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１．平成19年９月中間期の連結業績（平成19年４月１日～平成19年９月30日）

(1）連結経営成績 （％表示は対前年中間期増減率）

売上高 営業利益 経常利益 中間（当期）純利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

19年９月中間期 811,071 3.8 10,800 7.8 13,745 8.8 7,002 18.1

18年９月中間期 781,139 17.0 10,021 136.4 12,628 94.6 5,929 84.8

19年３月期 1,589,842 － 21,987 － 27,580 － 11,941 －

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

円 銭 円 銭

19年９月中間期 175 79 － －

18年９月中間期 150 45 － －

19年３月期 301 93 － －

（参考）持分法投資損益 19年９月中間期 －百万円 18年９月中間期 －百万円 19年３月期 －百万円

(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

19年９月中間期 760,517 166,638 21.3 4,068 81

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

19年３月期 770,207 161,391 20.5 3,959 80

（参考）自己資本 19年９月中間期 162,072百万円 18年９月中間期 151,268百万円 19年３月期 157,738百万円

(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

19年９月中間期 △18,636 △2,120 △1,657 74,369

18年９月中間期 5,870 △4,626 218 71,639

19年３月期 39,993 △11,422 △1,991 96,769

２．配当の状況

 １株当たり配当金

（基準日） 中間期末 期末 年間

円 銭 円 銭 円 銭

19年３月期 37 00 40 00 77 00

20年３月期 41 00 －

20年３月期（予想） － 41 00 82 00

３．平成20年３月期の連結業績予想（平成19年４月１日～平成20年３月31日）

（％表示は対前期増減率）

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

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 円 銭

通期 1,743,000 9.6 25,700 16.9 31,500 14.2 16,800 40.7 411 73

（注）１株当たり当期純利益予想は、平成19年10月１日付のシーエス薬品株式会社および株式会社琉薬との株式交換に伴

い発行した株式数の増加を反映した株式数を基に算出しております。
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４．その他

(1）期中における重要な子会社の異動（連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動）　無

 

(2）中間連結財務諸表作成に係る会計処理の原則・手続、表示方法等の変更（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に記載されるもの）

①　会計基準等の改正に伴う変更　有

（注）詳細は、19ページ「中間連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項」有形固定資産の減価償却の方法

の変更に関する記載をご覧ください。

②　①以外の変更　　　　　　　　無

(3）発行済株式数（普通株式）

①　期末発行済株式数（自己株式を含む） 19年９月中間期 40,275,353株 18年９月中間期 40,275,353株 19年３月期 40,275,353株

②　期末自己株式数 19年９月中間期 442,337株 18年９月中間期 585,297株 19年３月期 440,349株

（注）１株当たり中間（当期）純利益（連結）の算定の基礎となる株式数については、40ページ「１株当たり情報」

をご覧ください。

（参考）個別業績の概要

平成19年９月中間期の個別業績（平成19年４月１日～平成19年９月30日）

(1）個別経営成績 （％表示は対前年中間期増減率）

営業収益 営業利益 経常利益 中間（当期）純利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

19年９月中間期 6,549 32.7 5,915 34.0 5,917 34.5 5,882 34.4

18年９月中間期 4,934 226.5 4,416 313.7 4,399 317.0 4,378 311.7

19年３月期 8,222 － 7,086 － 7,052 － 6,095 －

１株当たり中間
（当期）純利益

円 銭

19年９月中間期 147 01

18年９月中間期 110 30

19年３月期 153 57

(2）個別財政状態

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

19年９月中間期 140,885 138,010 98.0 3,448 98

18年９月中間期 134,099 130,642 97.4 3,291 56

19年３月期 136,286 133,755 98.1 3,342 48

（参考）自己資本 19年９月中間期 138,010百万円 18年９月中間期 130,642百万円 19年３月期 133,755百万円

※　業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項

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。

アルフレッサ ホールディングス㈱（2784）平成 20 年３月期中間決算短信
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１．経営成績
(1）経営成績に関する分析

（当中間期の経営成績） 

　当中間連結会計期間におけるわが国経済は、米国経済の減速、金融市場の不安定化および原油・原材料価格の上昇

等の懸念材料があったものの、企業の設備投資は堅調さを保ち、雇用環境も改善し底堅い景気で推移しました。

　医療用医薬品市場におきましては、高齢化の進展や生活習慣病関連薬剤の市場拡大等により、当中間期は３％程度

（当社推定）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19年４月から平成22年３月までの３カ年の中期経営計画「07-09中期

経営計画 ～進化と拡大～ 」を策定し、その達成に向け取り組んでおります。当中期経営計画のテーマである「医療

用医薬品卸売事業の全国展開」、「セルフメディケーション卸売事業の確立」への取り組みとして、本年７月25日に

株式会社琉薬（本社：沖縄県浦添市）、８月６日にシーエス薬品株式会社（本社：愛知県名古屋市）と株式交換契約

を締結し、10月１日付で両社を当社の完全子会社といたしました。

　また、本年９月28日に当社グループの情報システム業務を行う子会社「アルフレッサ システム株式会社」を株式会

社日立製作所と合弁で設立することについて合意いたしました。

　当中間連結会計期間における業績は、売上高8,110億71百万円（前年同期比3.8％増）、営業利益108億円（前年同期

比7.8％増）、経常利益137億45百万円（前年同期比8.8％増）、中間純利益70億2百万円（前年同期比18.1％増）とな

りました。

　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、新規取引への注力や配送専門職の活用による調剤薬局販路への営業体制の強化

などにより、売上高は引き続き市場を上回る伸びで推移いたしました。利益面では、適正な売上総利益の確保を重視

した販売に努めましたが売上総利益率は低下いたしました。一方、継続的なコスト削減や販売生産性の向上に努めた

ことにより売上高販管費比率はさらに低減いたしました。

　これらの結果、売上高は8,027億16百万円（前年同期比3.9％増）、営業利益は103億66百万円（前年同期比9.3％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1百万円を含んでおります。

　医薬品等製造事業におきましては、売上高は検査試薬が前年同期より減少しましたが医薬品および医療機器・用具

が堅調に推移いたしました。利益面では、適応症拡大に取り組んでいる「モディオダール」関連の研究開発費が増加

したことなどにより減益となりました。     

　これらの結果、売上高は119億20百万円（前年同期比1.0％増）、営業利益は56百万円（前年同期比81.6％減）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35億63百万円を含んでおります。      

（当期の見通し）

 当下半期における医療用医薬品市場は、引き続き緩やかな伸びで推移するものと想定しております。このような市場

環境のなか、セグメント別の業績の見通しは次のとおりであります。          

　医薬品等卸売事業では、平成19年10月１日付でシーエス薬品株式会社および株式会社琉薬を連結子会社として加え、

前期と比較し大幅な売上増加を見込んでおります。また、上期に引き続き適正価格での販売を重視し、売上高販管費

比率のさらなる低減に向け効率経営を推進してまいります。        

　医薬品等製造事業では、インフルエンザ関連検査試薬の販売強化による売上の増大や承継品の自社製造への切り替

えによる製造原価の低減に取り組んでまいります。        

　これらにより、通期の連結業績は平成19年５月14日の発表どおり、売上高１兆7,430億円、営業利益257億円、経常

利益315億円、当期純利益168億円を見込んでおります。
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(2）財政状態に関する分析

（資産、負債および純資産の状況に関する分析） 

  当中間連結会計年度末の財政状態は、前連結会計年度末に比べ、総資産は96億89百万円減少し7,605億17百万円

（1.3％減）となりました。一方、負債は149億36百万円減少し5,938億79百万円（2.5％減）、純資産は52億47百万円増

加し1,666億38百万円（3.3％増）となり、自己資本比率は21.3％になりました。

　それぞれの項目について、前連結会計年度末と比較し増減した主な内容は次のとおりであります。

　流動資産は、79億20百万円減少し6,261億86百万円（1.2％減）となりました。これは、受取手形及び売掛金89億38百

万円の増加、たな卸資産34億62百万円の増加および未収入金44億84百万円の増加があったものの、現金及び預金が249億

84百万円減少したこと等によるものであります。

　固定資産は、17億68百万円減少し1,343億31百万円（1.3％減）となりました。これは、投資有価証券が18億6百万円減

少したこと等によるものであります。

　流動負債は、147億43百万円減少し5,659億5百万円（2.5％減）となりました。これは、支払手形及び買掛金67億42百

万円の減少および未払法人税等が54億10百万円減少したこと等によるものであります。

　固定負債は、1億93百万円減少し279億73百万円（0.7％減）となりました。

　純資産の主な増減は、利益剰余金54億9百万円の増加、その他有価証券評価差額金10億88百万円の減少であります。　

（キャッシュ・フローの状況に関する分析） 

  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

ローの減少186億36百万円、投資活動によるキャッシュ・フローの減少21億20百万円、財務活動によるキャッシュ・フ

ローの減少16億57百万円等により前連結会計年度末に比べ224億円減少し、743億69百万円（前年中間連結会計期間末比

3.8％増）となりました。

 [営業活動によるキャッシュ・フロー]　

　営業活動の結果減少した資金は186億36百万円（前年同期は58億70百万円の増加）となりました。これは主として税

金等調整前中間純利益132億64百万円があったものの、法人税等の支払額105億1百万円、売上債権の増加額86億29百万

円、仕入債務の減少額67億42百万円、未収入金の増加額44億83百万円およびたな卸資産の増加額34億62百万円があった

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21億20百万円（前年同期は46億26百万円の減少）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20億16百万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16億57百万円（前年同期は2億18百万円の増加）となりました。これは主として配当

金の支払額15億93百万円があったこと等によるものであります。

（キャッシュ・フロー関連指標の推移）

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（％） 21.3 20.8 20.5

時価ベースの自己資本比率（％） 38.4 40.9 38.8

キャッシュ・フロー対有利子負債比率（％） － 0.2 0.0

インタレスト・カバレッジ・レシオ（倍） － 267.4 1,037.1

 （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.キャッシュ・フロー対有利子負債比率：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.キャッシュ・フロー対有利子負債比率およびインタレスト・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）利益配分に関する基本方針及び当期の配当

　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、経営基盤の安定性および将来の事業展開等を総合的に勘案し、純資産配当率（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。

  なお、当社は剰余金の配当は中間配当と期末配当の年２回行うことを基本方針としており、剰余金の配当等を決定

する機関は取締役会であります。

  当中間配当金につきましては、平成19年11月12日の取締役会の決定により１株につき 41円とさせていただきました。

期末の配当金につきましては、利益配分に関する基本方針に基づき 41円を予想しております。

(4）事業等のリスク

 　最近の有価証券報告書（平成19年６月28日提出）における「事業等のリスク」の記載から新たなリスクが顕在化し

ていないため、開示を省略いたします。

アルフレッサ ホールディングス㈱（2784）平成 20 年３月期中間決算短信
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２．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。

  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 ４０社 

その他、持分法非適用関連会社       ６社 

＜海 外＞ 

 

（製品 ・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 

 
☆  安      藤  ㈱ 

 
☆ 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 ２社 

その他、持分法非適用関連会社      １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㈱ 

 

☆ 明      祥 ㈱ 

☆ 成  和  産  業 ㈱ 

（商 

品) 

 

◎ 丸 一 倉 庫 運 輸 ㈱ 

 

◎ ㈱ フ ル ケ ア 成 和 

 

（商 

品) 

 

☆ ㈱ 小   田   島 

☆ 四 国 アルフレッサ ㈱ 

その他、非連結子会社で持分法非適用会社 １社 
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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

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

㈱小田島 岩手県花巻市 30 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

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

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 85.1

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：１名

㈱恒和薬品 福島県郡山市 104 医薬品等卸売事業
58.1

(58.1)

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：３名

安藤㈱ 群馬県高崎市 300 医薬品等卸売事業
51.3

(51.3)

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：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。
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３．経営方針
(1）会社の経営の基本方針  (2）目標とする経営指標  (3）中長期的な会社の経営戦略  (4）会社の対処すべき課題

 

  平成19年３月期決算短信（平成19年５月14日開示）により開示を行った内容から重要な変更がないため開示を省略

します。

  当該決算短信は、次のＵＲＬからご覧いただくことができます。

（当社ホームページ）

http://www.alfresa.com/

（東京証券取引所ホームページ（上場会社情報検索ページ））

http://www.tse.or.jp/listing/compsearch/index.html
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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18年９月30日）

当中間連結会計期間末

（平成19年９月30日）

前連結会計年度の
要約連結貸借対照表
（平成19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  74,114   76,122   101,106  

２．受取手形及び売掛金 ※６  399,698   410,961   402,022  

３．有価証券   103   15   114  

４．たな卸資産   78,065   85,697   82,234  

５．未収入金   35,120   45,457   40,972  

６．その他   6,112   8,831   8,516  

貸倒引当金   △889   △898   △860  

流動資産合計   592,325 81.4  626,186 82.3  634,107 82.3

Ⅱ　固定資産           

１．有形固定資産 ※１          

(1）建物及び構築物 ※２ 23,139   26,596   24,709   

(2）土地 ※２ 37,052   38,190   38,472   

(3）その他  4,201 64,393 8.9 3,154 67,941 9.0 5,156 68,337 8.9

２．無形固定資産           

(1）のれん  5,050   3,764   4,002   

(2）その他  4,256 9,306 1.3 3,228 6,992 0.9 3,718 7,720 1.0

３．投資その他の資産           

(1）投資有価証券 ※２ 36,231   35,724   37,531   

(2）その他 ※２ 29,372   28,819   27,573   

貸倒引当金  △4,153 61,450 8.4 △5,147 59,397 7.8 △5,063 60,040 7.8

固定資産合計   135,150 18.6  134,331 17.7  136,099 17.7

資産合計   727,476 100.0  760,517 100.0  770,207 100.0
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前中間連結会計期間末

（平成18年９月30日）

当中間連結会計期間末

（平成19年９月30日）

前連結会計年度の
要約連結貸借対照表
（平成19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  522,886   547,121   553,864  

２．短期借入金 ※２  568   205   230  

３．引当金   6,324   6,483   6,644  

４．その他 ※２
※５  13,213   12,094   19,909  

流動負債合計   542,992 74.6  565,905 74.4  580,648 75.4

Ⅱ　固定負債           

１．長期借入金 ※２  684   209   294  

２．退職給付引当金   21,937   21,825   21,744  

３．債務保証損失引当金   533   370   373  

４．事業譲渡損失引当金   439   419   451  

５．役員退職慰労引当金   587   633   617  

６．その他   4,129   4,515   4,685  

固定負債合計   28,311 3.9  27,973 3.7  28,167 3.6

負債合計   571,304 78.5  593,879 78.1  608,815 79.0

（純資産の部）           

Ⅰ　株主資本           

１．資本金   4,020 0.6  4,020 0.5  4,020 0.5

２．資本剰余金   49,349 6.8  49,794 6.6  49,793 6.5

３．利益剰余金   94,492 13.0  104,458 13.7  99,049 12.9

４．自己株式   △2,004 △0.3  △1,354 △0.2  △1,336 △0.2

株主資本合計   145,856 20.1  156,917 20.6  151,525 19.7

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  10,796 1.4  11,885 1.5

２．繰延ヘッジ損益   0 0.0  △0 △0.0  0 0.0

３．土地再評価差額金   △5,728 △0.8  △5,730 △0.7  △5,730 △0.7

４．為替換算調整勘定   31 0.0  88 0.0  58 0.0

評価・換算差額等合計   5,412 0.7  5,155 0.7  6,213 0.8

Ⅲ　少数株主持分   4,903 0.7  4,565 0.6  3,652 0.5

純資産合計   156,172 21.5  166,638 21.9  161,391 21.0

負債純資産合計   727,476 100.0  760,517 100.0  770,207 100.0
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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18年４月１日
至　平成18年９月30日）

当中間連結会計期間

（自　平成19年４月１日
至　平成19年９月30日）

前連結会計年度の
 連結損益計算書

（自　平成18年４月１日
至　平成19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   781,139 100.0  811,071 100.0  1,589,842 100.0

Ⅱ　売上原価   716,299 91.7  744,593 91.8  1,455,195 91.5

差引計   64,840 8.3  66,478 8.2  134,647 8.5

返品調整引当金戻入額   737 0.1  698 0.1  737 0.0

返品調整引当金繰入額   657 0.1  707 0.1  698 0.0

売上総利益   64,920 8.3  66,469 8.2  134,687 8.5

Ⅲ　販売費及び一般管理費 ※１  54,898 7.0  55,669 6.9  112,699 7.1

営業利益   10,021 1.3  10,800 1.3  21,987 1.4

Ⅳ　営業外収益           

１．受取利息  76   115   180   

２．受取配当金  339   408   577   

３．受取情報料  1,619   1,891   3,439   

４．その他  667 2,702 0.3 640 3,055 0.4 1,623 5,821 0.3

Ⅴ　営業外費用           

１．支払利息  23   16   40   

２．支払手数料  20   20   43   

３．その他  51 95 0.0 73 110 0.0 144 228 0.0

経常利益   12,628 1.6  13,745 1.7  27,580 1.7

Ⅵ　特別利益           

１．固定資産売却益 ※２ 8   121   374   

２．投資有価証券売却益  8   21   8   

３．債務保証損失引当金戻入額  －   3   152   

４．関係会社株式売却益  44   －   44   

５．福祉共済掛金運用益  －   69   －   

６．土地区画整理事業補償金  －   －   20   

７．共同開発負担金受入額  － 61 0.0 － 216 0.0 514 1,115 0.1

Ⅶ　特別損失           

１．固定資産売却損 ※３ －   42   212   

２．固定資産除却損 ※４ 77   92   281   

３．投資有価証券売却損  17   －   17   

４．投資有価証券評価損  10   18   89   

５．減損損失 ※５ 468   63   491   

６．早期退職金  －   －   1,100   

７．関係会社株式売却損  60   －   60   

８．関係会社株式評価損  9   －   59   

９．関係会社出資金評価損  －   －   498   

10．持分変動損  －   480   －   

11．厚生年金基金脱退費用  －   －   235   

12．システム移行費用  －   －   670   

13．債務保証損失引当金繰入額  7   －   －   

14．営業譲渡損失 ※６ 73 725 0.1 － 697 0.1 82 3,798 0.2

税金等調整前中間（当期）
純利益

  11,965 1.5  13,264 1.6  24,897 1.6

法人税、住民税及び事業税  5,607   5,418   14,905   

法人税等調整額  △24 5,582 0.7 454 5,872 0.7 △2,804 12,101 0.8

少数株主利益   452 0.0  388 0.0  854 0.0

中間（当期）純利益   5,929 0.8  7,002 0.9  11,941 0.8
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(3) 中間連結株主資本等変動計算書

前中間連結会計期間（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（百万円） 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

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

その他   △2  △2

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

　　　　　　　　　　  （百万円）
147 9,678 4,210 5,111 19,146

平成18年９月30日　残高（百万円） 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（百万円） 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

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

その他       △2

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

　　　　　　　　　　  （百万円）
698 0 △53 △6 638 324 20,109

平成18年９月30日　残高（百万円） 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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当中間連結会計期間（自平成19年４月１日　至平成19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19年３月31日　残高（百万円） 4,020 49,793 99,049 △1,336 151,525

中間連結会計期間中の変動額

剰余金の配当   △1,593  △1,593

中間純利益   7,002  7,002

自己株式の取得    △20 △20

自己株式の処分  1  2 3

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

　　　　　　　　　　  （百万円）
 1 5,409 △18 5,392

平成19年９月30日　残高（百万円） 4,020 49,794 104,458 △1,354 156,917

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19年３月31日　残高（百万円） 11,885 0 △5,730 58 6,213 3,652 161,391

中間連結会計期間中の変動額

剰余金の配当       △1,593

中間純利益       7,002

自己株式の取得       △20

自己株式の処分       3

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）
△1,088 △0  30 △1,058 913 △145

中間連結会計期間中の変動額合計

　　　　　　　　　　  （百万円）
△1,088 △0  30 △1,058 913 5,247

平成19年９月30日　残高（百万円） 10,796 △0 △5,730 88 5,155 4,565 166,638
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前連結会計年度の連結株主資本等変動計算書（自平成18年４月１日　至平成19年３月31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  （百万円） 3,872 39,670 90,282 △7,116 126,709

連結会計年度中の変動額

剰余金の配当（注）１   △2,764  △2,764

役員賞与（注）２   △169  △169

当期純利益   11,941  11,941

自己株式の取得    △51 △51

自己株式の処分  528  2,138 2,667

株式交換による増減 147 9,593  3,692 13,433

連結子会社の減少   △241  △241

株主資本以外の項目の連結会計
年度中の変動額（純額）

     

連結会計年度中の変動額合計
（百万円）

147 10,122 8,766 5,779 24,815

平成19年３月31日残高  （百万円） 4,020 49,793 99,049 △1,336 151,525

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  （百万円） 10,410 － △5,674 38 4,774 4,579 136,063

連結会計年度中の変動額

剰余金の配当（注）１       △2,764

役員賞与（注）２       △169

当期純利益       11,941

自己株式の取得       △51

自己株式の処分       2,667

株式交換による増減       13,433

連結子会社の減少       △241

株主資本以外の項目の連結会計
年度中の変動額（純額）

1,475 0 △55 19 1,439 △926 512

連結会計年度中の変動額合計
（百万円）

1,475 0 △55 19 1,439 △926 25,327

平成19年３月31日残高  （百万円） 11,885 0 △5,730 58 6,213 3,652 161,391

（注）１.　平成18年６月の定時株主総会における利益処分項目および平成18年11月取締役会決議による中間配当額であり

ます。

２.　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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(4) 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18年４月１日
至　平成18年９月30日）

当中間連結会計期間

（自　平成19年４月１日
至　平成19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18年４月１日
至　平成19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  11,965 13,264 24,897

２．減価償却費  2,434 2,530 4,884

３．減損損失  468 63 491

４．貸倒引当金の増加(△減少)額  △222 121 659

５．役員賞与引当金の増加(△減少)額  － △108 215

６．退職給付引当金の増加額  199 80 6

７．役員退職慰労引当金の増加(△減
少)額

 △44 15 △14

８．賞与引当金の増加(△減少)額  82 △38 115

９．受取利息及び受取配当金  △416 △523 △758

10．支払利息  23 16 40

11．のれん償却額  548 505 1,097

12．固定資産売却益  △8 △121 △374

13．固定資産除売却損  77 134 493

14．持分変動損  － 480 －

15．関係会社出資金評価損  － － 498

16．売上債権の減少(△増加)額  143 △8,629 △2,732

17．たな卸資産の増加額  △3,213 △3,462 △7,381

18．未収入金の減少(△増加)額  4,635 △4,483 △1,219

19．仕入債務の増加(△減少)額  △1,335 △6,742 29,642

20．未払金の減少額  △146 △1,981 1,212

21．その他  △2,359 237 △383

小計  12,834 △8,640 51,390

22．利息及び配当金の受取額  419 521 765

23．利息の支払額  △21 △16 △38

24．法人税等の支払額  △7,361 △10,501 △12,123

営業活動によるキャッシュ・フロー  5,870 △18,636 39,993
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前中間連結会計期間

（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

（自　平成19年４月１日
至　平成19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18年４月１日
至　平成19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  △449 △101 △3,264

２．定期預金の払戻による収入  729 198 1,544

３．有形固定資産の取得による支出  △1,725 △2,016 △7,818

４．有形固定資産の売却による収入  50 846 1,693

５．無形固定資産の取得による支出  △130 △134 △212

６．無形固定資産の売却による収入  0 0 0

７．長期前払費用の取得による支出  △17 △21 △90

８．投資有価証券の取得による支出  △3,174 △89 △3,315

９．投資有価証券の売却等による収入  197 221 182

10．連結子会社株式の追加取得による
支出

 － △260 －

11．貸付による支出  △418 △901 △812

12．貸付金の回収による収入  314 134 671

13．その他  0 4 0

投資活動によるキャッシュ・フロー  △4,626 △2,120 △11,422

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  △1,120 － △1,529

２．長期借入金の返済による支出  △235 △109 △553

３．社債の償還による支出  △100 － △100

４．少数株主からの払込による収入  － 95 －

５．自己株式の取得による支出  △24 △20 △51

６．自己株式の売却による収入  3,026 3 3,029

７．配当金の支払額  △1,306 △1,593 △2,764

８．少数株主への配当金の支払額  △21 △33 △21

財務活動によるキャッシュ・フロー  218 △1,657 △1,991

Ⅳ　現金及び現金同等物に係る換算差額  △3 14 9

Ⅴ　現金及び現金同等物の増加(△減少)額  1,460 △22,400 26,589

Ⅵ　現金及び現金同等物の期首残高  67,435 96,769 67,435

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 － △299

Ⅷ　株式交換による現金及び現金同等物の
増加額

 3,043 － 3,043

Ⅸ　現金及び現金同等物の中間期末（期
末）残高

 71,639 74,369 96,769
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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18年４月１日
至　平成18年９月30日）

当中間連結会計期間
（自　平成19年４月１日
至　平成19年９月30日）

前連結会計年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19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　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㈱

　

(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。

　また、日商物流サービス㈱

は連結財務諸表に与える影響

が軽微となったため、当連結

会計年度より連結の対象から

除外しております。

 (2）主要な非連結子会社の名称

 ・日商物流サービス㈱

 ・㈱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

 ・日商物流サービス㈱

 ・㈱小林薬品

 ・㈱エーエムエス

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

 ・日商物流サービス㈱

・㈱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

 ・日商物流サービス㈱

 ・㈱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

 ・日商物流サービス㈱

 ・㈱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

　　　　 同　左

(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

 ・日商物流サービス㈱

 ・㈱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、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18年４月１日
至　平成18年９月30日）

当中間連結会計期間
（自　平成19年４月１日
至　平成19年９月30日）

前連結会計年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19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

 　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

　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

 　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　　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　　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　　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
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項目
前中間連結会計期間

（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
（自　平成19年４月１日
至　平成19年９月30日）

前連結会計年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

（会計方針の変更）

　当社及び国内連結子会社は、

法人税法の改正に伴い、当中間

連結会計期間より、平成19年４

月１日以降に取得した有形固定

資産について、改正後の法人税

法に基づく減価償却の方法に変

更しております。

　これにより、営業利益、経常

利益、及び税金等調整前中間純

利益は、それぞれ24百万円減少

しております。

　なお、セグメント情報に与え

る影響は、当該箇所に記載して

おります。

（追加情報）

　当社及び国内連結子会社は、

法人税法の改正に伴い、平成19

年３月31日以前に取得した資産

については、改正前の法人税法

に基づく減価償却の方法の適用

により取得価額の５％に到達し

た連結会計年度の翌連結会計年

度より、取得価額の５％相当額

と備忘価額との差額を５年間に

わたり均等償却し、減価償却費

に含めて計上しております。

　この結果、従来の方法に比べ、

営業利益、経常利益、及び税金

等調整前中間純利益がそれぞれ

64百万円減少しております。

　なお、セグメント情報に与え

る影響は、当該箇所に記載して

おります。

 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
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項目
前中間連結会計期間

（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
（自　平成19年４月１日
至　平成19年９月30日）

前連結会計年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19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   

(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　役員賞与引当金

　役員賞与の支出に備えるため、

当連結会計年度における支給見

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。

　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。

 ③　役員賞与引当金

　役員賞与の支出に備えるため、

当連結会計年度における支給見

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。

③　役員賞与引当金

　役員賞与の支出に備えるため、

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。

（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。

 ④　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。

 ④　売上割戻引当金

　       同　左

④　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。

 ⑤　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。

 ⑤　返品調整引当金

　　　　 同　左

⑤　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18年４月１日
至　平成18年９月30日）

当中間連結会計期間
（自　平成19年４月１日
至　平成19年９月30日）

前連結会計年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

 ⑥　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。

 ⑥　退職給付引当金

　       同　左

⑥　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。

 ⑦　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。

 ⑦　役員退職慰労引当金

　       同　左

⑦　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。

 ⑧　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。

 ⑧　債務保証損失引当金

　       同　左

⑧　債務保証損失引当金

　　　　同　左

 ⑨　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。

　　

 ⑨　事業譲渡損失引当金

　       同　左

⑨　事業譲渡損失引当金

　　　　同　左

 (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

　       同　左

(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。
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項目
前中間連結会計期間

（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
（自　平成19年４月１日
至　平成19年９月30日）

前連結会計年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

 (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

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18年４月１日
至　平成18年９月30日）

当中間連結会計期間
（自　平成19年４月１日
至　平成19年９月30日）

前連結会計年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19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）

────── （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。

  当連結会計年度より、「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

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。

　これまでの資本の部の合計に相当する金額は

157,738百万円であります。

　　なお、当連結会計年度における連結財務諸

表の純資産の部については、連結財務諸表規則

の改正に伴い、改正後の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）

────── （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。

    当連結会計年度より改正後の「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） ────── （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。

    当連結会計年度より「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 最終改正平成18年12月22日 企業会

計基準適用指針第10号）を適用しておりま

す。 

────── ────── （役員賞与に関する会計基準）

      当連結会計年度から「役員賞与に関する会計

基準」（企業会計基準委員会 平成17年11月29

日 企業会計基準第４号）を適用しておりま

す。

　この結果、従来の方法に比べて、営業利益、

経常利益及び税金等調整前当期純利益が、215

百万円減少しております。

　なお、セグメント情報に与える影響は、当該

箇所に記載しております。

アルフレッサ ホールディングス㈱（2784）平成 20 年３月期中間決算短信

－ 23 －



表示方法の変更

前中間連結会計期間
（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
（自　平成19年４月１日
至　平成19年９月30日）

前連結会計年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

（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。

────── （連結貸借対照表）　　

１．前連結会計年度まで、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、当連

結会計年度より投資その他の資産の「投資

有価証券」に含めて表示しております。

　なお、当連結会計年度の「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．前連結会計年度において、「連結調整勘

定」として掲記されていたものは、当連結

会計年度から「のれん」と表示しておりま

す。 

（連結キャッシュ・フロー計算書）　

　前連結会計年度において、「連結調整勘定償

却額」として掲記されていたものは、当連結会

計年度から「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18年９月30日）

当中間連結会計期間末
（平成19年９月30日）

前連結会計年度
（平成19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

  51,328百万円     50,684百万円            50,700百万円

※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    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     205百万円

建物及び構築物 1,090

土地 3,866

投資有価証券 6,705

その他（投資その他の

資産）

104

合計 11,972

現金及び預金     203百万円

建物及び構築物 1,075

土地 3,866

投資有価証券 6,690

その他（投資その他の

資産）

132

合計 11,968

担保付債務 担保付債務 担保付債務

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  12,522百万円

短期借入金 205

その他（流動負債） 62

長期借入金 209

合計 13,000

支払手形及び買掛金  12,009百万円

短期借入金 230

その他（流動負債） 57

長期借入金 294

合計 12,591

　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。

㈲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

(資)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  768百万円

㈱健翔 617

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㈱

43

㈲アポテック 19

ささ企画㈲ 7

従業員 15

合計 1,800

㈲コーフク商事    814百万円

㈱健翔 547

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㈱

43

㈲アポテック 17

ささ企画㈲ 6

従業員 11

合計 1,770

　４．受取手形割引高  1百万円   　　　 ─────────── 　４．受取手形割引高  3百万円

※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。

  　　　 ───────────

※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。

※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。

※６．連結会計年度末日の満期手形の会計処理

については、当連結会計年度の末日が金融

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。

　当連結会計年度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

 受取手形   2,885百万円

 支払手形 2,038

 受取手形  3,008百万円

 支払手形 2,314
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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18年４月１日
至　平成18年９月30日）

当中間連結会計期間
（自　平成19年４月１日
至　平成19年９月30日）

前連結会計年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19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 21,686百万円

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

貸倒引当金繰入額 89

減価償却費 2,279

荷造運送費 3,467

給与手当  21,613百万円

賞与引当金繰入額 5,405

退職給付費用 2,283

役員退職慰労引当金繰入

額

23

福利厚生費 3,319

貸倒引当金繰入額 202

減価償却費 2,321

荷造運送費 3,374

給与手当  42,377百万円

賞与 6,294

賞与引当金繰入額 5,538

退職給付費用 4,731

役員退職慰労引当金繰入

額

55

福利厚生費 6,704

貸倒引当金繰入額 1,160

減価償却費 4,575

荷造運送費 6,833

※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   8百万円

計 8

建物及び構築物   42百万円

土地 77

その他(機械装置及び運搬

具)

1

計 121

土地   374百万円

その他(機械装置及び運搬

具)

0

計 374

  　　　 ─────────── ※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 22百万円

土地 19

その他(工具器具及び備

品)

0

計 42

建物及び構築物    190百万円

その他(機械装置及び運搬

具)

0

その他(工具器具及び備

品)

18

土地 3

その他(無形固定資産) 0

計 212

※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  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 17百万円

その他(機械装置及び運搬

具)

0

その他(工具器具及び備

品)

4

無形固定資産（ソフト

ウェア）

58

固定資産解体撤去費用 9

計 92

建物及び構築物    150百万円

その他(機械装置及び運搬

具)

7

その他(工具器具及び備

品)

36

その他(無形固定資産) 1

固定資産解体撤去費用 85

計 281
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前中間連結会計期間
（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
（自　平成19年４月１日
至　平成19年９月30日）

前連結会計年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19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

旧杉戸営業所

(埼玉県北葛飾郡杉

戸町)

等11箇所

遊休不動産

土地、建物

及び構築物

飯田支店

(長野県飯田市)

等２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12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

　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62百万円を認識しました。

主な減損損失は土地13百万円、建物46百万

円であります。

　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0百万円を認識しました。主な減損損

失は建物であります。

  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49百万円を認識しました。

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365百万円、建物68百万円であ

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。 

 ※６．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。 

  　　　 ───────────  ※６．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）

前中間連結会計期間（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  （注）１ 38,775 1,500 － 40,275

合計 38,775 1,500 － 40,275

自己株式

普通株式　（注）２，３ 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
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当中間連結会計期間（自平成19年４月１日　至平成19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  （注）１ 40,275 － － 40,275

合計 40,275 － － 40,275

自己株式

普通株式　（注）２ 440 2 0 442

合計 440 2 0 442

（注）１.普通株式の自己株式の株式数の増加2千株は、単元未満株式の買取請求による増加であります。

２.普通株式の自己株式の株式数の減少0千株は、単元未満株式の買増請求による減少であります。

 

　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19年５月14日

取締役会
普通株式 1,600 40 平成19年３月31日 平成19年６月14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19年11月12日

取締役会
普通株式 1,640 利益剰余金 41 平成19年９月30日 平成19年12月５日
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前連結会計年度（自平成18年４月１日　至平成19年３月31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）

当連結会計年度増加
株式数（千株）

当連結会計年度減少
株式数（千株）

当連結会計年度末株
式数（千株）

発行済株式

普通株式  （注）１ 38,775 1,500 － 40,275

合計 38,775 1,500 － 40,275

自己株式

普通株式　（注）２，３ 1,658 189 1,407 440

合計 1,658 189 1,407 440

（注）１.普通株式の発行済株式の総数の増加1,500千株は、明祥㈱との株式交換に伴う新株の発行による増加であります。

２.普通株式の自己株式の株式数の増加189千株は、単元未満株式の買取請求による増加6千株、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)91千株および明祥㈱が従来より保有していた当社株式

90千株であります。

３.普通株式の自己株式の株式数の減少1,407千株は、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、㈱小田島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148千株、連結子会社の自己株式

(当社株式)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

平成18年11月13日

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

（２）基準日が当期に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌期となるもの

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19年５月14日

取締役会
普通株式 1,600 利益剰余金 40 平成19年３月31日 平成19年６月14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18年４月１日
至　平成18年９月30日）

当中間連結会計期間
（自　平成19年４月１日
至　平成19年９月30日）

前連結会計年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19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

 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

 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９月30日現在） （平成19年９月30日現在） （平成19年３月31日現在）

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   76,122百万円

有価証券勘定 15

預入期間が３ヶ月を超える定

期預金

△1,768

現金及び現金同等物 74,369

現金及び預金勘定  101,106百万円

有価証券勘定 114

預入期間が３ヶ月を超える定

期預金

△4,441

償還期間が３ヶ月を超える債

券

△10

現金及び現金同等物 96,769

  　　　 ───────────   　　　 ───────────  ２．当連結会計年度に株式交換により新たに

連結子会社となった明祥㈱の連結開始時の

資産および負債の主な内訳は次のとおりで

あります。また、株式交換により増加した

資本金および資本剰余金はそれぞれ147百

万円および8,179百万円であります。

（明祥株式会社） （単位：百万円）

　　流動資産 27,613

　　固定資産 8,798

　　　資産合計 36,412

　　流動負債 23,941

　　固定負債 1,701

　　　負債合計 25,643
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（リース取引関係）

前中間連結会計期間
（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
（自　平成19年４月１日
至　平成19年９月30日）

前連結会計年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19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)

3,215 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)

中間期末
残高相当
額
(百万円)

その他(機
械装置及び
運搬具)

2,977 1,472 1,504

その他(工
具器具及び
備品)

9,223 3,504 5,718

無形固定資
産
(ソフト
ウェア)

11,528 2,992 8,536

合計 23,728 7,969 15,759

 
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)

3,076 1,518 1,558

その他(工
具器具及び
備品)

8,954 3,487 5,467

無形固定資
産
(ソフト
ウェア)

9,247 2,038 7,208

合計 21,278 7,044 14,234

(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    3,320百万円

１年超 6,831

合計 10,151

１年内    4,595百万円

１年超 11,324

合計 15,919

１年内    4,262百万円

１年超 10,151

合計 14,414

(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 1,939百万円

減価償却費相当額 1,802

支払利息相当額 109

支払リース料 2,452百万円

減価償却費相当額 2,262

支払利息相当額 177

支払リース料 4,085百万円

減価償却費相当額 3,775

支払利息相当額 236

(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    1,015百万円

１年超 2,853

合計 3,868

１年内   1,246百万円

１年超 3,256

合計 4,502

１年内     1,099百万円

１年超 3,201

合計 4,301

(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 2

合計 25

（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 1百万円

１年超 －

合計 1

（減損損失について）

　　　　　　同　左

１年内   14百万円

１年超 －

合計 14

（減損損失について）

　　　　　　同　左
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（企業結合等関係）

前中間連結会計期間（自　平成18年４月１日　至　平成18年９月30日）

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

の名称及び取得した議決権比率

（1）被取得企業の名称及び事業の内容

　明祥株式会社　医薬品等卸売事業

（2）企業結合を行った主な理由

　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発展的な協力体制の構築が必要と判断したた

めであります。

（3）企業結合日

　平成18年４月１日

（4）企業結合の法的形式

　株式交換

（5）結合後企業の名称

　明祥株式会社

（6）取得した議決権比率

　100.0%

２．中間連結財務諸表に含まれている被取得企業の業績の期間 

　平成18年４月１日から平成18年９月30日まで 

３．被取得企業の取得原価及びその内訳

　取得の対価　　アルフレッサ ホールディングス株式会社の株式  13,343百万円

　取得原価　　  13,343百万円

４．株式の種類別の交換比率及びその算定方式並びに交付株式数及びその評価額

（1）株式の種類別の交換比率

　明祥株式会社の普通株式１株に対し、アルフレッサ ホールディングス株式会社の普通株式３株を割当交付い

たしました。

（2）その算定方法

　第三者機関(野村證券株式会社)より、市場株価平均法、ＤＣＦ（ディスカウンテッド・キャッシュ・フロー）

法および類似会社比較法による分析の結果を受け、総合的に勘案して決定いたしました。

（3）交付株式数及びその評価額

　新株発行による割当交付株式数 　　　1,500,000株

　自己株式の移転による割当交付株式数 　870,000株

　評価額　  　                      13,343百万円

５．発生したのれん又は負ののれんの金額、発生原因、償却方法及び償却期間

（1）のれんの金額

　3,289百万円

（2）発生原因

　将来の超過収益力から発生したものであります。

（3）償却方法及び償却期間

　５年間で均等償却

６．企業結合日に受け入れた資産及び引き受けた負債の額並びにその主な内訳

（1）資産の額

　流動資産　    27,613百万円

固定資産　     8,798百万円

　  合計　　  　36,412百万円

（2）負債の額

　流動負債　  　23,941百万円

固定負債　   　1,701百万円

　  合計      　25,643百万円

当中間連結会計期間（自　平成19年４月１日　至　平成19年９月30日）

該当事項はありません。　  
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前連結会計年度（自　平成18年４月１日　至　平成19年３月31日）

 

・明祥株式会社との株式交換 

 

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

の名称及び取得した議決権比率

（1）被取得企業の名称及び事業の内容

　明祥株式会社　医薬品等卸売事業

（2）企業結合を行った主な理由

　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発展的な協力体制の構築が必要と判断したた

めであります。

（3）企業結合日

　平成18年４月１日

（4）企業結合の法的形式

　株式交換

（5）結合後企業の名称

　明祥株式会社

（6）取得した議決権比率

　100.0%

２．連結財務諸表に含まれている被取得企業の業績の期間 

　平成18年４月１日から平成19年３月31日まで 

３．被取得企業の取得原価及びその内訳

　取得の対価　　アルフレッサ ホールディングス株式会社の株式  13,343百万円

　取得原価　　  13,343百万円

４．株式の種類別の交換比率及びその算定方式並びに交付株式数及びその評価額

（1）株式の種類別の交換比率

　明祥株式会社の普通株式１株に対し、アルフレッサ ホールディングス株式会社の普通株式３株を割当交付い

たしました。

（2）その算定方法

　第三者機関(野村證券株式会社)より、市場株価平均法、ＤＣＦ（ディスカウンテッド・キャッシュ・フロー）

法および類似会社比較法による分析の結果を受け、総合的に勘案して決定いたしました。

（3）交付株式数及びその評価額

　新株発行による割当交付株式数 　　　1,500,000株

　自己株式の移転による割当交付株式数 　870,000株

　評価額　  　                      13,343百万円

５．発生したのれん又は負ののれんの金額、発生原因、償却方法及び償却期間

（1）のれんの金額

　3,289百万円

（2）発生原因

　将来の超過収益力から発生したものであります。

（3）償却方法及び償却期間

　５年間で均等償却

６．企業結合日に受け入れた資産及び引き受けた負債の額並びにその主な内訳

（1）資産の額

　流動資産　    27,613百万円

固定資産　     8,798百万円

　  合計　　  　36,412百万円

（2）負債の額

　流動負債　  　23,941百万円

固定負債　   　1,701百万円

　  合計      　25,643百万円
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・株式会社小田島との株式交換

 

１．結合当事企業の名称及びその事業の内容、企業結合の法的形式、結合後企業の名称、取引の目的を含む取引の概

要

（1）結合当事企業の名称及びその事業の内容

　株式会社小田島　医薬品等卸売事業

（2）企業結合の法的形式

　株式交換

（3）結合後企業の名称

　株式会社小田島

（4）取引の目的を含む取引の概要

　当社の完全子会社であるアルフレッサ株式会社が54.8%を取得している株式会社小田島（連結子会社）につい

てアルフレッサグループとしてさらに機動力を高め、連結運営のより一層の強化とグループ企業価値の最大化

を図ることを目的として、平成19年３月30日付にて当社が株式交換により株式会社小田島を完全子会社といた

しました。

２．実施した会計処理の概要 

　「企業結合に係る会計基準三　４　共通支配下の取引等の会計処理（２）少数株主との取引」に規定する個別

財務諸表上及び連結財務諸表上の会計処理を実施いたしました。

３．結合当事企業の取得原価及びその内訳

　取得の対価　　アルフレッサ ホールディングス株式会社の株式  1,136百万円

　取得原価　　  1,136百万円

４．株式の種類別の交換比率及びその算定方式並びに交付株式数及びその評価額

（1）株式の種類別の交換比率

　株式会社小田島の普通株式１株に対し、アルフレッサ ホールディングス株式会社の普通株式11株を割当交付

いたしました。

（2）その算定方法

　株式交換比率算定にあたり、三菱ＵＦＪ証券株式会社を第三者機関として選定し、株式交換比率の算定を依

頼いたしました。

　当社の株式価値については、東京・大阪証券取引所に上場されており、株価形成に関して特段の異常性が認

められないことから、市場株価平均法により平成19年1月26日時点における直近1ヶ月間、3ヶ月間の算定を行い

ました。

　株式会社小田島の株式価値については、当社の連結子会社であること、かつ株式を公開していないこと等か

ら、類似会社比較法およびＤＣＦ（ディスカウンテッド・キャッシュ・フロー）法を採用し、それぞれ算定を

行いました。

　これらの三菱ＵＦＪ証券株式会社による算定結果を勘案し、当事会社間で協議のうえ合意し、上記の交換比

率を決定いたしました。

（3）交付株式数及びその評価額

　自己株式の移転による割当交付株式数 　148,181株

　評価額　  　                         1,136百万円

５．発生したのれん又は負ののれんの金額、発生原因、償却方法及び償却期間

（1）負ののれんの金額

　499百万円

（2）発生原因

　株式交換によって取得した子会社の純資産簿価に対する少数株主持分と、取得対価である株式時価に差額が

生じたため、負ののれんが発生いたしました。

（3）償却方法及び償却期間

　５年間で均等償却
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６．企業結合日に受け入れた資産及び引き受けた負債の額並びにその主な内訳

（1）資産の額

　流動資産　     7,903百万円

固定資産　     1,580百万円

　  合計　　  　 9,483百万円

（2）負債の額

　流動負債　  　 7,725百万円

固定負債　       295百万円

　  合計      　 8,021百万円
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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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当中間連結会計期間（自平成19年４月１日　至平成19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 802,714 8,357 811,071 － 811,071

(2）セグメント間の内部売上高

又は振替高
1 3,563 3,565 (3,565) －

計 802,716 11,920 814,637 (3,565) 811,071

営業費用 792,349 11,864 804,213 (3,942) 800,271

営業利益 10,366 56 10,423 377 10,800

　（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

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633百万円であり、これ

は当社の一般管理費であります。

４．会計処理方法の変更

　　　　　　　重要な減価償却資産の減価償却の方法

「中間連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項」に記載のとおり、当中間連結会計期間より、

平成19年度法人税法の改正に伴い、平成19年４月１日以降取得の有形固定資産に係る減価償却方法を変更

しております。これにより、当中間連結会計期間の営業費用に含まれる減価償却費は、医薬品等卸売事業

が11百万円、医薬品等製造事業が12百万円、全社及び消去が0百万円増加し、営業利益は同額減少しており

ます。

 

　（追加情報）

　　　重要な減価償却資産の減価償却の方法

「中間連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項」に記載のとおり、当中間連結会計期間より、平成

19年度法人税法の改正に伴い、平成19年３月31日以前に取得した有形固定資産のうち償却可能限度額まで償却が

終了しているものについては、残存簿価を５年間で均等償却を行う方法を採用しています。これにより、当中間

連結会計期間の営業費用に含まれる減価償却費は、医薬品等卸売事業が40百万円、医薬品等製造事業が23百万円

増加し、営業利益は同額減少しております。
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前連結会計年度（自平成18年４月１日　至平成19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）

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 1,572,424 17,417 1,589,842 － 1,589,842

(2）セグメント間の内部売上高

又は振替高
4 7,414 7,419 (7,419) －

計 1,572,429 24,832 1,597,261 (7,419) 1,589,842

営業費用 1,552,074 24,093 1,576,168 (8,312) 1,567,855

営業利益 20,354 739 21,093 893 21,987

　（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．当連結会計年度より役員賞与に関する会計基準を適用しております。この変更により、当連結会計年度の営

業費用は、それぞれ医薬品等卸売事業が145百万円、医薬品等製造事業が19百万円、消去または全社が51百万

円増加し、営業利益が同額減少しております。

ｂ．所在地別セグメント情報

前中間連結会計期間（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。

当中間連結会計期間（自平成19年４月１日　至平成19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18年４月１日　至平成19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。

当中間連結会計期間（自平成19年４月１日　至平成19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18年４月１日　至平成19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18年４月１日
至　平成18年９月30日）

当中間連結会計期間
（自　平成19年４月１日
至　平成19年９月30日）

前連結会計年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

１株当たり純資産額      3,811円 25銭          4,068円81銭       3,959円80銭

１株当たり中間（当期）純利益   150円 45銭      175円79銭  301円 93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18年４月１日
至　平成18年９月30日）

当中間連結会計期間
（自　平成19年４月１日
至　平成19年９月30日）

前連結会計年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

中間（当期）純利益（百万円） 5,929 7,002 11,941

普通株主に帰属しない金額（百万円） － － －

普通株式に係る中間（当期）純利益（百万円） 5,929 7,002 11,941

期中平均株式数（千株） 39,413 39,833 39,551

アルフレッサ ホールディングス㈱（2784）平成 20 年３月期中間決算短信

－ 40 －



（重要な後発事象）

前中間連結会計期間

（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

（自　平成19年４月１日

至　平成19年９月30日）

前連結会計年度

（自　平成18年４月１日

至　平成19年３月31日）

  　　　 ─────────── (シーエス薬品株式会社との株式交換)

１．被取得企業の名称及び事業の内容、企業結

合を行った主な理由、企業結合日、企業結

合の法的形式、結合後企業の名称及び取得

した議決権比率

(1)被取得企業の名称及び事業の内容

シーエス薬品株式会社  医薬品等卸

売事業

(2)企業結合を行った主な理由

　平成17年４月、当社とシーエス薬品

株式会社は、両社の経営資源の有効か

つ効率的な活用によって経営基盤の強

化をはかり、広く国民医療に貢献する

ことを目的として業務提携契約書を締

結いたしました。

　その後、卸機能の向上と業務コスト

の省力化などによる経営の健全化およ

び将来の発展的な協力体制について検

討を重ねた結果、シーエス薬品株式会

社がアルフレッサグループに参画し、

アルフレッサグループとして一体と

なった経営体制を実現することが最善

の選択肢であると判断し、当社が株式

交換によりシーエス薬品株式会社を完

全子会社とすることを決定いたしまし

た。

(3)企業結合日         

     平成19年10月１日

(4)企業結合の法的形式

     株式交換

(5)結合後企業の名称

     シーエス薬品株式会社 

(6)取得した議決権比率  

     100.0％

２．被取得企業の取得原価及びその内訳

      取得の対価

　      アルフレッサ ホールディングス株式

        会社の株式　　　　　　9,862百万円

　      株価算定費用等　　　 　　23百万円

　    取得原価　　　　        9,886百万円

３．株式の種類別の交換比率及びその算定方式

並びに交付株式数及びその評価額

(1)株式の種類及び交換比率

       普通株式

         アルフレッサ ホールディングス㈱

         １ ： シーエス薬品㈱  0.7

(2)交換比率の算定方法

アルフレッサ ホールディングス株

式会社はＧＣＡ株式会社を、シーエス

薬品株式会社は日興コーディアル証券

株式会社をそれぞれ第三者機関として

選定して株式交換比率の算定を依頼し、

その算定結果をもとに両社協議のうえ、

上記の通り株式交換比率について合意

いたしました。

(3)交付株式数及びその評価額

         株式交付数 普通株式  1,254,820株

         評価額               9,862百万円

（株式交換によるシーエス薬品株式会社の完

全子会社化について）

　当社は、平成19年５月14日開催の取締役会

において、平成19年10月１日を期して、株式

交換によりシーエス薬品株式会社を完全子会

社とする基本合意書を締結することを決議し

ました。

　なお、当社は、会社法第796条第３項の規定

に基づき、株主総会の承認を得ないで、本株

式交換を行います。

(1)株式交換の目的

  平成17年４月、当社とシーエス薬品株式会

社は、両社の経営資源の有効かつ効率的な活

用によって経営基盤の強化をはかり、広く国

民医療に貢献することを目的として業務提携

契約書を締結いたしました。

　その後、卸機能の向上と業務コストの省力

化などによる経営の健全化および将来の発展

的な協力体制について検討を重ねた結果、シー

エス薬品株式会社がアルフレッサグループに

参画し、アルフレッサグループとして一体と

なった経営体制を実現することが最善の選択

肢であると判断し、当社が株式交換によりシー

エス薬品株式会社を完全子会社とすることを

決定いたしました。

(2)株式交換の条件等

　　①日程の概要

平成19年５月14日 株式交換に関する基本

合意書締結

平成19年７月25日
株式交換決議取締役会

（当社、予定）

平成19年７月25日
株式交換契約書締結

（予定）

平成19年８月23日 株式交換契約書承認臨

時株主総会（シーエス

薬品株式会社、予定）

平成19年10月１日
株式交換の効力発生日

（予定）

平成19年11月中旬 株券交付日（予定）

　　②株式交換比率

　株式交換比率については、今後提出

される第三者機関による算定結果を参

考に、当事者間で協議のうえ決定いた

します。

(3)シーエス薬品株式会社の概要（平成19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46年４月12日

本店所在地
名古屋市中区丸の内三

丁目２番26号

代表者 代表取締役社長 木俣 

博文

資本金 890百万円

純資産(連結) 6,582百万円

総資産(連結) 68,350百万円
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前中間連結会計期間

（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

（自　平成19年４月１日

至　平成19年９月30日）

前連結会計年度

（自　平成18年４月１日

至　平成19年３月31日）

４．企業結合日に受け入れた資産及び引き受け

た負債の額並びにその主な内訳

（1）資産の額

流動資産　    　64,657百万円

固定資産　    　 6,683百万円

　合計　　 　　 71,340百万円

（2）負債の額

流動負債　    　62,329百万円

固定負債　    　 2,325百万円

　合計　　  　　64,654百万円

  　　　 ─────────── (株式会社琉薬との株式交換)

１．被取得企業の名称及び事業の内容、企業結

合を行った主な理由、企業結合日、企業結

合の法的形式、結合後企業の名称及び取得

した議決権比率

(1)被取得企業の名称及び事業の内容

株式会社琉薬  医薬品等卸売事業

(2)企業結合を行った主な理由

  当社と株式会社琉薬は両社の経営資

源の有効かつ効率的な活用によって経

営基盤の確立をはかり、国民医療に貢

献することを目的として、当社が株式

会社琉薬を完全子会社とすることを決

定いたしました。

(3)企業結合日         

     平成19年10月１日 

(4)企業結合の法的形式    株式交換

(5)結合後企業の名称      株式会社琉薬  

(6)取得した議決権比率    100.0％

２．被取得企業の取得原価及びその内訳

      取得の対価

　      アルフレッサ ホールディングス株式

        会社の株式　　　　　　6,543百万円

　      株価算定費用等　　　 　　14百万円

　    取得原価　　　　        6,557百万円

３．株式の種類別の交換比率及びその算定方式

並びに交付株式数及びその評価額

(1)株式の種類及び交換比率

       普通株式

         アルフレッサ ホールディングス㈱

         １ ： ㈱琉薬 ９

(2)交換比率の算定方法

アルフレッサ ホールディングス株

式会社は野村證券株式会社を第三者機

関として選定して株式交換比率の算定

を依頼し、その算定結果をもとに両社

協議のうえ、上記の通り株式交換比率

について合意いたしました。

(3)交付株式数及びその評価額

         株式交付数 普通株式 　 796,050株

         評価額               6,543百万円

４．企業結合日に受け入れた資産及び引き受け

た負債の額並びにその主な内訳

（1）資産の額

流動資産　    　 9,211百万円

固定資産　    　 4,022百万円

　合計　　 　　 13,233百万円

（2）負債の額

流動負債　    　 6,695百万円

固定負債　    　 1,167百万円

　合計　　  　　 7,863百万円

（株式会社琉薬の完全子会社化について）

　当社は、平成19年５月14日開催の取締役会

において、平成19年10月１日を目標として、

株式会社琉薬を完全子会社とする基本合意書

を締結することを決議しました。

(1)経営統合の目的

  当社と株式会社琉薬は両社の経営資源の有

効かつ効率的な活用によって経営基盤の確立

をはかり、国民医療に貢献することを目的と

して、当社が株式会社琉薬を完全子会社とす

ることを決定いたしました。

(2)経営統合の方法

　経営統合の方法につきましては、今後、両

社で検討いたします。　

(3)株式会社琉薬の概要（平成19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26年２月２日

本店所在地 沖縄県浦添市牧港五丁

目６番５号

代表者 代表取締役社長

富原 盛勇

資本金 44百万円

純資産 5,771百万円

総資産 12,505百万円
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（開示の省略）

　有価証券、デリバティブ取引に関する注記事項については、決算短信における開示の必要性が大きくないと考えられ

るため開示を省略いたします。
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５．中間個別財務諸表
(1) 中間貸借対照表

  
前中間会計期間末

（平成18年９月30日）
当中間会計期間末

（平成19年９月30日）
前事業年度の要約貸借対照表

（平成19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  5,156   8,730   4,866   

２．その他  1,129   1,929   1,568   

流動資産合計   6,285 4.7  10,659 7.6  6,434 4.7

Ⅱ　固定資産           

１．有形固定資産 ※１  35 0.0  76 0.0  38 0.0

２．無形固定資産   5 0.0  4 0.0  4 0.0

３．投資その他の資産           

(1) 関係会社株式  127,053   130,207   129,947   

(2) その他  719   345   269   

(3) 投資損失引当金  －   △408   △408   

投資その他の資産合
計

  127,773 95.3  130,145 92.4  129,808 95.3

固定資産合計   127,813 95.3  130,225 92.4  129,851 95.3

資産合計   134,099 100.0  140,885 100.0  136,286 100.0

（負債の部）           

Ⅰ　流動負債           

１．賞与引当金  33   33   35   

２．その他 ※２ 1,944   1,357   1,011   

流動負債合計   1,977 1.5  1,390 1.0  1,046 0.8

Ⅱ　固定負債           

１．繰延税金負債  1,479   1,484   1,484   

固定負債合計   1,479 1.1  1,484 1.0  1,484 1.1

負債合計   3,457 2.6  2,875 2.0  2,531 1.9

           

（純資産の部）           

Ⅰ　株主資本           

１．資本金   4,020 3.0  4,020 2.9  4,020 2.9

２．資本剰余金           

(1) 資本準備金  7,552   7,552   7,552   

(2) その他資本剰余金  108,707   110,059   110,058   

資本剰余金合計   116,260 86.7  117,612 83.5  117,611 86.3

３．利益剰余金           

(1) その他利益剰余金           

　　 繰越利益剰余金  13,091   17,622   13,340   

利益剰余金合計   13,091 9.7  17,622 12.5  13,340 9.8

４．自己株式   △2,730 △2.0  △1,228 △0.9  △1,210 △0.9

株主資本合計   130,642 97.4  138,026 98.0  133,761 98.1

Ⅱ　評価・換算差額等           

１．その他有価証券評価
差額金

  －   △15 △0.0  △5 △0.0

評価・換算差額等合計   －   △15 △0.0  △5 △0.0

純資産合計   130,642 97.4  138,010 98.0  133,755 98.1

負債純資産合計   134,099 100.0  140,885 100.0  136,286 100.0
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(2) 中間損益計算書

  
前中間会計期間

（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

当中間会計期間
（自　平成19年４月１日
至　平成19年９月30日）

前事業年度の要約損益計算書
（自　平成18年４月１日
至　平成19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　営業収益           

１．受取配当金  4,364   5,890   7,083   

２．経営指導料  569 4,934 100.0 659 6,549 100.0 1,139 8,222 100.0

Ⅱ　営業費用           

１．一般管理費   518 10.5  633 9.7  1,136 13.8

営業利益   4,416 89.5  5,915 90.3  7,086 86.2

Ⅲ　営業外収益 ※１  6 0.1  27 0.4  19 0.2

Ⅳ　営業外費用 ※２  23 0.5  26 0.4  54 0.7

経常利益   4,399 89.1  5,917 90.3  7,052 85.7

Ⅴ　特別損失 ※３  0 0.0  2 0.0  932 11.3

税引前中間（当期）
純利益

  4,398 89.1  5,915 90.3  6,119 74.4

法人税、住民税及び
事業税

 0   22   1   

法人税等調整額  20 20 0.4 9 32 0.5 22 23 0.3

中間（当期）純利益   4,378 88.7  5,882 89.8  6,095 74.1
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(3）中間株主資本等変動計算書

前中間会計期間（自平成18年４月１日　至平成18年９月30日）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

株主資本

純資産合計
資本金

資本剰余金 利益剰余金

自己株式
株主資本合

計
資本準備金

その他資本
剰余金

資本剰余金
合計

その他利益
剰余金

利益剰余金
合計

繰越利益剰
余金

平成18年３月31日　残高

　　　　　　　 　（百万円）
3,872 109,676 7 109,683 10,063 10,063 △6,751 116,868 116,868

中間会計期間中の変動額

剰余金の配当(注)     △1,306 △1,306  △1,306 △1,306

役員賞与(注)     △44 △44  △44 △44

中間純利益     4,378 4,378  4,378 4,378

株式交換による増減 147 6,576  6,576   4,045 10,768 10,768

資本準備金の取崩し  △108,700 108,700 －      

自己株式の取得       △24 △24 △24

自己株式の処分   0 0   0 1 1

中間会計期間中の変動額合計

　　　　　　　　 （百万円）
147 △102,123 108,700 6,577 3,027 3,027 4,021 13,773 13,773

平成18年９月30日　残高

　　　　　　　　 （百万円）
4,020 7,552 108,707 116,260 13,091 13,091 △2,730 130,642 130,642

（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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当中間会計期間（自平成19年４月１日　至平成19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

資本準備金
その他資本
剰余金

資本剰余金
合計

その他利益
剰余金

利益剰余金
合計

繰越利益
剰余金

平成19年３月31日　残高
（百万円）

4,020 7,552 110,058 117,611 13,340 13,340 △1,210 133,761

中間会計期間中の変動額

剰余金の配当     △1,600 △1,600  △1,600

中間純利益     5,882 5,882  5,882

自己株式の取得       △20 △20

自己株式の処分   1 1   2 3

株主資本以外の項目の中間会
計期間中の変動額（純額）

       －

中間会計期間中の変動額合計
（百万円）

－ － 1 1 4,281 4,281 △18 4,265

平成19年９月30日　残高
（百万円）

4,020 7,552 110,059 117,612 17,622 17,622 △1,228 138,026

評価・換算差額等

純資産合計
その他有価証券
評価差額金

評価・換算差額等
合計

平成19年３月31日　残高
（百万円）

△5 △5 133,755

中間会計期間中の変動額

剰余金の配当   △1,600

中間純利益   5,882

自己株式の取得   △20

自己株式の処分   3

株主資本以外の項目の中間会
計期間中の変動額（純額）

△10 △10 △10

中間会計期間中の変動額合計
（百万円）

△10 △10 4,254

平成19年９月30日　残高
（百万円）

△15 △15 138,010
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前事業年度の株主資本等変動計算書（自平成18年４月１日　至平成19年３月31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

資本準備金
その他資本
剰余金

資本剰余金
合計

その他利益
剰余金

利益剰余金
合計

繰越利益
剰余金

平成18年３月31日　残高
（百万円）

3,872 109,676 7 109,683 10,063 10,063 △6,751 116,868

事業年度中の変動額

剰余金の配当（注）１     △2,774 △2,774  △2,774

役員賞与（注）２     △44 △44  △44

当期純利益     6,095 6,095  6,095

株式交換による増減 147 6,576 1,349 7,925   5,590 13,663

資本準備金の取崩し  △108,700 108,700 －    －

自己株式の取得       △51 △51

自己株式の処分   1 1   2 4

株主資本以外の項目の事業年
度中の変動額（純額）

        

事業年度中の変動額合計
（百万円）

147 △102,123 110,050 7,927 3,276 3,276 5,541 16,892

平成19年３月31日　残高
（百万円）

4,020 7,552 110,058 117,611 13,340 13,340 △1,210 133,761

評価・換算差額等

純資産合計
その他有価証券
評価差額金

評価・換算差額等
合計

平成18年３月31日　残高
（百万円）

－ － 116,868

事業年度中の変動額

剰余金の配当（注）１   △2,774

役員賞与（注）２   △44

当期純利益   6,095

株式交換による増減   13,663

資本準備金の取崩し   －

自己株式の取得   △51

自己株式の処分   4

株主資本以外の項目の事業年
度中の変動額（純額）

△5 △5 △5

事業年度中の変動額合計
（百万円）

△5 △5 16,886

平成19年３月31日　残高
（百万円）

△5 △5 133,755

（注）１.　平成18年６月の定時株主総会における利益処分項目および平成18年11月取締役会決議による中間配当額であり

ます。

２.　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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