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平成19年３月期 中間決算短信 (連結)  

 

 

平成18年11月17日 
会  社  名 株 式 会 社 大     木 上場取引所:JASDAQ  
コ ー ド 番 号  8120 本社所在都道府県  
(URL http://www.ohki-net.co.jp) 東京都  

 
代  表  者 役  職  名 取締役社長 氏    名 松 井 秀 夫 
問合せ先責任者 役  職  名 執行役員業務本部長 氏    名 長     洋 
  Ｔ Ｅ Ｌ  (03)3947－2232 
 
決算取締役会開催日 平成18年11月17日 
 
米国会計基準採用の有無  無   
 
1. 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) 金額の端数処理については、百万円未満を切捨てしております。
 
 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 49,816 (  7.6) 154 ( 171.5) 258 ( 23.9) 

17年９月中間期 46,319 (  5.1) 56 (△39.0) 208 ( 12.0) 

18 年 ３ 月 期 90,469  412  663  

 

 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 98 ( ― ) 8 25 ― ― 

17年９月中間期 △140 ( ― ) △12 96 ― ― 

18 年 ３ 月 期 △128  △11 24 ― ― 
 
(注) 1. 持分法投資損益 18年９月中間期 １百万円 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 11,997,028株 17年９月中間期 10,877,306株 18年３月期 11,406,605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 46,228 5,447 11.7 448 59 

17年９月中間期 37,011 5,172 14.0 429 63 

18 年 ３ 月 期 38,085 5,314 14.0 445 30 
 
(注) 期末発行済株式数(連結) 18年９月中間期 12,035,945株 17年９月中間期 12,039,611株 18年３月期 11,935,278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 3,895 △154 82 4,807 

17年９月中間期 629 △286 375 1,433 

18 年 ３ 月 期 787 △917 398 983 

 
 (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 ７社 持分法適用非連結子会社数 １社 持分法適用関連会社数 ０社
 
 (5) 連結範囲及び持分法の適用の異動状況 

連結(新規) ０社 (除外) ０社 持分法(新規) １社 (除外) ０社
 
2. 19年３月期の連結業績予想 (平成18年４月１日～平成19年３月31日) 
 売上高 経常利益 当期純利益 

 百万円 百万円 百万円

通期 97,516 700 291 

 (参考) １株当たり予想当期純利益(通期) 24円18銭 
 
  ※ 上記の予想は、本資料の発表日現在において入手可能な情報に基づき作成したものであり、実際の業績は、

今後様々な要因によって予想数値と異なる場合があります。なお、上記の予想に関連する事項については、
添付資料の６ページを参照してください。 
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1. 企業集団の状況 

当社の企業集団は、当社および関係会社８社で構成され、うち７社が連結子会社、１社が持分法適

用非連結子会社であります。また、関係会社８社の事業内容は食品・医薬品・雑貨製造・販売業２社、

食品・医薬品・雑貨・卸売業１社、殺鼠剤製造・販売業１社、店頭販促企画代行業１社、環境対応日

用品製造・卸売業１社およびその他の事業２社で、主として、当社および当社取引先を対象に事業を

営んでおります。また、当社および関係会社８社は全て国内での事業展開であり、海外を拠点とする

企業および海外取引を事業とするものはありません。 

事業の系統図は次の通りであります。 
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2. 経営方針 

１）経営の基本方針 

当社は「医薬品スタンディングで化粧品と食品にウィングを持ち、より快適な生活向上を目指す

総合業態流通業」を目指しております。また、同時に「流通コストのナショナルミニマムを実現す

る中間流通業」として、小売店と一体となって消費者満足を絶えず追求していく事を社会的使命と

考えております。 

そのため、考え方を共有する小売店とパートナーシップを組み、医薬品、健康食品、化粧品、医

療器、日用品に至るまで、消費者が満足して購入し使って頂けるようなカテゴリー提案を積極的に

行いますと共に、店頭での販売力を強化する為の「インストアマーチャンダイジング」を展開して

まいります。その結果として当社は、｢非価格競争力」を持った、お客様から信頼される商流力を確

立し、お客様にとって欠くことのできないオンリーワンの卸売業者となることを目指してまいりま

す。 

更には、ドラッグストア、ゼネラルマーチャンダイズストア、スーパーマーケット、ホームセン

ター、ボランタリーチェーン、通信販売と、小売業態の多様化が急速に進む実情に対しては柔軟か

つ積極的に対応して参ります。 

その為に必要な装備と環境につきましては、TOP‘S21と名付けました「パソコンアンドサーバー

システム」の一層の性能の向上と、全国のお客様のニーズにお応えできる物流センターの充実を進

めております。 

今後とも、消費者およびお取引先から信頼される企業になると同時に、企業としての健全な体力

を維持・強化しつつ、経営の効率性向上に努め、更なる業容拡大に努めてまいります。 

 

２）利益配分に関する基本方針 

配当につきましては安定配当を基本に、業績に応じた配当を行って参りたいと考えております。

内部留保金は、経営体質の一層の充実と今後の事業展開に活用する予定であります。 

 

３）中期的な経営戦略 

社会全体の大きな流れとして、少子高齢化社会の進展とともに消費者の生活スタイルや健康に対

する考え方が変化してきております。また、健康志向が一段と進み、未病、予防の為の健康食品へ

の関心がますます強くなってきております。 

他方、本年６月には、46年ぶりに「薬事法」が改正となり、2009年４月１日から完全実施となる

ことが決定いたしました。詳細は今後徐々に決まってゆくものと考えられますが、医薬品卸業にと

って極めて重大な影響を与えることは間違いありません。大衆薬を販売する業として、卸売販売業

が始めて法制化されました。更には、大衆薬のABC分類、登録販売者資格の問題もあります。これま

で長期低下傾向を続けてきた大衆薬市場そのものにとってのインパクトも大きいものがあると予想

されております。無論、ドラッグストアをはじめとする小売業もそのあり方を変えていかざるを得

ません。 
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このような社会的変化・法的環境の激変の下、ドラッグストアや医薬品卸業者の生き残りをかけ

た再編淘汰も加速すると予想されます。同一業態間の連携強化、垣根を越えた合従連衡の動き、或

いは、日雑卸業態と医薬品卸業態との結合、更には、総合商社の業界への関与の動きが加速してゆ

き、物流センター構築の動き、更には、小売業者とメーカーとの直取引の増大等の変化が益々加速

しております。 

当社はこうした激動の潮流と国内業界の将来を見据えて強固な営業基盤の確立を図るため、イン

フラとしてのコンプライアンス体制を堅持しつつ、広域化・業態化を進め、カテゴリーを拡大し、

健康維持摂取品や基礎化粧品であるメディカルスキンケアを含む広範な商品調達力を備えてまいり

ます。また、マーチャンダイジング商品の開発にも注力し、ユニークなビジネスモデルを持つオン

リーワン卸の確立を目指してまいります。 

 

４）会社が対処すべき課題 

当社は、この環境激動の時代に起こりうるどのような状況の変化にも適応しうる総合卸企業であ

る為には、戦略的な先行投資を続けながら、経常利益率を１％以上確保できるような収益体質を作

り上げる事が必要であると考えております。そのため、当社グループとして、受発注、保管・配送

等の物流にかかわる体制を強化し、物流関係の費用を圧縮すると共に、更なる在庫運営の改善、回

転差資金効率の向上に取り組んでまいります。と同時に、業務フローの抜本的見直しと、TOP‘S21

の活用によるペーパーレス化、ワンインプット処理化により、一般経費の一層の圧縮に努めます。 

一方、大衆薬と健康食品・化粧品、更には、日用雑貨品までの広範な商品群を取扱う事を志向す

る当社グループにとって、これら商品群に係る調達能力を向上させることが喫緊の課題となってお

ります。商品調達力を高める事により、それを背景にパートナー小売店に対するカテゴリー提案を

通じて消費者満足の追求を図っていく事が必須であると考えております。 

また、営業社員の知識装備、情報装備にかかる教育の一層の充実を図り、小売店に対する有益な

情報提供を行うと共に、インストアマーチャンダイジング理論の実践を進め、あわせて、側面支援

として、データベースによる営業支援システムの整備充実を進めてまいります。 

あわせて、デフレ経済の継続と大手企業との競争で体力を消耗し、市場から撤退を余儀なくされ

る小売店が引き続き増加しています。当社グループでは、常に起こりうるリスクとして取引先への

与信をきめ細かく行い、債権の不良化防止に努めております。 
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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のわが国経済は、原油価格高騰の影響は受けたものの、企業の収益改善によ

る継続的な設備投資の増加や雇用情勢の改善傾向、個人消費の持ち直しを背景に景気は緩やかな回

復基調を続けました。 

そのような状況の中で当社グループは、売上につきましては、有力ドラッグストアとの取引関係

を強化すると同時に、異業態との取引の開拓・深化にも積極的に取り組んでまいりましたこと、ま

た、かねてより力を入れて参りましたプライベートブランド商品の開発と供給、並びに非価格競争

のできる商流力強化に努めましたことにより、増収を実現することが出来ました。収益につきまし

ては、ドラッグストア業界等の価格競争の激化を主因とした値下げ要求は一層厳しさを増し、また

センターフィーも引き続き上昇傾向にありましたが、戦略商品の売上シェアアップに加え、新設物

流センターへの先行投資が効果を顕し始めたこと等により、経常利益率は前期に比べ23.9％アップ

となり、増益を果たすことが出来ました。 

以上の結果、当中間連結会計期間の連結売上高は、49,816百万円（前年同期比7.6％増）と増収と

なり、連結経常利益は、258百万円（前年同期比23.9％増)、連結中間純利益は98百万円と増益とな

りました。 

 

２）財政状態 

当中間連結会計期間末における現金及び現金同等物は、期首残高よりも3,824百万円増加し、

4,807百万円となりました。 

当中間連結会計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因はつぎのとおりであり

ます。 

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

営業活動の結果得られた資金は、3,895百万円（前年同期比3,265百万円増）となりました。 

これは主として仕入債務の増加が売上債権の増加を上回ったためであります。 

（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

投資活動の結果使用した資金は、154百万円（前年同期比131百万円減）となりました。 

これは主として、設備投資と、投資有価証券の取得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） 

財務活動の結果得られた資金は、82百万円（前年同期比292百万円減）となりました。 

これは主として、借入によるものであります。 
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なお、当社グループのキャッシュ・フロー指標のトレンドは下記のとおりであります。 

 平成17年9月期中 平成18年3月期 平成18年9月期中 

自己資本比率 14.0％ 14.0％ 11.7％ 

時価ベースの自己資

本比率 
18.5％ 14.7％ 12.0％ 

債務償還年数（年） 3.0 6.1 0.7 

インタレスト・カ
バレッジレシオ 

16.9 9.6 77.5 

時価ベースの自己資本比率：株価時価総額／総資産 

債務償還年数（年）：有利子負債／営業キャッシュ・フロー 

インタレスト・カバレッジレシオ：営業キャッシュ・フロー／利払い 

＊ 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。 

＊ キャッシュ・フローは営業キャッシュ・フローを利用しております。有利子負債は 

  連結貸借対照表に計上されている負債のうち利子を支払っている全ての負債を対象と 

  しております。 

＊ 債務償還年数の中間期での計算は、営業キャッシュ・フローを年額に換算するため 

  ２倍にしております。 

３）事業等のリスク 

財政状態・経営成績に重要な影響を及ぼすもの 

 当社グループの販売諸費は当中間連結会計期間において2,058百万円となっており、前年同期と比

較して202百万円増加しております。その増加の主なものは大手量販ストアーやドラッグチェーン各

社が卸会社から徴収するいわゆるセンターフィーであり、小売市場の競争の激化により今後の当社

グループの業績に悪影響を与える可能性があります。 

 当社グループの貸倒引当金総額は643百万円であります。一般債権については貸倒実績率により、

貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しており

ます。主要な販売先は大手量販ストアーやドラッグチェーン各社であるため、小売市場の動向によ

っては今後貸倒引当金の積み増しを要する事態が生じる可能性があります。 

４）通期の業績予想 

当面の国内景気につきましては、基本的に、景気回復基調が持続し、堅調に推移していくものと

思われます。 

当社グループは、このような環境下でありますが引き続き経費の圧縮と顧客ニーズを捉えた非価

格競争力、商品政策等により売上の拡大と利益率の維持に鋭意努力する所存であります。 

業績見込みといたしましては、連結売上高97,516百万円、連結売上総利益11,003百万円、連結営

業利益462百万円、連結経常利益700百万円、税金等調整前当期純利益700百万円、連結当期純利益

291百万円を見込んでおります。 

 

以  上 
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4. 中間連結財務諸表等 

比較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(千円) 

構成比

(％)
金額(千円) 

構成比

(％)
金額(千円) 

構成比

(％)

(資産の部)    

Ⅰ 流動資産    

 １ 現金及び預金 ※１  1,435,921 4,814,762  990,733

 ２ 受取手形及び 

   売掛金 
※3,4  16,261,581 20,871,962  16,291,512

 ３ たな卸資産   7,828,738 7,448,565  7,916,622

 ４ 未収入金   2,903,980 3,151,403  2,728,228

 ５ その他   402,218 186,852  200,978

   貸倒引当金   △354,037 △458,840  △335,215

   流動資産合計   28,478,403 76.9 36,014,705 77.9  27,792,859 73.0

Ⅱ 固定資産    

 １ 有形固定資産    

  (1) 建物及び構築物 ※１ 3,910,524 5,095,759 5,095,414 

    減価償却累計額  1,664,826 2,245,698 2,423,409 2,672,350 2,341,933 2,753,481

  (2) 機械装置及び 

    運搬具 
 147,210 197,463 187,163 

    減価償却累計額  76,958 70,252 106,347 91,116 97,356 89,807

  (3) 土地 ※１  3,400,697 3,652,136  3,652,136

  (4) その他  244,719 470,275 391,719 

    減価償却累計額  194,579 50,140 333,390 136,884 327,854 63,864

   有形固定資産合計   5,766,788 15.6 6,552,487 14.2  6,559,289 17.2

 ２ 無形固定資産    

  (1) 連結調整勘定   ― ―  33,369

  (2) その他   33,008 194,179  184,602

   無形固定資産合計   33,008 0.1 194,179 0.4  217,972 0.6

 ３ 投資その他の資産    

  (1) 投資有価証券 ※１  1,309,801 2,306,432  2,213,457

  (2) 長期貸付金   86,195 85,860  85,945

  (3) その他   1,646,582 1,259,403  1,380,788

    貸倒引当金   △309,577 △184,761  △165,168

   投資その他の 

   資産合計 
  2,733,001 7.4 3,466,934 7.5  3,515,021 9.2

   固定資産合計   8,532,799 23.1 10,213,601 22.1  10,292,283 27.0

   資産合計   37,011,202 100.0 46,228,307 100.0  38,085,143 100.0
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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(千円) 

構成比

(％)
金額(千円) 

構成比

(％)
金額(千円) 

構成比

(％)

(負債の部)    

Ⅰ 流動負債    

 １ 支払手形及び 

   買掛金 
※1,4  25,929,329 33,043,279  25,007,401

 ２ 短期借入金 ※1,2  2,544,000 4,792,155  3,559,365

 ３ 賞与引当金   155,724 168,683  149,902

 ４ 返品調整引当金   51,000 56,325  58,097

 ５ その他   827,314 1,103,966  1,192,669

   流動負債合計   29,507,367 79.7 39,164,411 84.7  29,967,436 78.7

Ⅱ 固定負債    

 １ 社債及び 

   長期借入金 
※１  1,206,000 277,898  1,414,870

 ２ 退職給付引当金   253,520 307,837  286,980

 ３ 役員退職引当金   94,906 87,077  121,485

 ４ 連結調整勘定   3,753 ―  ―

 ５ その他   770,493 943,687  928,910

   固定負債合計   2,328,673 6.3 1,616,500 3.5  2,752,247 7.2

   負債合計   31,836,041 86.0 40,780,911 88.2  32,719,684 85.9

(少数株主持分)    

  少数株主持分   2,630 0.0 ― ―  50,684 0.1

(資本の部)    

Ⅰ 資本金   1,751,772 4.7 ― ―  1,751,772 4.6

Ⅱ 資本剰余金   1,491,927 4.0 ― ―  1,491,927 3.9

Ⅲ 利益剰余金   1,797,457 4.9 ― ―  1,801,649 4.8

Ⅳ その他有価証券 

  評価差額金 
  373,910 1.0 ― ―  568,155 1.5

Ⅴ 自己株式 ※１  △242,535 △0.6 ― ―  △298,728 △0.8

   資本合計   5,172,530 14.0 ― ―  5,314,774 14.0

   負債、少数株主 

   持分及び 

   資本合計 

  37,011,202 100.0 ― ―  38,085,143 100.00

(純資産の部)    

Ⅰ 株主資本    

 １ 資本金   ― ― 1,751,772 3.8  ― ―

 ２ 資本剰余金   ― ― 1,486,418 3.2  ― ―

 ３ 利益剰余金   ― ― 1,829,220 4.0  ― ―

 ４ 自己株式   ― ― △253,957 △0.6  ― ―

   株主資本合計   ― ― 4,813,452 10.4  ― ―

Ⅱ 評価・換算差額等    

   その他有価証券 

   評価差額金 
  ― ― 585,766 1.3  ― ―

   評価・換算 

   差額等合計 
  ― ― 585,766 1.3  ― ―

Ⅲ 少数株主持分   ― ― 48,175 0.1  ― ―

   純資産合計   ― ― 5,447,395 11.8  ― ―

   負債純資産合計   ― ― 46,228,307 100.0  ― ―
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比較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 
要約連結損益計算書 

(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(千円) 
百分比
(％)

金額(千円) 
百分比
(％)

金額(千円) 
百分比
(％)

Ⅰ 売上高  46,319,053 100.0 49,816,995 100.0  90,469,265 100.0

Ⅱ 売上原価  41,374,895 89.3 44,619,214 89.6  80,724,780 89.2

   売上総利益  4,944,157 10.7 5,197,781 10.4  9,744,484 10.8

Ⅲ 販売費及び一般管理費   

 １ 配送・荷造保管費 833,268 760,572 1,456,330 

 ２ 車両費 47,231 47,561 95,454 

 ３ 販売諸費 1,855,902 2,058,642 3,798,913 

 ４ 貸倒引当金繰入額 177,011 170,667 161,168 

 ５ 給与手当・賞与 1,030,527 1,004,351 2,135,686 

 ６ 賞与引当金繰入額 155,724 168,683 149,902 

 ７ 退職給付費用 58,847 67,268 122,050 

 ８ 役員退職引当金繰入額 7,450 12,311 14,750 

 ９ 福利厚生費 86,529 115,636 187,698 

 10 減価償却費 70,439 87,196 158,039 

 11 その他 564,396 4,887,326 10.5 550,618 5,043,509 10.1 1,052,138 9,332,131 10.3

   営業利益  56,831 0.2 154,271 0.3  412,353 0.5

Ⅳ 営業外収益   

 １ 受取利息 2,206 4,096 12,523 

 ２ 受取配当金 12,429 18,636 15,557 

 ３ 仕入割引 53,215 57,710 112,099 

 ４ 情報手数料 51,160 50,626 107,523 

 ５ 受取家賃 26,377 20,362 47,326 

 ６ 連結調整勘定償却 1,226 ― 110 

 ７ 為替差益  25,210 433 8,715 

 ８ その他営業外収益 37,265 209,089 0.4 30,562 182,429 0.4 79,014 382,872 0.4

Ⅴ 営業外費用   

 １ 支払利息 35,841 47,177 83,386 

 ２ 売上債権売却損  14,973 22,793 31,975 

 ３ その他営業外費用 6,353 57,168 0.1 8,023 77,995 0.2 16,260 131,621 0.2

   経常利益  208,752 0.5 258,706 0.5  663,603 0.7

Ⅵ 特別利益   

 １ 奨励金等受贈益  ― ― ― 31,524 31,524 0.1 ― ― ―

Ⅶ 特別損失   

 １ 固定資産除却損 ※１ 17,349 ― 22,388 

 ２ 貸倒引当金繰入額 111,038 ― ― 

 ３ 役員退職金 ― ― 2,700 

 ４ 貸倒損失 ― 25,000 121,289 

 ５ 減損損失 ※２ 192,255 ― 199,352 

 ６ その他特別損失 ※３ 9,894 330,537 0.7 ― 25,000 0.1 155,712 501,443 0.5

   税金等調整前中間(当期) 
   純利益叉は損失(△) 

 △121,784 △0.2 265,230 0.5  162,159 0.2

   法人税、住民税及び 
   事業税 

114,027 117,627 251,119 

   法人税等調整額 △95,060 18,966 0.1 69,129 186,756 0.3 34,855 285,975 0.3

   少数株主利益 
   叉は損失(△) 

 188 0.0 △20,480 △0.0  4,358 0.0

   中間(当期)純利益 
   叉は損失(△) 

 △140,939 △0.3 98,953 0.2  △128,173 △0.1
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比較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(千円) 金額(千円) 

(資本剰余金の部)   

Ⅰ 資本剰余金期首残高  1,124,760  1,124,760

Ⅱ 資本剰余金増加高   

 １ 増資による新株式の発行  356,014 356,014 

 ２ 自己株式処分差益  11,152 367,166 11,152 367,166

Ⅲ 資本剰余金中間期末(期末) 
  残高 

 1,491,927  1,491,927

(利益剰余金の部)   

Ⅰ 利益剰余金期首残高  2,002,829  2,002,829

Ⅱ 利益剰余金減少高   

 １ 配当金  64,433 64,433 

 ２ 中間(当期)純損失  140,939 128,173 

 ３ 連結子会社増加に伴う 
   利益剰余金減少高 

 ― 205,372 8,573 201,180

Ⅲ 利益剰余金中間期末(期末) 
  残高 

 1,797,457  1,801,649
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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) 

 

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(千円) 1,751,772 1,491,927 1,801,649 △298,728 4,746,619

中間連結会計期間中の変動額  

 剰余金の配当 △71,382  △71,382

 中間純利益 98,953  98,953

 自己株式の取得 △24,645 △24,645

 自己株式の処分 △5,508 69,416 63,907

中間連結会計期間中の変動額合計 

(千円) 
△5,508 27,571 44,771 66,833

平成18年９月30日残高(千円) 1,751,772 1,486,418 1,829,220 △253,957 4,813,452

 

評価・換算差額等 

 
その他有価証券 
評価差額金 

評価・換算差額等合計

少数株主持分 純資産合計 

平成18年３月31日残高(千円) 568,155 568,155 50,684 5,365,459

中間連結会計期間中の変動額  

 剰余金の配当  △71,382

 中間純利益  98,953

 自己株式の取得  △24,645

 自己株式の処分  63,907

 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) 

17,611 17,611 △2,508 15,102

中間連結会計期間中の変動額合計 
(千円) 

17,611 17,611 △2,508 81,936

平成18年９月30日残高(千円) 585,766 585,766 48,175 5,447,395

 
 



ファイル名:08_0080003121812.doc 更新日時:2006/11/10 23:55 印刷日時:2006/11/159:15 

― 12 ― 

比較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 
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 金額(千円) 金額(千円) 金額(千円) 

Ⅰ 営業活動による 
キャッシュ・フロー 

 

税金等調整前中間(当期) 
純利益叉は損失(△) 

△121,784 265,230 162,159

減価償却額 72,204 98,536 193,293

減損損失額 192,255 ― 199,352

長期前受収益の償却額 △750 △250 △1,500

連結調整勘定償却 △1,226 ― △110

のれん償却額 ― 21,809 ―

持分法による投資利益 ― △1,201 ―

固定資産除却損 17,349 ― 39,564

貸倒引当金の増加額 279,301 143,216 109,771

賞与引当金の増減額 23,733 18,780 △5,310

退職給付引当金の増加額 29,440 20,856 45,053

役員退職引当金の増減額 7,450 △34,408 17,450

返品調整引当金の減少額 △7,646 △1,772 △2,896

受取利息及び受取配当金 △14,635 △22,733 △28,081

支払利息 35,841 47,177 83,386

売上債権の増減額 △235,387 △4,437,085 555,057

たな卸資産の増減額 △25,354 468,057 63,915

未収入金の増減額 △112,426 △427,550 100,530

仕入債務の増減額 289,854 7,994,081 △954,620

未払金の増減額 11,728 133,553 △2,542

未払消費税等の増減額 83,300 △120,101 193,538

その他 77,706 △41,922 73,027

小計 600,955 4,124,273 841,037

利息及び配当金の受取額 18,317 26,965 27,532

利息の支払額 △37,346 △50,290 △83,190
法人税等の支払額(△) 
叉は還付額 

47,712 △205,373 1,747

営業活動による 
キャッシュ・フロー 

629,638 3,895,575 787,127

Ⅱ 投資活動による 
  キャッシュ・フロー 

 

定期預金の預入による支出 △2,000 △7,000 △7,000

定期預金の払戻による収入 2,000 7,000 2,000

有形固定資産の取得による支出 △184,080 △89,327 △204,851

投資有価証券の取得による支出 △101,464 △63,069 △671,677

投資有価証券の売却による収入 ― ― 13

その他投資の取得による支出 △3,742 △3,115 △9,552

その他投資の回収による収入 2,585 1,088 17,383
連結範囲の変更を伴う 
子会社株式の取得 

― ― △44,977

貸付による支出 ― ― △42

貸付金の回収による収入 680 85 1,590
投資活動による 
キャッシュ・フロー 

△286,022 △154,338 △917,114
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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 
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 金額(千円) 金額(千円) 金額(千円) 

Ⅲ 財務活動による 
  キャッシュ・フロー 

 

短期借入金の純増減額 △285,000 558,107 △286,220

社債の発行による収入 ― 100,000 ―

長期借入れによる収入 ― 450,000 153,400

長期借入金の返済による支出 △12,000 △1,012,289 △105,294

配当金の支払額 △63,413 △70,090 △64,725

少数株主への配当金の支払額 ― △4,198 ―

株式の発行による収入 713,286 ― 713,286

自己株式の取得による支出 △34,565 △2,628 △68,724

自己株式の売却による収入 56,700 63,889 56,700

財務活動による 
キャッシュ・フロー 

375,006 82,791 398,421

Ⅳ 現金及び現金同等物の増加額 718,622 3,824,028 268,434

Ⅴ 現金及び現金同等物の期首残高 715,299 983,733 715,299

Ⅵ 現金及び現金同等物の 
  中間期末(期末)残高 

1,433,921 4,807,762 983,733
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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 

連結子会社数 ５社 
㈱ヘルスタージャパン 
㈱ディー・エス・エスプロ
モーション 
リブ・ラボラトリーズ㈱ 
㈱エコ・ファクトリー 
環境衛生薬品㈱ 
 
 ㈱ディー・エス・エスリ
ースについては、㈱エコ・
ファクトリーと合併したた
め、連結子会社数が１社減
少しております。 

(1) 連結子会社数 ７社 
㈱ヘルスタージャパン
㈱ディー・エス・エス
プロモーション 
リブ・ラボラトリーズ
㈱ 
㈱エコ・ファクトリー
環境衛生薬品㈱ 
岡内大木㈱ 
大木製薬㈱ 

 
(2) 主要な非連結子会社の

名称等 
主要な非連結子会社 
大阪小売振興匿名組合
 大阪小売振興匿名組
合は、「投資事業組合
に対する支配力基準及
び影響力基準の適用に
関する実務上の取扱
い」(企業会計基準委
員会 平成18年９月８
日 実務対応報告第20
号)の見直しにより、
当中間連結会計期間よ
り子会社に変更してお
ります。 

 
(連結の範囲から除いた理
由) 
 非連結子会社は、小規模
であり、合計の総資産、売
上高、中間純損益(持分に
見合う額)及び利益剰余金
(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
いためであります。 

連結子会社数 ７社 
㈱ヘルスタージャパン 
㈱ディー・エス・エスプロ
モーション 
リブ・ラボラトリーズ㈱ 
㈱エコ・ファクトリー 
環境衛生薬品㈱ 
岡内大木㈱ 
大木製薬㈱ 
 上記のうち、大木製薬㈱
及び岡内大木㈱について
は、当事業年度中において
新たに取得したため、連結
の範囲に含めております。
 なお、前事業年度におい
て連結子会社でありました
㈱ディー・エス・エスリー
スは、連結子会社の㈱エ
コ・ファクトリーと合併し
たため、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 

当社は非連結子会社及び
関連会社はないため持分法
は適用しておりません。 

(1) 持分法適用の非連結子
会社数 １社 
大阪小売振興匿名組合

当社は非連結子会社及び
関連会社はないため持分法
は適用しておりません。 

  (2) 持分法を適用していな
い非連結子会社、関連
会社 
該当事項はありませ
ん。 

 

  (3) 持分法の適用の手続き
について特に記載する
必要があると認められ
る事項 
 持分法適用会社のう
ち、中間決算日が異な
る会社については、当
該会社の中間会計期間
に係る中間財務諸表を
使用しております。 
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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(決算日)等
に関する事項 

全ての連結子会社の中間
決算日は中間連結決算日と
一致しております。 

同左 全ての連結子会社の決算
日は連結決算日と一致して
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 

中間決算末日の
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 

(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… 

中間決算末日の
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) 

時価のないもの… 
同左 

(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… 

決算期末日の市
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… 
同左 

 ② デリバティブ… 
  時価法 

――――― ――――― 

 ③ たな卸資産 
商品……移動平均法
による原価法 
 
原材料及び貯蔵品…
最終仕入原価法によ
る原価法 
製品及び仕掛品…移
動平均法による原価
法 

② たな卸資産 
商品……主として移
動平均法による原価
法 
原材料及び貯蔵品…
主として最終仕入原
価法による原価法 
製品及び仕掛品…主
として移動平均法に
よる原価法 

② たな卸資産 
商品……同左 

 
 
原材料及び貯蔵品…
最終仕入原価法によ
る原価法 
製品及び仕掛品……

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……車
両については定率
法、その他の有形固
定資産については主
として定額法を採用
しております。 
取得価額が10万円以
上20万円未満の減価
償却資産について
は、３年間で均等償
却しております。 
なお、主な耐用年数
は以下のとおりであ
ります。 
建物及び構築物 

３～50年
機械装置及び運搬具

４～17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…… 
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…… 
同左 

 ② 無形固定資産……自
社利用のソフトウェ
アについては、社内
における利用可能期
間(５年)に基づく定
額法、それ以外の無
形固定資産について
は定額法を採用して
おります。 

② 無形固定資産…… 
同左 

② 無形固定資産…… 
同左 
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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 長期前払費用……対

応期間に応じた均等

償却 

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

債権等の貸倒損失に

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

念債権等特定の債権

については個別に回

収可能性を検討し、

回収不能見込額を計

上しております。 

(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

員の賞与支給に充て

るため、将来の支給

見込額のうち当中間

連結会計期間の負担

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

員の賞与支給に充て

るため、将来の支給

見込額のうち当期の

負担額を計上してお

ります。 

 

 ③ 返品調整引当金……
返品による損失に備
えるため、当中間連
結会計期間末の売上
債権残高に当中間連
結会計期間及び前連
結会計年度の平均返
品率と当中間連結会
計期間の売上総利益
率を乗じた額を計上
しております。 

③ 返品調整引当金……
同左 

③ 返品調整引当金……

  返品による損失に備

えるため、当連結会

計年度末の売上債権

残高に当連結会計年

度及び前連結会計年

度の平均返品率と当

連結会計年度の売上

総利益率を乗じた額

を計上しておりま

す。 

 ④ 退職給付引当金……
従業員の退職給付に
備えるため、当連結
会計年度末における
退職給付債務の見込
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。 
なお、会計基準変更
時 差 異 (403,662 千
円)については、15
年による按分額を費
用処理しておりま
す。 

④ 退職給付引当金……
従業員の退職給付に
備えるため、当連結
会計年度末における
退職給付債務及び年
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。 
なお、会計基準変更
時 差 異 (403,662 千
円)については、15
年による按分額を費
用処理しておりま
す。 

④ 退職給付引当金……
従業員の退職給付に
備えるため、当連結
会計年度末における
退職給付債務及び年
金資産の見込額に基
づき計上しておりま
す。 

  なお、会計基準変更
時 差 異 (403,662 千
円)については、15
年による按分額を費
用処理しておりま
す。 

 

 ⑤ 役員退職引当金……
役員の退職慰労金の
支給に備えて内規に
基づく中間連結期末
要支給額の100％を
計上しております。

⑤ 役員退職引当金……
同左 

⑤ 役員退職引当金……
  役員の退職慰労金の

支給に備えて内規に
基づく期末要支給額
の100％を計上して
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) 

 ――――― (4) 重要な外貨建資産又は
負債の本邦通貨への
換算の基準 

  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。 

(4) 重要な外貨建資産又は
負債の本邦通貨への
換算の基準 

  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。 

 (4) 重要なリース取引の処
理方法 
リース物件の所有権が
借主に移転すると認め
られるもの以外のファ
イナンス・リース取引
については、通常の賃
貸借取引に係る方法に
準じた会計処理によっ
ております。 

(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 

 (5) 重要なヘッジ会計の方
法 

① ヘッジ会計の方法 
金利スワップについ
て特例処理の条件を
充たしている場合に
は特例処理を採用し
ております。 

(6) 重要なヘッジ会計の方
法 

① ヘッジ会計の方法 
同左 

 

(6) 重要なヘッジ会計の方
法 

① ヘッジ会計の方法 
同左 

 ② ヘッジ手段とヘッジ
対象 
ヘッジ手段 

金利スワップ 
ヘッジ対象 

借入金利息 

② ヘッジ手段とヘッジ
対象 

同左 
 

 
 

② ヘッジ手段とヘッジ
対象 

同左 

 ③ ヘッジ方針 
金利リスクの低減並
びに金融収支改善の
ため、対象債務の範
囲内でヘッジを行っ
ております。 

③ ヘッジ方針 
同左 

 

③ ヘッジ方針 
同左 

 ④ ヘッジ有効性評価の
方法 
特例処理によってい
る金利スワップにつ
いては有効性の評価
を省略しておりま
す。 

④ ヘッジ有効性評価の
方法 

同左 
 

④ ヘッジ有効性評価の
方法 

同左 

 (6) その他中間連結財務諸
表作成のための重要
な事項 

(7) その他中間連結財務諸
表作成のための重要
な事項 

(7) その他連結財務諸表作
成のための重要な事
項 

 ① 消費税等の会計処理
方法 
消費税及び地方消費
税は、税抜方式を採
用し、仮受消費税等
と仮払消費税等を相
殺のうえ、流動負債
の「その他」に含め
て表示しておりま
す。 

① 消費税等の会計処理
方法 

同左 

① 消費税等の会計処理
方法 
消費税及び地方消費
税は税抜方式によっ
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) 

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 

中間連結キャッシュ・フ

ロー計算書における資金

(現金及び現金同等物)は、

手許現金、及び随時引出し

が可能な預金からなってお

ります。 

同左 連結キャッシュ・フロー

計算書における資金（現金

及び現金同等物）は、手許

現金、及び随時引出しが可

能な預金からなっておりま

す。 
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会計処理の変更 

 
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) 

(固定資産の減損に係る会計基準) 

 「固定資産の減損に係る会計基

準」(「固定資産の減損に係る会計

基準の設定に関する意見書」(企業

会計審議会 平成14年8月9日))及び

「固定資産の減損に係る会計基準の

適用指針」(企業会計基準委員会 

平成15年10月31日 企業会計基準適

用指針第6号)を当中間連結会計期間

から適用しております。 

 これにより税金等調整前中間純損

失は192,255千円増加しておりま

す。 

 なお、減損損失累計額について

は、改正後の中間連結財務諸表規則

に基づき当該各資産の金額から直接

控除しております。 

――――― (固定資産の減損に係る会計基準) 

 「固定資産の減損に係る会計基

準」(「固定資産の減損に係る会計

基準の設定に関する意見書」(企業

会計審議会 平成14年８月９日))及

び「固定資産の減損に係る会計基準

の適用の指針」(企業会計基準委員

会 平成15年10月31日 企業会計基

準適用指針第６号)を当連結会計年

度から適用しております。 

 これにより税金等調整前当期純利

益は199,352千円減少しておりま

す。 

 なお、減損損失累計額について

は、改正後の連結財務諸表規則に基

づき当該各資産の金額から直接控除

しております。 

――――― (貸借対照表の純資産の部の表示に

関する会計基準等) 

当中間連結会計期間から「貸借対

照表の純資産の部の表示に関する会

計基準」(企業会計基準委員会 平

成17年12月９日 企業会計基準第５

号)及び「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」(企業会計基準委員会 平成17

年12月９日 企業会計基準適用指針

第８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。 

なお、従来の「資本の部」の合計

に相当する金額は5,399,219千円で

あります。 

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

間連結財務諸表は、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。 

――――― 
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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) 

――――― (中間連結貸借対照表) 

 「連結調整勘定」(当中間連結会計期間末の残高

163,940千円)は、当中間連結会計期間から無形固定資

産の「その他」(のれん)として表示しております。

「のれん」は資産の総額の100分の１以下であるため、

無形固定資産の「その他」に含めて表示しておりま

す。 

(中間連結損益計算書) 

 為替差益は営業外収益の総額の１０％超となったた

め、当中間連結会計期間より区分掲記しております。

尚、前中間連結会計期間はその他営業外収益に3,740千

円含まれております。 

 売上債権売却損は営業外費用の総額の１０％超とな

ったため、当中間連結会計期間より区分掲記しており

ます。尚、前中間連結会計期間はその他営業外費用に

733千円含まれております。 

(中間連結損益計算書) 

 「連結調整勘定償却」(当中間連結会計期間の計上額

21,809千円)は、当中間連結会計期間から販売費及び一

般管理費の「その他」(のれん償却額)として表示して

おります。のれん償却額は、販売費及び一般管理費の

総額の100分の10以下であるため、販売費及び一般管理

費の「その他」に含めて表示しております。 

――――― (中間連結キャッシュ・フロー計算書) 

 「連結調整勘定償却」は、当中間連結会計期間から

「のれん償却額」として表示しております。 
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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) 

前連結会計年度末 
(平成18年３月31日) 

※１ このうち 

預金 2,000千円

建物 1,499,068 

土地 2,356,482 

投資有価証券 138,457 

計 3,996,008 

は一年以内返済予定長期借入金

524,000 千 円 、 長 期 借 入 金

1,206,000千円、仕入先に対す

る買掛金2,149,810千円の担保

に供しております。 

※１ このうち 

預金 7,000千円

建物 1,942,160 

土地 2,607,921 

投資有価証券 153,215 

計 4,710,297 

は短期借入金1,345,000千円、

一年以内返済予定長期借入金

1,341,600千円、長期借入金

138,700千円、仕入先に対する

買掛金2,166,765千円、支払手

形316千円の担保に供しており

ます。 

※１ このうち 

預金 7,000千円

建物 2,049,298 

土地 2,607,921 

投資有価証券 162,590 

自己株式 22,034 

計 4,848,845 

は短期借入金885,000千円、１

年以内返済予定長期借入金

673,592 千 円 、 長 期 借 入 金

1,414,870千円、仕入先に対す

る買掛金2,175,375千円の担保

に供しております。 

※２  当社及び連結子会社は、運転

資金の効率的な調達を行うため

取引銀行６行と当座貸越契約を

締結しております。これらの契

約に基づく当中間連結会計期間

末の借入未実行残高は次のとお

りであります。 

当座貸越 
極度額 

6,495,000千円

借入実行残高 2,020,000千円

差引額 4,475,000千円
 

※２  当社及び連結子会社は、運転

資金の効率的な調達を行うため

取引銀行10行と当座貸越契約を

締結しております。これらの契

約に基づく当中間連結会計期間

末の借入未実行残高は次のとお

りであります。 

当座貸越 
極度額 

8,531,490千円

借入実行残高 3,406,490千円

差引額 5,125,000千円
 

※２  当社及び連結子会社は、運転

資金の効率的な調達を行うため

取引銀行９行と当座貸越契約を

締結しております。これらの契

約に基づく当連結会計年度末の

借入未実行残高は次のとおりで

あります。 

当座貸越 
極度額 

7,157,440千円

借入実行残高 2,782,440千円

差引額 4,375,000千円
 

 ――――― ※３ (手形割引高) 

受取手形割引高 69,262千円
 

※３ (手形割引高) 

受取手形割引高 84,696千円
 

 ――――― ※４ 中間連結会計期間末日満期手

形の会計処理については、手形

交換日をもって決済処理してお

ります。 

なお、当中間連結会計期間末

日が金融機関の休日であったた

め、次の中間連結会計期間末日

満期手形が、中間連結会計期間

末残高に含まれております。 

受取手形 280,873千円

支払手形 599,746千円
 

 ――――― 
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(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 固定資産除却損 

建物 15,693千円 

工具、器具 
及び備品 

1,655 
 

 ――――― ※１ 固定資産除却損の主な内訳 

建物及び 
構築物 

15,711千円

機械装置 
及び運搬具 

1,421 

その他 
(器具備品) 

1,655 

除却費用 3,600 
 

※２ (減損損失) 
 当社は、以下の資産グルー
プについて減損損失を計上し
ました。 

用途 種類 場所 
金額 
(千円) 

建物 
千葉県 

鎌ヶ谷市 
2,238 

遊休 

土地 
千葉県 

鎌ヶ谷市 
186,610 

建物 
静岡県 

熱海市 1,576 
遊休 

土地 
静岡県 

熱海市 1,830 

計 192,255 

 

(経緯) 
 上記の建物及び土地につい
ては、今後の利用計画も無
く、地価等も著しく下落して
いるため、減損損失を認識い
たしました。 
(グルーピングの方法) 
 営業用資産については、継
続して収支を把握している単
位で、賃貸用資産及び遊休資
産については、個々の物件単
位でグルーピングをしており
ます。 
(回収可能価額の算定方法等) 
 当資産グループの回収可能
価額は正味売却価額により測
定しており、建物について
は、固定資産税評価額により
評価し、土地については、公
示価格等を勘案した信託銀行
による合理的な見積り額によ
り評価しております。 

 ――――― ※２ (減損損失) 
 当社は、以下の資産グルー
プについて減損損失を計上し
ました。 

用途 種類 場所 
金額 
(千円) 

建物 
千葉県 

鎌ヶ谷市 
2,238

遊休

土地 
千葉県 

鎌ヶ谷市 
186,610

建物 
静岡県 

熱海市 1,576
遊休

土地 
静岡県 

熱海市 1,830

その他 連結調整勘定 7,097

計 199,352
(経緯) 
 上記の建物及び土地につい
ては、今後の利用計画も無
く、地価等も著しく下落して
いるため、減損損失を認識い
たしました。 
(グルーピングの方法) 
 営業用資産については、継
続して収支を把握している単
位で、賃貸用資産及び遊休資
産については、個々の物件単
位でグルーピングをしており
ます。 
(回収可能価額の算定方法等) 
 当資産グループの回収可能
価額は正味売却価額により測
定しており、建物について
は、固定資産税評価額により
評価し、土地については、公
示価格等を勘案した信託銀行
による合理的な見積り額によ
り評価しております。 
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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) 

 ――――― 
 

 ――――― 
 

※３ その他特別損失のうち主な内訳

倉庫移転損失 41,276千円

この内訳は次のとおり。 

建物除却損 17,771 

器具備品除
却損 

3,004 

敷金償却 9,000 

撤去費用 11,500 

商品評価損 29,673 

貸倒引当金繰
入額 

29,082 

商品廃棄損 24,795 

出資金評価損 20,000 
 

 (追加情報) 

 当中間連結会計期間に係る納

付税額及び法人税等調整額は、

提出会社の当期において予定し

ている利益処分による圧縮積立

金の取り崩しを前提として当中

間連結会計期間に係る金額を計

算しております。 

 ――――― 

 

 ――――― 
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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 発行済株式に関する事項 

株式の種類 前連結会計年度末 増加 減少 当中間連結会計期間末

普通株式(株) 12,572,100 ― ― 12,572,100

 

２ 自己株式に関する事項 

株式の種類 前連結会計年度末 増加 減少 当中間連結会計期間末

普通株式(株) 636,822 49,689 150,356 536,155

 
（変動の主な事由） 

 自己株式の増加は、主として単元未満株式の買取であり、減少は処分によるものであります。 

 

３ 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 １株当たり配当額 基準日 効力発生日 

平成18年６月23日 
定時株主総会 

普通株式 71,382千円 6.00円 平成18年３月31日 平成18年６月26日
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(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) 

１ 「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 

(平成17年９月30日現在) 

現金及び預金 1,435,921千円 

預入期間が３ヶ月を
超える定期預金 

△2,000 

現金及び現金同等物 1,433,921 
  

１ 「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 

(平成18年９月30日現在)

現金及び預金 4,814,762千円

預入期間が３ヶ月を
超える定期預金 

△7,000 

現金及び現金同等物 4,807,762 
  

１ 「現金及び現金同等物の期末残

高」と連結貸借対照表に掲記され

ている科目の金額との関係 

 

(平成18年３月31日現在)

現金及び預金 990,733千円

預入期間が３ヶ月を
超える定期預金 

△7,000 

現金及び現金同等物 983,733 
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(リース取引関係) 

半期報告書について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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(有価証券関係) 

前中間連結会計期間末(平成17年９月30日) 

１ その他有価証券で時価のあるもの 

 

区分 
取得価額 
(千円) 

中間連結貸借 
対照表計上額(千円) 

差額 
(千円) 

① 株式 561,691 1,192,124 630,433

 

２ 時価評価されていない主な有価証券の内容 

 

内容 
中間連結貸借対照表計上額 

(千円) 

(1) その他有価証券 

① 非上場株式 117,676

※当中間連結会計期間において、時価評価されていない株式について7,494千円減損処理を行っておりま
す。 

 

当中間連結会計期間末(平成18年９月30日) 

１ その他有価証券で時価のあるもの 

 

区分 
取得価額 
(千円) 

中間連結貸借 
対照表計上額(千円) 

差額 
(千円) 

① 株式 1,086,200 2,078,260 992,059

 

２ 時価評価されていない主な有価証券の内容 

 

内容 
中間連結貸借対照表計上額 

(千円) 

(1) その他有価証券 

① 非上場株式 228,172

 

前連結会計年度末(平成18年３月31日) 

１ その他有価証券で時価のあるもの 

 

区分 
取得価額 
(千円) 

連結貸借対照表 
計上額(千円) 

差額 
(千円) 

① 株式 1,074,631 2,036,774 962,143

 

２ 時価評価されていない主な有価証券の内容 

 

内容 
連結貸借対照表計上額 

(千円) 

(1) その他有価証券 

① 非上場株式 176,682

※当連結会計年度において、時価評価されていない株式について8,484千円減損処理を行っております。 
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(デリバティブ取引関係) 

半期報告書について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) 

１ 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)及び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)において、全セグメントの売上高の合計及び営業利益の金額の

合計額に占める「医薬品等卸売業」の割合がいずれも90％を超えているため、事業の種類別セグメ

ント情報の記載を省略しております。 

 

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 
卸売業 
(千円) 

医薬品等 
製造業 
(千円) 

その他の 
事業 
(千円) 

計 
 

(千円) 

消去又は 
全社 
(千円) 

連結 
 

(千円) 

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 

89,984,777 481,280 3,207 90,469,265 ― 90,469,265

(2) セグメント間の内部 
売上高又は振替高 

─ 160,144 ─ 160,144 △160,144 ―

計 89,984,777 641,424 3,207 90,629,409 △160,144 90,469,265

営業費用 89,516,007 518,346 3,331 90,037,686 19,225 90,056,912

営業利益又は 
営業損失(△) 

468,769 123,077 △124 591,723 △179,369 412,353

(注) １ 事業の区分は、内部管理上採用している区分によっております。 

２ 各区分の主な製品 

(1) 医薬品等卸売業……医薬品、健康食品、薬品等 

(2) 医薬品等製造業……医薬品、日用品、殺鼠剤等 

(3) その他の事業………広告代理業、保険代理業 

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(181,690千円)の主なものは、親会社

本社の総務部門等管理部門に係る費用であります。 

 

２ 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(自平成18

年４月１日 至平成18年９月30日)及び前連結会計年度(自平成17年４月１日 至平成18年３月31日)

において、本邦以外の国又は地域に所在する連結子会社及び在外支店がないため該当する事項はあ

りません。 

 

３ 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)及び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)において、海外売上高がないため該当する事項はありません。 

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)において、連結売上高に占める国内

売上高の割合が90％を超えているため、海外売上高の記載を省略しております。 
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5. 生産、受注及び販売の状況 

(1) 商品仕入実績 

当中間連結会計期間の商品仕入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。 

なお、その他の事業は商品仕入がありませんので売上原価を記載しております。 

事業の種類別セグメントの名称 
前中間連結会計期間 

(千円) 
当中間連結会計期間 

(千円) 
前連結会計年度 

(千円) 

医薬品等卸売業 41,405,541 43,826,026 80,703,628 

医薬品等製造業 ― 377,588 454,519 

その他の事業 972 928 1,560 

合計 41,406,514 44,204,544 81,159,708 

 

(2) 販売実績 

当中間連結会計期間の販売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。 

事業の種類別セグメントの名称 
前中間連結会計期間 

(千円) 
当中間連結会計期間 

(千円) 
前連結会計年度 

(千円) 

医薬品等卸売業 46,316,592 49,444,357 89,984,777 

医薬品等製造業 ― 371,673 481,280 

その他の事業 2,461 964 3,207 

合計 46,319,053 49,816,995 90,469,265 

(注) １ 上記(1)及び(2)の金額には、消費税等は含まれておりません。 

２ 上記(1)及び(2)において、セグメント間の取引については相殺消去しております。 

 




