生し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）

　投資活動による資金の増加は、43億66百万円（前期比86.0％減）となりました。これは主に、埼玉物流センター等

有形固定資産の取得による支出90億63百万円、四国薬業株式会社との資本提携等投資有価証券の取得による支出31億

３百万円があったものの、有形固定資産売却による収入38億62百万円、投資有価証券売却による収入17億59百万円、

連結範囲の変更を伴う子会社株式の取得による受入106億28百万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）

　財務活動による資金の減少は、223億75百万円（前期は85億16百万円の減少）となりました。これは主に、短期借入

金の純減少額10億33百万円、長期借入金の返済による支出31億13百万円、自己株式の取得による支出168億73百万円、

配当金の支払い28億54百万円によるものであります。

（キャッシュ・フロー指標のトレンド）

平成14年３月期 平成15年３月期 平成16年３月期 平成17年３月期 平成18年３月期

自己資本比率（％） 17.2 17.6 20.6 19.8 24.4

時価ベースの自己資本比率

（％）
10.9 18.9 30.9 31.2 44.1

債務償還年数（年） 3.3 2.9 1.8 0.6 0.9

インタレスト・カバレッジ・

レシオ
24.1 29.8 43.7 112.2 207.9

※　自己資本比率：自己資本／総資産

時価ベースの自己資本比率：株式時価総額／総資産

債務償還年数：有利子負債／営業キャッシュ・フロー

インタレスト・カバレッジ・レシオ：営業キャッシュ・フロー／利払い

１．各指標は、いずれも連結ベースの財務数値により計算しております。

２．株式時価総額は、期末株価終値×期末発行済株式数（自己株式数控除後）により算出しております。

３．営業キャッシュ・フローは連結キャッシュ・フロー計算書の営業活動によるキャッシュ・フローを使用して

おります。有利子負債は、連結貸借対照表に計上されている負債のうち利子を支払っている全ての負債を対

象としております。また、利払いについては、連結キャッシュ・フロー計算書の利息の支払額を使用してお

ります。
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(3）事業等のリスク

　当社及び当社グループの事業その他に関する主なリスクは、以下のとおりです。

 

・特有の法的規制等に係るもの

  医薬品等卸売事業ならびに医療関連等事業は、各種の医薬品及びその関連商品を取り扱っております。このた

め主に薬事法等の規定により、各事業所が所轄の都道府県知事より必要な許可、登録、指定及び免許を受け、あ

るいは監督官公庁に届出の後、販売活動を行っております。

 

・医療制度改革

  わが国は、財政再建が喫緊の課題となっており、その一環として医療制度改革が進められており、改革内容に

よっては、医薬品等卸売事業ならびに医療関連等事業の業績に影響を与えます。

・投資コストと販売単価

  卸売業者同士の合併等により、競合の規模・領域が拡大しており、これらに対応すべく、物流・情報システム

機能の充実・拡大にともなう投資コストの増加や、販売単価の想定以上の下落によって、業績に影響を与える可

能性があります。

 

・販売中止、商品回収等

　販売する商品の一部が、欠陥、予期せぬ副作用、異物混入等により、販売中止または商品回収などの事態となっ

た場合、業績に影響を与えます。

・システムトラブル

　当社及び当社グループの事業は、コンピュータネットワークシステムに依拠しており、自然災害や事故、また

コンピュータウイルスの侵入等により機能停止した場合、販売物流に大きな支障を生じる可能性があります。

・債務不履行（デフォルト）リスク

  当社及び当社グループと取引先との継続取引に伴う債権について、取引先の破産、民事再生等による債務不履

行が発生した場合、業績に影響を与えます。

・商品在庫リスク

　当社及び当社グループが所有する商品在庫は、仕入先の破産、民事再生等により商品価値が低下し販売不能に

なった場合、業績に影響を与える可能性があります。

・訴訟リスク

　当社及び当社グループが事業活動を行う過程において、損害賠償を求める訴訟を提起される可能性があります。

　これらの他にも、様々なリスクが存在しており、ここに記載されたリスクが当社及び当社グループのすべてのリス

クではありません。
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４．連結財務諸表等
(1）連結貸借対照表

  
前連結会計年度

（平成17年３月31日）
当連結会計年度

（平成18年３月31日）
増減

(百万円)
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 ※３ 120,635 144,268 23,632

２．受取手形及び売掛金 437,654 489,442 51,788

３．有価証券 8 － △8

４．たな卸資産 78,294 96,675 18,380

５．繰延税金資産 4,836 8,592 3,756

６．未収入金 33,028 37,791 4,763

７．その他 2,576 2,770 194

貸倒引当金 △3,716 △5,459 △1,742

流動資産合計 673,317 79.4 774,082 77.9 100,764

Ⅱ　固定資産

１．有形固定資産 ※1,3

(1）建物及び構築物 48,645 63,558 14,913

(2）土地 ※５ 62,721 72,196 9,474

(3）建設仮勘定 3,082 1,819 △1,263

(4）その他 8,166 13,693 5,526

有形固定資産合計 122,616 14.5 151,267 15.2 28,651

２．無形固定資産

(1）ソフトウェア 5,473 4,682 △791

(2）その他 906 1,456 550

無形固定資産合計 6,380 0.7 6,139 0.6 △240

３．投資その他の資産

(1）投資有価証券 ※2,3 31,366 47,950 16,584

(2）長期貸付金 921 775 △145

(3）繰延税金資産 3,357 1,192 △2,164

(4）その他 15,278 16,478 1,200

貸倒引当金 △4,820 △4,396 424

投資その他の資産合計 46,102 5.4 62,001 6.3 15,898

固定資産合計 175,099 20.6 219,409 22.1 44,309

資産合計 848,416 100.0 993,491 100.0 145,074
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前連結会計年度

（平成17年３月31日）
当連結会計年度

（平成18年３月31日）
増減

(百万円)
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．支払手形及び買掛金 ※３ 584,267 631,285 47,018

２．短期借入金 ※３ 5,325 25,878 20,553

３．１年以内返済予定長期
借入金

※３ 425 5,017 4,592

４．未払法人税等 1,163 8,107 6,944

５．賞与引当金 6,860 8,020 1,159

６．返品調整引当金 710 961 251

７．その他 15,187 21,998 6,811

流動負債合計 613,939 72.4 701,270 70.6 87,330

Ⅱ　固定負債

１．転換社債 9,254 1,867 △7,387

２．長期借入金 ※３ 656 5,636 4,980

３．繰延税金負債  5,200 8,010 2,809

４．再評価に係る繰延税金
負債

※５ 1,112 1,075 △37

５．退職給付引当金 15,975 17,068 1,092

６．役員退職慰労引当金 － 492 492

７．連結調整勘定 28,583 11,749 △16,833

８．その他 4,849 3,908 △941

固定負債合計 65,632 7.7 49,807 5.0 △15,824

負債合計 679,571 80.1 751,077 75.6 71,506

（少数株主持分）

少数株主持分 741 0.1 － － △741

（資本の部）

Ⅰ　資本金 ※７ 17,786 2.1 21,479 2.2 3,693

Ⅱ　資本剰余金 67,618 8.0 131,328 13.2 63,710

Ⅲ　利益剰余金 98,910 11.6 115,948 11.7 17,037

Ⅳ　土地再評価差額金 ※５ △19,660 △2.3 △18,750 △1.9 910

Ⅴ　その他有価証券評価差額
金

6,123 0.7 11,317 1.1 5,194

Ⅵ　自己株式 ※８ △2,673 △0.3 △18,909 △1.9 △16,236

資本合計 168,104 19.8 242,413 24.4 74,309

負債、少数株主持分及び
資本合計

848,416 100.0 993,491 100.0 145,074
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(2）連結損益計算書

  
前連結会計年度

(自　平成16年４月１日
至　平成17年３月31日)

当連結会計年度
(自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日) 増減

(百万円)

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 1,665,815 100.0 1,921,713 100.0 255,897

Ⅱ　売上原価 1,528,097 91.7 1,760,112 91.6 232,014

売上総利益 137,718 8.3 161,601 8.4 23,883

返品調整引当金戻入額 797 974

返品調整引当金繰入額 710 △87 △0.0 973 △1 △0.0 85

差引売上総利益 137,805 8.3 161,603 8.4 23,797

Ⅲ　販売費及び一般管理費

１．給料手当 56,864 62,203  

２．福利厚生費 9,246 10,731  

３．賞与引当金繰入額 6,829 8,086  

４．退職給付引当金繰入額 4,495 2,396  

５．役員退職慰労引当金繰
入額

379 84  

６．発送配達費 6,868 9,549  

７．賃借料 4,009 4,570  

８．減価償却費 7,304 8,509  

９．その他 30,820 126,818 7.6 34,864 140,995 7.3 14,176

営業利益 10,986 0.7 20,608 1.1 9,621

Ⅳ　営業外収益

１．受取利息 272 249  

２．受取配当金 279 488  

３．情報提供料収入 4,251 4,472  

４．不動産賃貸収入 737 1,267  

５．連結調整勘定償却額 6,628 5,567  

６．その他 1,169 13,339 0.8 1,490 13,535 0.7 196

Ⅴ　営業外費用

１．支払利息 235 234  

２．不動産賃貸費用 436 776  

３．その他 468 1,140 0.1 396 1,407 0.1 266

経常利益 23,185 1.4 32,736 1.7 9,550
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前連結会計年度

(自　平成16年４月１日
至　平成17年３月31日)

当連結会計年度
(自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日) 増減

(百万円)

区分
注記
番号

金額（百万円）
百分比
（％）

金額（百万円）
百分比
（％）

Ⅵ　特別利益

１．固定資産売却益 ※１ 1,669 1,105  

２．投資有価証券売却益 18 258  

３．投資有価証券償還益 － 39  

４．関係会社株式売却益 － 409  

５．ゴルフ会員権処分益 23 7  

６．貸倒引当金戻入額 420 525  

７．退職給付制度改定益 － 2,131 0.1 363 2,709 0.2 577

Ⅶ　特別損失

１．固定資産売却廃棄損 ※２ 974 1,543  

２．投資有価証券売却損 3 12  

３．投資有価証券評価損 47 12  

４．関係会社株式消却損 20 －  

５．関係会社株式売却損 － 744  

６．関係会社株式評価損 － 105  

７．ゴルフ会員権処分損 1 12  

８．ゴルフ会員権評価損 89 0  

９．特別退職金 753 35  

10．事業所等統廃合費用 1,064 431  

11．会社分割費用 391 －  

12．経営統合費用 － 209  

13．退職給付制度改定損失 853 －  

14．厚生年金基金解散に伴
う損失

1,190 －  

15．厚生年金基金脱退掛金 － 119  

16．関係会社事業撤退損失 503 －  

17．貸倒損失 117 －  

18．減損損失 ※３ － 6,012 0.3 2,109 5,337 0.3 △674

税金等調整前当期純利
益

19,304 1.2 30,108 1.6 10,803

法人税、住民税及び事
業税

4,293 9,707  

法人税等調整額 6,209 10,503 0.7 △441 9,265 0.5 △1,237

少数株主利益 72 0.0 0 0.0 △72

当期純利益 8,729 0.5 20,842 1.1 12,113
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(3）連結剰余金計算書

  
前連結会計年度

(自　平成16年４月１日
至　平成17年３月31日)

当連結会計年度
(自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日) 増減

(百万円)

区分
注記
番号

金額（百万円） 金額（百万円）

（資本剰余金の部）

Ⅰ　資本剰余金期首残高 30,064 67,618 37,553

Ⅱ　資本剰余金増加高

１．株式交換による増加高 34,151 59,916  

２．転換社債の転換による
増加高

2,602 3,693  

３．自己株式処分差益 800 37,553 100 63,710 26,156

Ⅲ　資本剰余金期末残高 67,618 131,328 63,710

（利益剰余金の部）

Ⅰ　利益剰余金期首残高 93,308 98,910 5,602

Ⅱ　利益剰余金増加高

１．当期純利益 8,729 8,729 20,842 20,842 12,113

Ⅲ　利益剰余金減少高

１．配当金 2,380 2,850  

２．役員賞与 357 311  

（うち監査役賞与） (22) (25)  

３．連結除外による剰余金
減少高

0 104  

４．土地再評価差額金取崩
額

388 3,126 538 3,805 678

Ⅳ　利益剰余金期末残高 98,910 115,948 17,037
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(4）連結キャッシュ・フロー計算書

  
前連結会計年度

(自　平成16年４月１日
至　平成17年３月31日)

当連結会計年度
(自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日) 増減

(百万円)

区分
注記
番号

金額（百万円） 金額（百万円）

Ⅰ　営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益 19,304 30,108 10,803

減価償却費 7,625 9,125 1,499

減損損失 － 2,109 2,109

連結調整勘定償却額 △6,628 △5,567 1,060

退職給付引当金の増加（減少）額 2,207 △1,921 △4,128

役員退職慰労引当金の増加（減少）額 △2,397 84 2,482

賞与引当金の減少額 △648 △68 580

貸倒引当金の減少額 △2,378 △1,283 1,094

返品調整引当金の減少額 △87 △1 85

債務保証損失引当金の減少額 △74 － 74

受取利息及び受取配当金 △551 △737 △186

支払利息 235 234 △0

固定資産売却廃棄損益 △694 438 1,132

有価証券関連損益 32 △273 △306

関係会社株式関連損益 20 440 420

ゴルフ会員権関連損益 87 5 △81

特別退職金 753 35 △717

売上債権の減少（増加）額 △11,373 10,799 22,172

たな卸資産の減少（増加）額 △9,717 3,355 13,073

その他の資産の減少（増加）額 △1,978 50 2,028

仕入債務の増加（減少）額 42,147 △2,286 △44,434

未払消費税等の増加（減少）額 △2,807 2,857 5,665

その他の負債の増加（減少）額 1,556 △2,196 △3,752

役員賞与の支払額 △366 △315 51

小計 34,266 44,993 10,726

利息及び配当金の受取額 552 738 186

利息の支払額 △234 △201 33

特別退職金の支払額 △753 △35 717

法人税等の支払額 △7,530 △3,699 3,830

営業活動によるキャッシュ・フロー 26,301 41,795 15,494
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前連結会計年度

(自　平成16年４月１日
至　平成17年３月31日)

当連結会計年度
(自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日) 増減

(百万円)

区分
注記
番号

金額（百万円） 金額（百万円）

Ⅱ　投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出 △752 △1,144 △392

定期預金の払戻による収入 918 1,250 331

有価証券の取得による支出 △2 △2 △0

有価証券の売却による収入 2 10 7

有形固定資産の取得による支出 △7,812 △9,063 △1,250

有形固定資産の売却による収入 4,197 3,862 △334

投資有価証券の取得による支出 △305 △3,103 △2,797

投資有価証券の売却による収入 22 1,759 1,737

子会社株式の売却による収入 － 250 250

連結範囲の変更を伴う子会社株式取得によ

る受入
35,258 10,628 △24,629

貸付けによる支出 △186 △75 111

貸付金の回収による収入 506 212 △293

営業譲受による支出 △135 △30 104

その他の増減額 △429 △189 240

投資活動によるキャッシュ・フロー 31,279 4,366 △26,913

Ⅲ　財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純減少額 △4,714 △1,033 3,680

長期借入れによる収入 430 1,500 1,070

長期借入金の返済による支出 △735 △3,113 △2,378

転換社債の償還による支出 △0 △0 △0

自己株式の取得による支出 △1,106 △16,873 △15,766

親会社による配当金の支払額 △1,981 △2,246 △264

株式交換による完全子会社の配当金支払 － △604 △604

少数株主への配当金の支払額 △408 △3 405

財務活動によるキャッシュ・フロー △8,516 △22,375 △13,858

Ⅳ　現金及び現金同等物の増加額 49,064 23,786 △25,277

Ⅴ　現金及び現金同等物の期首残高 70,112 119,121 49,009

Ⅵ　連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 △55 － 55

Ⅶ　現金及び現金同等物の期末残高 119,121 142,908 23,786
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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16年４月１日
至　平成17年３月31日)

当連結会計年度
(自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日)

１．連結の範囲に関する事項 (1）連結子会社の数　　13社

・千秋薬品㈱

・潮田三国堂薬品㈱

・㈱チヤク

・㈱クラヤ三星堂

・㈱やまひろクラヤ三星堂

・平成薬品㈱

・井筒薬品㈱

・㈱エバルス

・㈱アトル

・㈱中川誠光堂

・オリエンタル薬品工業㈱

・クラヤ商事㈱

・クラヤ化成㈱

　なお、㈱エバルスならびに㈱アトル

は、平成16年４月１日に株式交換制度

の活用により、完全子会社となったた

め、当連結会計年度より連結の範囲に

含めることといたしました。

　㈱中川誠光堂は、平成16年５月１日

に簡易株式交換によって、完全子会社

となったため、当連結会計年度より連

結の範囲に含めることといたしまし

た。

　㈱クラヤ三星堂は、平成16年４月１

日に吸収分割準備のため、新たに設立

したことにより、当連結会計年度より

連結の範囲に含めることといたしまし

た。

　㈱エルフは、平成16年９月をもって

当社と資本提携を解消したため、当連

結会計年度より連結の範囲から除外し

ております。ただし、㈱エルフについ

ては、平成16年９月30日までの損益及

びキャッシュ・フローの状況を連結し

ております。

　㈱中川誠光堂の完全子会社化にとも

ない子会社となった㈱ホスプは、平

成17年１月１日付けで㈱中川誠光堂と

合併したため、平成16年12月31日まで

の損益及びキャッシュ・フローの状況

を連結しております。

(1）連結子会社の数　　11社

・千秋薬品㈱

・潮田三国堂薬品㈱

・㈱クラヤ三星堂

・㈱やまひろクラヤ三星堂

・平成薬品㈱

・井筒薬品㈱

・㈱エバルス

・㈱アトル

・㈱メディセオメディカル

・㈱パルタック

・クラヤ化成㈱

　なお、㈱中川誠光堂は、平成17年７

月１日付で商号を㈱メディセオメディ

カルに変更いたしました。

　㈱パルタックは、平成17年10月１日

に株式交換制度の活用により、完全子

会社となったため、当連結会計年度よ

り連結の範囲に含めることといたしま

した。

　オリエンタル薬品工業㈱は、平成17

年12月26日付で同社の発行済株式総数

の67.0％を譲渡し、重要性がなくなっ

たため、当連結会計年度より連結の範

囲から除外しました。ただし、オリエ

ンタル薬品工業㈱については、同社の

平成17年９月30日までの損益及び

キャッシュ・フローの状況を連結して

おります。

　㈱チヤクは、当社の完全子会社であ

る㈱クラヤ三星堂を存続会社、㈱チヤ

クを解散会社として平成18年１月１日

付で合併したため、当連結会計年度よ

り連結の範囲から除外しました。ただ

し、㈱チヤクについては、同社の平

成17年12月31日までの損益及びキャッ

シュ・フローの状況を連結しておりま

す。

　㈱セルメスタ（旧㈱クラヤ商事）は、

平成18年３月31日付で同社の発行済株

式総数の90.0％を譲渡したため、当連

結会計年度より連結の範囲から除外し

ております。ただし、㈱セルメスタに

ついては、同社の平成18年３月31日ま

での損益及びキャッシュ・フローの状

況を連結しております。
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項目
前連結会計年度

(自　平成16年４月１日
至　平成17年３月31日)

当連結会計年度
(自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日)

(2）非連結子会社は、次のとおりでありま

す。

(2）非連結子会社は、次のとおりでありま

す。

（主要な非連結子会社）

・エバルスアグロテック㈱

（主要な非連結子会社）

・エバルスアグロテック㈱

・㈱アルコス

　㈱アルコスは、当社の完全子会社であ

ります㈱アトルの関連会社でありました

が、平成17年９月30日をもって同社の完

全子会社となりました。

（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、当期純損益

（持分に見合う額）および利益剰余金

（持分に見合う額）等は、いずれも連結

財務諸表に重要な影響を及ぼしていない

ため、連結の範囲から除いております。

（連結の範囲から除いた理由）

　同左

２．持分法の適用に関する事項 (1）持分法適用の非連結子会社および関連

会社はありません。

(1）同左

(2）持分法を適用していない非連結子会社

（エバルスアグロテック㈱他）及び関連

会社（㈱アルコス他）については、それ

ぞれ連結純損益及び連結利益剰余金等に

及ぼす影響が軽微であり、かつ全体とし

ても重要性がないため、持分法の適用範

囲から除外しております。

(2）持分法を適用していない非連結子会社

（エバルスアグロテック㈱、㈱アルコス

他）及び関連会社（オリエンタル薬品工

業㈱他）については、それぞれ連結純損

益及び連結利益剰余金等に及ぼす影響が

軽微であり、かつ全体としても重要性が

ないため、持分法の適用範囲から除外し

ております。

３．連結子会社の事業年度等

に関する事項

　すべての連結子会社の事業年度の末日は、

連結決算日と一致しております。

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

①有価証券

満期保有目的の債券

　償却原価法（定額法）

(1）重要な資産の評価基準及び評価方法

①有価証券

満期保有目的の債券

　同左

その他有価証券

　時価のあるもの

連結決算日の市場価格等に基づく

時価法（評価差額は全部資本直入

法により処理し、売却原価は移動

平均法により算定）

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
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項目
前連結会計年度

(自　平成16年４月１日
至　平成17年３月31日)

当連結会計年度
(自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日)

②たな卸資産

主として移動平均法による原価法

（会計処理方法の変更）

　当社の会社分割による事業持株会社

への移行や子会社の経営統合等の組織

再編を進めるにあたり、グループで共

有する基幹業務システムの更新を図り、

併せてグループ全体の会計処理方法の

統一を進め、損益計算をより適正にす

るため、たな卸資産の評価方法は、従

来、主として先入先出法による原価法

によっておりましたが、当連結会計年

度から主として移動平均法による原価

法に変更いたしました。

　なお、この変更による当連結会計年

度の損益に与える影響は軽微でありま

す。

②たな卸資産

主として移動平均法による原価法

(2）重要な減価償却資産の減価償却の方法 (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日以降に取

得した建物（建物付属設備は除く。）

については、定額法を採用しておりま

す。

　なお、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

同左

建物及び構築物 ８～50年

機械装置及び運搬具 ４～17年

②無形固定資産

　定額法

　なお、自社利用のソフトウェアにつ

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

　均等償却

③長期前払費用

　同左

(3）重要な引当金の計上基準 (3）重要な引当金の計上基準

①貸倒引当金

　債権の貸倒れ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

による計算額を、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。

①貸倒引当金

同左

②賞与引当金

　従業員の賞与支給に備えるため、支

給見込額のうち当連結会計年度に負担

する金額を計上しております。

②賞与引当金

同左
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項目
前連結会計年度

(自　平成16年４月１日
至　平成17年３月31日)

当連結会計年度
(自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日)

③返品調整引当金

　返品による損失に備えるため、当連

結会計年度末の売上債権に基づき実績

返品率および売買利益率を乗じた額を

計上しております。

③返品調整引当金

同左

④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

の見込額から、年金資産の公正価値の

見込額を差し引いた額を計上しており

ます。

　ただし、一部の連結子会社について

は、当連結会計年度末自己都合要支給

額から適格退職年金制度に係る年金資

産の公正価値の見込額を差し引いた額

を計上しております。

　過去勤務債務および数理計算上の差

異は、その発生時の従業員の平均残存

勤務期間以内の一定の年数による定額

法により、それぞれ主として発生年度

から費用処理しております。

（追加情報）

　連結子会社２社は、平成16年10月１

日に退職給付制度を改定し、適格退職

年金制度を規約型企業年金制度（確定

給付型）及び確定拠出年金制度へ移行

しました。連結子会社６社は、平成17

年４月１日に退職給付制度を改定し、

適格退職年金制度を規約型企業年金制

度（確定給付型）及び確定拠出年金制

度へ移行することを決定し、「退職給

付制度間の移行等に関する会計処理」

（企業会計基準適用指針第１号）を適

用しております。

　本移行にともなう影響額は、特別損

失として当期に853百万円計上してお

ります。また、翌期に特別利益とし

て330百万円を見込んでおります。

　連結子会社１社は、加入していた九

州薬業厚生年金基金が平成17年３月25

日に解散の承認を受けましたが、解散

時の同厚生年金基金加入者の脱退一時

金相当額については今後も保証する方

針であります。今後、負担となる退職

給付債務不足見込額は当連結会計年度

において一括処理し、特別損失とし

て1,190百万円計上しております。 

④退職給付引当金

　従業員の退職給付に備えるため、主

として当連結会計年度末における退職

給付債務の見込額から、年金資産の公

正価値の見込額を差し引いた額を計上

しております。

　過去勤務債務および数理計算上の差

異は、その発生時の従業員の平均残存

勤務期間以内の一定の年数による定額

法により、それぞれ主として発生年度

から費用処理しております。

（追加情報）

　連結子会社６社は、平成17年４月１

日に退職給付制度を改定し、適格退職

年金制度を規約型企業年金制度（確定

給付型）および確定拠出年金制度へ移

行し、「退職給付制度間の移行等に関

する会計処理」（企業会計基準適用指

針第１号）を適用しております。

　本移行にともなう影響額は、特別利

益として363百万円計上しております。
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項目
前連結会計年度

(自　平成16年４月１日
至　平成17年３月31日)

当連結会計年度
(自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日)

⑤役員退職慰労引当金

　当社グループは従来、役員の退職慰

労金支給に備えるため、会社内規によ

る連結会計年度末要支給額を計上して

おりましたが、平成16年６月に役員退

職慰労金制度を廃止し、廃止時の要支

給額を取締役ならびに監査役の退任時

に支給することといたしました。

　なお、当該支給予定額1,697百万円

は、未払金（流動負債の「その他」）

に1,668百万円、長期未払金（固定負

債の「その他」）に29百万円計上して

おります。

⑤役員退職慰労引当金

　一部の連結子会社は、役員の退職慰

労金支給に備えるため、会社内規によ

る当連結会計年度末要支給額を計上し

ております。

(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。

(4）重要なリース取引の処理方法

同左

────── (5）重要なヘッジ会計の方法

①ヘッジ会計の方法

　繰延ヘッジ処理によっております。

ただし、為替予約については振当処理

の要件を満たしている場合には振当処

理を行っております。

②ヘッジの手段とヘッジ対象

ヘッジ手段

デリバティブ取引（為替予約取引）

ヘッジ対象

　外貨建債務及び外貨建予定取引

③ヘッジ方針

 事業活動に伴う為替相場等変動によ

るリスクを低減させること、または、

キャッシュ・フロー固定化を目的とし

ており、投機的な取引は行わない方針

であります。

④ヘッジ有効性評価の方法

　為替予約について原則として、ヘッ

ジ開始時から有効性判定時点までの期

間において、ヘッジ対象の為替相場の

累計とヘッジ手段の相場変動の累計と

を比較し、両者の変動額等を基礎にし

て判断しております。ただし、ヘッジ

手段とヘッジ対象の資産・負債に関す

る重要な条件が同一である場合には、

有効性が100％であることが明らかで

あるため、有効性の判定は省略してお

ります。
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項目
前連結会計年度

(自　平成16年４月１日
至　平成17年３月31日)

当連結会計年度
(自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日)

(6）その他連結財務諸表作成のための重要

な事項

　消費税等の会計処理

　消費税及び地方消費税の会計処理は、

税抜方式を採用しております。

(6）その他連結財務諸表作成のための重要

な事項

　消費税等の会計処理

　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は、全

面時価評価法によっております。

同左

６．連結調整勘定の償却に関

する事項

　連結調整勘定は、その金額が僅少なもの

については発生年度に全額償却し、それ以

外のものについては、５年間の均等償却を

行っております。

同左

７．利益処分項目等の取扱い

に関する事項

　連結剰余金計算書は、連結会社の利益処

分について連結会計年度中に確定した利益

処分に基づいて作成しております。

同左

８．連結キャッシュ・フロー

計算書における資金の範囲

　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、

随時引き出し可能な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

内に償還期限の到来する短期投資からなっ

ております。

同左
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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の変更

前連結会計年度
(自　平成16年４月１日
至　平成17年３月31日)

当連結会計年度
(自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日)

　 ────── 　（固定資産の減損に係る会計基準）

　当連結会計年度より、固定資産の減損に係る会計基準

（「固定資産の減損に係る会計基準の設定に関する意見

書」（企業会計審議会　平成14年８月９日））及び「固定

資産の減損に係る会計基準の適用指針」（企業会計基準適

用指針第６号　平成15年10月31日）を適用しております。

これにより、税金等調整前当期純利益は2,109百万円減少

しております。

　なお、減損損失累計額については、改正後の連結財務諸

表規則に基づき各資産の金額から直接控除しております。

表示方法の変更

前連結会計年度
(自　平成16年４月１日
至　平成17年３月31日)

当連結会計年度
(自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日)

（連結貸借対照表）

　従来、投資事業有限責任組合への出資持分（前連結会計

年度125百万円、当連結会計年度96百万円）は、投資その

他の資産の「その他」に含めて表示しておりましたが、

「証券取引法等の一部を改正する法律」（平成16年６月９

日法律第97号　施行日平成16年12月１日）に基づき、当連

結会計年度より投資その他の資産の「投資有価証券」に含

めて表示しております。

（連結損益計算書）

　従来、「営業所統廃合費用」として表示していた科目に

ついては、当連結会計年度から「事業所等統廃合費用」に

名称を変更しております。

（連結キャッシュ・フロー計算書）

　前連結会計年度において「関係会社株式消却損」として

表示していた科目については、当連結会計年度において、

関係会社株式の売却及び評価に係る損益が生じたため、当

連結会計年度から「関係会社株式関連損益」に名称を変更

し、当該科目に含めて表示しております。

追加情報

前連結会計年度
(自　平成16年４月１日
至　平成17年３月31日)

当連結会計年度
(自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日)

（外形標準課税）

　当連結会計年度から「法人事業税における外形標準課税

部分の損益計算書上の表示についての実務上の取扱い」

（実務対応報告第12号）を適用しております。これにより

法人事業税の付加価値割および資本割474百万円を販売費

及び一般管理費として処理しております。

 ──────
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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17年３月31日）

当連結会計年度
（平成18年３月31日）

※１　有形固定資産から直接控除した減価償却累計額の内

容は次のとおりであります。

※１　有形固定資産から直接控除した減価償却累計額の内

容は次のとおりであります。

科目 金額（百万円）

建物及び構築物 50,199

その他 13,268

計 63,467

科目 金額（百万円）

建物及び構築物 60,765

その他 20,551

計 81,317

※２　非連結子会社および関連会社に対するものは次のと

おりであります。

※２　非連結子会社および関連会社に対するものは次のと

おりであります。

投資有価証券（株式） 1,290百万円 投資有価証券（株式） 2,406百万円

※３　担保資産 ※３　担保資産

科目 金額（百万円）

定期預金 1,112

建物及び構築物 2,446

土地 6,871

投資有価証券 1,536

計 11,965

科目 金額（百万円）

定期預金 1,200

建物及び構築物 1,110

土地 2,003

投資有価証券 1,615

計 5,930

　　上記に対応する債務 　　上記に対応する債務

科目 金額（百万円）

支払手形及び買掛金 32,974

短期借入金 1,725

１年以内返済予定長期借入
金

67

長期借入金 26

計 34,793

科目 金額（百万円）

支払手形及び買掛金 50,859

　４　偶発債務

　下記の銀行借入等に対し、保証を行っております。

　４　偶発債務

　下記の銀行借入等に対し、保証を行っております。

㈱アルコス 2,091百万円

エバルスアグロテック㈱ 685 

㈱ラブドラッグス 45 

その他 53

計 2,875百万円

㈱アルコス 1,904百万円

エバルスアグロテック㈱ 646 

㈱セルメスタ 107 

その他 59

計 2,717百万円

－ 24 －



前連結会計年度
（平成17年３月31日）

当連結会計年度
（平成18年３月31日）

※５　土地の再評価 ※５　土地の再評価

　当社及び一部の連結子会社は、「土地の再評価に関

する法律」（平成10年３月31日公布法律第34号）に基

づき、事業用の土地の再評価を行い、再評価差額から

「再評価に係る繰延税金負債」を控除した金額を「土

地再評価差額金」として資本の部に計上しております。

　当社及び一部の連結子会社は、「土地の再評価に関

する法律」（平成10年３月31日公布法律第34号）に基

づき、事業用の土地の再評価を行い、再評価差額から

「再評価に係る繰延税金負債」を控除した金額を「土

地再評価差額金」として資本の部に計上しております。

再評価の方法…「土地の再評価に関する法律施行令」

（平成10年３月31日公布政令第119号）第２条第３号

に定める「地方税法第341条第10号の土地課税台帳又

は同条第11号の土地補充課税台帳に登録されている価

格」に基づき算出しております。

再評価の方法…「土地の再評価に関する法律施行令」

（平成10年３月31日公布政令第119号）第２条第３号

に定める「地方税法第341条第10号の土地課税台帳又

は同条第11号の土地補充課税台帳に登録されている価

格」に基づき算出しております。

再評価を行った年月日…平成14年３月31日 再評価を行った年月日…平成14年３月31日

再評価を行った土地の当期末における時価と再評価後

の帳簿価額との差額…4,780百万円

再評価を行った土地の当期末における時価と再評価及

び減損後の帳簿価額との差額…5,125百万円

　６　当社及び連結子会社においては、運転資金の効率的

な調達を行うため取引銀行30行と当座貸越契約を締結

しております。

　当連結会計年度末における当座貸越契約に係る借入

未実行残高等は次のとおりであります。

　６　当社及び連結子会社においては、運転資金の効率的

な調達を行うため取引銀行23行と当座貸越契約を締結

しております。

　当連結会計年度末における当座貸越契約に係る借入

未実行残高等は次のとおりであります。

当座貸越極度額の総額 88,250百万円

借入実行残高 5,300

差引額 82,950百万円

当座貸越極度額の総額 138,678百万円

借入実行残高 25,878

差引額 112,800百万円

※７　当社の発行済株式総数は、普通株式189,100,203株

であります。

※７　当社の発行済株式総数は、普通株式242,518,061株

であります。

※８　連結会社が保有する自己株式の数は、普通株式

3,524,100株であります。

※８　連結会社が保有する自己株式の数は、普通株式

12,494,507株であります。
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（連結損益計算書関係）

前連結会計年度
(自　平成16年４月１日
至　平成17年３月31日)

当連結会計年度
(自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日)

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

科目 金額（百万円）

土地 1,668

その他 0

計 1,669

科目 金額（百万円）

建物及び構築物 20

土地 1,083

その他 0

計 1,105

※２　固定資産売却廃棄損の内容は次のとおりであります。 ※２　固定資産売却廃棄損の内容は次のとおりであります。

固定資産廃棄損 固定資産廃棄損

科目 金額（百万円）

建物及び構築物 432

ソフトウェア 78

その他 152

計 663

科目 金額（百万円）

建物及び構築物 90

ソフトウェア 62

その他 144

計 297

固定資産売却損 固定資産売却損

科目 金額（百万円）

土地 180

その他 129

計 310

科目 金額（百万円）

建物及び構築物 222

土地 938

その他 84

計 1,245

────── ※３　減損損失

当社および連結子会社は当連結会計年度において、以

下の資産について減損損失を計上しました。

(1）減損損失を認識した資産の概要

用途 種類 地域
金額（百万

円） 

遊休資産 土地および建物等  東北　３件 112

 関東　16件 981

 甲信越２件 268

 北陸　２件 203

 東海　９件 275

 近畿　１件 0

 中国　６件 83

 四国　２件 72

 九州　７件 109

事業用資産 土地  関東　１件 2

計 2,109
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前連結会計年度
(自　平成16年４月１日
至　平成17年３月31日)

当連結会計年度
(自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日)

 (2）資産のグルーピングの方法

当社グループの医薬品等卸売事業は、地域別に販売

会社を展開しており、会社単位で資産グループとして

おります。また、化粧品・日用雑貨品卸売事業ならび

に医療関連等事業についても会社単位で資産グループ

としております。

 なお、事業持株会社である当社保有の物流センター

は、メーカーからのグループ一括仕入及び販売子会社

の卸機能を担っているため、医薬品等卸売事業の資産

としております。

(3）減損損失の金額

当社グループの保有する資産のうち、遊休状態にあ

り、今後の使用が見込まれない資産及び回収可能価額

が帳簿価額を下回る事業用資産について、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

（2,109百万円）として特別損失に計上しております。

科目 金額（百万円）

土地 699

建物及び構築物 1,174

その他 235

計 2,109

(4）回収可能価額の算定方法

資産の回収可能価額は正味売却価額により測定して

おります。正味売却価額は、不動産鑑定士による不動

産鑑定評価額または固定資産税評価額を基に算定した

金額によっております。
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（連結キャッシュ・フロー計算書関係）

前連結会計年度
(自　平成16年４月１日
至　平成17年３月31日)

当連結会計年度
(自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日)

１．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

１．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

（平成17年３月31日現在） （平成18年３月31日現在）

現金及び預金勘定 120,635百万円

預入期間が３か月を超える定期預金 △1,514百万円

現金及び現金同等物 119,121百万円

現金及び預金勘定 144,268百万円

預入期間が３か月を超える定期預金 △1,360百万円

現金及び現金同等物 142,908百万円

２．株式の取得により新たに連結子会社となった会社の資

産及び負債の主な内訳

新たに連結したことに伴う連結開始時の資産及び負債の

内訳並びに株式の取得価額と取得による受入（純額）と

の関係は次のとおりであります。

（㈱アトル）

２．株式の取得により新たに連結子会社となった会社の資

産及び負債の主な内訳

新たに連結したことに伴う連結開始時の資産及び負債の

内訳並びに株式の取得価額と取得による受入（純額）と

の関係は次のとおりであります。

（㈱パルタック）

流動資産 73,376百万円

固定資産 24,104百万円

流動負債 △58,135百万円

固定負債 △2,148百万円

連結調整勘定 △18,554百万円

㈱アトルの株式取得価額 18,642百万円

㈱アトルの現金及び現金同等物 16,230百万円

株式交換による株式取得価額 △18,642百万円

差引：㈱アトル取得による受入 16,230百万円

（㈱エバルス）

流動資産 56,711百万円

固定資産 24,286百万円

流動負債 △44,317百万円

固定負債 △2,862百万円

連結調整勘定 △18,566百万円

㈱エバルスの株式取得価額 15,250百万円

㈱エバルスの現金及び現金同等物 15,773百万円

株式交換による株式取得価額 △15,250百万円

差引：㈱エバルス取得による受入 15,773百万円

流動資産 102,121百万円

固定資産 43,932百万円

繰延資産 9百万円

連結調整勘定 11,137百万円

流動負債 △86,271百万円

固定負債 △11,108百万円

㈱パルタックの株式取得価額 59,821百万円

㈱パルタックの現金及び現金同等物 10,653百万円

株式交換による株式取得価額 △59,846百万円

差引：㈱パルタック取得による受入 10,628百万円

（㈱中川誠光堂）

流動資産 12,758百万円

固定資産 951百万円

連結調整勘定 763百万円

流動負債 △11,785百万円

固定負債 △158百万円

㈱中川誠光堂の株式取得価額 2,529百万円

㈱中川誠光堂の現金及び現金同等物 706百万円

株式交換による株式取得価額 △2,529百万円

差引：㈱中川誠光堂取得による受入 706百万円
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前連結会計年度
(自　平成16年４月１日
至　平成17年３月31日)

当連結会計年度
(自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日)

３．当連結会計年度に営業の譲受により増加した資産は次

のとおりであります。

３.　　　　　　　　　──────

流動資産 158百万円

４．重要な非資金取引の内容

　当連結会計年度に転換社債を転換したことによる資本

金増加額及び資本準備金増加額と転換社債減少額との関

係は次のとおりであります。

４．重要な非資金取引の内容

　当連結会計年度に転換社債を転換したことによる資本

金増加額及び資本準備金増加額と転換社債減少額との関

係は次のとおりであります。

転換社債の転換による資本金増加額 2,602百万円

転換社債の転換による資本準備金増

加額
2,602百万円

転換による転換社債減少額 5,205百万円

転換社債の転換による資本金増加額 3,693百万円

転換社債の転換による資本準備金増

加額
3,693百万円

転換による転換社債減少額 7,387百万円

①　リース取引

ＥＤＩＮＥＴにより開示を行うため記載を省略しております。
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②　有価証券

前連結会計年度（平成17年３月31日）

１．その他有価証券で時価のあるもの（平成17年３月31日）

種類
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 8,093 24,849 16,755

債券

国債・地方債等 － － －

社債 5 5 0

その他 － － －

その他 － － －

小計 8,098 24,854 16,755

連結貸借対照表計上額が取得原価を超

えないもの

株式　（注） 351 320 △31

債券

国債・地方債等 － － －

社債 － － －

その他 － － －

その他 － － －

小計 351 320 △31

合計 8,450 25,174 16,724

（注）取得原価は、当連結会計年度末における減損処理後の帳簿価額であり、当連結会計年度において減損処理した金額

は、23百万円であります。

なお、当該株式の減損にあたっては、当連結会計年度末における時価が、取得原価の30％以上下落した場合に減損

処理を行っております。

２．当連結会計年度中に売却したその他有価証券（自　平成16年４月１日　至　平成17年３月31日）

売却額（百万円） 売却益の合計額（百万円） 売却損の合計額（百万円）

25 18 3
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３．時価のない主な有価証券の内容及び連結貸借対照表計上額（平成17年３月31日）

 連結貸借対照表計上額（百万円）

満期保有目的の債券  

非上場外国債券 3,300

その他有価証券  

非上場国内株式 1,305

非上場国内債券 3

非上場外国株式 300

４．その他有価証券のうち満期があるもの及び満期保有目的の債券の今後の償還予定額（平成17年３月31日）

種類 １年以内（百万円）
１年超５年以内
（百万円）

５年超10年以内
（百万円）

10年超（百万円）

債券

国債・地方債等 － － － －

社債 5 － － －

その他 3 1 － 3,300

その他 － － － －

合計 8 1 － 3,300
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当連結会計年度（平成18年３月31日）

１．その他有価証券で時価のあるもの（平成18年３月31日）

種類
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 12,126 39,669 27,542

債券

国債・地方債等 － － －

社債 － － －

その他 － － －

その他 － － －

小計 12,126 39,669 27,542

連結貸借対照表計上額が取得原価を超

えないもの

株式　(注) 422 388 △33

債券

国債・地方債等 － － －

社債 － － －

その他 － － －

その他 － － －

小計 422 388 △33

合計 12,549 40,058 27,508

（注）取得原価は、当連結会計年度末における減損処理後の帳簿価額であり、当連結会計年度において減損処理したもの

はありません。

なお、当該株式の減損にあたっては、当連結会計年度末における時価が、取得原価の30％以上下落した場合に減損

処理を行うこととしております。

２．当連結会計年度中に売却したその他有価証券（自　平成17年４月１日　至　平成18年３月31日）

売却額（百万円） 売却益の合計額（百万円） 売却損の合計額（百万円）

548 258 12
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３．時価のない主な有価証券の内容及び連結貸借対照表計上額（平成18年３月31日）

 連結貸借対照表計上額（百万円）

満期保有目的の債券  

非上場外国債券 2,800

その他有価証券  

非上場国内株式 2,685

非上場国内債券 1

非上場外国株式 －

４．その他有価証券のうち満期があるもの及び満期保有目的の債券の今後の償還予定額（平成18年３月31日）

種類 １年以内（百万円）
１年超５年以内
（百万円）

５年超10年以内
（百万円）

10年超（百万円）

債券

国債・地方債等 － － － －

社債 － － － －

その他 1 － － 2,800

その他 － － － －

合計 1 － － 2,800

③　デリバティブ取引

ＥＤＩＮＥＴにより開示を行うため記載を省略しております。
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④　退職給付

１．採用している退職給付制度の概要

　当社および連結子会社は、確定給付型の制度として、総合設立型の厚生年金基金制度、適格退職年金制度お

よび退職一時金制度を設けておりましたが、当社は平成16年４月１日より、連結子会社２社は平成16年10月１

日より、連結子会社６社は平成17年４月１日より確定給付型の制度として、総合設立型の厚生年金基金制度、

規約型企業年金制度および退職一時金制度ならびに確定拠出型の制度として、確定拠出年金制度へ移行いたし

ました。なお、当社および連結子会社は、従業員の退職等に際して割増退職金を支払う場合があります。

２．退職給付債務に関する事項

 

前連結会計年度

（平成17年３月31日）

当連結会計年度

（平成18年３月31日）

金額（百万円） 金額（百万円）

イ．退職給付債務 △37,834 △43,255

ロ．年金資産 22,089 28,711

ハ．未積立退職給付債務（イ＋ロ） △15,744 △14,543

ニ．未認識数理計算上の差異 652 △1,340

ホ．未認識過去勤務債務（債務の減額） △424 △458

へ．連結貸借対照表計上額純額（ハ＋ニ＋ホ） △15,517 △16,342

ト．前払年金費用 458 725

チ．退職給付引当金（へ－ト） △15,975 △17,068

前連結会計年度

（平成17年３月31日）

 
当連結会計年度

（平成18年３月31日）

（注）１．一部の子会社は、退職給付債務の算定にあ

たり、簡便法を採用しております。

（注）１．一部の子会社は、退職給付債務の算定にあ

たり、簡便法を採用しております。

２．適格退職年金制度から規約型企業年金制度

及び確定拠出年金制度への移行にともなう影

響額は次のとおりであります。

 退職給付債務の減少 4,420百万円

 未認識数理計算上の差異 1,118百万円

 年金資産の減少 2,212百万円

 退職給付信託の減少 1,882百万円

 退職給付引当金の増加 792百万円

　また、確定拠出年金制度への資産移管額

は3,892百万円であり、１～８年間で移管す

る予定であります。なお、当連結会計年度末

時点の未移管額948百万円は、未払金（流動

負債の「その他」）、長期未払金（固定負債

の「その他」）に計上しております。

２．適格退職年金制度から規約型企業年金制度

及び確定拠出年金制度への移行にともなう影

響額は次のとおりであります。

 退職給付債務の減少 3,570百万円

 未認識数理計算上の差異 934百万円

 退職給付引当金の減少 2,636百万円

　また、確定拠出年金制度への資産移管額

は1,703百万円であり、４～８年間で移管す

る予定であります。なお、当連結会計年度末

時点の未移管額1,272百万円は、未払金（流

動負債の「その他」）、長期未払金（固定負

債の「その他」）に計上しております。
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３．退職給付費用に関する事項

 

前連結会計年度

(自　平成16年４月１日

　至　平成17年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成17年４月１日

　至　平成18年３月31日)

金額（百万円） 金額（百万円）

イ．勤務費用 2,346 2,362

ロ．利息費用 888 735

ハ．期待運用収益 △417 △466

ニ．数理計算上の差異の費用処理額 1,894 100

ホ．過去勤務債務の費用処理額 △545 △330

へ．退職給付費用（イ＋ロ＋ハ＋ニ＋ホ） 4,167 2,401

ト．確定拠出年金制度への移行に伴う損益 853 △363

チ．その他 621 863

計 5,642 2,901

前連結会計年度

（平成17年３月31日）

 
当連結会計年度

（平成18年３月31日）

（注）１．上記退職給付費用以外に、特別退職金とし

て753百万円を支払っており、特別損失とし

て計上しております。

（注）１．上記退職給付費用以外に、総合設立型厚生

年金基金掛金拠出額2,304百万円、特別退職

金35百万円を支払っており、それぞれ福利厚

生費（販売費及び一般管理費）及び特別損失

として計上しております。

２．簡便法を採用している連結子会社の退職給

付費用は、「イ．勤務費用」に計上しており

ます。

３．「チ．その他」は、確定拠出年金への掛金

支払額であります。

２．簡便法を採用している連結子会社の退職給

付費用は、「イ．勤務費用」に計上しており

ます。

３．「チ．その他」は、確定拠出年金への掛金

支払額であります。
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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

(自　平成16年４月１日

　至　平成17年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成17年４月１日

　至　平成18年３月31日)

イ．退職給付見込額の期間配分方法 主にポイント基準 同左

ロ．割引率 2.0％ 2.0％

ハ．期待運用収益率 1.5～2.5％ 1.5～3.0％

ニ．過去勤務債務の額の処理年数 ３年 ３年

ホ．数理計算上の差異の処理年数 ３～10年

（発生時の平均残存勤務期間以内

の一定の年数による定額法によ

り、それぞれ主として発生年度

から費用処理しております。）

３～10年

（発生時の平均残存勤務期間以内

の一定の年数による定額法によ

り、それぞれ主として発生年度

から費用処理しております。）

５．複数事業主制度の企業年金資産

前連結会計年度

（平成17年３月31日）

当連結会計年度

（平成18年３月31日）

　当社および連結子会社の一部は総合設立型の厚生年金基

金制度を採用しており、自社の拠出に対応する年金資産の

額を合理的に計算することができません。

　当社および連結子会社の一部は総合設立型の厚生年金基

金制度を採用しており、自社の拠出に対応する年金資産の

額を合理的に計算することができません。

掛金拠出割合に基づく年金資産総額 42,823百万円 掛金拠出割合に基づく年金資産総額 60,322百万円
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⑤　税効果会計

前連結会計年度
（平成17年３月31日）

当連結会計年度
（平成18年３月31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

繰延税金資産

貸倒引当金 2,025百万円

未払事業税 148百万円

賞与引当金 2,842百万円

退職給付引当金 5,528百万円

その他 8,502百万円

繰延税金資産小計 19,047百万円

評価性引当額 △5,957百万円

繰延税金資産合計 13,090百万円

繰延税金負債

資産圧縮積立金 △2,442百万円

その他有価証券評価差額金 △6,810百万円

その他 △844百万円

繰延税金負債合計 △10,097百万円

繰延税金資産（負債）の純額 2,993百万円

繰延税金資産

貸倒引当金 2,637百万円

未払事業税 695百万円

賞与引当金 3,315百万円

退職給付引当金 5,881百万円

役員退職慰労引当金 200百万円

減損損失 1,040百万円

その他 8,651百万円

繰延税金資産小計 22,422百万円

評価性引当額 △4,645百万円

繰延税金資産合計 17,776百万円

繰延税金負債

資産圧縮積立金 △2,802百万円

その他有価証券評価差額金 △11,190百万円

その他 △2,007百万円

繰延税金負債合計 △16,001百万円

繰延税金資産（負債）の純額 1,775百万円

（注）繰延税金資産の純額は、連結貸借対照表の以下の項

目に含まれております。

（注）繰延税金資産の純額は、連結貸借対照表の以下の項

目に含まれております。

流動資産　－　繰延税金資産 4,836百万円

固定資産　－　繰延税金資産 3,357百万円

固定負債　－　繰延税金負債 △5,200百万円

流動資産　－　繰延税金資産 8,592百万円

固定資産　－　繰延税金資産 1,192百万円

固定負債　－　繰延税金負債 △8,010百万円

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

との差異の内訳

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

との差異の内訳

法定実効税率 40.7％

（調整）

交際費等一時差異でない項目 1.5％

住民税均等割 1.2％

評価性引当額 30.9％

ＩＴ投資減税 △1.5％

連結調整勘定償却額 △14.0％

関係会社株式評価損修正 △5.0％

その他 0.6％

税効果会計適用後の法人税等の負担率 54.4％

法定実効税率 40.7％

（調整）

交際費等一時差異でない項目 0.4％

住民税均等割 1.0％

評価性引当額 △4.5％

ＩＴ投資減税 △0.8％

連結調整勘定償却額 △7.5％

受取配当等連結消去に伴う影響額 1.0％

その他 0.5％

税効果会計適用後の法人税等の負担率 30.8％
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⑥　セグメント情報

ａ．事業の種類別セグメント情報

前連結会計年度（自　平成16年４月１日　至　平成17年３月31日）

医薬品等卸売事業の連結売上高、営業利益および資産の金額は、全セグメント売上高の合計、営業利益お

よび全セグメント資産の金額の合計額に占める割合がいずれも90％超であるため、記載を省略しております。

当連結会計年度（自　平成17年４月１日　至　平成18年３月31日）

従来、医薬品等卸売事業の連結売上高、営業利益および資産の金額は、全セグメント売上高の合計、営業

利益および全セグメント資産の金額の合計額に占める割合がいずれも90％超であったため、記載を省略し

ておりました。平成17年10月１日をもって、化粧品・日用雑貨品卸売業を営む株式会社パルタックを当社

の完全子会社とする株式交換を行ったことにより、医薬品等卸売事業の連結売上高、営業利益および資産

の金額は、全セグメント売上高の合計、営業利益および全セグメント資産の金額の合計額に占める割合が

90％以下となったため、当連結会計年度より事業の種類別セグメント情報を開示しております。

医薬品等卸
売事業
（百万円）

化粧品・日
用雑貨品卸
売事業
（百万円）

医療関連等
事業
（百万円）

計
（百万円）

消去又は全
社
（百万円）

連結
（百万円）

Ⅰ　売上高       

(1）外部顧客に対する売上高 1,714,493 196,422 10,797 1,921,713 － 1,921,713

(2）セグメント間の内部売上

高又は振替高
274 － 659 933 (933) －

計 1,714,767 196,422 11,456 1,922,646 (933) 1,921,713

営業費用 1,699,795 193,454 11,199 1,904,449 (3,343) 1,901,105

営業利益 14,972 2,967 257 18,197 2,410 20,608

Ⅱ　資産、減価償却費及び資本

的支出
      

資産 905,954 96,866 2,323 1,005,144 (11,653) 993,491

減価償却費 7,742 1,301 81 9,125 － 9,125

減損損失 2,492 598 － 3,090 (980) 2,109

資本的支出 7,167 3,218 24 10,410 － 10,410

（注）１．事業区分の方法

事業は、商品の種類・系列および市場の類似性を考慮して区分しております。

２．各事業区分の主な内容

事業区分 内容

医薬品等卸売事業 医療用医薬品、一般用医薬品、医療機器等卸売業 

化粧品・日用雑貨品卸売事業 化粧品、日用雑貨品、石鹸、洗剤等卸売業 

医療関連等事業 健康食品、化学工業薬品、食品添加物等販売 

３．営業費用のうち、消去又は全社の項目には、連結調整勘定償却額の振替1,949百万円を含んでおります。

４．資産のうち、消去又は全社の項目には、連結調整勘定10,434百万円を含んでおります。

５．減価償却費及び資本的支出には長期前払費用と同費用に係る償却額が含まれております。
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ｂ．所在地別セグメント情報

前連結会計年度（自　平成16年４月１日　至　平成17年３月31日）および当連結会計年度（自　平成17年４

月１日　至　平成18年３月31日）

本邦以外の国又は地域に所在する連結子会社および在外支店がないため、該当事項はありません。

ｃ．海外売上高

前連結会計年度（自　平成16年４月１日　至　平成17年３月31日）

該当事項はありません。

当連結会計年度（自　平成17年４月１日　至　平成18年３月31日）

海外売上高は、連結売上高の10％未満であるため、海外売上高の記載を省略しております。

⑦　関連当事者との取引

前連結会計年度（自　平成16年４月１日　至　平成17年３月31日）

(1）親会社及び法人主要株主等

属性
会社等の
名称

住所
資本金
(百万円)

事業の内容
又は職業

議決権等の
被所有割合

関係内容

取引の内容
取引金額
(百万円)

科目
期末残高
(百万円)役員の

兼任等
事業上
の関係

法人主要

株主

武田薬品

工業㈱

大阪市

中央区
63,541

医薬品等の

製造・販売

直接

11.44％
なし

武田薬品

工業㈱製

品の仕入

等

営業取

引

医薬品等

の仕入
219,706 未収入金 5,026

営業取

引以外

の取引

情報提供

料収入
604

支払手形及

び買掛金
60,761

　（注）　取引金額は消費税等抜きの金額で、期末残高は消費税等込みの金額であります。

　取引条件ないし取引条件の決定方針等

　医薬品等の販売、仕入および情報提供料収入について、価格その他の条件は当社と関連を有しない他の仕入

先と同様、一般の条件によっております。なお、未収入金の残高は主に仕入割戻金であり、医薬品等の仕入の

取引金額は仕入割戻金を控除した仕入高であります。

(2）役員及び個人主要株主等

　該当事項はありません。

(3）子会社等

　該当事項はありません。

(4）兄弟会社等

　該当事項はありません。
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当連結会計年度（自　平成17年４月１日　至　平成18年３月31日）

(1）親会社及び法人主要株主等

属性
会社等の
名称

住所
資本金
(百万円)

事業の内容
又は職業

議決権等の
被所有割合

関係内容

取引の内容
取引金額
(百万円)

科目
期末残高
(百万円)役員の

兼任等
事業上
の関係

法人主要

株主

武田薬品

工業㈱

大阪市

中央区
63,541

医薬品等の

製造・販売

直接

9.2％
なし

武田薬品

工業㈱製

品の仕入

等

営業取

引

医薬品等

の仕入
128,262 － －

（注）１．平成17年10月１日付の㈱パルタックとの株式交換に伴い発行済株式数が増加したことにより、武田薬品工業

㈱は関連当事者に該当しなくなったため、取引金額は、関連当事者であった期間について記載しております。

なお、資本金及び議決権等の被所有割合については当連結会計年度末時点のものを記載しております。

２．取引金額は消費税等抜きの金額であります。

　取引条件ないし取引条件の決定方針等

　医薬品等の仕入等について、価格その他の条件は当社と関連を有しない他の仕入先と同様、一般の条件によっ

ております。

(2）役員及び個人主要株主等

　該当事項はありません。

(3）子会社等

　該当事項はありません。

(4）兄弟会社等

　該当事項はありません。
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（１株当たり情報）

前連結会計年度
(自　平成16年４月１日
　至　平成17年３月31日)

当連結会計年度
(自　平成17年４月１日
　至　平成18年３月31日)

１株当たり純資産額 904.59円

１株当たり当期純利益 45.90円

潜在株式調整後１株当たり当期純利益 43.52円

１株当たり純資産額 1,051.97円

１株当たり当期純利益 97.64円

潜在株式調整後１株当たり当期純利益 94.22円

　（注）　１株当たり当期純利益および潜在株式調整後１株当たり当期純利益の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

 
前連結会計年度

(自　平成16年４月１日
　至　平成17年３月31日)

当連結会計年度
(自　平成17年４月１日
　至　平成18年３月31日)

１株当たり当期純利益

当期純利益（百万円） 8,729 20,842

普通株主に帰属しない金額（百万円） 234 434

（うち利益処分による役員賞与金

（百万円））
(234) (434)

普通株式に係る当期純利益（百万円） 8,494 20,408

普通株式の期中平均株式数（千株） 185,084 209,013

潜在株式調整後１株当たり当期純利益

当期純利益調整額（百万円） 50 23

（うち支払利息(税額相当額控除後)（百

万円））
(49) (23)

（うち支払事務手数料(税額相当額控除

後)（百万円））
(0) (0)

普通株式増加数（千株） 11,229 7,832

（うち転換社債（千株）） (11,229) (7,832)

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めなかった

潜在株式の概要

－ －
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（重要な後発事象）

前連結会計年度
(自　平成16年４月１日
　至　平成17年３月31日)

当連結会計年度
(自　平成17年４月１日
　至　平成18年３月31日)

株式会社チヤクとの株式交換 希望退職者の募集

　当社は、当社グループの総合力を活かした事業戦略を

さらに推し進めるため、平成17年２月１日開催の取締役

会において、平成17年４月１日をもって連結子会社であ

る株式会社チヤクを当社の完全子会社（100％子会社）

とする株式交換を実施いたしました。

　この株式交換により、当社が保有する自己株式694,771

株を割当て交付し、資本準備金が120百万円増加してお

ります。

 （注）株式交換により増加する連結上の資本準備金

の価額は「株式交換及び株式移転制度を利用

して完全親子会社関係を創設する場合の資本

連結手続」（平成12年８月日本公認会計士協

会会計制度委員会研究報告第６号）に基づき

計算しております。

(1）株式交換の方法および内容

  当社は商法第358条第１項の定めに基づく簡易株式

交換の方法により、株式会社チヤクの株主に対し平

成17年４月１日をもって株式交換を行い、当社は株

式会社チヤクの完全親会社となり、株式会社チヤク

は当社の完全子会社となりました。

 ①株式交換比率

当社

（完全親会社）

㈱チヤク

（完全子会社）

株式交換比率 １ ５．３２８

 （注）１．株式の割当比率

　株式会社チヤクの普通株式１株に対

し、当社の普通株式5.328株を割当交付

いたしました。

　ただし、当社が保有する株式会社チ

ヤクの普通株式135,600株については割

当て交付を行っておりません。

２．株式交換比率の算定根拠

　当社ならびに株式会社チヤクは、第

三者機関が行った株式交換比率算定の

方法、結果等に基づき慎重に検討のう

え、上記のとおり株式交換比率を定め

ました。

 ②株式交換により交付する株式

　　代用自己株式　694,771株

 ③株式交換交付金

　　株式交換交付金はありません。

当社及び当社グループは、安定的に収益を確保できる

企業体質の確立をめざし、経営統合によるシナジー効果

発現の一環として、社員の自立と将来への選択肢を広げ

ることを視野に入れ、平成18年５月12日開催の取締役会

において、連結対象の完全子会社である医療用医薬品等

卸売事業会社８社を対象として、希望退職者の募集を行

うことを決議いたしました。

(1）募集人数

500名

(2）募集対象者

平成18年９月30日現在にて、年齢が満40歳以上満59

歳以下かつ勤続年数が10年以上の社員（出向者を含

む） 

(3）募集期間

平成18年６月１日から同年６月30日まで 

(4）退職日

平成18年９月30日

(5）その他

本退職者に対しては、特別割増退職金を支払うとと

もに、進路相談などの再就職支援を行います。

(6）退職金総額の見込額

実施に伴う特別割増退職金の支給額は、連結ベース

にて50億円程度と見込んでおります。
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前連結会計年度
(自　平成16年４月１日
　至　平成17年３月31日)

当連結会計年度
(自　平成17年４月１日
　至　平成18年３月31日)

株式会社パルタックとの経営統合

　当社は、当社グループの総合力を活かした事業戦略の

下で、従来の医薬品、医療機器等の限定した分野に留ま

らない化粧品・日用雑貨品を含めた新しい業態卸となる

ため、平成17年４月18日開催の取締役会において、「経

営統合に関する基本合意書」の締結を決議し、基本合意

書を締結したうえ、平成17年５月13日開催の取締役会に

おいて、平成17年10月１日をもって株式会社パルタック

を当社の完全子会社とする株式交換契約の締結を決議し、

同日、株式交換契約を締結いたしました。

１．経営統合基本合意書の締結

(1）経営統合の目的

　当社ならびに株式会社パルタックは卸売業として、

医薬品と化粧品・日用雑貨品の異なる分野において、

それぞれが業界におけるリーディングカンパニーと

して事業経営を進めてまいりました。今後は両社の

持てる経営資源とノウハウを融合することで、双方

の強みを活かし弱みを補い、新会社の経営基盤をよ

り一層強固なものにしてまいります。

　特にヘルス＆ビューティケアと日用雑貨という生

活者に密着した商品を一括して取り扱う業態卸とし

て、従来の業種別卸では成しえなかった全く新しい

価値創造を実現し、顧客満足の追求とソリューショ

ン提供を行い、規制緩和等の環境変化に対応する卸

売業としてお得意様に信頼される「健康」と「美」

を応援する企業として優れた機能を持つ新しい次世

代卸売業を目指します。

　さらに、営業・流通網の統合・整備とロジスティ

クスサービスの高度化によりローコストで効率的な

サプライチェーンの構築をはかり、お得意様と社会

に貢献できる卸売業を目指すものであります。

(2）経営統合により期待される効果

①両社が持つ経営資源の融合による経営基盤の強化

②ヘルスケア部門とビューティ・ホームプロダクト

部門の統合による合理化

③事業コアとなる「健康」と「美」に対する人材確

保と育成

④サプライチェーン全体の効率化

⑤株主・社員に対する企業価値増大による安心と期待
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前連結会計年度
(自　平成16年４月１日
　至　平成17年３月31日)

当連結会計年度
(自　平成17年４月１日
　至　平成18年３月31日)

２．株式交換契約書の締結

(1）株式交換の方法および内容

　当社は、株式会社パルタックに対し平成17年10月

１日を期して株式交換を行い、当社は株式会社パル

タックの完全親会社となります。

①株式交換比率

当社

（完全親会社）

㈱パルタック

（完全子会社）

株式交換比率 １ １．５０

（注）１．株式の割当比率

　株式会社パルタックの普通株式１株に

対し、当社の普通株式1.50株を割当交付

いたします。

２．株式交換比率の算定根拠

　当社ならびに株式会社パルタックは、

第三者機関が行った株式交換比率算定の

方法、結果等に基づき慎重に検討のうえ、

上記のとおり株式交換比率を定めました。

②株式交換により交付する株式

　新たに発行する普通株式　45,353,485株

③増加すべき資本金および資本準備金の額

　資本金　　　： 増加いたしません。

　資本準備金　： 株式交換の日にパルタックに

現存する純資産額に、パルタッ

クの発行済株式総数に対する

株式交換により当社に移転す

るパルタックの株式数の割合

を乗じた額を増加させるもの

とします。

④株式交換交付金

　株式交換交付金はありません。

(2）株式交換の日程

平成17年５月13日　株式交換契約書承認取締役会

平成17年５月13日　株式交換契約書締結

平成17年６月29日　当社における株式交換契約書

承認定時株主総会

平成17年６月29日　パルタックにおける株式交換

契約書承認臨時株主総会

平成17年10月１日　株式交換期日
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前連結会計年度
(自　平成16年４月１日
　至　平成17年３月31日)

当連結会計年度
(自　平成17年４月１日
　至　平成18年３月31日)

(3）株式会社パルタックの概要

代表者　　代表取締役　社長執行役員

　　　　　三木田　國夫

資本金　　52億６百万円

住所　　　大阪市中央区南久宝寺町一丁目５番

　　　　　９号

事業内容　化粧品・日用雑貨品卸売業

業績（平成16年９月期）

　売上高　　　　384,671百万円

　経常利益　　　　8,614百万円

　当期純利益　　　4,020百万円

資産、負債、資本の状況（平成16年９月30日現

在）

　資産合計　　　141,484百万円

　負債合計　　 　88,225百万円

　資本合計　　　 53,259百万円
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５．生産、受注及び販売の状況
(1）販売実績

区分

前連結会計年度
（自　平成16年４月１日　
　　至　平成17年３月31日）

当連結会計年度
（自　平成17年４月１日

　　至　平成18年３月31日）

金額

（百万円）

構成比

（％）

金額

（百万円）

構成比

（％）

 医療用医薬品 1,431,988 86.0 1,482,913 77.2

 一般用医薬品 55,320 3.3 53,224 2.8

 医療機器 101,582 6.1 100,677 5.2

 試薬 32,543 2.0 35,794 1.8

 その他 33,887 2.0 41,883 2.2

医薬品等卸売事業 1,655,323 99.4 1,714,493 89.2

化粧品・日用雑貨品卸売事業 － － 196,422 10.2

医療関連等事業 10,492 0.6 10,797 0.6

合計 1,665,815 100.0 1,921,713 100.0

（注）１．上記の金額には、消費税等は含まれておりません。

２．当連結会計年度から事業の種類別セグメント情報を開示しておりますが、前連結会計年度分は、当連結会計

年度の事業の種類別セグメント区分に組替えて表示しております。

(2）仕入実績

区分

前連結会計年度
（自　平成16年４月１日

　　至　平成17年３月31日）

当連結会計年度
（自　平成17年４月１日

　　至　平成18年３月31日）

金額

（百万円）

構成比

（％）

金額

（百万円）

構成比

（％）

 医療用医薬品 1,328,606 86.4 1,359,738 77.4

 一般用医薬品 50,664 3.3 46,360 2.6

 医療機器 92,501 6.0 92,634 5.3

 試薬 29,287 1.9 35,201 2.0

 その他 28,891 1.9 36,209 2.1

医薬品等卸売事業 1,529,952 99.5 1,570,145 89.4

化粧品・日用雑貨品卸売事業 － － 177,317 10.1

医療関連等事業 8,431 0.5 8,734 0.5

合計 1,538,384 100.0 1,756,197 100.0

（注）１．上記の金額には、消費税等は含まれておりません。

２．当連結会計年度から事業の種類別セグメント情報を開示しておりますが、前連結会計年度分は、当連結会計

年度の事業の種類別セグメント区分に組替えて表示しております。

－ 46 －




