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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 480,477 ― 6,885 ― 8,846 ― 4,148 ―
20年3月期第1四半期 415,288 3.9 5,870 △16.9 7,555 △11.1 4,282 △3.4

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 99.38 ―
20年3月期第1四半期 107.51 ―

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 879,412 190,444 21.0 4,423.15
20年3月期 848,259 186,136 21.3 4,324.57

（参考） 自己資本   21年3月期第1四半期  184,722百万円 20年3月期  180,615百万円

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 ― 41.00 ― 42.00 83.00
21年3月期 ― ――― ――― ――― ―――

21年3月期（予想） ――― 45.00 ― 45.00 90.00

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   

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 946,000 ― 11,500 ― 14,700 ― 7,100 ― 170.00
通期 1,925,000 8.8 29,200 15.2 35,600 11.4 18,100 11.9 433.38

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) 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、３ページ【定性的情報・財務情報等】４．その他をご覧下さい。  

(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、３ページ【定性的情報・財務諸表等】４．その他をご覧下さい。  

(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．本資料に記載されている業績見通し等の将来に関する記述は、当社が現在入手している情報および合理的であると判断する一定の前提に基づいており、実際   
の業績等は様々な要因により大きく異なる可能性があります。 
 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）および「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 ― 社 （社名 ）

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  42,326,223株 20年3月期  42,326,223株
② 期末自己株式数 21年3月期第1四半期  563,597株 20年3月期  561,155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  41,742,272株 20年3月期第1四半期  40,272,328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

  当第１四半期連結会計期間における医療用医薬品市場は、平成20年４月１日に薬価基準の平均5.2％引下げ改定が実

施されたものの、当社におきましては、昨年10月１日付け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

としたこと等により、連結売上高は前年同期比大幅な増加となりました。  

  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～」の２年目として、戦略課題である「医薬品等卸売事業の拡大とグループシナジー効果

の追求」「医薬品等製造事業の経営基盤確立」「ヘルスケアコンソーシアム構想の具現化」「グループ経営基盤の拡

充と運営体制の強化」に引き続き取り組んでおります。　

  当第１四半期の連結業績は、売上高4,804億77百万円（前年同期比15.7％増）、営業利益68億85百万円（前年同期比

17.3％増）、経常利益88億46百万円（前年同期比17.1％増）、四半期純利益41億48百万円（前年同期比3.1％減）とな

りました。

　事業の種類別セグメントの業績の概略は以下のとおりです。

　医薬品等卸売事業におきましては、販売の強化、適正利益の確保に努めるとともに、昨年の流通改善懇談会による

緊急提言を受け、「経済合理性のある価格交渉」「総価取引の改善」「未妥結仮納入の改善」も重要課題として取り

組んでおります。その結果、当第１四半期の売上高は4,763億77百万円（前年同期比15.9％増）、営業利益は65億89百

万円（前年同期比20.0％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、売上高等は堅調に推移し、当第１四半期の売上高は58億59百万円（前年同期比

0.6％増）、営業利益は１億22百万円（前年同期比65.3％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17億58百万円を含んでおります。

２．連結財政状態に関する定性的情報

（１）連結財政状態の変動状況

　当第１四半期における財政状態は、前連結会計年度末と比較して以下のとおりであります。

（資産の部）

　資産の部は、311億52百万円増加しました。これは主に、売上高増加等に伴う受取手形及び売掛金146億55百万円の

増加、現金及び預金105億14百万円の増加等によるものであります。　

（負債の部）

　負債の部は、268億44百万円増加しました。これは主に、売上高増加等に伴う支払手形及び買掛金200億64百万円の

増加等によるものであります。　

（純資産の部）

　純資産の部は、43億8百万円増加しました。これは主に、利益剰余金23億94百万円の増加、その他有価証券評価差額

金17億76百万円の増加等によるものであります。　

（２）連結キャッシュ・フローの状況　

　当第１四半期連結会計期間における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、営業活動によるキャッシュ・

フローの増加174億92百万円、投資活動によるキャッシュ・フローの減少43億34百万円、財務活動によるキャッシュ・

フローの減少１億54百万円等により期首に比べ129億82百万円増加したことにより、当第１四半期連結会計期間末には

931億78百万円となりました。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）

　営業活動の結果増加した資金は174億92百万円（前期は142億84百万円の減少）となりました。これは主として、売

上債権の増加額146億13百万円、たな卸資産の増加額38億58百万円および法人税等の支払額32億55百万円があったもの

の、税金等調整前四半期純利益60億79百万円、仕入債務の増加額200億64百万円および未収入金の減少額37億42百万円

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43億34百万円（前期は６億99百万円の減少）となりました。これは主として、物流

センター用地、新設支店等の土地や建築費用等の有形固定資産の取得による支出33億75百万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１億54百万円（前期は16億91百万円の減少）となりました。これは主として、配当

金の支払額17億54百万円があったこと等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

平成21年３月期の業績予想につきましては、平成20年５月12日に公表いたしました業績予想に変更はございません。
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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）

　該当事項はありません。

（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．　一般債権（経営状態に重大な問題が生じていない債務者に対する債権）の貸倒見積高の算定方法について、

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場合には、前連結会計年

度末において算定した貸倒実績率等の合理的な基準を使用して、一般債権の貸倒見積高を算定しております。

２．　当第１四半期連結会計期間末における棚卸高の算出に関して、実地棚卸を省略し、前連結会計年度に係る

実地棚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。

３．　一部の連結子会社は、固定資産の減価償却費の算定方法として定率法を採用している場合において、当連

結会計年度に係る減価償却費の額を期間按分して算出しております。

４．　繰延税金資産の回収可能性の判断に関して、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ため、前連結会計年度末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り算定しております。　

（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

・会計処理基準に関する事項の変更

１．　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．　たな卸資産の評価基準及び評価方法の変更

　通常の販売目的で保有するたな卸資産については、従来、主として総平均法による原価法によっておりま

したが、当第１四半期連結会計期間より「棚卸資産の評価に関する会計基準」（企業会計基準第９号　平成

18年７月５日）が適用されたことに伴い、主として総平均法による原価法（貸借対照表については収益性の

低下に基づく簿価切下げの方法）により算定しております。

　これにより、営業利益及び経常利益がそれぞれ836百万円、税金等調整前四半期純利益が2,991百万円減少

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。

３．　「連結財務諸表作成における在外子会社の会計処理に関する当面の取扱い」の適用

　当第１四半期連結会計期間より、「連結財務諸表作成における在外子会社の会計処理に関する当面の取扱

い」（実務対応報告第18号  平成18年５月17日）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。

４．　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日以後開始する事業年度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及び同適用指針を適用し、通常の売買取引に係る会計処理によっており

ます。

　なお、リース取引開始日がリース会計基準適用開始前（平成20年３月31日以前）の所有権移転外ファイナ

ンス・リース取引については、引き続き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。

　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は軽微であります。

５．　「『個別財務諸表における税効果会計に関する実務指針』の改正」の適用

　 当第１四半期連結会計期間より、「『個別財務諸表における税効果会計に関する実務指針』の改正」（会

計制度委員会報告第10号　平成20年３月25日）を適用しております。

　なお、上記実務指針の適用に伴い、子会社株式を株式交換により取得した際に計上した繰延税金負債につ

いて、当第１四半期連結会計期間に取り崩し処理を行っております。

  これにより、四半期純利益が1,506百万円増加しております。

（追加情報）

（有形固定資産の耐用年数の変更）

　国内連結子会社は、平成20年度の法人税法の改正に伴い、当第１四半期連結会計期間より機械装置の一部

について耐用年数を変更しております。これによる損益に与える影響は軽微であります。
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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 83,813 73,299

受取手形及び売掛金 482,865 468,210

有価証券 12,163 10,048

商品及び製品 95,094 92,423

仕掛品 81 71

原材料及び貯蔵品 1,233 2,210

未収入金 47,068 50,821

その他 8,313 6,194

貸倒引当金 △1,151 △1,068

流動資産合計 729,483 702,211

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 26,444 26,668

土地 42,571 41,242

その他（純額） 6,238 4,619

有形固定資産合計 75,254 72,529

無形固定資産   

のれん 6,834 7,326

その他 1,930 1,775

無形固定資産合計 8,765 9,102

投資その他の資産   

投資有価証券 36,724 33,929

その他 34,534 35,984

貸倒引当金 △5,349 △5,497

投資その他の資産合計 65,909 64,416

固定資産合計 149,928 146,048

資産合計 879,412 848,259



（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 630,168 610,103

短期借入金 3,436 2,536

未払法人税等 5,218 3,182

賞与引当金 8,241 6,143

その他 11,418 9,563

流動負債合計 658,483 631,530

固定負債   

長期借入金 1,537 900

退職給付引当金 23,390 23,262

その他 5,556 6,431

固定負債合計 30,484 30,593

負債合計 688,967 662,123

純資産の部   

株主資本   

資本金 4,230 4,230

資本剰余金 65,912 65,912

利益剰余金 114,396 112,002

自己株式 △2,178 △2,159

株主資本合計 182,361 179,985

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 8,065 6,289

繰延ヘッジ損益 － 1

土地再評価差額金 △5,730 △5,730

為替換算調整勘定 25 70

評価・換算差額等合計 2,361 630

少数株主持分 5,722 5,520

純資産合計 190,444 186,136

負債純資産合計 879,412 848,259



（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 480,477

売上原価 441,115

返品調整引当金戻入額 927

返品調整引当金繰入額 1,064

売上総利益 39,224

販売費及び一般管理費 32,339

営業利益 6,885

営業外収益  

受取利息及び配当金 482

受取情報料 1,180

その他 357

営業外収益合計 2,020

営業外費用  

支払利息 31

その他 27

営業外費用合計 58

経常利益 8,846

特別損失  

固定資産除却損 24

減損損失 31

投資有価証券評価損 556

たな卸資産評価損 2,154

特別損失合計 2,767

税金等調整前四半期純利益 6,079

法人税、住民税及び事業税 5,532

法人税等調整額 △3,843

法人税等合計 1,688

少数株主利益 242

四半期純利益 4,148



（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 6,079

減価償却費 1,198

減損損失 31

のれん償却額 492

貸倒引当金の増減額（△は減少） △65

賞与引当金の増減額（△は減少） 2,098

役員賞与引当金の増減額（△は減少） △162

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △66

退職給付引当金の増減額（△は減少） 127

受取利息及び受取配当金 △482

支払利息 31

固定資産除売却損益（△は益） 24

たな卸資産評価損 2,154

投資有価証券評価損益（△は益） 556

売上債権の増減額（△は増加） △14,613

たな卸資産の増減額（△は増加） △3,858

未収入金の増減額（△は増加） 3,742

仕入債務の増減額（△は減少） 20,064

その他 2,951

小計 20,305

利息及び配当金の受取額 474

利息の支払額 △31

法人税等の支払額 △3,255

営業活動によるキャッシュ・フロー 17,492

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 △50

有形固定資産の取得による支出 △3,375

有形固定資産の売却による収入 0

無形固定資産の取得による支出 △21

長期前払費用の取得による支出 △235

投資有価証券の取得による支出 △405

投資有価証券の売却による収入 71

貸付けによる支出 △426

貸付金の回収による収入 113

その他 △5

投資活動によるキャッシュ・フロー △4,334



（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) 

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） 1,142

長期借入れによる収入 962

長期借入金の返済による支出 △405

リース債務の返済による支出 △16

自己株式の取得による支出 △19

自己株式の売却による収入 0

配当金の支払額 △1,754

少数株主への配当金の支払額 △65

財務活動によるキャッシュ・フロー △154

現金及び現金同等物に係る換算差額 △21

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 12,982

現金及び現金同等物の期首残高 80,195

現金及び現金同等物の四半期末残高 93,178



　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）

 
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 476,376 4,101 480,477 － 480,477

(2）セグメント間の内部売上高

又は振替高
1 1,758 1,759 (1,759) －

計 476,377 5,859 482,236 (1,759) 480,477

営業利益 6,589 122 6,712 173 6,885

　（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標準産業分類に基づき、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．会計処理方法の変更

　　　　　　（棚卸資産の評価に関する会計基準）

当第１四半期会計期間より、「棚卸資産の評価に関する会計基準」（企業会計基準第９号　平成18年

７月５日）を適用しております。これにより、営業利益が、医薬品等卸売事業で836百万円減少しており

ます。

 

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）

　当第１四半期連結累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」の割合が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

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）

　当第１四半期連結累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。

（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。

－ 1 －



「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 415,288

Ⅱ　売上原価 381,567

差引計 33,720

返品調整引当金戻入額 599

返品調整引当金繰入額 580

売上総利益 33,740

Ⅲ　販売費及び一般管理費 27,869

営業利益 5,870

Ⅳ　営業外収益  

受取利息及び配当金 400

受取情報料 994

その他 332

営業外収益合計 1,728

Ⅴ　営業外費用  

支払利息 8

その他 34

営業外費用合計 43

経常利益 7,555

Ⅵ　特別利益  

固定資産売却益 43

その他 69

特別利益合計 113

Ⅶ　特別損失  

固定資産売却損 9

固定資産除却損 71

特別損失合計 81

税金等調整前四半期純利益 7,587

税金費用 3,122

少数株主利益 182

四半期純利益 4,282

－ 2 －



（２）（要約）四半期連結キャッシュ・フロー計算書

科目

前第１四半期
（平成20年３月期
第１四半期）

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 7,587

減価償却費 1,231

売上債権の増加額 △21,164

たな卸資産の増加額 △7,313

未収入金の増加額 △5,027

仕入債務の増加額 19,390

法人税等の支払額 △10,501

その他 1,512

営業活動によるキャッシュ・フロー △14,284

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 △796

有形固定資産の売却による収入 467

投資有価証券の取得による支出 △48

その他 △321

投資活動によるキャッシュ・フロー △699

Ⅲ　財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入金の返済による支出 △54

配当金の支払額 △1,593

その他 △43

財務活動によるキャッシュ・フロー △1,691

Ⅳ　現金及び現金同等物に係る換算差額 0

Ⅴ　現金及び現金同等物の減少額 △16,675

Ⅵ　現金及び現金同等物の期首残高 96,769

Ⅶ　現金及び現金同等物の四半期末残高 80,093

－ 3 －



（３）セグメント情報

ａ．事業の種類別セグメント情報

前第１四半期連結累計期間（自平成19年４月１日　至平成19年６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 411,125 4,162 415,288 － 415,288

(2）セグメント間の内部売上高

又は振替高
1 1,661 1,662 (1,662) －

計 411,127 5,823 416,951 (1,662) 415,288

営業費用 405,637 5,749 411,386 (1,968) 409,418

営業利益 5,489 74 5,564 305 5,870

ｂ．所在地別セグメント情報

前第１四半期連結累計期間（自平成19年４月１日　至平成19年６月30日）

　前第１四半期連結累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」の割合が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

前第１四半期連結累計期間（自平成19年４月１日　至平成19年６月30日）

　前第１四半期連結累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。

－ 4 －
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