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１．平成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 （注）記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。

 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 1,411,639 18.1 14,846 127.2 19,405 86.0

17年３月期 1,195,313 12.1 6,534 △47.3 10,431 △31.7

 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 7,073 120.5 189 55 － － 5.8 3.0 1.4

17年３月期 3,207 △50.6 91 81 － － 2.9 1.7 0.9

（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  36,428,143株 17年３月期 34,020,682株

 ③会計処理の方法の変更 無

 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、対前期増減率であります。

(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 687,773 131,483 19.1 3,537 89

17年３月期 609,351 111,075 18.2 3,281 01

（注） 期末発行済株式数（連結） 18年３月期  37,116,810株 17年３月期 33,828,402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 24,665 △9,992 △8,555 67,435

17年３月期 10,169 △4,039 △7,566 57,379

(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） ３社　（除外） ２社 持分法（新規） －社　（除外） －社

２．平成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 757,000  10,700  4,000  

通　期 1,533,000  23,600  10,000  

（参考） １株当たり予想当期純利益（通期）  253円 25銭  

（注）平成18年４月１日付で、明祥株式会社との株式交換により、期末発行済株式数（連結）が2,370,000株増加しており
ますので、１株当たり予想当期純利益（通期）は当該株数を考慮して算出しております。

※　上記に記載した予想数値は、現時点で入手可能な情報に基づき判断した見通しであり、多分に不確定な要素を含んで
おります。実際の業績等は、業況の変化等により、上記予想数値と異なる場合があります。
なお、上記予想に関する事項は添付資料を参照して下さい。

- 1 -



１．企業集団の状況

　当社は、グループ全体の経営ビジョンの策定、それに基づく経営計画の立案を行うとともに、グループとして経営

資本を有効に活用し継続的な企業価値の向上を図ることを基本的な役割としております。

　当社グループは、アルフレッサ株式会社を中心とした医薬品、医療用検査試薬、医療機器・用具の卸販売およびア

ルフレッサ ファーマ株式会社を中心とした医薬品、医療用検査試薬、医療機器・用具の製造販売を主たる事業として

おります。

　事業内容と当社および関係会社の当該事業に係る位置付けは、次のとおりであります。

　なお、次の３事業は事業の種類別セグメント情報の区分と同一であります。

 

事業区分 会社名 主要取扱品

医薬品等卸売事業

アルフレッサ㈱
医療用医薬品、医療用検査試薬、一般用医薬品、医療機

器・材料

成和産業㈱ 医療用医薬品、医療用検査試薬、医療機器・材料

四国アルフレッサ㈱ 医療用医薬品、医療用検査試薬、医療機器・材料

アルフレッサ ピップトウキョウ㈱ 医療材料等、ＳＰＤ事業（注）

㈱恒和薬品 医療用医薬品、医療用検査試薬、医療機器・材料

㈱小田島 医療用医薬品、医療用検査試薬、医療機器・材料

アルフレッサ日建産業㈱ 医療用医薬品、医療用検査試薬、医療機器・材料

安藤㈱ 医療用医薬品、医療用検査試薬、医療機器・材料

㈱アドバンスト・ヘルスケア・サービス 一般用医薬品

㈲ファイン分割センター 医療用医薬品

㈱ファミリーケア その他（健康食品等） 

ノルメカエイシア㈱　他 その他（救急災害用資器材卸販売） 　他

医薬品等製造事業

 

アルフレッサ ファーマ㈱
医薬品、医療用検査試薬、医療機器・用具、その他（医

薬品原料等）

青島耐絲克医材有限公司 医療機器・用具

その他事業

日商物流サービス㈱ 運送業、倉庫業、保険代理業

㈱ＳＡＦＥ 医薬品に関する情報提供等

㈱エーエムエス
保険代理業、不動産管理業務、日用雑貨消耗品等の販売、

人材派遣業

㈲三矢商事 保険代理業

㈲コーフク商事 保険代理業、印紙の販売

近鉄スマイルサプライ㈱ 介護福祉機器等レンタル業務

㈱小林薬品 調剤薬局の経営、医薬品原末の輸入販売

㈱フルケア成和 介護福祉機器等レンタル業務

丸一倉庫運輸㈱　　他 運送業　　他

（注）ＳＰＤ（Supply Processing and Distribution）：院内の全ての物品を対象に、購入から物流・消費までの管理を

一元的に行い、合理化・効率化・管理制度上の向上を図ろうとする考え方。医療機関においても経営の効率化が求め

られているため、院内物品管理を外部業者に委託する施設が増加しております。
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　当社と、主な関係会社の位置付けは次のとおりであります。

：取引関係 

 

（ ）：主な取引内容 

 
☆：連結子会社 

 

◎：非連結子会社で持分法非適用会社 

 
※：関連会社で持分法非適用会社 

 

☆ ア  ル フ レ  ッ  サ  ㈱ 

 

顧 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

客 

 

ア 

ル 

フ 

レ 

ッ 

サ 

ホ 

ー 

ル 

デ 

ィ 

ン 

グ 

ス 

㈱ 

（ 

当  
社 
） 

   

その他、非連結子会社で持分法非適用会社 ３７社 

その他、持分法非適用関連会社       ３社 

＜海 外＞ 

 

（原材料) 

 

 

（商 品) 

 

 

そ の 他 事 業 

 

◎ ㈲ 三 矢 商 事 

 

◎ ㈲ コ ー フ ク 商 事 

 
◎ ㈱ 小 林 薬 品 

 

◎ ㈱ エ ー エ ム エ ス 

 
※近鉄ｽﾏｲﾙｻﾌﾟﾗｲ㈱ 

 

◎ ㈱ Ｓ Ａ Ｆ Ｅ 

 

☆青島耐絲克医材 有限公司 

  ☆ アルフレッサ ファーマ ㈱ 

 

☆ ｱﾙﾌﾚｯｻ ﾋﾟｯﾌﾟﾄｳｷｮｳ ㈱ 

☆  ㈱  恒  和  薬  品 

 

☆  安      藤  ㈱ 

 

☆  ㈱   小    田    島 

 
☆ ｱ ﾙ ﾌ ﾚ ｯ ｻ 日 建 産 業 ㈱  

 

（商 

品) 

 

（商 品 ・ 製 品) 

 

 

その他、非連結子会社で持分法非適用会社 ４社 

その他、持分法非適用関連会社      ２社 （商 

品 

・ 

製 

品) 

  

医薬品等卸売事業 

 

医薬品等製造事業 

 

☆日商物流サービス㈱ 

 

☆ 四国 アルフレッサ  ㈱ 

☆ 成 和 産 業 ㈱ 

（商 

品) 

 

◎ 丸 一 倉 庫 運 輸 ㈱ 

 

◎ ㈱ フ ル ケ ア 成 和 

 

（商 

品) 

 

（注）１．平成17年４月１日に、㈱岡内勧弘堂、弘和薬品㈱およびダイワ薬品㈱は、株式交換により当社の完全子会社と

なっております。

２．平成17年10月１日に、㈱岡内勧弘堂が弘和薬品㈱およびダイワ薬品㈱を吸収合併し、商号を四国アルフレッサ

㈱に変更しております。

３．平成17年10月１日に、成和産業㈱が株式交換により当社の完全子会社となっております。同社は特定子会社に

該当いたします。
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＜関係会社の状況＞

名称 住所
資本金

（百万円）
主要な事業の内容

議決権の
所有割合
（％）

関係内容

（連結子会社）

アルフレッサ㈱　※ 東京都千代田区 4,000 医薬品等卸売事業 100.0

経営指導に関する基本契約を締

結しております。

役員の兼任：３名

成和産業㈱　※ 広島市 1,144 医薬品等卸売事業 100.0

経営指導に関する基本契約を締

結しております。

役員の兼任：２名

四国アルフレッサ㈱　 香川県高松市 161 医薬品等卸売事業 100.0

経営指導に関する基本契約を締

結しております。

役員の兼任：無

アルフレッサ ピップト

ウキョウ㈱　※
東京都墨田区 400 医薬品等卸売事業 51.0

経営指導に関する基本契約を締

結しております。

役員の兼任：２名

㈱恒和薬品 福島県郡山市 104 医薬品等卸売事業
67.6

(67.6)

当社グループにおいて東北地区

を担当しております。

役員の兼任：１名

㈱小田島 岩手県花巻市 30 医薬品等卸売事業
55.1

(55.1)

当社グループにおいて東北地区

を担当しております。

役員の兼任：１名

アルフレッサ日建産業㈱ 岐阜県岐阜市 190 医薬品等卸売事業
51.0

(51.0)

経営指導に関する基本契約を締

結しております。

役員の兼任：無

安藤㈱ 群馬県高崎市 300 医薬品等卸売事業
50.9

(50.9)

当社グループにおいて群馬県地

区を担当しております。

役員の兼任：無

アルフレッサ ファーマ

㈱　※
大阪市中央区 1,000 医薬品等製造事業 100.0

経営指導に関する基本契約を締

結しております。

役員の兼任：２名

青島耐絲克医材有限公司
中国山東省青島

市
300 医薬品等製造事業

100.0

(100.0)

アルフレッサ ファーマ㈱に原

材料を供給しております。

役員の兼任：無

日商物流サービス㈱ 大阪市中央区 70
その他事業（運送

業、倉庫業等）

84.2

(84.2)

主にアルフレッサ㈱の商製品の

運送を行っております。

役員の兼任：無

　　（注）　１．「主要な事業の内容」欄には、事業の種類別セグメントの名称を記載しております。

　　　　　　２．※　特定子会社に該当する会社であります。

　　　　　　３．議決権比率の（　）内は、当社の子会社が所有する議決権比率を内数で示しております。
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２．経営方針

（１）経営の基本方針

　当社グループは、「医療分野を中心に広く人々の健康に貢献することを通じて新たな価値を創造し、社会から信頼

される企業をめざし、企業価値の最大化を図ります。」をグループミッションに、人々の健康に携わる企業として幅

広く事業を展開しております。また、健康に関するサービスを総合的に提供する「ヘルスケアコンソーシアム」とい

うコンセプトのもと、すべての人々にいきいきとした生活を創造し、サービスを提供していきたいと考えております。

（２）利益配分に関する基本方針

当社は、株主の皆様に対する利益の還元を重要政策のひとつと考えております。還元する金額については、連結業

績を基準に、企業体質の強化および将来の事業展開等を総合的に勘案し、株主資本配当率（ＤＯＥ）２％以上を目処

に業績を考慮しながら決定していきたいと考えております。また、会社法施行に伴い、当社の定款において「剰余金

の配当の基準日」として毎年３月31日、９月30日のほか別途基準日を定めて剰余金の配当をすることができる旨に変

更を予定しておりますが、別途基準日を定めた剰余金の配当につきましては今後の検討課題と考えております。

（３）投資単位の引下げに関する考え方及び方針等

　投資単位の引下げは、流動性を高め、より多くの投資家に資本市場への参加を促す観点から、検討すべき課題のひ

とつと認識しております。当社としましては、株価、出来高、株主数、株主構成等を勘案し、その費用および効果を

慎重に検討し対処していきたいと考えております。

（４）目標とする経営指標

当社グループは、平成19年度を最終年度とする３ヶ年の中期経営計画を策定し、最終年度にはグループ売上高２兆

円をめざすという基本方針のもと、売上高当期純利益率１％、ＲＯＥ（株主資本利益率）10％を目標として掲げてお

ります。

（５）中長期的な会社の経営戦略

中期経営計画における重点課題として、「ガバナンス体制の強化」「ＣＳＲ（社会的責任）への取り組み」「新基

幹システムの構築」を掲げております。

「ガバナンス体制の強化」

ガバナンス体制の強化としては、グループガバナンスの実現と経営基盤の強化をねらいとして、社長会をはじめ

とした各部門間におけるグループ会議を開催し、グループの連携強化をはかっております。また、当社においては、

外部の有識者を招聘しての「経営諮問会議」を設置し、経営の効率性・透明性の向上をめざしております。

「ＣＳＲ（社会的責任）への取り組み」

ＣＳＲ（社会的責任）への取り組みとしては、健康関連産業の一員として、ＣＳＲの重要性を強く認識し、医薬

品の安定的な流通や適正使用情報の提供などの社会的な役割はもちろんのこと、コンプライアンスや内部統制、適

時・適切な情報開示に努め、ステークホルダーの満足の最大化をめざしております。

「新基幹システムの構築」

新基幹システムの構築としては、中長期的視点に立った当社グループにとって最適なシステムを構築してまいり

ます。この新基幹システムによる業務の標準化と集約化により、間接業務の軽減化を図ってまいります。
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（６）対処すべき課題

医療用医薬品業界におきましては、高齢化や医療技術の進歩などにより増加する医療費への対応が政策的課題とな

り、平成18年４月１日には、薬価基準の平均6.7％引下げ改定等の医療費抑制策が実施されるなど、当社グループを

とりまく経営環境は厳しいものとなっております。また、医薬分業の進展や企業再編、共同購入・一括購入の広がり

など、医療用医薬品の流通に関する状況は大きく変化しております。

　このような状況のなか、当社グループは、同業および異業種との戦略的提携により事業の深耕・拡大を積極的に進

め、医療用医薬品の製造および流通を中心とした医療関連産業を通じて、人々の生活や健康に貢献する「ヘルスケア

コンソーシアム」の形成をめざしてまいります。

　医薬品等卸売事業におきましては、グループの中核的事業として全国的な流通体制を確保するため、グループの

拡大を進めるとともにグループとして一体となった販売促進機能を効果的に展開し、全国シェアの拡大に努めてまい

ります。利益面においては、高品質な医薬品流通を提供するためにも、適切な利益管理を行い、主体性をもった価格

交渉により適正利益の確保に努めてまいります。さらに、顧客ニーズを的確にとらえた事業展開を図ることにより、

価値創造型の企業グループをめざしてまいります。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　医薬品等製造事業におきましては、他社との販売提携や事業提携などによりジェネリック医薬品やＰＯＣＴ検査薬

（迅速検査試薬）を中心に製品ラインの更なる拡大を図ります。また、製造承認を申請中の過眠症の慢性睡眠障害

（ナルコレプシー)治療剤［ＣＮ－８０１］の早期承認取得をめざすとともに、田辺製薬株式会社との共同開発によ

り睡眠時無呼吸症候群や注意欠陥多動性障害治療薬としての適応症拡大に取り組んでまいります。

　また、(5)中長期的な会社の経営戦略にも掲げました「ガバナンス体制の強化」、「ＣＳＲ(社会的責任)への取り

組み」および「新基幹システムの構築」を重点課題として、その取り組みを充実させてまいります。
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３．経営成績及び財政状態

（１）経営成績

当期の概況

当期の業績等の概況

当連結会計年度におけるわが国経済は、企業収益の改善により生産や輸出が増加するとともに、雇用情勢や消費者

マインドが改善し個人消費も伸びるなど、緩やかに回復基調で推移いたしました。

　このような経済環境のなか、医療用医薬品業界におきましては、循環器官用剤などの生活習慣病関連薬剤の市場が

拡大するなどの要因により、市場伸長は4.5%程度となりました。

　当社グループは、「すべての人に、いきいきとした生活を創造し、提供します。」というグループ経営理念のもと、

長期的な視点に立ち持続的な成長が可能な体制作りに邁進してまいりました。また、グループとしての競争力を高め

るため、友好企業との資本提携や業務提携を進めてまいりました。平成17年４月には、株式会社岡内勧弘堂（香川

県）、弘和薬品株式会社（徳島県）およびダイワ薬品株式会社（愛媛県）を株式交換により完全子会社化（現・四国

アルフレッサ株式会社）するとともに、当社およびアルフレッサ株式会社が、シーエス薬品株式会社（愛知県）と業

務提携契約書を締結いたしました。さらに、平成17年10月には成和産業株式会社（広島県）を株式交換により完全子

会社化、平成17年12月には明祥株式会社（石川県）と平成18年４月１日を株式交換の日とする株式交換契約書を締結

するなど、グループの拡大に努めてまいりました。

　また、当社は平成19年度を最終年度とする中期経営計画を策定し、その最終年度にはグループ売上高２兆円をめざ

すという基本方針のもと、売上高当期純利益率１％、ＲＯＥ（株主資本利益率）10％を目標として取り組んでおります。

　これらの結果、当連結会計年度における連結売上高は、1兆4,116億39百万円(前年比18.1%増）、営業利益148億46

百万円（前年比127.2%増）、経常利益194億5百万円（前年比86.0%増）、当期純利益70億73百万円（前年比120.5%増）

となりました。 

アルフレッサグループの主要事業の営業の概況は以下のとおりです。

＜医薬品等卸売事業の業績＞

医薬品等卸売事業におきましては、グループ各社が地域毎の顧客ニーズに的確に応えうる営業体制をとるとともに、

共同仕入などによりグループとしてのシナジーを発揮するため、会社間の連携を強化してまいりました。また、配送

専門職員の導入エリアを拡大し、全国的な医薬分業の進展に伴う多頻度配送に対応するなど、顧客ニーズに合わせた

物流システムの構築に努めてまいりました。

　売上高につきましては、連結子会社の増加や既存商圏でのシェア拡大につとめたことなどにより、前年実績を大幅

に上回る結果となりました。

　利益面につきましては、不採算取引の改善を行うとともに、価格許可権限の遵守を徹底するなど適正価格での販売

を強化し、利益を重視した営業体制を展開したことや、コスト削減をさらに推進したことにより前年実績を上回る結

果となりました。また、キャッシュ・フロー重視の観点から、売上債権の回収を強化し売上債権回収期間の短縮に努

めてまいりました。

　これらの結果、当連結会計年度の医薬品等卸売事業の業績は、売上高1兆3,949億68百万円（前年比18.4％増）、営

業利益136億65百万円（前年比137.3％増）となりました。なお、売上高には、事業間の内部売上高3百万円を含んで

おります。

＜医薬品等製造事業の業績＞

医薬品等製造事業におきましては、医薬品部門では抗てんかん剤「マイスタン」、鉄欠乏性貧血治療剤「インクレ

ミンシロップ」および平成18年１月に製造販売権を承継したうつ病・うつ状態治療剤「アナフラニール」の売上増加

が業績に寄与しました。診断薬部門では、免疫学的便潜血検査機器「ヘモテクト」および専用試薬「ヘモオート」お

よび平成17年11月に新発売したＰＯＣＴ検査薬（迅速検査試薬）「チェックFlu Ａ・Ｂ」の売上が増加しました。ま

た、医療機器部門では脊椎固定用ケーブル「ネスプロンケーブルシステム」の売上が増加し、平成18年3月には合成

吸収性縫合糸「モノディオックス」を新発売いたしました。

　これらの結果、当連結会計年度の医薬品等製造事業の業績は、売上高220億23百万円（前年比5.5％増）となりまし

たが、減価償却費の増加などにより営業利益は4億5百万円（11.9％減）となりました。なお、売上高には事業間の内

部売上高58億47百万円を含んでおります。
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　また、平成18年２月に千葉工場、同年３月に岡山製薬工場および研究開発部（現・茨木リサーチセンター）におい

て「ISO13485：2003」（医療機器に関する品質マネジメントシステムの国際規格）の認証を取得しております。 

＜その他事業の業績＞

運送業等のその他事業におきましては、当連結会計年度の業績は、売上高31億66百万円（前年比11.1％減）、営業

利益37百万円（前年比76.5％減）となりました。なお、売上高には事業間の内部売上高26億68百万円を含んでおりま

す。

（２）財政状態

①当期の財政状態の概況

　当連結会計年度末の財政状態は、株式交換により平成17年４月１日に完全子会社となった株式会社岡内勧弘堂および

弘和薬品株式会社（ともに現・四国アルフレッサ株式会社）、同じく平成17年10月１日に完全子会社となった成和産業

株式会社が連結会社に加わったこと等により前連結会計年度末と比較して、総資産は、対前年比で12.9％、784億21百万

円増加し、6,877億73百万円となりました。

　主な内容として、流動資産は、対前年比で11.8％、593億90百万円増加し、5,643億97百万円となりました。これは、

売上増加に伴う受取手形及び売掛金425億40百万円の増加、現金及び預金129億55百万円の増加等によるものであります。

　有形固定資産は、対前年比で11.7％、65億8百万円増加し、621億41百万円となりました。これは、新規取得等による

土地47億円の増加等によるものであります。

　無形固定資産は、対前年比で72.5％、28億71百万円増加し、68億30百万円となりました。これは、連結調整勘定23億

9百万円の増加等によるものであります。

　投資その他の資産は、対前年比で21.6％、96億50百万円増加し、544億4百万円となりました。これは、時価評価等に

よる投資有価証券97億84百万円の増加等によるものであります。

　負債合計は、対前年比で11.8％、581億4百万円増加し、5,517億10百万円となりました。

　流動負債は、対前年比で11.9％、557億48百万円増加し、5,249億48百万円となりました。これは、仕入増加に伴う支

払手形及び買掛金506億14百万円の増加等によるものであります。

　固定負債は、対前年比で9.7％、23億56百万円増加し、267億61百万円となりました。

　資本合計は、対前年比で18.4％、204億8百万円増加し、1,314億83百万円となり、株主資本比率は19.1％となりました。

これは、配当金の支払い、自己株式の取得および再評価に係る繰延税金資産の取崩しによる土地再評価差額金の減少が

あったものの、連結会社増加に伴う資本剰余金の増加および当期純利益による利益剰余金の増加等によるものでありま

す。　

②当期のキャッシュ・フローの概況

　当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、営業活動によるキャッシュ・フローの増

加246億65百万円、投資活動によるキャッシュ・フローの減少99億92百万円、財務活動によるキャッシュ・フローの減

少85億55百万円等により期首に比べ61億49百万円増加し、また、株式交換による資金の増加が39億6百万円あったことに

より、当連結会計期間末には674億35百万円となりました。

（営業活動によるキャッシュ・フロー）

　営業活動の結果増加した資金は246億65百万円（前年比142.5％増）となりました。これは主として、売上債権の増加

額128億97百万円および未収入金の増加額28億57百万円があったものの、税金等調整前当期純利益164億94百万円、仕入

債務の増加額147億21百万円およびたな卸資産の減少額47億29百万円があったこと等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）

　投資活動の結果減少した資金は99億92百万円（前年同期比147.4％増）となりました。これは主として、製品承継費用

等の長期前払費用（投資その他の資産のその他）の取得による支出52億83百万円および物流センター用地の土地および

建築費用等の有形固定資産の取得による支出36億27百万円があったこと等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）

　財務活動の結果減少した資金は85億55百万円（前年同期比13.1％増）となりました。これは主として、自己株式の取

得に伴う支出35億32百万円、短期借入金の純減少額28億44百万円および配当金の支払額20億52百万円があったこと等に

よるものであります。
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③キャッシュ・フロー指標のトレンド

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（％） 21.1 18.2 19.1

時価ベースの自己資本比率（％） 37.9 24.6 38.8

債務償還年数（年） 1.3 0.6 0.1

インタレスト・カバレッジ・レシオ 69.6 156.9 340.9

（注）1.自己資本比率：株主資本／総資産

2.時価ベースの自己資本比率：株式時価総額／総資産

3.債務償還年数：有利子負債／営業キャッシュ・フロー

4.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

5.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。

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

7.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。

8.利払いは、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

 ①事業環境について

　当社グループが主に事業を展開する医療用医薬品市場は、健康保険制度ならびに医療行政の影響を強く受けま

す。そのため、薬価改定に代表される告示等は当社グループの業績に直接的な影響を与え、また制度の大幅な変

更が行われた場合は業績に重大な影響を与える可能性があります。

　現在、高齢化の進展、生活習慣病の拡大により国民医療費は増加傾向にあります。しかし、医療保険財源の支

払能力は低下しているため、診療報酬の包括払いの導入、自己負担の見直しや薬価基準制度の見直しなどの医療

費抑制を目的とした医療制度改革が実施されております。また、医薬分業の進展により、販売先の構成が変わり

つつあり、病院、診療所に代わり調剤薬局の売上構成比が高くなっております。さらに、国立病院の独立行政法

人化や医療機関の購入形態の変化に伴い販売価格の低下が懸念されております。こうした状況のなかで、当社グ

ループは仕入から売上債権回収までの一連の営業活動をこれらに適合した形態へと適応させていかなければなら

ないと考えておりますが、当該取り組みの状況によっては、当社グループの経営成績にも影響がある場合があり

ます。

②薬価の改定について

　当社グループの主要取扱商品である医療用医薬品の価格は、厚生労働大臣の告示によって公定されています。

この公定価格が「薬価」（正式には「使用薬剤の公定価格」）であります。

　実質的には販売価格の上限として機能している薬価については、市場における実勢価格や需要動向に応じて、

概ね２年に一度引下げ改定が行われております。したがって、当社グループの経営成績は薬価改定の影響を受け

る可能性があります。

③法的規制について

　当社グループは、医療用医薬品の卸・製造販売を主な事業としております。したがって、事業活動を行うにあ

たり、薬事法等の規制により、免許・許可の登録および指定や、開発、製造・輸入に関し様々な承認・許可が必

要となります。

④債権管理について

　当社グループは、医療機関や調剤薬局を主な取引先としておりますが、医療費抑制等の医療制度改革は取引先

の経営にも影響を及ぼすことが考えられます。取引に当たっては取引契約書の締結を推進しており、あわせて債

権管理部門や各担当者において与信管理を徹底するなど、今後とも更に債権管理を強化していく方針ですが、予

測不能な事態が生じた場合には売上債権の回収に支障をきたし、当社グループの経営成績に影響を及ぼす可能性

があります。

⑤製造事業に係るリスクについて

　当社グループのなかの医薬品等製造事業においては、生命関連商品を取り扱っております。従って製品開発か

ら販売に至る過程においては多くの経営資源を投入し、製品の安全性、信頼性には万全を期しております。しか

しながら、予期しない副作用や異物混入などによる製品の回収や販売中止等が発生し、また、それに伴い訴訟を

提起されるリスクがあります。その場合、当社グループの経営成績に影響を及ぼす可能性があります。

⑥システム統合について

　当社グループは、効率的な営業活動を実現すべくシステムの統合に取り組んでおります。現在、円滑な稼動実

現のため万全の準備を進めておりますが、統合時に正常に稼動しない場合は、受注入力や商品出庫などの販売物

流を中心とした営業活動に支障をきたし、当社グループの経営成績に影響がある場合があります。

⑦海外との取引について

　当社グループのなかの医薬品等製造事業において、生産拠点の一部を中華人民共和国に置いていることや、海

外との製品・商品の輸出入取引は、政治的摩擦や為替の大幅な変動により当社グループの経営成績に影響を及ぼ

す可能性があります。

⑧固定資産の減損について

　当社グループは、減損会計を適用しておりますが、今後も、実質的価値が下落した当社グループの保有資産や

収益性の低い事業所等について減損処理がさらに必要となった場合、当社グループの業績および財務状況に影響

を及ぼす可能性があります。

⑨個人情報の漏洩に関するリスクについて

　当社グループは、あらゆる取引先から得た個人情報を保管管理しております。当社グループでは、かかる個人

情報の漏洩が生じないよう、「個人情報管理規程」を設け、情報の保管・利用については細心の注意を払い徹底

した管理を行っておりますが、予期せぬ事件・事故等で漏洩した場合、当社グループの業績および財務状況に影

響を及ぼす可能性があります。
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（４）次期の見通し

次期の概況

 （単位：百万円） 　　　　　（円）

売上高 営業利益 経常利益 当期純利益
１株当たり
当期純利益

次　　　期 1,533,000 18,200 23,600 10,000 253.25

当　　　期 1,411,639 14,846 19,405 7,073 189.55

増　減　率（％） 8.6 22.6 21.6 41.3 －

次期の医療用医薬品市場は、平成18年４月１日に実施された薬価基準の平均6.7％引下げ改定等の医療費抑制策など

により引き続き厳しい経営環境になるものと思われます。

　このような環境のなか、当社グループはグループシナジー効果の追求に取り組んでおりますが、次期に関しましては、

より具体的なシナジー効果の実現に向けた事業展開を図ってまいります。

　医薬品等卸売事業におきましては、平成18年４月から明祥株式会社（石川県）を新たに当社グループに迎え、全国的

な流通体制確保に向けさらに拡大を進めるとともに、グループとして一体となった販売促進機能を効果的に展開し、全

国シェアの拡大に努めてまいります。利益面におきましては、適切な利益管理を行い、主体性をもった価格交渉により

適正利益の確保に努めてまいります。

　医薬品等製造事業におきましては、他社との販売提携や事業提携などによりジェネリック医薬品やＰＯＣＴ検査薬

（迅速検査試薬）を中心に製品ラインの更なる拡大を図ってまいります。

　これらにより、次期の連結業績見通しにつきましては、売上高1兆5,330億円、営業利益182億円、経常利益236億円、

当期純利益100億円を見込んでおります。
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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） 対前年比

区分 注記
番号 金額（百万円） 構成比

（％） 金額（百万円） 構成比
（％）

増減
(百万円)

（資産の部）  

Ⅰ　流動資産  

１．現金及び預金 ※２ 57,148 70,103 12,955

２．受取手形及び売掛金  338,202 380,743 42,540

３．有価証券  2,254 84 △2,171

４．たな卸資産 69,111 70,734 1,622

５．繰延税金資産 3,512 3,440 △72

６．未収入金 34,489 38,748 4,258

７．その他  1,092 1,376 284

貸倒引当金 △805 △834 △28

流動資産合計 505,006 82.9 564,397 82.1 59,390

Ⅱ　固定資産  

１．有形固定資産  

(1）建物及び構築物 ※２ 50,309 58,059  

減価償却累計額 30,150 20,158 35,544 22,514 2,355

(2）機械装置及び運搬具 7,412 7,785  

減価償却累計額 5,951 1,461 6,430 1,354 △106

(3）工具器具及び備品 8,335 8,235  

減価償却累計額 7,130 1,205 6,950 1,285 80

(4）土地 ※2,5 31,723 36,424 4,700

(5）建設仮勘定  1,083 561 △521

有形固定資産合計 55,632 9.1 62,141 9.0 6,508

２．無形固定資産      

(1）連結調整勘定  － 2,309 2,309

(2）その他  3,959 4,520 561

無形固定資産合計 3,959 0.7 6,830 1.0 2,871

３．投資その他の資産  

(1）投資有価証券 ※1,2 20,914 30,699 9,784

(2）長期貸付金 1,429 1,367 △62

(3）繰延税金資産 6,572 4,262 △2,310

(4）再評価に係る繰延税
金資産 ※５ 2,051 － △2,051

(5）その他 ※1,2 17,939 21,908 3,968

貸倒引当金 △4,154 △3,832 322

投資その他の資産合計 44,753 7.3 54,404 7.9 9,650

固定資産合計 104,345 17.1 123,376 17.9 19,031

資産合計 609,351 100.0 687,773 100.0 78,421
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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） 対前年比

区分 注記
番号 金額（百万円） 構成比

（％） 金額（百万円） 構成比
（％）

増減
(百万円)

（負債の部）  

Ⅰ　流動負債  

１．支払手形及び買掛金 ※２ 450,682 501,296 50,614

２．短期借入金 ※２ 4,676 1,760 △2,915

３．一年以内償還予定社債 ※２ 500 100 △400

４．未払法人税等 493 7,667 7,173

５．繰延税金負債 － 176 176

６．賞与引当金 4,635 5,371 735

７．売上割戻引当金  63 71 8

８．返品調整引当金 742 704 △37

９．その他 ※２ 7,407 7,801 393

流動負債合計 469,200 77.0 524,948 76.3 55,748

Ⅱ　固定負債  

１．社債  100 － △100

２．長期借入金 ※２ 700 847 146

３．繰延税金負債  1,593 2,162 568

４．再評価に係る繰延税金
負債 ※５ － 773 773

５．退職給付引当金 19,339 20,950 1,611

６．債務保証損失引当金 588 473 △115

７．事業譲渡損失引当金 － 482 482

８．役員退職慰労引当金 369 489 120

９．連結調整勘定 926 － △926

10．その他  786 583 △203

固定負債合計 24,405 4.0 26,761 3.9 2,356

負債合計 493,605 81.0 551,710 80.2 58,104

 

（少数株主持分）  

少数株主持分 4,670 0.8 4,579 0.7 △90

 

（資本の部）  

Ⅰ　資本金 ※６ 3,450 0.6 3,872 0.6 422

Ⅱ　資本剰余金 21,356 3.5 39,670 5.7 18,314

Ⅲ　利益剰余金 85,274 14.0 90,282 13.1 5,007

Ⅳ　土地再評価差額金 ※５ △2,977 △0.5 △5,674 △0.8 △2,696

Ⅴ　その他有価証券評価差額
金 6,520 1.0 10,410 1.5 3,889

Ⅵ　為替換算調整勘定 △22 △0.0 38 0.0 60

Ⅶ　自己株式 ※７ △2,525 △0.4 △7,116 △1.0 △4,591

資本合計 111,075 18.2 131,483 19.1 20,408

負債、少数株主持分及び
資本合計 609,351 100.0 687,773 100.0 78,421
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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）

対前年比

区分
注記

番号
金額（百万円）

百分比

（％）
金額（百万円）

百分比

（％）

増減

(百万円)

Ⅰ　売上高 1,195,313 100.0 1,411,639 100.0 216,325

Ⅱ　売上原価 1,097,279 91.8 1,296,444 91.8 199,164

差引計 98,034 8.2 115,194 8.2 17,160

返品調整引当金戻入額 681 0.1 758 0.1 76

返品調整引当金繰入額 767 0.1 706 0.1 △61

売上総利益 97,948 8.2 115,247 8.2 17,298

Ⅲ　販売費及び一般管理費 ※1,2 91,414 7.6 100,400 7.1 8,986

営業利益 6,534 0.6 14,846 1.1 8,312

Ⅳ　営業外収益  

１．受取利息 115 113  

２．受取配当金 258 380  

３．受取情報料 2,563 2,983  

４．連結調整勘定償却額 288 －  

５．その他 1,233 4,458 0.4 1,361 4,838 0.3 379

Ⅴ　営業外費用  

１．支払利息 67 68  

２．支払手数料 47 27  

３．その他 447 561 0.1 183 279 0.0 △282

経常利益 10,431 0.9 19,405 1.4 8,974
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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）

対前年比

区分
注記

番号
金額（百万円）

百分比

（％）
金額（百万円）

百分比

（％）

増減

(百万円)

Ⅵ　特別利益  

１．固定資産売却益 ※３ － 505  

２．投資有価証券売却益 － 14  

３．貸倒引当金戻入額 － 266  

４．債務保証損失引当金戻入

額
72 115  

５．関係会社株式売却益 － 97  

６．営業譲渡益 － 165  

７．共同開発負担金受入額 － 72 0.0 268 1,432 0.1 1,359

Ⅶ　特別損失  

１．固定資産売却損 ※４ － 17  

２．固定資産除却損 ※５ 273 256  

３．投資有価証券評価損  － 276  

４．減損損失 ※６ 771 174  

５．長期前払費用償却額  － 94  

６．早期退職金 ※８ 2,961 896  

７．役員退職慰労金  － 151  

８．事業譲渡損失 ※９ － 2,237  

９．関係会社株式売却損  － 47  

10．借地権償却額  － 83  

11．業務委託契約解約損  － 72  

12．リース解約損  153 33  

13．統合費用 ※７ 286 －  

14．関係会社清算損  485 4,932 0.4 － 4,343 0.3 △588

税金等調整前当期純利益 5,571 0.5 16,494 1.2 10,923

法人税、住民税及び事業

税
3,159 8,868  

法人税等調整額 △1,150 2,009 0.2 280 9,149 0.7 7,140

少数株主利益 354 0.0 271 0.0 △83

当期純利益 3,207 0.3 7,073 0.5 3,865
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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）

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 18,623 21,356

Ⅱ　資本剰余金増加高

１．株式交換による増加高 2,732  18,260  

２．自己株式処分差益 － 2,732 53 18,314

Ⅲ　資本剰余金期末残高 21,356 39,670

（利益剰余金の部）

Ⅰ　利益剰余金期首残高 84,048 85,274

Ⅱ　利益剰余金増加高

１．当期純利益 3,207  7,073  

２．土地再評価差額金取崩額 －  65  

３．持分法適用除外による増
加高

6 3,214 － 7,139

Ⅲ　利益剰余金減少高

１．配当金 1,707 2,052

２．役員賞与 56 78

３．土地再評価差額金取崩額 223 1,988 － 2,131

Ⅳ　利益剰余金期末残高 85,274 90,282
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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）

対前年比

区分
注記
番号

金額（百万円） 金額（百万円）
増減

(百万円)

Ⅰ　営業活動によるキャッシュ・
フロー

 

１．税金等調整前当期純利益 5,571 16,494 10,923

２．減価償却費 2,659 4,006 1,347

３．貸倒引当金の減少額 △80 △530 △450

４．退職給付引当金の増加(△減
少)額

△789 364 1,153

５．役員退職慰労引当金の減少
額

△1,028 △229 798

６．受取利息及び受取配当金 △373 △493 △120

７．支払利息 67 68 1

８．連結調整勘定償却額 △288 19 307

９．減損損失 771 174 △597

10．固定資産売却益 － △505 △505

11．固定資産除売却損 273 274 1

12．売上債権の増加額 △13,035 △12,897 137

13．たな卸資産の減少(△増加)
額

△8,876 4,729 13,606

14．未収入金の増加額 △8,161 △2,857 5,304

15．仕入債務の増加額 36,002 14,721 △21,281

16．その他 2,027 2,517 490

小計 14,740 25,858 11,118

17．利息及び配当金の受取額 366 492 126

18．利息の支払額 △64 △72 △7

19．法人税等の支払額 △4,871 △1,613 3,258

営業活動によるキャッシュ・
フロー

10,169 24,665 14,495
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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）

対前年比

区分
注記
番号

金額（百万円） 金額（百万円）
増減

(百万円)

Ⅱ　投資活動によるキャッシュ・
フロー

 

１．定期預金の預入の支出 △703 △843 △140

２．定期預金の払戻による収入 891 114 △776

３．有価証券の取得による支出 △129 △285 △155

４．有形固定資産の取得による
支出

△2,227 △3,627 △1,400

５．有形固定資産の売却による
収入

97 1,855 1,758

６．無形固定資産の取得による
支出

△2,194 △1,662 531

７．長期前払費用の取得による
支出

－ △5,283 △5,283

８．投資有価証券の取得による
支出

△77 △904 △827

９．投資有価証券の売却等によ
る収入

187 291 104

10．貸付による支出 △265 △266 △1

11．貸付金の回収による収入 425 378 △47

12．その他 △43 241 284

投資活動によるキャッシュ・
フロー

△4,039 △9,992 △5,952

Ⅲ　財務活動によるキャッシュ・
フロー

 

１．短期借入金の純減少額 △1,835 △2,844 △1,009

２．長期借入による収入 300 700 400

３．長期借入金の返済による支
出

△1,259 △625 634

４．社債の償還による支出 △100 △500 △400

５．自己株式の取得に伴う支出 △2,097 △3,532 △1,435

６．自己株式の売却に伴う収入 － 320 320

７．配当金の支払額 △2,546 △2,052 494

８．少数株主への配当金の支払
額

△27 △21 6

財務活動によるキャッシュ・
フロー

△7,566 △8,555 △988

Ⅳ　現金及び現金同等物に係る換
算差額

△6 31 37

Ⅴ　現金及び現金同等物の増加(△
減少)額

△1,442 6,149 7,591

Ⅵ　現金及び現金同等物の期首残
高

57,900 57,379 △521

Ⅶ　株式交換による現金及び現金
同等物の増加額

921 3,906 2,985

Ⅷ　現金及び現金同等物の期末残
高

57,379 67,435 10,055
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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　１０社

主要な連結子会社の名称

・アルフレッサ㈱

・アルフレッサ ファーマ㈱

　なお、日建産業㈱は平成17年２月14

日に株式の取得を行ったことより当社

の子会社となったため、当連結会計年

度より連結子会社とし、支配獲得日を

当連結会計年度末とみなし貸借対照表

のみ連結しております。

　また、当連結会計年度において、株

式の取得によりダイワ薬品㈱および㈱

小田島が、新規設立によりアルフレッ

サ ピップトウキョウ㈱が連結子会社

となりました。

(1）連結子会社の数　１１社

主要な連結子会社の名称

・アルフレッサ㈱

・アルフレッサ ファーマ㈱

　㈱岡内勧弘堂、弘和薬品㈱および成

和産業㈱は、当連結会計年度に株式交

換を行ったことにより連結子会社とな

りました。

　なお、㈱岡内勧弘堂は弘和薬品㈱お

よびダイワ薬品㈱を吸収合併し、商号

を四国アルフレッサ㈱に変更いたしま

した。

　

(2）主要な非連結子会社の名称

・㈱小林薬品

・㈱エーエムエス

(2）主要な非連結子会社の名称

・㈱小林薬品

・㈱エーエムエス

連結の範囲から除いた理由

　非連結子会社は、いずれも小規模会社

であり、合計の総資産、売上高、当期純

損益および利益剰余金（持分に見合う

額）等は、いずれも連結財務諸表に重要

な影響をおよ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

　非連結子会社は、いずれも小規模会社

であり、合計の総資産、売上高、当期純

損益および利益剰余金（持分に見合う

額）等は、いずれも連結財務諸表に重要

な影響をおよぼしていないため連結の範

囲から除いております。

２．持分法の適用に関する事

項

(1）持分法適用会社の数　－

(2）持分法を適用しない非連結子会社およ

び関連会社のうち主要な会社等の名称 

・㈱小林薬品

・㈱エーエムエス

・㈱アドバンスト・ヘルスケア・

サービス

・伊藤忠テクノケミカル㈱

・近鉄スマイルサプライ㈱

(1）持分法適用会社の数　－

(2）持分法を適用しない非連結子会社およ

び関連会社のうち主要な会社等の名称 

・㈱小林薬品

・㈱エーエムエス

・㈱アドバンスト・ヘルスケア・

サービス

・近鉄スマイルサプライ㈱

 

持分法を適用しない理由

　持分法非適用会社は、当期純損益およ

び利益剰余金等におよぼす影響が軽微で

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。　

持分法を適用しない理由

　持分法非適用会社は、当期純損益およ

び利益剰余金等におよぼす影響が軽微で

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。　

　なお、前連結会計年度まで持分法を適

用していた近鉄スマイルサプライ㈱は、

アルフレッサグループの経営統合に伴い

持分法の適用範囲を見直した結果、当期

純損益および利益剰余金等におよぼす影

響が軽微であるため、持分法の適用範囲

から除外しております。
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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）

３．連結子会社の事業年度等

に関する事項

　国内連結子会社の決算日は、連結財務諸

表提出会社と同一の３月31日であります。

在外連結子会社の決算日は、12月31日であ

ります。連結財務諸表の作成にあたっては、

同日現在の財務諸表を使用し、連結決算日

との間に生じた重要な取引については連結

上必要な調整を行っております。

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

その他有価証券

時価のあるもの

　連結会計年度末日の市場価格等に

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）

(1）重要な資産の評価基準及び評価方法

①　有価証券

その他有価証券

時価のあるもの

　　同　左

時価のないもの

　移動平均法による原価法

時価のないもの

　　同　左　

②　デリバティブ

時価法

②　デリバティブ

　　同　左

③　たな卸資産

　国内連結子会社は総平均法による原

価法

　在外連結子会社は移動平均法による

原価法

③　たな卸資産

　　　同　左

 

(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

　当社および国内連結子会社は定率法

を、また在外連結子会社は定額法を採

用しております。

　ただし、当社および国内連結子会社

は、平成10年４月１日以降取得した建

物（建物附属設備は除く）については

定額法を採用しております。

　なお、主な科目の耐用年数は次のと

おりであります。

建物及び構築物　　 ３～50年

機械装置及び運搬具 

　　　　　　　　　 ４～15年

工具器具及び備品  

　　　　　　　　　 ２～20年

(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

　当社および国内連結子会社は定率法

を、また在外連結子会社は定額法を採

用しております。

　ただし、当社および国内連結子会社

は、平成10年４月１日以降取得した建

物（建物附属設備は除く）については

定額法を採用しております

　なお、主な科目の耐用年数は次のと

おりであります。

建物及び構築物　　 ３～60年

機械装置及び運搬具 　

　　　　　　　　　 ２～17年

工具器具及び備品  　

　　 　　　　　　　２～34年

②　無形固定資産

定額法

　なお、ソフトウェア（自社利用分）

については、社内における利用可能期

間（５年）に基づく定額法を採用して

おります。

②　無形固定資産

　　　同　左

 

③　長期前払費用

　支出した費用の効果の及ぶ期間にわ

たり均等償却しております。

③　長期前払費用

　　　　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）重要な引当金の計上基準

①　貸倒引当金

　売上債権、貸付金等の貸倒れによる

損失に備えるため、一般債権について

は貸倒実績率により、貸倒懸念債権な

ど特定の債権については、個別に回収

可能性を考慮した所要額を計上してお

ります。

(3）重要な引当金の計上基準

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負担相

当額を計上しております。

②　賞与引当金

　　　　同　左

③　売上割戻引当金

　一部の連結子会社は、連結会計年度

末売掛金に対し将来発生する見込みの

売上割戻しに備えるため、実績を基礎

にした割戻し見込額を計上しておりま

す。

③　売上割戻引当金

　　　　同　左

④　返品調整引当金

　商品の返品による損失に備えるため、

将来の返品に伴う損失見込額を計上し

ております。

④　返品調整引当金

　　　　同　左

⑤　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

および年金資産の見込額に基づき計上

しております。

　過去勤務債務については、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（10年）による定額法によ

り費用処理しております。

　また、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（10年）による定額法に

よりそれぞれ発生の翌連結会計年度か

ら費用処理しております。

⑤　退職給付引当金

　　　　同　左

 

 

⑥　債務保証損失引当金

　債務保証に係る損失に備えるため、

被保証先の財政状態等を勘案し、損失

負担見込額を計上しております。

⑥　債務保証損失引当金

　　　　同　左

 　　────────────

 

⑦　事業譲渡損失引当金

　事業の譲渡に伴い発生する損失見込

額を計上しております。　　　

- 21 -



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）

⑧　役員退職慰労引当金

　一部の連結子会社は、役員および執

行役員の退職慰労金支給に備えるため、

内規に基づく期末要支給額を計上して

おります。

　ただし、連結子会社アルフレッサ㈱

およびアルフレッサ ファーマ㈱につ

いては、平成16年９月27日の臨時株主

総会をもって役員退職慰労金制度を廃

止したため、平成16年９月30日までの

在任期間に対する未払い分347百万円

については、「役員退職慰労引当金」

を取崩し、固定負債の「その他」に含

めて表示しております。

⑧　役員退職慰労引当金

　一部の連結子会社は、役員および執

行役員の退職慰労金支給に備えるため、

内規に基づく期末要支給額を計上して

おります。

　

(4）重要な外貨建の資産又は負債の本邦通

貨への換算基準 

　外貨建金銭債権債務は、連結決算日の

直物為替相場により円貨に換算し、換算

差額は損益として処理しております。な

お、在外子会社の資産および負債は、決

算日の直物為替相場により円貨に換算し、

収益および費用は期中平均相場により円

貨に換算し、換算差額は資本の部におけ

る為替換算調整勘定に含めて計上してお

ります。 

(4）重要な外貨建の資産又は負債の本邦通

貨への換算基準 

　　　　同　左

(5）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。

(5）重要なリース取引の処理方法 

　　　　　同　左

(6）重要なヘッジ会計の方法

イ．ヘッジ会計の方法

　繰延ヘッジ処理を採用しております。

　また、為替変動リスクのヘッジについ

て振当処理の要件を充たしている場合に

は振当処理を採用しております。

ロ．ヘッジ手段とヘッジ対象

ヘッジ手段 ヘッジ対象

為替予約 外貨建売掛金

外貨建買掛金

ハ．ヘッジ方針

　通常取引の範囲内において、将来の取

引市場での為替変動リスクを回避する目

的においてのみヘッジを行っております。

ニ．ヘッジ有効性評価の方法

　為替予約においては、取引の全てが将

来の購入予定に基づくものであり、実行

の可能性が極めて高いため有効性の判定

は省略しております。　

(6）重要なヘッジ会計の方法

　　　　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）

(7）その他連結財務諸表作成のための基本

となる重要な事項

消費税等の会計処理

　消費税および地方消費税の会計処理は

税抜き方式によっております。

(7）その他連結財務諸表作成のための基本

となる重要な事項

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

　連結子会社の資産および負債の評価方法

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、５年間で均等償却して

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

　手許現金、随時引出し可能な預金および

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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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）

　前連結会計年度まで固定負債「その他」に含めて表示し

ておりました「長期借入金」は、重要性が増したため、当

連結会計年度より区分掲記することといたしました。

　なお、前連結会計年度の「長期借入金」は50百万円であ

ります。

（連結キャッシュ・フロー計算書）

１．前連結会計年度まで営業活動によるキャッシュ・フ

ローの「その他」に含めて表示しておりました「役員退

職慰労引当金の減少額」は、重要性が増したため、当連

結会計年度より区分掲記することといたしました。

　なお、前連結会計年度の「役員退職慰労引当金の減少

額」は△78百万円であります。

２．前連結会計年度まで財務活動によるキャッシュ・フ

ローの「その他」に含めて表示しておりました「自己株

式の取得に伴う支出」は、重要性が増したため、当連結

会計年度より区分掲記することといたしました。

　なお、前連結会計年度の「自己株式の取得に伴う支

出」は△60百万円であります。

────────────

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）

（法人事業税における外形標準課税部分の連結損益計算

書上の表示方法）

　「地方税法等の一部を改正する法律」(平成15年法律第

９号)が平成15年３月31日に公布され、平成16年４月１日

以後に開始する事業年度より外形標準課税制度が導入さ

れたことに伴い、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」(平成16年２月13日企業会計基準委員会

実務対応報告第12号)に従い法人事業税の付加価値割及び

資本割については、販売費及び一般管理費に計上してお

ります。

　この結果、販売費及び一般管理費が312百万円増加し、

営業利益、経常利益及び税金等調整前当期純利益が、同

額減少しております。

────────────
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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．非連結子会社及び関連会社に対するものは次のとお

りであります。

※１．非連結子会社及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 722百万円

その他（投資その他の資産） 17 

投資有価証券 1,631百万円

その他（投資その他の資産） 637 

※２．担保に供している資産並びに担保付債務は次のとお

りであります。

担保資産

※２．担保に供している資産並びに担保付債務は次のとお

りであります。

担保資産

現金及び預金 379百万円

建物及び構築物 1,073

土地 5,064

投資有価証券 2,356

その他（投資その他の資産） 381

合計 9,255

現金及び預金 663百万円

建物及び構築物 1,326

土地 4,967

投資有価証券 4,370

その他（投資その他の資産） 93

合計 11,420

担保付債務 担保付債務

支払手形及び買掛金 7,505百万円

短期借入金 2,331

一年以内償還予定社債 500

その他（流動負債） 52

長期借入金 541

合計 10,931

支払手形及び買掛金 9,493百万円

短期借入金 496

その他（流動負債） 51

長期借入金 524

合計 10,567

　３．保証債務

　連結子会社以外の会社の仕入債務及び金融機関から

の借入、並びに従業員の金融機関からの借入に対して、

次のとおり債務保証を行っております。

　３．保証債務

　連結子会社以外の会社の仕入債務及び金融機関から

の借入、並びに従業員の金融機関からの借入に対して、

次のとおり債務保証を行っております。

㈱ソーワ 1,096百万円

㈲コーフク商事 789

㈱アドバンスト・ヘルスケア・

サービス

487

㈱ティーエッチエル 300

日建ヘルスメディカル㈱ 230

㈱ファイン総合研究所 100

従業員 55

メディカルデータベース㈱ 24

合計 3,083

㈲コーフク商事 658百万円

㈱アドバンスト・ヘルスケア・

サービス

524

㈱健翔 524

日建ヘルスメディカル㈱ 230

㈱ファイン総合研究所 100

従業員 35

合計 2,072

 ４．受取手形割引高 0百万円  ４．受取手形割引高 1百万円
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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）

※５．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）および平成13年３月31日の同法律の改正

に基づき、一部の連結子会社において事業用土地の再

評価を行っております。

　なお、評価差額については当該評価差額に係る税金

相当額を「再評価に係る繰延税金資産」として資産の

部に計上し、これを控除した金額を「土地再評価差額

金」として資本の部に計上しております。

※５．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）および平成13年３月31日の同法律の改正

に基づき、一部の連結子会社において事業用土地の再

評価を行っております。

　なお、評価差額については当該評価差額に係る税金

相当額を「再評価に係る繰延税金負債」として負債の

部に計上し、これを控除した金額を「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号に定める固定資産

税評価額に基づき算出する方法を適用しております。

・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号に定める固定資産

税評価額に基づき算出する方法を適用しております。

再評価を行った年月日 平成14年３月31日

再評価を行った土地の期末

における時価と再評価後の

帳簿価額との差額

△1,200百万円

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期末

における時価と再評価後の

帳簿価額との差額

△1,978百万円

※６．連結財務諸表提出会社の発行済株式総数 ※６．連結財務諸表提出会社の発行済株式総数

発行済株式総数 普通株式 34,541,414株 発行済株式総数 普通株式 38,775,353株

※７．自己株式

　連結会社が保有する連結財務諸表提出会社の株式の数

※７．自己株式

　連結会社が保有する連結財務諸表提出会社の株式の数

普通株式 713,012株 普通株式 1,452,112株

- 26 -



（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．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。

※１．販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額は

次のとおりであります。

給与手当 32,879百万円

賞与 4,786

賞与引当金繰入額 4,236

退職給付費用 4,413

役員退職慰労引当金繰入額 113

福利厚生費 5,149

減価償却費 2,410

荷造運送費 8,572

給与手当 38,052百万円

賞与 5,220

賞与引当金繰入額 4,857

退職給付費用 4,627

役員退職慰労引当金繰入額 67

福利厚生費 5,603

減価償却費 3,693

荷造運送費 7,681

※２．研究開発費の総額は1,353百万円（一般管理費）で

あります。

※２．研究開発費の総額は1,351百万円（一般管理費）で

あります。

※３． 　　　 ──────────── ※３．固定資産売却益の内訳は次のとおりであります。

土地 504百万円

その他 0

計 505

※４． 　　　 ──────────── ※４．固定資産売却損の内訳は次のとおりであります。

土地 15百万円

その他 2

計 17

※５．固定資産除却損の内訳は次のとおりであります。

建物及び構築物 172百万円

機械装置及び運搬具 5

工具器具及び備品 54

固定資産解体撤去費用 41

計 273

※５．固定資産除却損の内訳は次のとおりであります。

建物及び構築物 73百万円

機械装置及び運搬具 28

工具器具及び備品 70

その他（無形固定資産） 2

固定資産解体撤去費用 81

計 256
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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）

※６．減損損失

当連結会計年度において当社グループは以下の資産

グループについて減損損失を計上いたしました。

場所 用途 種類

旧練馬第一支店土地 

（東京都練馬区）

等22箇所

遊休不動産
土地、建物及

び構築物

藤枝支店

（静岡県藤枝市）

等15箇所

事業所用不動産

　当社グループは、事業用不動産については各事業

所を、遊休不動産および賃貸用不動産については各

物件を、資産グループとしております。 

　事業の用に供していない遊休不動産については、

予想し得ない継続的な地価の下落により、減損損

失194百万円を認識しました。主な減損損失は土地

であります。回収可能価額は正味売却価額により測

定し、不動産鑑定士による査定額等を基準に評価し

ております。

　事業用不動産については、継続的な地価の下落に

より減損損失577百万円を認識しました。主な減損

損失は土地497百万円、建物75百万円であります。

なお、回収可能価額の測定は遊休不動産と同じであ

ります。

※６．減損損失

当連結会計年度において当社グループは以下の資産

グループについて減損損失を計上いたしました。

場所 用途 種類

旧川越支店

（埼玉県川越市）

等７箇所

遊休不動産
土地、建物及

び構築物

松本支店

（長野県松本市）

等６箇所

事業用不動産

　当社グループは、事業用不動産については各事業

所を、遊休不動産および賃貸用不動産については各

物件を、資産グループとしております。 

　事業の用に供していない遊休不動産については、

予想し得ない継続的な地価の下落により、減損損

失32百万円を認識しました。主な減損損失は土地で

あります。回収可能価額は正味売却価額により測定

し、不動産鑑定士による査定額等を基準に評価して

おります。

　事業用不動産については、継続的な営業キャッ

シュ・フローのマイナスにより減損損失141百万円

を認識しました。主な減損損失は土地131百万円、

建物10百万円であります。なお、回収可能価額の測

定は遊休不動産と同じであります。

※７．統合費用は、連結子会社の経営統合に関連して発生

した営業拠点再編費用等であります。

※７． 　　　 ────────────

※８．早期退職金は、連結子会社において行った希望退職

の募集に伴うものであります。

※８．　　　　　　　　同　左

※９． 　　　 ──────────── ※９．事業譲渡損失は、不採算事業の撤退・譲渡を行った

ことにより発生した損失及び損失見込額を計上したも

のであり、その内訳は次のとおりであります。

事業譲渡費用 1,628百万円

事業譲渡損失引当金繰入額 482

ソフトウェア除却損 53

関係会社株式売却損 45

貸倒損失 28

計 2,237
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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）

現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表に掲記さ

れている科目の金額との関係

現金及び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）

現金及び預金勘定 57,148百万円

有価証券勘定 2,254

預入期間が３ヶ月を超える定期

預金

△1,923

償還期間が３ヶ月を超える債券 △99 

現金及び現金同等物 57,379

（平成18年３月31日現在）

現金及び預金勘定 70,103百万円

有価証券勘定 83

預入期間が３ヶ月を超える定期

預金

△2,751

現金及び現金同等物 67,435
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（リース取引関係）

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．リース物件の所有権が借主に移転すると認められるも

の以外のファイナンス・リース取引

(1)　リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相

当額及び期末残高相当額

１．リース物件の所有権が借主に移転すると認められるも

の以外のファイナンス・リース取引

(1)　リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相

当額及び期末残高相当額

取得価額相
当額
（百万円）

減価償却累
計額相当額
（百万円）

期末残高相
当額
（百万円）

機械装置及び
運搬具

3,576 1,781 1,795

工具器具及び
備品

6,560 3,145 3,415

無形固定資産
(ソフトウェ
ア)

7,845 2,942 4,902

合計 17,983 7,869 10,113

取得価額相
当額
（百万円）

減価償却累
計額相当額
（百万円）

期末残高相
当額
（百万円）

機械装置及び
運搬具

3,958 1,990 1,967

工具器具及び
備品

8,967 3,724 5,243

無形固定資産
(ソフトウェ
ア)

5,226 1,916 3,309

合計 18,152 7,631 10,521

(2)　未経過リース料期末残高相当額 (2)　未経過リース料期末残高相当額

１年内 3,661百万円

１年超 6,932

合計 10,594

１年内 3,488百万円

１年超 7,202

合計 10,690

(3)　支払リース料、減価償却費相当額及び支払利息相

当額

(3)　支払リース料、減価償却費相当額及び支払利息相

当額

支払リース料 3,892百万円

減価償却費相当額 3,649

支払利息相当額 274

支払リース料 4,099百万円

減価償却費相当額 3,827

支払利息相当額 254

(4)　減価償却費相当額の算定方法

　リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする

定額法によっております。

(4)　減価償却費相当額の算定方法

　　同　左

(5)　利息相当額の算定方法

　リース料総額とリース物件の取得価額相当額との

差額を利息相当額とし、各期への配分方法について

は利息法によっております。

(5)　利息相当額の算定方法

　　同　左

２．オペレーティング・リース取引

 　(1)　借手側

　　未経過リース料

２．オペレーティング・リース取引

 　(1)　借手側

　　未経過リース料

１年内 1,269百万円

１年超 2,819

合計 4,089

１年内 893百万円

１年超 2,430

合計 3,324

 　(2)　貸手側

　　未経過リース料

 　(2)　貸手側

　　未経過リース料

１年内 22百万円

１年超 36

合計 59

１年内 22百万円

１年超 14

合計 36
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（有価証券関係）

１．その他有価証券で時価のあるもの 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

種　　類

前連結会計年度（平成17年３月31日） 当連結会計年度（平成18年３月31日）

取得原価
（百万円）

連結貸借対照
表計上額
（百万円）

差額
（百万円）

取得原価
（百万円）

連結貸借対照
表計上額
（百万円）

差額
（百万円）

連結貸借対照表計上

額が取得原価を超え

るもの

(1)株式 7,024 19,126 12,102 10,073 27,704 17,631

(2）債券

①　国債、地方債等 9 11 1 9 10 1

②　社債 1 2 0 230 246 15

③　その他 － － － 3 4 0

(3）その他 12 19 7 1 1 0

小計 7,046 19,158 12,112 10,317 27,966 17,648

連結貸借対照表計上

額が取得原価を超え

ないもの

(1）株式 171 149 △22 287 89 △197

(2）債券

①　国債、地方債等 － － － 49 49 －

②　社債 － － － 2 2 △0

③　その他 － － － － － －

(3）その他 － － － － － －

小計 171 149 △22 339 141 △198

合計 7,218 19,308 12,089 10,657 28,108 17,450

２．前連結会計年度及び当連結会計年度中に売却したその他有価証券 　　　　　　　　　　　　　　　　

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）

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）

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）

32 18 8 7 2 －

３．時価評価されていない主な有価証券の内容 　　　　　　　　　　　　　　　　　

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）

連結貸借対照表計上額（百万円） 連結貸借対照表計上額（百万円）

その他有価証券

非上場株式 883 963

マネー・マネジメント・ファンド 55 80

非上場内国債券 599 0

コマーシャル・ペーパー 1,599 －

その他 0 0
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４．その他有価証券のうち満期があるものの連結決算日後における償還予定額 　　　

区　　分

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）

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）

(1）債券

①　国債、地方債等 － 10 － － － 59 － －

②　社債 20 － － － 157 50 － －

③　その他 － － － － －  － －

(2）その他 － － － － － － － －

合　　計 20 10 － － 157 109 － －
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（デリバティブ取引）

１．取引の状況に関する事項

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）

(1）取引の内容

　利用しているデリバティブ取引は、通貨関連における

為替予約取引であります。

(2）取引に対する取組方針

　デリバティブ取引は、将来の為替の変動によるリスク

回避を目的としており、投機的な取引は行わない方針で

あります。

(3）取引の利用目的

　デリバティブ取引は、通貨関連において外貨建売掛金

および買掛金の為替変動によるリスクを回避し安定的な

利益の確保をはかる目的で使用しております。

　なお、為替変動リスクのヘッジについて振当処理の要

件を充たしている場合には振当処理を採用しております。

・ヘッジ手段と対象

ヘッジ手段……為替予約

ヘッジ対象……外貨建売掛金・買掛金

・ヘッジ方針

　貿易業務の規定に基づき、通常取引範囲内における為

替変動リスクをヘッジしております。

・ヘッジ有効性評価の方法

　為替予約においては、取引全てが将来の購入予定に基

づくものであり、実行の可能性が極めて高いため、有効

性の判定は省略しております。

(4）取引に係るリスクの内容

　為替の動向を把握しながら、通常取引範囲内において

短期的な為替予約を行っているため、為替相場の変動に

よるリスクもほとんどないものと認識しております。

(5）取引に係るリスク管理体制

　為替予約の執行・管理については、貿易業務の規定に

基づき、実需ベースかつ外国部等担当部署内の相互牽制

により実行しております。

(1）取引の内容

同　左

 

(2）取引に対する取組方針

同　左

 

 

(3）取引の利用目的

同　左

 

 

　

 

 

 

 

 

 

 

 

 

　

 

 

(4）取引に係るリスクの内容

同　左

 

 

 

(5）取引に係るリスク管理体制

同　左

２．取引の時価等に関する事項

デリバティブ取引の契約額等、時価及び評価損益

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）

　ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引について

は、開示の対象から除外しております。またその他のデリ

バティブ取引については、外貨建取引等会計処理基準（「外

貨建取引等会計処理基準の改訂に関する意見書」（企業会

計審議会　平成11年10月22日））における外貨建金銭債権

債務等に振当処理の適用できるデリバティブ取引に該当す

るため、開示の対象から除外しております。

同　左
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（退職給付関係）

１．採用している退職給付制度の概要

　連結子会社は、確定給付型の制度として、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

設けております。また、従業員の退職等に際して、退職給付会計に準拠した数理計算による退職給付債務の

対象とされない割増退職金を支払う場合があります。

　また、連結子会社アルフレッサ ファーマ㈱およびアルフレッサ㈱（旧 ㈱アズウェル従業員分）において

は、退職給付信託を設定しております。 

２．退職給付債務及びその内訳

前連結会計年度
（平成17年３月31日）

当連結会計年度
（平成18年３月31日）

(1）退職給付債務（百万円） △36,888 △40,503

(2）年金資産（百万円） 14,711 19,774

(3）未積立退職給付債務（百万円）(1)＋(2) △22,177 △20,729

(4）未認識数理計算上の差異（百万円） 4,709 1,435

(5）未認識過去勤務債務（債務の減額）（百万円） △1,870 △1,656

(6）連結貸借対照表計上額純額（百万円）(3)＋(4)＋(5) △19,339 △20,950

(7）退職給付引当金（百万円）(6) △19,339 △20,950

　（注）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。

３．退職給付費用の内訳

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）勤務費用（百万円） 3,398 3,752

(2）利息費用（百万円） 725 731

(3）期待運用収益（減算）（百万円） △144 △116

(4）数理計算上の差異の費用処理額（百万円） 762 696

(5）過去勤務債務の費用処理額（百万円） △293 △293

(6）臨時に支払った退職割増金等（百万円） 3,129 884

(7）退職給付費用（百万円）(1)＋(2)＋(3)＋(4)＋(5)＋

(6)
7,579 5,655

　（注）１．厚生年金基金に対する従業員拠出額を控除しております。

２．当社グループの加入する厚生年金基金への掛金は勤務費用に含めております。なお、各期における掛金の

金額は次のとおりであります。

前連結会計年度　　　　 1,572百万円

当連結会計年度　　　　 1,914百万円

- 34 -



４．退職給付債務等の計算の基礎に関する事項

前連結会計年度
（平成17年３月31日）

当連結会計年度
（平成18年３月31日）

(1）割引率（％） 2.0 2.0

(2）期待運用収益率（％） 0.0 ～ 2.5 0.0 ～ 2.5

(3）退職給付見込額の期間配分方法
期間定額基準及び

ポイント基準

期間定額基準及び

ポイント基準

(4）過去勤務債務の処理年数（年） 10 10

(5）数理計算上の差異の処理年数（年） 10 10

５．複数事業主制度の企業年金資産

　連結子会社は総合設立の厚生年金基金を採用しており、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。年金資産は掛金拠出割合等で按分しております。

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）

年金資産総額（百万円） 41,523 58,101
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（税効果会計関係）

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．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） （単位：百万円）

未払事業税否認 259

未払社会保険料否認 225

貸倒引当金繰入限度超過額 1,445

賞与引当金否認 1,902

退職給付引当金否認 7,535

役員退職慰労引当金否認 157

債務保証損失引当金否認 255

会員権評価損否認 252

有価証券評価損否認 548

減損損失否認 1,110

売上値引否認 759

その他 1,668

繰延税金資産小計 16,121

評価性引当額 △454

繰延税金資産合計 15,666

（繰延税金負債）

子会社の資産及び負債の評価差額 △719

その他有価証券評価差額金 △4,826

株式交換差額 △1,506

その他 △122

繰延税金負債合計 △7,174

繰延税金資産の純額 8,491

（繰延税金資産） （単位：百万円）

未払事業税否認 736

未払社会保険料否認 257

貸倒引当金繰入限度超過額 1,409

賞与引当金否認 2,191

退職給付引当金否認 8,511

役員退職慰労引当金否認 221

債務保証損失引当金否認 190

会員権評価損否認 267

有価証券評価損否認 410

減損損失否認 1,033

営業譲渡損失否認 806

その他 2,260

繰延税金資産小計 18,297

評価性引当額 △2,033

繰延税金資産合計 16,264

（繰延税金負債）

子会社の資産及び負債の評価差額 △1,062

その他有価証券評価差額金 △7,996

株式交換差額 △1,506

その他 △334

繰延税金負債合計 △10,900

繰延税金資産の純額 5,363

（注）当連結会計年度における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）当連結会計年度における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。

（単位：百万円）

当連結会計年度

（平成17年３月31日現在）

流動資産－繰延税金資産 3,512

固定資産－繰延税金資産 6,572

固定負債－繰延税金負債 1,593

（単位：百万円）

当連結会計年度

（平成18年３月31日現在）

流動資産－繰延税金資産 3,440

固定資産－繰延税金資産 4,262

流動負債－繰延税金負債 176

固定負債－繰延税金負債 2,162

- 36 -



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）

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

との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因と

なった主な項目別の内訳

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

との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因と

なった主な項目別の内訳

（単位：％）

法定実効税率 40.7

（調整）

交際費等永久に損金に算入されない項目 8.4

受取配当等永久に益金に算入されない項目 △3.0

評価性引当額 △2.1

法定実効税率変更による修正額 0.3

住民税均等割 4.1

連結調整勘定償却額 △2.1

税額控除相当額 △5.9

その他 △4.3

税効果会計適用後の法人税等の負担率 36.1

（単位：％）

法定実効税率 40.7

（調整）

交際費等永久に損金に算入されない項目 3.1

受取配当等永久に益金に算入されない項目 △2.2

評価性引当額 13.9

住民税均等割 1.5

連結調整勘定償却額 0.1

税額控除相当額 △0.7

その他 △0.9

税効果会計適用後の法人税等の負担率 55.5
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（セグメント情報）

【事業の種類別セグメント情報】

前連結会計年度（自平成16年４月１日　至平成17年３月31日）

 
医薬品等卸
売事業

（百万円）

医薬品等製
造事業

（百万円）

その他事業
（百万円）

計
（百万円）

消去又は全社

（百万円）
連　結

（百万円）

Ⅰ　売上高及び営業損益       

売上高       

(1）外部顧客に対する売上高 1,178,489 16,412 411 1,195,313 － 1,195,313

(2）セグメント間の内部売上

高又は振替高
1 4,468 3,150 7,619 (7,619) －

計 1,178,490 20,881 3,561 1,202,933 (7,619) 1,195,313

営業費用 1,172,731 20,421 3,400 1,196,552 (7,773) 1,188,779

営業利益 5,759 459 161 6,380 153 6,534

Ⅱ　資産、減価償却費、減損損

失及び資本的支出
      

資　　産 579,859 24,550 1,300 605,710 3,641 609,351

減価償却費 2,185 452 15 2,653 5 2,659

減損損失 771 － － 771 － 771

資本的支出 4,604 317 9 4,932 23 4,955

（注）１．事業区分の方法

事業区分は、内部管理上使用している区分および日本産業分類に基づき、事業形態を考慮して区分してお

ります。

２．各事業区分の主要製品

事　業　区　分 主　要　製　品　名

医薬品等卸売事業 医薬品、医療用検査試薬、医療機器・用具・材料、その他

医薬品等製造事業 医薬品、医療用検査試薬、医療機器・用具、その他

その他事業 運送業、倉庫業、保険代理業

３．当連結会計年度における資産のうち消去又は全社の項目に含めた全社資産の金額は5,195百万円であり、その

主なものは、当社での余資運用資金（現金及び預金、有価証券）、長期投資資金（投資有価証券）等であり

ます。なお、前連結会計年度においては、連結子会社㈱アズウェル（現　アルフレッサ ファーマ㈱）の資産

のうち特定の事業に配分されなかった資産49,374百万円については全社資産に含めておりましたが、平成16

年10月１日付けで行われた会社分割により、同社の資産は医薬品等卸売事業資産と医薬品等製造事業資産に

分割されたため、当連結会計年度においては、それぞれの事業資産に含めております。
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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）

 
医薬品等卸
売事業

（百万円）

医薬品等製
造事業

（百万円）

その他事業
（百万円）

計
（百万円）

消去又は全社

（百万円）
連　結

（百万円）

Ⅰ　売上高及び営業損益       

売上高       

(1）外部顧客に対する売上高 1,394,964 16,176 497 1,411,639 － 1,411,639

(2）セグメント間の内部売上

高又は振替高
3 5,847 2,668 8,519 (8,519) －

計 1,394,968 22,023 3,166 1,420,158 (8,519) 1,411,639

営業費用 1,381,303 21,618 3,128 1,406,050 (9,257) 1,396,792

営業利益 13,665 405 37 14,108 738 14,846

Ⅱ　資産、減価償却費、減損損

失及び資本的支出
      

資　　産 661,552 26,405 983 688,941 (1,167) 687,773

減価償却費 2,897 1,090 12 3,999 7 4,006

減損損失 174 － － 174 － 174

資本的支出 7,216 5,273 35 12,525 12 12,538

（注）１．事業区分の方法

事業区分は、内部管理上使用している区分および日本産業分類に基づき、事業形態を考慮して区分してお

ります。

２．各事業区分の主要製品

事　業　区　分 主　要　製　品　名

医薬品等卸売事業 医薬品、医療用検査試薬、医療機器・用具・材料、その他

医薬品等製造事業 医薬品、医療用検査試薬、医療機器・用具、その他

その他事業 運送業、倉庫業、保険代理業

３．当連結会計年度における資産のうち消去又は全社の項目に含めた全社資産の金額は6,173百万円であり、その

主なものは、当社での余資運用資金（現金及び預金、有価証券）、長期投資資金（投資有価証券）等であり

ます。
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【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）

　当連結会計年度における全セグメントの売上高の合計および全セグメントの資産の金額の合計に占める「本

邦」の割合はいずれも90％を超えているため、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）

　当連結会計年度における全セグメントの売上高の合計および全セグメントの資産の金額の合計に占める「本

邦」の割合はいずれも90％を超えているため、記載を省略しております。

【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）

　当連結会計年度における海外売上高は連結売上高の10％未満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）

　当連結会計年度における海外売上高は連結売上高の10％未満であるため記載を省略しております。
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（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)

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)

該当事項はありません。

（１株当たり情報）

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株当たり純資産額 3,281円01銭      3,537円89銭

１株当たり当期純利益 91円81銭   189円55銭

　なお、潜在株式調整後１株当た

り当期純利益については、潜在株

式が存在しないため記載しており

ません。

　なお、潜在株式調整後１株当た

り当期純利益については、潜在株

式が存在しないため記載しており

ません。

（注）　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)

当期純利益（百万円） 3,207 7,073

普通株主に帰属しない金額（百万円） 84 168

 （うち利益処分による役員賞与金）（百万円） (84) (168)

普通株式に係る当期純利益（百万円） 3,123 6,904

期中平均株式数（千株） 34,020 36,428
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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）

１．株式交換による株式会社岡内勧弘堂、弘和薬品株式会
社およびダイワ薬品株式会社の完全子会社化について

　当社は、平成17年１月11日に株式会社岡内勧弘堂、弘和
薬品株式会社およびダイワ薬品株式会社との間で締結した
株式交換契約に基づき、平成17年４月１日をもって、３社
を当社の完全子会社とする簡易株式交換を行いました。
(1)株式交換の目的
　アルフレッサグループに、株式会社岡内勧弘堂および弘
和薬品株式会社が新たに参画し、ダイワ薬品株式会社、松
田医薬品株式会社とともに、アルフレッサグループの四国
エリアにおける経営統合を目指し、経営資源の有効利用と
高度化・効果化を図り、事業基盤の強化と市場環境に対応
することのできる体制作りを進めていくことで平成16年11
月に基本合意しておりましたが、このたび、その経営統合
の形態として株式交換を行うことといたしました。

(2)株式交換比率
　株式会社岡内勧弘堂の株式１株に対して当社の株式0.945
株、弘和薬品株式会社の株式１株に対して当社の株式6.243
株、ダイワ薬品株式会社の株式１株に対して当社の株式0.483
株を割当交付します。
(3)各社の概要
　①株式会社岡内勧弘堂
　事業内容　　　　医薬品等卸売事業
　設立年月日　　　昭和23年10月14日   
　住　所　　　　　香川県高松市亀井町４番地２
　代表者の氏名　　代表取締役社長　岡内　伸介
　資本金　　　　　46百万円（平成17年３月31日現在）
　株主資本　　　　3,030百万円（平成17年３月31日現
　　　　　　　　　在）
　総資産　　　　　8,445百万円（平成17年３月31日現
　　　　　　　　　在）
　②弘和薬品株式会社
　事業の内容　　　医薬品卸売事業等
　設立年月日　　　昭和32年11月５日
　住　所　　　　　徳島県徳島市川内町平石夷野224番地
　　　　　　　　　29  　
　代表者の氏名　　代表取締役社長　岡内　隆三
　資本金　　　　　55百万円（平成17年３月31日現在）
　株主資本　　　　3,208百万円（平成17年３月31日現
　　　　　　　　　在）
　総資産　　　　　7,533百万円（平成17年３月31日現
　　　　　　　　　在）

　③ダイワ薬品株式会社
　事業の内容　　　医薬品卸売事業等
　設立年月日　　　昭和21年６月17日
　住　所　　　　　愛媛県松山市問屋町９番29号  
　代表者の氏名　　代表取締役社長　川島　陞　
　資本金　　　　　60百万円（平成17年３月31日現在）
　株主資本　　　　3,073百万円（平成17年３月31日現
　　　　　　　　　在）
　総資産　　　　　11,184百万円（平成17年３月31日現
　　　　　　　　　在）

株式交換による明祥株式会社の完全子会社化について

　当社は、平成17年12月20日に明祥株式会社との間で締結
した株式交換契約に基づき、平成18年４月１日をもって明
祥株式会社を完全子会社とする簡易株式交換を行いました。
(1)株式交換の目的
　当社と明祥株式会社は、かねてより包括的な業務提携の
もと、卸機能の向上と業務コストの省力化による経営の健
全化および将来の発展的な協力体制を構築することを検討
しておりましたが、アルフレッサグループと一体となった
経営体制を実現することが最善であるということで合意し、
その経営統合の形態として株式交換を行うことといたしま
した。

(2)株式交換比率
　明祥株式会社の株式１株に対して当社の株式３株を割当
交付します。

(3)明祥株式会社の概要（平成18年３月31日現在）
　事業内容　　　　医薬品等卸売事業
　設立年月日　　　昭和38年12月19日   
　住　所　　　　　石川県金沢市無量寺町ハ１番地
　代表者の氏名　　代表取締役社長　石黒　傳六
　資本金　　　　　   395百万円
　株主資本　　　　10,768百万円
　総資産　　　　　36,412百万円
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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）

２．株式交換による成和産業株式会社の完全子会社化につ
いて

　当社は、平成17年５月12日開催の取締役会において、平
成17年10月１日に、商法第352条に基づく株式交換を行い、
これに基づいて新株を発行し成和産業株式会社を完全子会
社とすることを決議し、同日、成和産業株式会社と「株式
交換契約書」を締結いたしました。なお、本件については
平成17年６月29日開催の定時株主総会において承認決議さ
れました。
(1)株式交換の目的
　当社と当社の連結子会社であるアルフレッサ株式会社は
成和産業株式会社と業務提携をしておりましたが、経営資
源の有効かつ効率的な活用を図り、アルフレッサグループ
として更なる企業価値向上を目指すため、当社は成和産業
株式会社と株式交換を行い、完全子会社とすることにいた
しました。
(2)株式交換の条件等 
　　①日程の概要

　　　平成17年６月28日　　株式交換契約書承認株主総会
（成和産業株式会社） 

　　　平成17年６月29日　　株式交換契約書承認株主総会
（当社） 

　　 平成17年10月１日（予定）　株式交換期日
　　②株式交換比率

成和産業株式会社の株式１株に対して当社の株
式0.277株を割当て交付します。

 (3)成和産業株式会社の概要 

  　　　　　　────────────

 
 
　
 
　

　　　
　　
　　 
　　

 
 

事業内容　　医薬品卸売事業等
設立年月日　昭和22年４月７日
本店所在地　広島市西区商工センター一丁目２番19号
代表者　　　代表取締役社長　髙橋　英富
資本金　　　1,144百万円（平成17年３月31日現在）
株主資本　　8,448百万円（平成17年３月31日現在）
総資産　　　38,170百万円（平成17年３月31日現在）
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５．生産、受注及び販売の状況

　　　当連結会計年度の生産、受注及び販売の実績を事業の種類別セグメントごとに示すと、次のとおりであります。 

１．生産実績

事業の種類別セグメントの名称 金　　額（百万円） 前年同期比（％）

  医薬品等製造事業 10,395 102.9

（注）１．医薬品等卸売事業およびその他事業については、該当ありません。

２．金額は販売見込価格によっており、消費税抜きで表示しております。

２．受注状況

　　生産は見込生産で受注生産は行っておりません。

３．商品仕入実績

事業の種類別セグメントの名称 金　　額（百万円） 前年同期比（％）

 医薬品等卸売事業 1,282,402 116.9

 医薬品等製造事業 9,834 111.6

合　　　計 1,292,236 116.9

（注）１．その他事業については該当ありません。

 ２．金額は実際の仕入額によっており、消費税抜きで表示しております。

３．消去しているセグメント間の内部仕入高は、5,847百万円(前年同期比130.9％)であり、上記金額に含めて

記載しております。

 

４．販売実績

事業の種類別セグメントの名称 金　　額（百万円） 前年同期比（％）

  医薬品等卸売事業 1,394,968 118.4

  医薬品等製造事業 22,023 105.5

 その他事業 3,166 88.9

合計 1,420,158 118.1

（注）１．金額は、消費税抜きで表示しております。

 ２．消去しているセグメント間の内部売上高は、8,519百万円(前年同期比111.8％)であり、上記金額に含めて

記載しております。
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