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1.  平成21年3月期第1四半期の連結業績（平成20年4月1日～平成20年6月30日） 

 

(2) 連結財政状態 

  

(1) 連結経営成績（累計） （％表示は対前年同四半期増減率）

売上高 営業利益 経常利益 四半期純利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

21年3月期第1四半期 617,581 ― 7,807 ― 11,921 ― 6,683 ―

20年3月期第1四半期 557,857 3.3 6,527 △29.7 10,278 △18.0 6,247 △17.5

1株当たり四半期純利益
潜在株式調整後1株当たり四半期純利

益

円 銭 円 銭

21年3月期第1四半期 28.02 27.89
20年3月期第1四半期 27.00 26.83

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

21年3月期第1四半期 1,135,607 296,988 26.2 1,243.99
20年3月期 1,104,833 290,692 26.3 1,219.50

（参考） 自己資本   21年3月期第1四半期  296,971百万円 20年3月期  290,668百万円

2.  配当の状況 

（注）配当予想の当四半期における修正の有無  無  
 

1株当たり配当金

（基準日） 第1四半期末 第2四半期末 第3四半期末 期末 年間

円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭

20年3月期 ― 7.50 ― 10.50 18.00
21年3月期 ― ――― ――― ――― ―――

21年3月期（予想） ――― 11.00 ― 11.00 22.00

3.  平成21年3月期の連結業績予想（平成20年4月1日～平成21年3月31日） 
（％表示は通期は対前期、第2四半期連結累計期間は対前年同四半期増減率）

（注）連結業績予想数値の当四半期における修正の有無  無  

※連結業績予想につきましては、平成20年５月14日公表の数値に変更ありません。 
  なお、１株当たり予想当期純利益は、当第１四半期の転換社債の転換等に伴い、発行済株式数が増加したため、補正しております。  

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

第2四半期連結累計期間 1,242,000 ― 17,100 ― 24,300 ― 14,500 ― 60.76
通期 2,494,000 10.6 31,600 13.1 46,200 8.4 27,900 0.4 116.89

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）  有  

（注） 詳細は４ページ【定性的情報・財務諸表等】 ４. その他をご覧ください。  

(2) 簡便な会計処理及び四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用  有  

（注） 詳細は４ページ【定性的情報・財務諸表等】 ４. その他をご覧ください。  

(3) 四半期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（四半期連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項等の変更に記載されるもの） 

（注） 詳細は４ページ【定性的情報・財務諸表等】 ４. その他をご覧ください。  

(4) 発行済株式数（普通株式） 

※ 業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
１. 業績予想につきましては、発表日現在において入手可能な情報に基づき作成したものであり、実際の業績は、今後様々な要因によって予想数値と異なる場合があり 
  ます。業績予想の前提となる条件等については、３ページ【定性的情報・財務諸表等】３.連結業績予想に関する定性的情報をご覧ください。 
２. 当連結会計年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第12号）及び「四半期財務諸表に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第
  14号）を適用しております。また、「四半期連結財務諸表規則」に従い四半期連結財務諸表を作成しております。 

新規 ― 社 （社名 ） 除外 1 社 （社名 株式会社コバショウ ）

① 会計基準等の改正に伴う変更 有

② ①以外の変更 有

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 21年3月期第1四半期  243,673,011株 20年3月期  243,246,169株

② 期末自己株式数 21年3月期第1四半期  4,948,339株 20年3月期  4,896,330株

③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 21年3月期第1四半期  238,538,526株 20年3月期第1四半期  231,416,915株



定性的情報・財務諸表等 

１．連結経営成績に関する定性的情報 

（１）業績の状況 

 当第１四半期連結会計期間におけるわが国経済は、個人消費や設備投資が横ばいとなり、景気回復は足踏み状

態にあるとともに、引き続きサブプライム住宅ローン問題や原油等価格高騰などのさらなる影響が懸念されてお

ります。 

 このような経済状況の中、当社グループ（当社及び連結子会社）は、業界環境や顧客ニーズの変化を敏感に捉

え、顧客起点の新しいビジネスモデルの構築をめざした事業改革を進めております。 

   

 当第１四半期連結会計期間における売上高は6,175億81百万円（前年同期比10.7％増）、営業利益は78億７百

万円（前年同期比19.6％増）、経常利益は119億21百万円（前年同期比16.0％増）、四半期純利益は66億83百万

円（前年同期比7.0％増）となりました。 

 

 事業の種類別セグメントの業績は次のとおりであります。 

  

医療用医薬品等卸売事業  

 医療用医薬品の販売は、本年４月１日、薬価基準が平均５.２％引き下げられた影響により、市場価格が低下

いたしました。また、昨今の物価高騰や後期高齢者医療制度施行における保険料負担増加への懸念による患者の

受診抑制が、販売に影響を及ぼしたと推測いたしております。しかしながら、グループ全社を挙げた施策への注

力によって新製品や生活習慣病薬を中心とした販売強化を図るなどにより、順調に推移いたしました。 

 これらの結果、医療用医薬品等卸売事業における売上高は4,370億41百万円（前年同期比3.4％増）となりまし

た。 

  

化粧品・日用品、一般用医薬品卸売事業  

 化粧品・日用品、一般用医薬品の販売は、原油等価格高騰にともなう消費者の購買意欲の低下などにより厳し

い環境となったものの、お取引先から支持されるサービス力やネットワーク力を強化することにより、堅調に推

移いたしました。また、株式会社パルタックＫＳ（本年４月１日付で、商号を株式会社パルタックから変更）

は、本年４月１日付で、当社の完全子会社である株式会社コバショウと合併するとともに、株式会社エイコー

（和歌山県和歌山市）の全株式を取得し、完全子会社といたしました。 

 これらの結果、化粧品・日用品、一般用医薬品卸売事業における売上高は1,794億39百万円（前年同期比

34.0％増）となりました。   

  

関連事業  

 食品添加物の販売は、原油等価格高騰にともなう仕入価格の上昇分について販売価格への転嫁に苦慮いたしま

したが、順調に推移いたしました。一方、化学工業薬品は、半導体業界の在庫調整が長引き、若干減少いたしま

した。 

 これらの結果、関連事業における売上高は14億94百万円（前年同期比2.1％減）となりました。  

   

（注）事業の種類別セグメントの売上高には、セグメント間の内部売上高を含んでおります。  



２．連結財政状態に関する定性的情報 

（１）資産、負債及び純資産の状況 

 当第１四半期連結会計期間末における総資産は１兆1,356億７百万円となり、前連結会計年度末より307億74百

万円増加いたしました。これは主に、受取手形及び売掛金が167億89百万円、商品が68億54百万円増加したこと

によるものであります。 

 負債は8,386億19百万円となり、前連結会計年度末より244億78百万円増加いたしました。これは主に、支払手

形及び買掛金が249億90百万円増加したことによるものであります。 

 純資産は2,969億88百万円となり、前連結会計年度末より62億96百万円増加いたしました。これは主に、利益

剰余金が42億82百万円増加したことによるものであります。 

  

（２）キャッシュ・フローの状況 

 当第１四半期連結累計期間における連結ベースの現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、営業活動

によるキャッシュ・フローが64億42百万円の純収入、投資活動によるキャッシュ・フローが71億67百万円の純支

出、財務活動によるキャッシュ・フローが51億５百万円の純支出となりました。その結果、資金残高は、前連結

会計年度末より58億30百万円減少（4.0％減）し、当第１四半期連結会計期間末には1,405億14百万円となりまし

た。 

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

営業活動による資金の増加は、64億42百万円（前年同期は153億70百万円の減少）となりました。これは主

に、税金等調整前四半期純利益が113億41百万円、仕入債務の増加241億70百万円があったものの、売上債権の増

加155億24百万円、たな卸資産の増加63億87百万円および法人税等の支払額90億28百万円があったことによるも

のであります。 

（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

投資活動による資金の減少は、71億67百万円（前年同期は21億93百万円の減少）となりました。これは主に、

新ＲＤＣ北海道（仮称）等の有形固定資産の取得による支出25億40百万円および投資有価証券の取得による支出

36億26百万円によるものであります。 

（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

財務活動による資金の減少は、51億５百万円（前年同期は37億24百万円の減少）となりました。これは主に、

借入金の減少額18億65百万円および配当金の支払い25億２百万円によるものであります。 

３．連結業績予想に関する定性的情報 

  当社グループ（当社及び連結子会社）は現在、市場環境や顧客ニーズの変化を敏感に捉え、顧客起点の新しい 

ビジネスモデルの構築をめざした事業改革を進めており、この改革によって５年後に当社グループが実現をめざす 

具体的なビジョンを策定いたしました。また同時に、そのビジョンを実現するため、本年４月からの３か年にわたる

方針と目標を中期経営計画として策定いたしました。当社グループは、変化に適応する事業の深化と拡大を図るた

め、この改革を推進してまいります。 

 売上高、利益ともに概ね当初の予定どおりに推移しており、現時点では平成20年５月14日公表の業績予想に変更は

ありません。  



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） 

 平成20年４月１日付で、当社の連結子会社である株式会社パルタックは、当社の特定子会社である株式会社コ

バショウを吸収合併いたしました。当該合併にあたり株式会社コバショウは、消滅会社となるため、特定子会社

に該当しないこととなりました。なお、当該合併に先立ち、株式会社コバショウは、同日、同社を存続会社とし

て、同社の子会社である株式会社ＫＳ北海道、株式会社ＫＳ東北、株式会社ＫＳ東海、株式会社青瑛と合併して

おります。 

 また、株式会社パルタックは、同日付で、株式会社パルタックＫＳに商号を変更しております。 

  

（２）簡便な会計処理及び四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 

①簡便な会計処理 

 （たな卸資産の評価方法） 

 当第１四半期連結会計期間末のたな卸高の算出に関しては、実地たな卸を省略し前連結会計年度末に係る実

地たな卸高を基礎として合理的な方法により算定しております。 

（一般債権の貸倒見積高の算定方法） 

 当第１四半期連結会計期間末の貸倒実績率等が前連結会計年度末に算定したものと著しい変化がないと認め

られるため、前連結会計年度末の貸倒実績率等を使用して貸倒見積高を算定しております。 

（法人税等並びに繰延税金資産及び繰延税金負債の算定方法） 

 法人税等の納付税額の算定に関しては、加減算項目や税額控除項目のうち、僅少なものを省略する方法によ

っております。 

 繰延税金資産の回収可能性の判断に関しては、前連結会計年度末以降に経営環境等、かつ、一時差異等の発

生状況に著しい変化がないと認められるので、前連結会計年度において使用した将来の業績予測やタックス・

プランニングを利用する方法によっております。 

  

②四半期連結財務諸表作成に特有の会計処理 

 該当事項はありません。 

  

（３）四半期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 

①四半期財務諸表に関する会計基準の適用 

 当連結会計年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第12号）及び「四半期財務諸表に

関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第14号）を適用しております。また、「四半期連結財務

諸表規則」に従い四半期連結財務諸表を作成しております。 

  

②リース取引に関する会計基準の適用 

 所有権移転外ファイナンス・リース取引については、従来、賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっ

ておりましたが、「リース取引に関する会計基準」（企業会計基準第13号（平成５年６月17日（企業会計審議

会第一部会）、平成19年３月30日改正））及び「リース取引に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適

用指針第16号（平成６年１月18日（日本公認会計士協会 会計制度委員会）、平成19年３月30日改正））が平

成20年４月１日以後開始する連結会計年度に係る四半期連結財務諸表から適用することができることになった

ことに伴い、当第１四半期連結会計期間からこれらの会計基準等を適用し、通常の売買取引に係る会計処理に

よっております。また、所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産の減価償却の方法について

は、リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用しております。 

 これによる損益に与える影響額は軽微であります。 

 （追加情報） 

 法人税法の改正に伴い、当第１四半期連結会計期間より、主として固定資産の機械装置につき耐用年数の延

長を行っています。 

 これによる損益に与える影響額は軽微であります。  



５．四半期連結財務諸表 
（１）四半期連結貸借対照表 

（単位：百万円）

当第１四半期連結会計期間末
(平成20年６月30日) 

前連結会計年度末に係る 
要約連結貸借対照表 
(平成20年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 145,772 151,570

受取手形及び売掛金 564,465 547,676

商品 111,565 104,710

その他 60,707 60,909

貸倒引当金 △1,852 △2,442

流動資産合計 880,658 862,425

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 63,115 63,594

土地 79,914 79,969

その他（純額） 23,588 15,739

有形固定資産合計 166,618 159,303

無形固定資産   

のれん 8,225 9,064

その他 5,635 4,825

無形固定資産合計 13,860 13,889

投資その他の資産   

その他 76,576 71,610

貸倒引当金 △2,106 △2,395

投資その他の資産合計 74,470 69,214

固定資産合計 254,949 242,408

資産合計 1,135,607 1,104,833



（単位：百万円）

当第１四半期連結会計期間末
(平成20年６月30日) 

前連結会計年度末に係る 
要約連結貸借対照表 
(平成20年３月31日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 713,721 688,730

短期借入金 27,954 29,688

1年内償還予定の転換社債 809 1,200

1年内返済予定の長期借入金 3,699 3,693

未払法人税等 5,175 8,407

賞与引当金 6,282 8,686

返品調整引当金 825 964

その他 28,044 27,663

流動負債合計 786,512 769,034

固定負債   

社債 220 －

長期借入金 6,498 5,251

退職給付引当金 16,683 16,487

負ののれん 5,228 6,977

その他 23,475 16,390

固定負債合計 52,106 45,107

負債合計 838,619 814,141

純資産の部   

株主資本   

資本金 22,008 21,813

資本剰余金 134,235 134,039

利益剰余金 157,815 153,533

自己株式 △7,760 △7,665

株主資本合計 306,298 301,720

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 8,598 6,772

土地再評価差額金 △17,926 △17,824

評価・換算差額等合計 △9,327 △11,051

少数株主持分 17 23

純資産合計 296,988 290,692

負債純資産合計 1,135,607 1,104,833



（２）四半期連結損益計算書 
（第１四半期連結累計期間） 

（単位：百万円）

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年６月30日) 

売上高 617,581

売上原価 565,732

売上総利益 51,849

返品調整引当金戻入額 964

返品調整引当金繰入額 825

差引売上総利益 51,988

販売費及び一般管理費  

給料及び手当 16,393

福利厚生費 2,415

賞与引当金繰入額 4,415

退職給付費用 1,686

配送費 4,008

地代家賃 1,479

減価償却費 2,693

貸倒引当金繰入額 138

のれん償却額 841

その他 10,109

販売費及び一般管理費合計 44,180

営業利益 7,807

営業外収益  

受取利息 33

受取配当金 509

情報提供料収入 1,357

不動産賃貸料 420

負ののれん償却額 1,913

その他 350

営業外収益合計 4,585

営業外費用  

支払利息 197

不動産賃貸費用 250

その他 23

営業外費用合計 471

経常利益 11,921



（単位：百万円）

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年６月30日) 

特別利益  

固定資産売却益 5

貸倒引当金戻入額 964

その他 3

特別利益合計 973

特別損失  

固定資産除売却損 206

減損損失 1,322

その他 25

特別損失合計 1,554

税金等調整前四半期純利益 11,341

法人税、住民税及び事業税 5,539

法人税等調整額 △876

法人税等合計 4,663

少数株主損失（△） △5

四半期純利益 6,683



（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

（単位：百万円）

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年６月30日) 

営業活動によるキャッシュ・フロー  

税金等調整前四半期純利益 11,341

減価償却費 2,844

減損損失 1,322

のれん償却額 841

負ののれん償却額 △1,913

退職給付引当金の増減額（△は減少） 145

賞与引当金の増減額（△は減少） △2,418

貸倒引当金の増減額（△は減少） △890

売上債権の増減額（△は増加） △15,524

たな卸資産の増減額（△は増加） △6,387

仕入債務の増減額（△は減少） 24,170

その他 1,523

小計 15,053

利息及び配当金の受取額 537

利息の支払額 △120

法人税等の支払額 △9,028

営業活動によるキャッシュ・フロー 6,442

投資活動によるキャッシュ・フロー  

有形固定資産の取得による支出 △2,540

有形固定資産の売却による収入 186

投資有価証券の取得による支出 △3,626

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による
支出

△98

営業譲受による支出 △308

その他 △779

投資活動によるキャッシュ・フロー △7,167

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（△は減少） △2,583

リース債務の返済による支出 △642

長期借入れによる収入 2,000

長期借入金の返済による支出 △1,281

転換社債の償還による支出 △0

自己株式の取得による支出 △95

配当金の支払額 △2,502

財務活動によるキャッシュ・フロー △5,105

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △5,830

現金及び現金同等物の期首残高 146,345

現金及び現金同等物の四半期末残高 140,514



 当連結会計年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第12号）及び「四半期財務諸表に関する

会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第14号）を適用しております。また、「四半期連結財務諸表規則」に

従い四半期連結財務諸表を作成しております。 

（４）継続企業の前提に関する注記 

 該当事項はありません。 

（５）セグメント情報 

ａ．事業の種類別セグメント情報 

当第１四半期連結累計期間（自 平成20年４月１日 至 平成20年６月30日） 

（注）１．事業区分の方法 

事業は、商品の種類・系列及び市場の類似性を考慮して区分しております。 

２．各事業区分の主な内容 

ｂ．所在地別セグメント情報 

当第１四半期連結累計期間（自 平成20年４月１日 至 平成20年６月30日） 

 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、該当事項はありません。 

ｃ．海外売上高 

当第１四半期連結累計期間（自 平成20年４月１日 至 平成20年６月30日） 

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

（６）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記 

 該当事項はありません。 

 

医療用医薬
品等卸売事
業 
（百万円） 

化粧品・日
用品、一般
用医薬品卸
売事業 
（百万円） 

関連事業 
（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 
436,818 179,268 1,494 617,581 － 617,581 

(2）セグメント間の内部売

上高又は振替高 
223 171 0 394 (394) － 

計 437,041 179,439 1,494 617,975 (394) 617,581 

営業利益 6,288 1,487 16 7,792 15 7,807 

事業区分 内容 

医療用医薬品等卸売事業 医療用医薬品、医療機器等卸売業  

化粧品・日用品、一般用医薬品

卸売事業 
化粧品、日用品、石鹸、洗剤、一般用医薬品等卸売業  

関連事業 化学工業薬品、食品添加物等販売  



「参考資料」 

前四半期に係る財務諸表等 

（１）（要約）四半期連結損益計算書 

科目 

前年同四半期 
（平成20年３月期 
第１四半期） 

金額（百万円） 

Ⅰ 売上高 557,857 

Ⅱ 売上原価 510,918 

売上総利益 46,939 

Ⅲ 販売費及び一般管理費 40,411 

営業利益 6,527 

Ⅳ 営業外収益 4,146 

受取利息及び配当金 425 

情報提供料収入 1,255 

負ののれん償却額 1,749 

その他 716 

Ⅴ 営業外費用 396 

支払利息 122 

その他 273 

経常利益 10,278 

Ⅵ 特別利益 256 

固定資産売却益 117 

退職給付制度改定益 135 

その他 3 

Ⅶ 特別損失 273 

固定資産売却廃棄損 136 

減損損失 46 

事業所等統廃合費用 0 

抱合せ株式消滅差損 87 

その他 3 

税金等調整前四半期純利益 10,260 

法人税等 4,012 

四半期純利益 6,247 



（２）（要約）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

 
前年同四半期 

（平成20年３月期 
第１四半期） 

区分 金額（百万円） 

Ⅰ 営業活動によるキャッシュ・フロー   

税金等調整前四半期純利益 10,260 

減価償却費 2,425 

減損損失 46 

のれん（負ののれん）償却額 △1,095 

退職給付引当金の減少額  △2,139 

賞与引当金の減少額 △1,794 

貸倒引当金の減少額 △702 

売上債権の増加額 △22,105 

たな卸資産の増加額 △3,998 

仕入債務の増加額 8,921 

その他 △994 

小計 △11,177 

特別退職金の支払額 △566 

法人税等の支払額 △4,009 

その他 383 

営業活動によるキャッシュ・フロー △15,370 

Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー   

有形固定資産の取得による支出 △2,136 

有形固定資産の売却による収入 333 

投資有価証券の取得による支出 △217 

その他 △172 

投資活動によるキャッシュ・フロー △2,193 

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 △698 

長期借入金の返済による支出 △1,285 

転換社債の償還による支出 △0 

自己株式の取得による支出 △5 

親会社による配当金の支払額 △1,735 

財務活動によるキャッシュ・フロー △3,724 

Ⅳ 現金及び現金同等物の減少額 △21,288 

Ⅴ 現金及び現金同等物の期首残高 142,439 

Ⅵ 連結子会社の合併に伴う現金及び現金
同等物の増加額 108 

Ⅶ 現金及び現金同等物の四半期末残高 121,259 



（３）セグメント情報 

ａ．事業の種類別セグメント情報 

前年同四半期（平成20年３月期第１四半期） 

(注) １. 事業区分の方法 

事業は、商品の種類・系列及び市場の類似性を考慮して区分しております。 

２. 各事業区分の主な内容 

ｂ．所在地別セグメント情報 

前年同四半期（平成20年３月期第１四半期） 

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、該当事項はありません。 

ｃ．海外売上高 

前年同四半期（平成20年３月期第１四半期） 

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

 
医療用医薬品等

卸売事業 

（百万円） 

化粧品・日用

品、一般用医薬

品卸売事業 

（百万円） 

関連事業 

（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 422,537 133,793 1,526 557,857 － 557,857 

(2) セグメント間の内部売上高

又は振替高  
297 153 0 451 (451) － 

計 422,835 133,947 1,526 558,309 (451) 557,857 

営業費用 417,560 132,749 1,511 551,822 (491) 551,330 

営業利益 5,274 1,197 15 6,487 40 6,527 

事業区分 内容 

医療用医薬品等卸売事業 医療用医薬品、医療機器等卸売業 

化粧品・日用品、一般用医薬品卸売事業 化粧品、日用品、石鹸、洗剤、一般用医薬品等卸売業 

関連事業 化学工業薬品、食品添加物等販売 
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