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決算取締役会開催日 平成18年11月13日

米国会計基準採用の有無 無

１．平成18年９月中間期の連結業績（平成18年４月１日～平成18年９月30日）
(1)連結経営成績　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（注）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９月中間期 781,139 17.0 10,021 136.4 12,628 94.6 

17年９月中間期 667,726    17.6 4,239   18.4 6,489   15.3 

18年３月期 1,411,639  14,846  19,405  

 中間(当期)純利益
１株当たり中間
(当期)純利益

潜在株式調整後１株当
たり中間(当期)純利益

 百万円 ％ 円 銭 円 銭

18年９月中間期 5,929 84.8 150 45 － －

17年９月中間期 3,209    4.2 90 42 － －

18年３月期 7,073  189 55 － －

（注）①持分法投資損益 18年９月中間期  －百万円 17年９月中間期  －百万円 18年３月期  －百万円

 ②期中平均株式数（連結） 18年９月中間期  39,413,381株 17年９月中間期 35,494,638株 18年３月期  36,428,143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、中間(当期)純利益におけるパーセント表示は、対前年中間期増減率

(2)連結財政状態  

 総資産 純資産 自己資本比率 １株当たり純資産

 百万円 百万円 ％ 円 銭

18年９月中間期 727,476 156,172 20.8 3,811 25

17年９月中間期 616,377 121,943 19.8 3,435 56

18年３月期 687,773 131,483 19.1 3,537 89

（注）期末発行済株式数（連結） 18年９月中間期  39,690,056株 17年９月中間期 35,494,421株 18年３月期  37,116,810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９月中間期 5,870 △4,626 218 71,639

17年９月中間期 △7,021 △6,467 △1,454 44,360

18年３月期 24,665 △9,992 △8,555 67,435

(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） 1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

通　期 1,597,000  27,000  11,200  

（参考） １株当たり予想当期純利益（通期）  282円 19銭  

※　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。
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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源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、次の事業区分のうち当社グループの主要な部分をしめる医薬品等卸売事業および医薬品等製

造事業につきまして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。また、その他の事業に

ついても一部営んでおります。

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

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

成和産業㈱ 医療用医薬品、医療用検査試薬、医療機器・材料

明祥㈱ 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

安藤㈱ 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

㈲ファイン分割センター　他 医療用医薬品　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

その他の事業

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）：院内のすべての物品を対象に、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 ４２社 

その他、持分法非適用関連会社       ５社 

＜海 外＞ 

 

（原材料) 

 

 

（商 品) 

 

 

そ の 他 

 

◎ ㈲ 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 

 

☆ ｱ ﾙ ﾌ ﾚ ｯ ｻ 日 建 産 業 ㈱  

 

☆  安      藤  ㈱ 

 
☆  ㈱   小    田    島 

 

（商 

品) 

 

（商 品 ・ 製 品) 

 

 

その他、非連結子会社で持分法非適用会社 ３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㈱ 

 

☆ 成 和 産 業 ㈱ 

☆ 四国 アルフレッサ  ㈱ 

（商 

品) 

 

◎ 丸 一 倉 庫 運 輸㈱ 

 

◎ ㈱ フ ル ケ ア 成 和 

 

（商 

品) 

 

☆ 明 祥 ㈱ 

（注）平成18年４月１日に、明祥㈱が株式交換により当社の子会社となっております。 
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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：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：１名

成和産業㈱　※ 広島市西区 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

明祥㈱ 石川県金沢市 395 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

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：１名

㈱恒和薬品 福島県郡山市 104 医薬品等卸売事業
67.6

(67.6)

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

安藤㈱ 群馬県高崎市 300 医薬品等卸売事業
50.9

(50.9)

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

㈱小田島 岩手県花巻市 30 医薬品等卸売事業
55.1

(55.1)

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

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

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：１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)

手術用縫合糸を製造してお

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。

－ 4 －



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国民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」というグループビジョンのもと、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、ＤＯＥ（純
資産配当率）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が行えるように変更しておりますが、別途基準日を定めての
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）目標とする経営指標

当社グループは、平成20年３月期を最終年度とする３ヵ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（自己資
本当期純利益率）10％を掲げております。

（4）中長期的な会社の経営戦略と対処すべき課題

我が国では、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、医
薬品業界におきましては定期的な薬価基準の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引き続き厳しいものとなっております。また、医薬分業の進展や同
業者間の企業再編、お得意様による共同購入・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、同業者および異業種企業との戦略的提携により事業の
拡大を積極的に進め、医療用医薬品の流通および製造を中心とした医療関連事業を通じて、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立するた
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、
主体性をもったお得意様との価格交渉による適正利益の確保を徹底し、より一層のローコスト化に
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ユニークで存在感の
ある製品開発ならびに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
のさらなる拡大を図り、グループの営業力を活用し市場の拡大に努めてまいります。

また、グループ経営体制の重点課題としましては、「ガバナンス体制の強化」「ＣＳＲ（企業の社
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」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への取り組み」としては、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役割

はもちろんのこと、コンプライアンスの遵守、内部統制の構築、適時・適切な情報開示に努め企業
価値の向上に努めてまいります。
「新基幹システムの構築」としては、グループ企業が共同利用可能なシステムを構築し、この新基

幹システムによるグループ内業務の標準化と集約化により、間接部門業務量の軽減化を図ってまい
ります。アルフレッサ株式会社において、平成19年５月の全面稼動に向け、現在システム構築に取
り組んでおります。
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３．経営成績及び財政状態

（1）経営成績

当中間連結会計期間におけるわが国経済は、原油価格の高騰や金利上昇の影響が懸念されましたが、
企業収益の改善や設備投資の増加、雇用情勢の改善などにより、景気は回復基調で推移いたしまし
た。
　医療用医薬品市場におきましては、本年４月１日に薬価基準の平均6.7％引下げ改定が実施されまし
たが、生活習慣病関連薬剤等の市場拡大により、2.5％程度の市場伸長となりました。
　このような環境のなか、当社グループは、平成20年３月期を最終年度とする３ヵ年の中期経営計画
の２年目として、グループ企業の拡大やシナジー効果の追及、適正利益の確保およびグループ経営体
制の強化などに取り組みました。また、重点課題として掲げておりますＣＳＲ（企業の社会的責任）
への取り組みの一環として本年８月に「ＣＳＲ報告書」を創刊いたしました。
　当社は、昨年10月１日の株式交換による成和産業株式会社（本社：広島市）の完全子会社化に続き、
本年４月１日に株式交換により明祥株式会社（本社：金沢市）を完全子会社として連結子会社に加え
たことなどにより、当中間連結会計期間は大幅に業績が拡大いたしました。
　これらの結果、当中間連結会計期間における連結業績は、売上高7,811億39百万円（前年同期比
17.0％増）、営業利益100億21百万円（前年同期比136.4％増）、経常利益126億28百万円（前年同期比
94.6％増）、中間純利益59億29百万円（前年同期比84.8％増）となりました。
　なお、アジア市場における事業拡大を目的として、本年５月にＤＫＳＨ社（本社：スイス）と業務
提携趣意書に調印いたしました。
　また、本年８月１日、今後の機動的かつ柔軟な資本政策に対応するため、1,087億円の資本準備金を
取崩し、その他資本剰余金へ振替えました。

 

セグメント別の当中間連結会計期間の業績の概況は以下のとおりです。

 

医薬品等卸売事業におきましては、成和産業株式会社および明祥株式会社が当社グループに参画
したことに加え、取扱メーカーのフルライン効果や、配送専門職の本格的導入による調剤薬局販路
への営業体制の強化などにより大幅な業績拡大となりました。一方、一般用医薬品につきましては、
前期より段階的に再編を進めており、本年８月にはアルフレッサ株式会社からシーエス薬品株式会
社への営業譲渡を完了いたしました。
　利益面につきましては、適正な利益確保のため価格許可権限の遵守など売買差益を意識した適正
な価格での販売を徹底し、グループ各社との共同仕入・共同販促を拡充するとともに、コスト削減
に取り組んでまいりました。
　これらの結果、売上高7,725億71百万円（前年同期比17.1％増）、営業利益94億80百万円（前年同
期比134.2％増）となりました。なお、売上高にはセグメント間の内部売上高2百万円を含んでおり
ます。

  医薬品等製造事業におきましては、医薬品では本年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」やジェネリック商品群が売上の増大に寄与いたしました。診断薬では
ＰＯＣＴ検査薬（迅速検査試薬）のアデノウイルス検出用試薬「チェックＡｄ」および本年９月に
発売したインフルエンザＡ、Ｂウイルス抗原検出試薬「キャピリアFluＡ＋Ｂ」が売上の増大に寄与
いたしました。
　これらの結果、売上高118億4百万円（前年同期比13.9％増）、営業利益3億8百万円（前年同期比
355.4％増）となりました。なお、売上高にはセグメント間の内部売上高32億33百万円を含んでおり
ます。
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（2）財政状態

①　当中間期のキャッシュ・フローの状況

　当中間連結会計期間末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58億70百万円、投資活動によるキャッシュ・フローの減少46億26百万円、
財務活動によるキャッシュ・フローの増加2億18百万円等により前連結会計年度末に比べ14億60百万円
増加したことに加え、連結範囲の変更による資金の減少が2億99百万円、株式交換による資金の増加が
30億43百万円あったことにより、716億39百万円（61.5％増）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58億70百万円（前年同期は70億21百万円の減少）となりました。こ
れは主として税金等調整前中間純利益119億65百万円があった一方で、法人税等の支払額73億61百万円
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46億26百万円（前年同期は64億67百万円の減少）となりました。こ
れは主として有形固定資産の取得による支出17億25百万円、投資有価証券の取得による支出31億74百
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）
　財務活動の結果増加した資金は2億18百万円（前年同期は14億54百万円の減少）となりました。自己
株式の売却に伴う収入30億26百万円があった一方で、短期借入金の純減少額11億20百万円、配当金の
支払額13億6百万円があったこと等によるものであります。

②　キャッシュ・フロー指標のトレンド

当中間連結会計期間 前中間連結会計期間 前連結会計年度

自己資本比率（％） 20.8 19.8 19.1

時価ベースの自己資本比率（％） 40.9 30.4 38.8

債務償還年数（年） 0.2 － 0.1

インタレスト・カバレッジ・レシオ（倍） 267.4 － 340.9

 

（注）1.自己資本比率：自己資本／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、中間連結貸借対照表(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、中間連結キャッシュ・フロー計算書(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。

9.債務償還年数、インタレスト・カバレッジ・レシオについては、マイナスの場合には記載しておりません。
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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及ぼす可能性がありま
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、診療報酬の引下げ、高齢者の自己負担割合の引き上
げ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、国立病院機構やチェーン調剤薬局の一括購入の影
響により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影響を及
ぼす可能性があります。

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、薬価改定は当社グ
ループの経営成績に影響を及ぼす可能性があります。

③季節的要因の影響について

　医薬品の需要は、花粉症やインフルエンザの流行などの季節的要因による患者の受診動向によ
り影響を受ける場合があります。しかし、流行疾患などの影響を予測することは困難であるため、
当社グループの業績予測との乖離の発生や経営成績に影響を及ぼす可能性があります。

④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。

⑤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。

⑥製造事業に係るリスクについて

　当社グループの主力事業のひとつである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。

⑦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。

－ 8 －



⑧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。

⑨固定資産の減損について

　当社グループは、減損会計を既に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。

⑩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。

（4）通期の見通し

下期の医薬品等卸売事業につきましては、上期に引き続き主体的な価格交渉を進め適正価格による販
売を徹底するとともに、グループの共同仕入・共同販促の拡充やローコスト化の推進に取り組み、適
正な利益の確保に努めてまいります。また、お得意様へのシステム支援やトータルＳＰＤ等の提案型
営業を推進するとともに、物流機能等のさらなる向上と効率化に取り組んでまいります。
　医薬品等製造事業につきましては、医薬品ではうつ病・うつ状態治療剤「アナフラニール」やジェ
ネリック商品群、診断薬ではＰＯＣＴ検査薬（迅速検査試薬）の売上拡大に取り組んでまいります。
　以上により、通期の連結業績は、売上高1兆5,970億円、営業利益214億円、経常利益270億円、当期
純利益112億円となる見通しであります。

（注）本資料に掲載されている通期の見通しに関する記述は、当社および当社グループが現時点で入手
可能な情報から得られた判断に基づいていますが、リスクや不確実性を含んでおります。当社お
よび当社グループをとりまく経済情勢、市場の動向などにかかわる様々な要因により、実際の見
通しは記述されている見通しとは異なる可能性があることをご承知おきください。
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４．中間連結財務諸表
(1) 中間連結貸借対照表

  
前中間連結会計期間末

（平成17年９月30日）

当中間連結会計期間末

（平成18年９月30日）

前連結会計年度の
要約連結貸借対照表
（平成18年３月31日）

区分
注記
番号

金額（百万円）
構成比
（％）

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 ※２  45,801   74,114   70,103  

２．受取手形及び売掛金 ※６  349,706   399,698   380,743  

３．有価証券   1,061   103   84  

４．たな卸資産   66,994   78,065   70,734  

５．未収入金   34,793   35,120   38,748  

６．その他   4,462   6,112   4,817  

貸倒引当金   △769   △889   △834  

流動資産合計   502,049 81.5  592,325 81.4  564,397 82.1

Ⅱ　固定資産           

１．有形固定資産 ※１          

(1）建物及び構築物 ※２ 20,392   23,139   22,514   

(2）土地 ※２ 34,976   37,052   36,424   

(3）その他  2,807 58,176 9.4 4,201 64,393 8.9 3,202 62,141 9.0

２．無形固定資産           

(1）のれん  －   5,050   －   

(2）連結調整勘定  －   －   2,309   

(3）その他  4,633 4,633 0.7 4,256 9,306 1.3 4,520 6,830 1.0

３．投資その他の資産           

(1）投資有価証券 ※２ 26,903   36,231   30,699   

(2）その他 ※２ 28,690   29,372   27,537   

貸倒引当金  △4,076 51,518 8.4 △4,153 61,450 8.4 △3,832 54,404 7.9

固定資産合計   114,327 18.5  135,150 18.6  123,376 17.9

資産合計   616,377 100.0  727,476 100.0  687,773 100.0
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前中間連結会計期間末

（平成17年９月30日）

当中間連結会計期間末

（平成18年９月30日）

前連結会計年度の
要約連結貸借対照表
（平成18年３月31日）

区分
注記
番号

金額（百万円）
構成比
（％）

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
※２
※６  446,169   522,886   501,296  

２．短期借入金 ※２  3,449   568   1,760  

３．一年以内償還予定社債 ※２  600   －   100  

４．引当金   5,306   6,324   6,147  

５．その他 ※２
※５  8,598   13,213   15,644  

流動負債合計   464,124 75.3  542,992 74.6  524,948 76.3

Ⅱ　固定負債           

１．長期借入金 ※２  1,044   684   847  

２．退職給付引当金   19,863   21,937   20,950  

３．債務保証損失引当金   572   533   473  

４．事業譲渡損失引当金   －   439   482  

５．役員退職慰労引当金   287   587   489  

６．連結調整勘定   1,516   －   －  

７．その他   2,688   4,129   3,518  

固定負債合計   25,972 4.2  28,311 3.9  26,761 3.9

負債合計   490,096 79.5  571,304 78.5  551,710 80.2

（少数株主持分）           

少数株主持分   4,337 0.7  － －  4,579 0.7

（資本の部）           

Ⅰ　資本金   3,635 0.6  － －  3,872 0.6

Ⅱ　資本剰余金   28,201 4.6  － －  39,670 5.7

Ⅲ　利益剰余金   87,504 14.2  － －  90,282 13.1

Ⅳ　土地再評価差額金   △2,922 △0.5  － －  △5,674 △0.8

Ⅴ　その他有価証券評価差額金   8,820 1.4  － －  10,410 1.5

Ⅵ　為替換算調整勘定   △0 △0.0  － －  38 0.0

Ⅶ　自己株式   △3,294 △0.5  － －  △7,116 △1.0

資本合計   121,943 19.8  － －  131,483 19.1

負債、少数株主持分及び資
本合計   616,377 100.0  － －  687,773 100.0

（純資産の部）           

Ⅰ　株主資本           

１．資本金   － －  4,020 0.6  － －

２．資本剰余金   － －  49,349 6.8  － －

３．利益剰余金   － －  94,492 13.0  － －

４．自己株式   － －  △2,004 △0.3  － －

株主資本合計   － －  145,856 20.1  － －

Ⅱ　評価・換算差額等           

１．その他有価証券評価差額
金   － －  11,108 1.5  － －

２．繰延ヘッジ損益   － －  0 0.0  － －

３．土地再評価差額金   － －  △5,728 △0.8  － －

４．為替換算調整勘定   － －  31 0.0  － －

評価・換算差額等合計   － －  5,412 0.7  － －

Ⅲ　少数株主持分   － －  4,903 0.7  － －

純資産合計   － －  156,172 21.5  － －

負債及び純資産合計   － －  727,476 100.0  － －
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(2) 中間連結損益計算書

  

前中間連結会計期間

（自　平成17年４月１日
至　平成17年９月30日）

当中間連結会計期間

（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

前連結会計年度の
 連結損益計算書

（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）
百分比
（％）

金額（百万円）
百分比
（％）

金額（百万円）
百分比
（％）

Ⅰ　売上高   667,726 100.0  781,139 100.0  1,411,639 100.0

Ⅱ　売上原価   615,352 92.2  716,299 91.7  1,296,444 91.8

差引計   52,374 7.8  64,840 8.3  115,194 8.2

返品調整引当金戻入額   749 0.1  737 0.1  758 0.1

返品調整引当金繰入額   638 0.1  657 0.1  706 0.1

売上総利益   52,484 7.8  64,920 8.3  115,247 8.2

Ⅲ　販売費及び一般管理費 ※１  48,245 7.2  54,898 7.0  100,400 7.1

営業利益   4,239 0.6  10,021 1.3  14,846 1.1

Ⅳ　営業外収益           

１．受取利息  55   76   113   

２．受取配当金  205   339   380   

３．受取情報料  1,406   1,619   2,983   

４．連結調整勘定償却額  200   －   －   

５．その他  540 2,408 0.4 667 2,702 0.3 1,361 4,838 0.3

Ⅴ　営業外費用           

１．支払利息  41   23   68   

２．支払手数料  16   20   27   

３．その他  100 158 0.0 51 95 0.0 183 279 0.0

経常利益   6,489 1.0  12,628 1.6  19,405 1.4

Ⅵ　特別利益           

１．固定資産売却益 ※２ 98   8   505   

２．投資有価証券売却益  －   8   14   

３．貸倒引当金戻入額  119   －   266   

４．債務保証損失引当金戻入額  16   －   115   

５．関係会社株式売却益  －   44   97   

６．営業譲渡益  －   －   165   

７．共同開発負担金受入額  － 234 0.0 － 61 0.0 268 1,432 0.1

Ⅶ　特別損失           

１．固定資産売却損 ※３ 10   －   17   

２．固定資産除却損 ※４ 96   77   256   

３．投資有価証券売却損  47   17   －   

４．投資有価証券評価損  －   10   276   

５．減損損失 ※５ 176   468   174   

６．長期前払費用償却額  69   －   94   

７．早期退職金  －   －   896   

８．役員退職慰労金  144   －   151   

９．事業譲渡損失 ※６ －   －   2,237   

10．関係会社株式売却損  －   60   47   

11．関係会社株式評価損  －   9   －   

12．借地権償却額  83   －   83   

13．業務委託契約解約損  72   －   72   

14．リース解約損  32   －   33   

15．債務保証損失引当金繰入額  －   7   －   

16．営業譲渡損失 ※７ － 733 0.1 73 725 0.1 － 4,343 0.3

税金等調整前中間（当期）
純利益

  5,990 0.9  11,965 1.5  16,494 1.2

法人税、住民税及び事業税  3,042   5,607   8,868   

法人税等調整額  △268 2,773 0.4 △24 5,582 0.7 280 9,149 0.7

少数株主利益   8 0.0  452 0.0  271 0.0

中間（当期）純利益   3,209 0.5  5,929 0.8  7,073 0.5
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(3) 中間連結剰余金計算書

  

前中間連結会計期間

（自　平成17年４月１日
至　平成17年９月30日）

前連結会計年度
の連結剰余金計算書

（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   21,356  21,356

Ⅱ　資本剰余金増加高      

１．株式交換による増加高  6,791  18,260  

２．自己株式処分差益  53 6,844 53 18,314

Ⅲ　資本剰余金中間期末(期末)残高   28,201  39,670

      

（利益剰余金の部）      

Ⅰ　利益剰余金期首残高   85,274  85,274

Ⅱ　利益剰余金増加高      

１．中間(当期)純利益  3,209  7,073  

２．土地再評価差額金取崩額  － 3,209 65 7,139

Ⅲ　利益剰余金減少高      

１．配当金  845  2,052  

２．役員賞与  78  78  

３．土地再評価差額金取崩額  54 979 － 2,131

Ⅳ　利益剰余金中間期末(期末)残高   87,504  90,282
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(4) 中間連結株主資本等変動計算書

当中間連結会計期間（自平成18年４月１日　至平成18年９月30日）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(単位：百万円)

株主資本

資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計

平成18年３月31日　残高 3,872 39,670 90,282 △7,116 126,709

中間連結会計期間中の変動額

剰余金の配当(注)   △1,306  △1,306

役員賞与(注)   △169  △169

任意積立金の取崩   △2  △2

中間純利益   5,929  5,929

自己株式の取得    △24 △24

自己株式の処分  527  2,136 2,663

株式交換による増減 147 9,150  2,999 12,297

連結子会社の減少   △241  △241

株主資本以外の項目の中間連結

会計期間中の変動額（純額）
     

中間連結会計期間中の変動額合計 147 9,678 4,210 5,111 19,146

平成18年９月30日　残高 4,020 49,349 94,492 △2,004 145,856

評価・換算差額等

少数株主持分 純資産合計
その他有価証
券評価差額金

繰延ヘッジ損
益

土地再評価差
額金

為替換算調整
勘定

評価・換算差
額等合計

平成18年３月31日　残高 10,410 － △5,674 38 4,774 4,579 136,063

中間連結会計期間中の変動額

剰余金の配当(注)       △1,306

役員賞与(注)       △169

任意積立金の取崩       △2

中間純利益       5,929

自己株式の取得       △24

自己株式の処分       2,663

株式交換による増減       12,297

連結子会社の減少       △241

株主資本以外の項目の中間連結

会計期間中の変動額（純額）
698 0 △53 △6 638 324 962

中間連結会計期間中の変動額合計 698 0 △53 △6 638 324 20,109

平成18年９月30日　残高 11,108 0 △5,728 31 5,412 4,903 156,172

（注）平成18年６月の定時株主総会における利益処分項目であります。
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(5) 中間連結キャッシュ・フロー計算書

  

前中間連結会計期間

（自　平成17年４月１日
至　平成17年９月30日）

当中間連結会計期間

（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

前連結会計年度の要約
連結キャッシュ・フロー計算書
（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） 金額（百万円）

Ⅰ　営業活動によるキャッシュ・フロー     

１．税金等調整前中間（当期）純利益  5,990 11,965 16,494

２．減価償却費  1,811 2,434 4,006

３．減損損失  176 468 174

４．貸倒引当金の減少額  △166 △222 △530

５．退職給付引当金の増加額  277 199 364

６．役員退職慰労引当金の減少額  △280 △44 △229

７．賞与引当金の減少(△増加)額  △160 82 －

８．受取利息及び受取配当金  △261 △416 △493

９．支払利息  41 23 68

10．連結調整勘定償却額  △200 － 19

11．のれん償却額  － 548 －

12．固定資産売却益  △98 △8 △505

13．固定資産除売却損  106 77 274

14．売上債権の減少(△増加)額  △2,998 143 △12,897

15．たな卸資産の減少(△増加)額  4,188 △3,213 4,729

16．未収入金の増加(△減少)額  △121 4,635 △2,857

17．仕入債務の増加(△減少)額  △13,459 △1,335 14,721

18．未払金の減少額  △2,225 △146 －

19．その他  632 △2,359 2,517

小計  △6,749 12,834 25,858

20．利息及び配当金の受取額  256 419 492

21．利息の支払額  △40 △21 △72

22．法人税等の支払額  △488 △7,361 △1,613

営業活動によるキャッシュ・フロー  △7,021 5,870 24,665
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前中間連結会計期間

（自　平成17年４月１日
至　平成17年９月30日）

当中間連結会計期間

（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

前連結会計年度の要約
連結キャッシュ・フロー計算書
（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） 金額（百万円）

Ⅱ　投資活動によるキャッシュ・フロー     

１．定期預金の預入による支出  △723 △449 △843

２．定期預金の払戻による収入  243 729 114

３．有価証券の取得による支出  － － △285

４．有形固定資産の取得による支出  △2,423 △1,725 △3,627

５．有形固定資産の売却による収入  343 50 1,855

６．無形固定資産の取得による支出  △1,222 △130 △1,662

７．無形固定資産の売却による収入  4 0 －

８．長期前払費用の取得による支出  △2,392 △17 △5,283

９．投資有価証券の取得による支出  △484 △3,174 △904

10．投資有価証券の売却等による収入  106 197 291

11．貸付による支出  △102 △418 △266

12．貸付金の回収による収入  113 314 378

13．その他  70 0 241

投資活動によるキャッシュ・フロー  △6,467 △4,626 △9,992

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  △1,254 △1,120 △2,844

２．長期借入による収入  700 － 700

３．長期借入金の返済による支出  △328 △235 △625

４．社債の償還による支出  － △100 △500

５．自己株式の売却による収入  318 3,026 320

６．自己株式の取得による支出  △24 △24 △3,532

７．配当金の支払額  △845 △1,306 △2,052

８．少数株主への配当金の支払額  △21 △21 △21

財務活動によるキャッシュ・フロー  △1,454 218 △8,555

Ⅳ　現金及び現金同等物に係る換算差額  11 △3 31

Ⅴ　現金及び現金同等物の増加(△減少)額  △14,932 1,460 6,149

Ⅵ　現金及び現金同等物の期首残高  57,379 67,435 57,379

Ⅶ　連結範囲の変更に伴う現金及び現金同
等物の減少額

 － △299 －

Ⅷ　株式交換による現金及び現金同等物の
増加額

 1,912 3,043 3,906

Ⅸ　現金及び現金同等物の中間期末（期
末）残高

 44,360 71,639 67,435
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中間連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項

項目
前中間連結会計期間

（自　平成17年４月１日
至　平成17年９月30日）

当中間連結会計期間
（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

前連結会計年度
（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　１２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㈱

　㈱岡内勧弘堂および弘和薬

品㈱は、当中間連結会計期間

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。

 (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㈱

　明祥㈱は、当中間連結会計

期間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。

　また、日商物流サービス㈱

は、中間連結財務諸表に与え

る影響が軽微となったため、

当中間連結会計期間より連結

の対象から除外しております。

(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

 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、中間純損益および利益

剰余金（持分に見合う額）等は、

いずれも中間連結財務諸表に重

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。

 (2）主要な非連結子会社の名称

 　　　　同　左

 

 連結の範囲から除いた理由

　　　　 同　左

(2）主要な非連結子会社の名称

 　　　　同　左

 　　　

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

影響を及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　　－社

 

(1）持分法適用会社の数　　－社

 

(1）持分法適用会社の数　　－社

 

(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、中間

純損益および利益剰余金等に

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

 ・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、中間

純損益および利益剰余金等に

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

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。
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項目
前中間連結会計期間

（自　平成17年４月１日
至　平成17年９月30日）

当中間連結会計期間
（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

前連結会計年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

３．連結子会社の中間決算日

（事業年度）等に関する事

項

　国内連結子会社の中間決算日は、

中間連結財務諸表提出会社と同一の

９月30日であります。在外連結子会

社の中間決算日は、６月30日であり

ます。中間連結財務諸表の作成にあ

たっては、同日現在の中間財務諸表

を使用し、中間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 　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。

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

　中間連結会計期間末日の

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

　中間連結会計期間末日の

市場価格等に基づく時価法

（評価差額は全部純資産直

入法により処理し、売却原

価は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

　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）

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

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

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

　

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

 (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

　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

その他(機械装置及び運搬具)

４～15年

その他(工具器具及び備品)　

２～20年

 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　　２～60年

その他(機械装置及び運搬具)

２～17年

その他(工具器具及び備品)　

２～34年

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

その他(機械装置及び運搬具)

２～17年

その他(工具器具及び備品)　

２～34年
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項目
前中間連結会計期間

（自　平成17年４月１日
至　平成17年９月30日）

当中間連結会計期間
（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

前連結会計年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

 ②　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

　

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

③　長期前払費用

　　　　同　左

 (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   

(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中間連

結会計期間負担相当額を計上し

ております。

 ②　賞与引当金

　       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。

 ③　売上割戻引当金

　一部の連結子会社は、中間連

結会計期間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

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。

 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

④　返品調整引当金

　　　　同　左
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項目
前中間連結会計期間

（自　平成17年４月１日
至　平成17年９月30日）

当中間連結会計期間
（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

前連結会計年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

 ⑤　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、当中間連結会

計期間末において発生している

と認められる額を計上しており

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

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。

 ⑥　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、内規に基づく年

間繰入見積額を期間で配分して

計上しております。

 ⑥　役員退職慰労引当金

　       同　左

⑥　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。

 ⑦　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。

 ⑦　債務保証損失引当金

　       同　左

⑦　債務保証損失引当金

　　　　同　左

──────

 

 ⑧　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。

　　

⑧　事業譲渡損失引当金

　　　　同　左

──────  ⑨　役員賞与引当金

（会計方針の変更）

　当中間連結会計期間より「役

員賞与に関する会計基準」（企

業会計基準委員会　企業会計基

準第４号　平成17年11月29日）

を適用しております。

　なお、役員賞与は通期の業績

を基礎として算定しており、当

中間連結会計期間において合理

的に見積もることが困難である

ため、費用計上しておりません。

──────
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項目
前中間連結会計期間

（自　平成17年４月１日
至　平成17年９月30日）

当中間連結会計期間
（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

前連結会計年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

 (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、中間連

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、中間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

　外貨建金銭債権債務は、中間連

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、中間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、換算差額は純資産の部

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

　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。

 (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

(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。

 (6）重要なヘッジ会計の方法

　　　　　同　左

(6）重要なヘッジ会計の方法

　　　　　同　左

 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。

 (7）その他中間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）その他中間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

(7）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
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項目
前中間連結会計期間

（自　平成17年４月１日
至　平成17年９月30日）

当中間連結会計期間
（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

前連結会計年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

５．中間連結キャッシュ・フ

ロー計算書（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 　　　　　　同　左
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中間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

前中間連結会計期間
（自　平成17年４月１日
至　平成17年９月30日）

当中間連結会計期間
（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

前連結会計年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

────── （貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計

基準）

──────

   当中間連結会計期間より、「貸借対照表の純

資産の部の表示に関する会計基準」（企業会計

基準第５号 平成17年12月９日）および「貸借

対照表の純資産の部の表示に関する会計基準等

の適用指針」（企業会計基準適用指針第８号 

平成17年12月９日）を適用しております。

　従来の資本の部の合計に相当する金額は、

151,268百万円であります。

　なお、中間連結財務諸表規則の改正により、

当中間連結会計期間における中間連結貸借対照

表の純資産の部については、改正後の中間連結

財務諸表規則により作成しております。

 

────── （自己株式及び準備金の減少等に関する会計基

準等の一部改正）

──────

   当中間連結会計期間より改正後の「自己株式

及び準備金等の額の減少等に関する会計基準」

（企業会計基準委員会最終改正平成18年８月11

日企業会計基準第１号）及び「自己株式及び準

備金の額の減少等に関する会計基準の適用指

針」（企業会計基準委員会 最終改正平成18年

８月11日 企業会計基準適用指針第２号）を適

用しております。これによる損益に与える影響

はありません。

 

────── （企業結合に係る会計基準等） ──────

   当中間連結会計期間より「企業結合に係る会

計基準」（企業会計審議会平成15年10月31日）

および「事業分離等に関する会計基準」（企業

会計基準委員会 平成17年12月27日 企業会計基

準第７号）ならびに「企業結合会計基準及び事

業分離等会計基準に関する適用指針」（企業会

計基準委員会 平成17年12月27日 企業会計基準

適用指針第10号）を適用しております。
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表示方法の変更 

前中間連結会計期間
（自　平成17年４月１日
至　平成17年９月30日）

当中間連結会計期間
（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

前連結会計年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

  営業活動によるキャッシュ・フローの「未払

金の減少額」は、前中間連結会計期間において

「その他」に含めて表示しておりましたが、金

額的重要性が増したため区分掲記しておりま

す。

　なお、前中間連結会計期間の「その他」に含

まれている「未払金の増加額」は1,008百万円

であります。　 　　

（中間連結貸借対照表）　　

１．前中間連結会計期間まで、旧有限会社法

に規定する有限会社に対する当社持分は、

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、会社法及び会社法の

施行に伴う関連法律の整備等に関する法律

第２条第２項により、その持分が有価証券

（株式）とみなされることとなったため、

当中間連結会計期間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。

　なお、当中間連結会計期間末の「投資有

価証券」に含めた有限会社に対する持分は、

37百万円であります。

２．前中間連結会計期間において、「連結調

整勘定」として掲記されていたものは、当

中間連結会計期間から「のれん」と表示し

ております。

（中間連結キャッシュ・フロー計算書）　

　前中間連結会計期間において、「連結調整勘

定償却額」として掲記されていたものは、当中

間連結会計期間から「のれん償却額」と表示し

ております。

  　　　 ───────────
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注記事項

（中間連結貸借対照表関係）

前中間連結会計期間末
（平成17年９月30日）

当中間連結会計期間末
（平成18年９月30日）

前連結会計年度
（平成18年３月31日）

※１．有形固定資産の減価償却累計額 ※１．有形固定資産の減価償却累計額 ※１．有形固定資産の減価償却累計額

45,237百万円   51,328百万円      48,925百万円

※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。

※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。

※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 担保資産 担保資産

現金及び預金 503百万円

建物及び構築物 1,357

土地 4,899

投資有価証券 4,163

その他（投資その他の

資産）

177

合計 11,101

現金及び預金    344百万円

建物及び構築物 1,368

土地 5,050

投資有価証券 6,202

その他（投資その他の

資産）

199

合計 13,164

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 担保付債務

支払手形及び買掛金 11,091百万円

短期借入金 1,142

一年以内償還予定社債 500

その他（流動負債） 53

長期借入金 1,044

合計 13,832

支払手形及び買掛金  15,470百万円

短期借入金 568

その他（流動負債） 57

長期借入金 684

合計 16,780

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。

　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 1,025百万円

㈲コーフク商事 713

㈱アドバンスト・ヘルス

ケア・サービス

610

日建ヘルスメディカル㈱ 230

岡内デリバリーサービス

㈱

165

㈱四国中検 110

㈱ファイン総合研究所 100

千金丹メディカルワーク

㈱

48

従業員 44

㈲あかね商事 26

岡内ヘルスケア㈱ 17

アークファーマシー㈱ 6

合計 3,099

㈲コーフク商事     634百万円

㈱健翔 604

日建ヘルスメディカル㈱ 230

㈱ファイン総合研究所 100

ヒューマンメディカルリ

サーチ㈱

64

㈲アポテック 15

やち薬局 13

加能薬品㈱ 11

ささ企画㈲ 6

従業員 23

合計 1,703

㈲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 　４．受取手形割引高  1百万円

※５．仮払消費税等および仮受消費税等は、相

殺のうえ、金額的重要性が乏しいため、流

動負債の「その他」に含めて表示しており

ます。

※５．仮払消費税等および仮受消費税等は、相

殺のうえ、金額的重要性が乏しいため、流

動負債の「その他」に含めて表示しており

ます。
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前中間連結会計期間末
（平成17年９月30日）

当中間連結会計期間末
（平成18年９月30日）

前連結会計年度
（平成18年３月31日）

  　　　 ─────────── ※６．中間連結会計期間末日の満期手形の会計

処理については、当中間連結会計期間の末

日が金融機関の休日でありましたが、満期

日に決済が行われたものとして処理してお

ります。

　当中間連結会計期間末日の満期手形の金

額は、次のとおりであります。

  　　　 ───────────

受取手形   3,399百万円

支払手形 2,359

（中間連結損益計算書関係）

前中間連結会計期間
（自　平成17年４月１日
至　平成17年９月30日）

当中間連結会計期間
（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

前連結会計年度
（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。

※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 18,103百万円

賞与 170

賞与引当金繰入額 4,337

退職給付費用 2,189

役員退職慰労引当金繰入

額

16

福利厚生費 2,655

減価償却費 1,664

荷造運送費 4,166

給与手当  21,296百万円

賞与 390

賞与引当金繰入額 5,144

退職給付費用 2,361

役員退職慰労引当金繰入

額

24

福利厚生費 3,274

減価償却費 2,279

荷造運送費 3,467

貸倒引当金繰入額 89

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．固定資産売却益の内訳は次のとおりであ

ります。

※２．固定資産売却益の内訳は次のとおりであ

ります。

※２．固定資産売却益の内訳は次のとおりであ

ります。

土地 98百万円

建物及び構築物 0

計 98

土地   8百万円

計 8

土地   504百万円

その他 0

計 505

※３．固定資産売却損の内訳は次のとおりであ

ります。

  　　　 ─────────── ※３．固定資産売却損の内訳は次のとおりであ

ります。

建物及び構築物 7百万円

その他(工具器具及び備

品)

0

無形固定資産（電話加入

権）

1

計 10

土地  15百万円

その他 2

計 17

※４．固定資産除却損の内訳は次のとおりであ

ります。

※４．固定資産除却損の内訳は次のとおりであ

ります。

※４．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 16百万円

その他(機械装置及び運

搬具)

28

その他(工具器具及び備

品)

18

無形固定資産（ソフト

ウェア）

1

その他 5

固定資産解体撤去費用 26

計 96

建物及び構築物  48百万円

その他(機械装置及び運

搬具)

1

その他(工具器具及び備

品)

10

無形固定資産（ソフト

ウェア）

6

固定資産解体撤去費用 10

計 77

建物及び構築物    73百万円

その他(機械装置及び運

搬具)

28

その他(工具器具及び備

品)

70

無形固定資産（ソフト

ウェア）

2

固定資産解体撤去費用 81

計 256
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前中間連結会計期間
（自　平成17年４月１日
至　平成17年９月30日）

当中間連結会計期間
（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

前連結会計年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

※５．減損損失

　当中間連結会計期間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。

※５．減損損失

　当中間連結会計期間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。

※５．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

旧太田支店土地(群

馬県太田市)等６箇

所

遊休不動産

土地、建物

及び構築物

豊橋支店(愛知県豊

橋市)等６箇所 

事業用不動

産

場所 用途 種類

旧嬬恋村保養所土

地

(群馬県吾妻郡嬬恋

村)

等９箇所

遊休不動産

土地、建物

及び構築物一関市土地

(岩手県一関市)

賃貸用不動

産

名古屋東支店

(愛知県名古屋市)

等６箇所 

事業用不動

産

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、継続的な地価の下落により、減損

損失34百万円を認識しました。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141百万円を認識し

ました。主な減損損失は土地であります。

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。

　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26百万円を認識しました。

主な減損損失は土地であります。

　賃貸用不動産については、賃料水準の大

幅な下落および継続的な地価の下落により、

減損損失5百万円を認識しました。主な減

損損失は土地であります。 

　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435百万円を認識しました。主な減損

損失は土地362百万円、建物71百万円であ

ります。

  なお、各資産グループの回収可能価額は

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。

　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。

  　　　 ───────────   　　　 ───────────  ※６．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およ

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

合計 2,237

  　　　 ───────────  ※７．営業譲渡損失は、不採算事業の譲渡を

行ったことにより発生した損失を計上した

ものであり、その主な内容はリース解約損

であります。 

  　　　 ───────────
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（中間連結株主資本等変動計算書関係）

当中間連結会計期間（自平成18年４月１日　至平成18年９月30日）

　１.発行済み株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項

前連結会計年度末株
式数（千株）

当中間連結会計期間
増加株式数（千株）

当中間連結会計期間
減少株式数（千株）

当中間連結会計期間
末株式数（千株）

発行済株式

普通株式 38,775 1,500 － 40,275

合計 38,775 1,500 － 40,275

自己株式

普通株式 1,658 185 1,258 585

合計 1,658 185 1,258 585

（注）１.普通株式の発行済株式総数の増加1,500千株は、明祥㈱との株式交換による新株の発行による増加によるもので

あります。

２.普通株式の自己株式の株式数の増加185千株は、単元未満株式の買取請求による増加3千株、明祥㈱との株式交

換により連結子会社に割当交付した自己株式(当社株式)182千株であります。

３.普通株式の自己株式の株式数の減少1,258千株は、明祥㈱との株式交換に伴う保有自己株式の割当交付による減

少870千株、連結子会社による自己株式(当社株式)の売却による減少388千株および単元未満株式の買増請求に

よる減少0千株であります。

 

　２.配当に関する事項

　 （１）配当金支払額

決議 株式の種類
配当金の総額
（百万円）

１株当たり配当
額（円）

基準日 効力発生日

平成18年６月29日

定時株主総会
普通株式 1,306 35 平成18年３月31日 平成18年６月29日

（２）基準日が当中間連結会計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当中間連結会計期間末後となるもの

決議 株式の種類
配当金の総額
（百万円）

配当の原資
１株当たり配
当額（円）

基準日 効力発生日

平成18年11月13日

取締役会
普通株式 1,468 利益剰余金 37 平成18年９月30日 平成18年12月５日

（中間連結キャッシュ・フロー計算書関係）

前中間連結会計期間
（自　平成17年４月１日
至　平成17年９月30日）

当中間連結会計期間
（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

前連結会計年度
（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中間期末残高と中間連結

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中間期末残高と中間連結

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９月30日現在） （平成18年９月30日現在） （平成18年３月31日現在）

現金及び預金勘定 45,801百万円

有価証券勘定 1,061

預入期間が３ヶ月を超える定

期預金

△2,502

現金及び現金同等物 44,360

現金及び預金勘定   74,114百万円

有価証券勘定 103

預入期間が３ヶ月を超える定

期預金

△2,478

償還期間が３ヶ月を超える債

券

△100

現金及び現金同等物 71,639

現金及び預金勘定 70,103百万円

有価証券勘定 84

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）

前中間連結会計期間
（自　平成17年４月１日
至　平成17年９月30日）

当中間連結会計期間
（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

前連結会計年度
（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

累計額相当額及び中間期末残高相当額

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

累計額相当額及び中間期末残高相当額

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)

中間期末
残高相当
額
(百万円)

その他(機
械装置及び
運搬具)

3,273 1,648 1,624

その他(工
具器具及び
備品)

6,086 3,043 3,043

無形固定資
産
(ソフト
ウェア)

7,878 3,682 4,196

合計 17,238 8,374 8,864

 
取得価額
相当額
(百万円)

減価償却
累計額相
当額
(百万円)

中間期末
残高相当
額
(百万円)

その他(機
械装置及び
運搬具)

3,215 1,559 1,656

その他(工
具器具及び
備品)

8,770 3,373 5,397

無形固定資
産
(ソフト
ウェア)

4,894 1,983 2,911

合計 16,881 6,916 9,965

 
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)

その他(機
械装置及び
運搬具)

3,958 1,990 1,967

その他(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）未経過リース料中間期末残高相当額 (2）未経過リース料中間期末残高相当額 (2）未経過リース料期末残高相当額

１年内 3,360百万円

１年超 5,914

合計 9,274

１年内    3,320百万円

１年超 6,831

合計 10,151

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

(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 1,924百万円

減価償却費相当額 1,796

支払利息相当額 123

支払リース料     1,939百万円

減価償却費相当額 1,802

支払利息相当額 109

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

(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

(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

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 517百万円

１年超 2,064

合計 2,581

１年内    1,015百万円

１年超 2,853

合計 3,868

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

(2）貸手側

未経過リース料

１年内 22百万円

１年超 25

合計 48

（減損損失について）

　リース資産に配分された減損損失はない

ため、項目等の記載は省略しております。

１年内   22百万円

１年超 2

合計 25

（減損損失について）

　　　　　　同　左

１年内   22百万円

１年超 14

合計 36

（減損損失について）

　　　　　　同　左
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（有価証券関係）

前中間連結会計期間（平成17年９月30日現在）

１．その他有価証券で時価のあるもの

 取得原価（百万円）
中間連結貸借対照表計上
額（百万円）

差額（百万円）

(1）株式 9,237 24,531 15,293

(2）債券    

国債・地方債等 9 10 1

社債 302 307 5

その他 29 34 4

(3）その他 4 5 0

合計 9,584 24,889 15,305

　（注）　その他有価証券で時価のある株式について 1百万円減損処理を行っております。

２．時価評価されていない主な有価証券の内容

 中間連結貸借対照表計上額（百万円）

(1）子会社株式および関連会社株式  

非上場株式 1,112

(2）その他有価証券  

非上場株式 901

マネー・マネジメント・ファンド 60

非上場内国債券 0

コマーシャル・ペーパー 999

その他 1

　（注）　その他有価証券で非上場株式について 0百万円減損処理を行っております。

当中間連結会計期間（平成18年９月30日現在）

１．その他有価証券で時価のあるもの

 取得原価（百万円）
中間連結貸借対照表計上
額（百万円）

差額（百万円）

(1）株式 16,356 33,856 17,499

(2）債券    

国債・地方債等 59 60 0

社債 235 252 16

その他 － － －

(3）その他 － － －

合計 16,651 34,168 17,517

　（注）　その他有価証券で時価のある株式について 8百万円減損処理を行っております。

２．時価評価されていない主な有価証券の内容

 中間連結貸借対照表計上額（百万円）

(1）子会社株式および関連会社株式  

非上場株式 1,632

(2）その他有価証券  

非上場株式 528

マネー・マネジメント・ファンド 3

非上場内国債券 0

その他 2

　（注）　その他有価証券で非上場株式について 12百万円減損処理を行っております。
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前連結会計年度（平成18年３月31日現在）

１．その他有価証券で時価のあるもの

 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）

(1）株式 10,360 27,794 17,433

(2）債券    

国債・地方債等 59 60 1

社債 232 248 15

その他 3 4 0

(3）その他 1 1 0

合計 10,657 28,108 17,450

　（注）　その他有価証券で時価のある株式について 4百万円減損処理を行っております。

　

２．時価評価されていない主な有価証券の内容

 連結貸借対照表計上額（百万円）

(1）子会社株式および関連会社株式  

非上場株式 1,631

(2）その他有価証券  

非上場株式 963

マネー・マネジメント・ファンド 80

非上場内国債券 0

その他 0

　（注）　その他有価証券で非上場株式について 18百万円減損処理を行っております。

（デリバティブ取引関係）

前中間連結会計期間（平成17年９月30日現在）

デリバティブ取引の契約額等、時価及び評価損益の状況

　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。

当中間連結会計期間（平成18年９月30日現在）

デリバティブ取引の契約額等、時価及び評価損益の状況

　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。

前連結会計年度（平成18年３月31日現在）

デリバティブ取引の契約額等、時価及び評価損益の状況

　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。

（企業結合等）

 　　（中間連結財務諸表規則第17条の４から第17条の13までに定める注記事項）

 　　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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（セグメント情報）

ａ．事業の種類別セグメント情報

前中間連結会計期間（自平成17年４月１日　至平成17年９月30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）

売上高       

(1）外部顧客に対する売上高 659,520 7,983 222 667,726 － 667,726

(2）セグメント間の内部売上高

又は振替高
2 2,376 1,595 3,975 (3,975) －

計 659,523 10,360 1,818 671,701 (3,975) 667,726

営業費用 655,474 10,292 1,787 667,553 (4,066) 663,487

営業利益 4,048 67 31 4,148 91 4,239

　（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

当中間連結会計期間（自平成18年４月１日　至平成18年９月30日）

 
医薬品等卸売
事業
（百万円）

医薬品等製造
事業
（百万円）

計
（百万円）

消去又は全社
（百万円）

連結
（百万円）

売上高      

(1）外部顧客に対する売上高 772,568 8,570 781,139 － 781,139

(2）セグメント間の内部売上高

又は振替高
2 3,233 3,235 (3,235) －

計 772,571 11,804 784,375 (3,235) 781,139

営業費用 763,090 11,495 774,586 (3,468) 771,117

営業利益 9,480 308 9,789 232 10,021

　（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。なお、前連結会計年度まで、医薬品等卸売事業、医薬品等製造事業およびその他事業の３セグメント

に区分しておりましたが、当連結会計年度から医薬品等卸売事業および医薬品等製造事業の２セグメントに

変更しております。これは、従来の事業区分でその他事業を構成していた子会社日商物流サービス株式会社

が当連結会計年度において連結除外となったことによるものであります。

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

３．営業費用のうち、消去又は全社の項目に含めた配賦不能営業費用の当中間期の金額は518百万円であり、これ

は当社の一般管理費であります。
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前連結会計年度（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）

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

　（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

ｂ．所在地別セグメント情報

前中間連結会計期間（自平成17年４月１日　至平成17年９月30日）

　当中間連結会計期間における全セグメントの売上高の合計に占める「本邦」の割合は90％を超えているため、

記載を省略しております。

当中間連結会計期間（自平成18年４月１日　至平成18年９月30日）

　当中間連結会計期間における全セグメントの売上高の合計に占める「本邦」の割合は90％を超えているため、

記載を省略しております。

前連結会計年度（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に占める「本邦」の割合は90％を超えているため、記

載を省略しております。

ｃ．海外売上高

前中間連結会計期間（自平成17年４月１日　至平成17年９月30日）

　当中間連結会計期間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。

当中間連結会計期間（自平成18年４月１日　至平成18年９月30日）

　当中間連結会計期間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。

前連結会計年度（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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（１株当たり情報）

項目
前中間連結会計期間

（自　平成17年４月１日
至　平成17年９月30日）

当中間連結会計期間
（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

前連結会計年度
（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 3,435円 56銭      3,811円 25銭      3,537円 89銭

１株当たり中間（当期）純利益 90円 42銭   150円 45銭   189円 55銭

 　なお、潜在株式調整後１株

当たり中間純利益については、

潜在株式が存在しないため記

載しておりません。

　　　　　同　左 　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株当たり中間（当期）純利益の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

 
前中間連結会計期間

（自　平成17年４月１日
至　平成17年９月30日）

当中間連結会計期間
（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

前連結会計年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

中間（当期）純利益（百万円） 3,209 5,929 7,073

普通株主に帰属しない金額（百万円） － － 168

（うち利益処分による役員賞与金） (－） (－） (168)

普通株式に係る中間（当期）純利益（百万円） 3,209 5,929 6,904

期中平均株式数（千株） 35,494 39,413 36,428
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（重要な後発事象）

前中間連結会計期間

（自　平成17年４月１日

至　平成17年９月30日）

当中間連結会計期間

（自　平成18年４月１日

至　平成18年９月30日）

前連結会計年度

（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日に成和産業株式

会社との間で株式交換契約を締結し、平成17

年６月29日開催の当社定時株主総会の承認決

議を経て、平成17年10月１日をもって、当社

の完全子会社とする株式交換を行いまし

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９月30日

                     現在）

株主資本　8,238百万円（平成17年９月30

                       日現在）

総資産　37,495百万円（平成17年９月30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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５．生産、受注及び販売の状況

当中間連結会計期間の生産、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 5,113 98.0

（注）１．医薬品等卸売事業については、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 714,667 118.0

 医薬品等製造事業 5,705 125.2

合　　　計 720,373 118.0

（注）１．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。

２．消去しているセグメント間の内部仕入高は、3,233百万円（前年同期比136.0%）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 772,571 117.1

  医薬品等製造事業 11,804 113.9

合計 784,375 116.8

（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、3,235百万円（前年同期比81.4%）であり、上記金額に含めて

記載しております。
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