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1.  平成21年3月期第2四半期の連結業績（平成20年4月1日～平成20年9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2四半期 1,232,172 ― 10,695 ― 18,516 ― 10,508 ―

20年3月期第2四半期 1,110,252 3.4 11,704 △18.3 19,202 △11.4 11,711 35.7

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2四半期 44.00 43.86
20年3月期第2四半期 50.60 50.31

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2四半期 1,128,396 300,830 26.7 1,255.68
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2四半期  300,822百万円 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 ― 11.00 ――― ――― ―――

21年3月期（予想） ――― ――― ― 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） 
（％表示は対前期増減率）

（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

通期 2,490,000 10.4 23,400 △16.3 38,100 △10.6 22,200 △20.1 92.81

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．通期の連結業績予想は、平成20年５月14日公表の数値から修正しております。詳細につきましては、平成20年10月27日に別途開示いたしました「連結業績予想 
（第２四半期・通期）の修正に関するお知らせ」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2四半期  244,524,496株 20年3月期  243,246,169株

② 期末自己株式数 21年3月期第2四半期  4,955,896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2四半期  238,810,177株 20年3月期第2四半期  231,450,513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２四半期連結累計期間におけるわが国経済は、個人消費がおおむね横ばいとなり、また、設備投資が弱含む

など景気は減速感が強まっており、加えて、米国に端を発した金融危機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２四半期連結累計期間における売上高は１兆2,321億72百万円（前年同期比11.0％増）、営業利益は106億95

百万円（前年同期比8.6％減）、経常利益は185億16百万円（前年同期比3.6％減）、四半期純利益は105億８百万円

（前年同期比10.3％減）となりました。 

 

  なお、当社とアルフレッサ ホールディングス株式会社は、平成21年４月１日（予定）を期して両社が対等の精

神に基づき合併することについて基本的な合意に達し、本年10月10日付で、本合併に関する基本合意書を締結いた

しました。 

 

 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  

 医療用医薬品の市場は、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

抑制などの中、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と

ともに、お得意様の経営にお役に立つという視点からの提案型営業活動を積極的に展開してまいりました。しかし

ながら、お得意様との販売価格交渉は総じて厳しい状況となり、販売価格については想定以上の低下となりまし

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8,617億77百万円（前年同期比3.2％増）、営業利益は

64億20百万円（前年同期比21.2％減）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、一般用医薬品の市場は、消費者マインドの冷え込みにより厳しい環境となりました。このよう

な状況の中、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、迅速な物流・システム統合を進め、本

年７月に近畿地区、同８月には東海地区において統合を完了いたしました。また、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。一方、化粧品・日用品と一般用医薬品との融合を進め、

生産から消費までの供給体制すなわちサプライチェーン全体の生産性向上に貢献できる企業体質強化に注力いたし

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3,681億８百万円（前年同期比35.0％

増）、営業利益は42億４百万円（前年同期比21.3％増）となりました。   

  

関連事業 

 食品添加物の販売は、今夏の猛暑の影響により飲料関係が好調に推移いたしました。一方、化学工業薬品の販売

は、半導体・ＩＴ関連業界の在庫調整と設備投資の抑制によって低調に推移いたしました。 

 これらの結果、関連事業における売上高は30億46百万円（前年同期比2.5％減）、営業利益は33百万円（前年同

期比13.6％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。また、文中の前年同期

増減率につきましては、参考として記載しております。 



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２四半期連結会計期間末における総資産は１兆1,283億96百万円となり、前連結会計年度末より235億62百

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71億28百万円、商品が78億31百万円増加したことに

よるものであります。 

 負債は8,275億65百万円となり、前連結会計年度末より134億24百万円増加いたしました。これは主に、支払手

形及び買掛金が185億12百万円増加したことによるものであります。 

 純資産は3,008億30百万円となり、前連結会計年度末より101億38百万円増加いたしました。これは主に、利益

剰余金が79億95百万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２四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126億73百万円の純収入、投資活動によるキャッシュ・フローが122億６百万円の純

支出、財務活動によるキャッシュ・フローが72億43百万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67億76百万円減少（4.6％減）し、当第２四半期連結会計期間末には1,395億69百万円となりま

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、126億73百万円（前年同期は14億39百万円の減少）となりました。これは主

に、税金等調整前四半期純利益が173億63百万円、仕入債務の増加176億91百万円があったものの、売上債権の増

加58億40百万円、たな卸資産の増加73億64百万円及び法人税等の支払額91億85百万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、122億６百万円（前年同期は95億82百万円の減少）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73億64百万円及び投資有価証券の取得による支

出43億24百万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、72億43百万円（前年同期は４億65百万円の減少）となりました。これは主に、

借入金の減少額31億14百万円及び配当金の支払い25億２百万円によるものであります。 

（注）文中の前年同期の金額につきましては、参考として記載しております。 

  

３．連結業績予想に関する定性的情報 

 医療用医薬品等卸売事業について、景気の減速感が強まったことなどによる患者の受診抑制と、販売価格の低下が

見られ、今後も当社を取り巻く事業環境は引き続き厳しい状況が懸念されるため、本年５月14日公表の通期連結業績

予想を同10月27日付で、修正いたしました。 

  

                                              

  

  

                              



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 

（一般債権の貸倒見積高の算定方法） 

 当第２四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、有形固定資産の機械装置について耐用年数の見直しを行い、当第１四半期連結会計

期間より耐用年数の変更を行っております。 

 これによる損益に与える影響額は軽微であります。  



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２四半期連結会計期間末
(平成20年９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 144,794 151,570

受取手形及び売掛金 554,804 547,676

商品 112,542 104,710

その他 63,762 60,909

貸倒引当金 △1,694 △2,442

流動資産合計 874,209 862,425

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 62,965 63,594

土地 80,109 79,969

その他（純額） 25,900 15,739

有形固定資産合計 168,975 159,303

無形固定資産   

のれん 7,455 9,064

その他 5,914 4,825

無形固定資産合計 13,369 13,889

投資その他の資産   

その他 74,055 71,610

貸倒引当金 △2,213 △2,395

投資その他の資産合計 71,841 69,214

固定資産合計 254,187 242,408

資産合計 1,128,396 1,104,833



（単位：百万円）

当第２四半期連結会計期間末
(平成20年９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 707,242 688,730

短期借入金 28,155 29,688

1年内返済予定の長期借入金 3,120 3,693

未払法人税等 9,193 8,407

賞与引当金 8,722 8,686

返品調整引当金 749 964

その他 22,696 28,863

流動負債合計 779,881 769,034

固定負債   

長期借入金 5,628 5,251

退職給付引当金 16,747 16,487

負ののれん 3,479 6,977

その他 21,829 16,390

固定負債合計 47,684 45,107

負債合計 827,565 814,141

純資産の部   

株主資本   

資本金 22,398 21,813

資本剰余金 134,625 134,039

利益剰余金 161,528 153,533

自己株式 △7,773 △7,665

株主資本合計 310,777 301,720

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 7,817 6,772

土地再評価差額金 △17,773 △17,824

評価・換算差額等合計 △9,955 △11,051

少数株主持分 8 23

純資産合計 300,830 290,692

負債純資産合計 1,128,396 1,104,833



（２）四半期連結損益計算書 
（第２四半期連結累計期間） 

（単位：百万円）

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年９月30日) 

売上高 1,232,172

売上原価 1,132,769

売上総利益 99,403

返品調整引当金戻入額 964

返品調整引当金繰入額 749

差引売上総利益 99,618

販売費及び一般管理費  

給料及び手当 32,820

福利厚生費 4,788

賞与引当金繰入額 8,692

退職給付費用 3,564

配送費 8,034

地代家賃 2,874

減価償却費 5,446

貸倒引当金繰入額 167

のれん償却額 1,610

その他 20,923

販売費及び一般管理費合計 88,922

営業利益 10,695

営業外収益  

受取利息 179

受取配当金 673

情報提供料収入 2,741

不動産賃貸料 843

負ののれん償却額 3,662

その他 853

営業外収益合計 8,953

営業外費用  

支払利息 412

不動産賃貸費用 520

その他 199

営業外費用合計 1,133

経常利益 18,516



（単位：百万円）

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年９月30日) 

特別利益  

固定資産売却益 8

貸倒引当金戻入額 979

その他 8

特別利益合計 995

特別損失  

固定資産除売却損 374

減損損失 1,371

その他 402

特別損失合計 2,148

税金等調整前四半期純利益 17,363

法人税、住民税及び事業税 10,223

法人税等調整額 △3,354

法人税等合計 6,869

少数株主損失（△） △14

四半期純利益 10,508



（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

（単位：百万円）

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年９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 17,363

減価償却費 5,746

減損損失 1,371

のれん償却額 1,610

負ののれん償却額 △3,662

退職給付引当金の増減額（△は減少） 469

賞与引当金の増減額（△は減少） 22

貸倒引当金の増減額（△は減少） △940

売上債権の増減額（△は増加） △5,840

たな卸資産の増減額（△は増加） △7,364

仕入債務の増減額（△は減少） 17,691

その他 △5,051

小計 21,415

利息及び配当金の受取額 851

利息の支払額 △407

法人税等の支払額 △9,185

営業活動によるキャッシュ・フロー 12,673

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 △7,364

有形固定資産の売却による収入 252

投資有価証券の取得による支出 △4,324

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 △362

投資活動によるキャッシュ・フロー △12,206

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） △2,382

リース債務の返済による支出 △1,269

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 △2,731

社債の償還による支出 △220

転換社債の償還による支出 △29

自己株式の取得による支出 △108

配当金の支払額 △2,502

財務活動によるキャッシュ・フロー △7,243

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △6,776

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 139,569



 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 

〔事業の種類別セグメント情報〕 

当第２四半期連結累計期間（自 平成20年４月１日 至 平成20年９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 

〔所在地別セグメント情報〕 

当第２四半期連結累計期間（自 平成20年４月１日 至 平成20年９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。 

〔海外売上高〕 

当第２四半期連結累計期間（自 平成20年４月１日 至 平成20年９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 
861,331 367,795 3,045 1,232,172 － 1,232,172 

(2）セグメント間の内部売

上高又は振替高 
445 312 0 759 (759) － 

計 861,777 368,108 3,046 1,232,932 (759) 1,232,172 

営業利益 6,420 4,204 33 10,658 37 10,695 

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」 

前年同四半期に係る財務諸表 

（１）中間連結損益計算書 

 
前中間連結会計期間 

（自 平成19年４月１日 
至 平成19年９月30日） 

区分 金額（百万円） 
百分比 
（％） 

Ⅰ 売上高   1,110,252 100.0 

Ⅱ 売上原価   1,017,521 91.6 

売上総利益   92,730 8.4 

返品調整引当金戻入額 909     

返品調整引当金繰入額 787 △121 △0.0 

差引売上総利益   92,852 8.4 

Ⅲ 販売費及び一般管理費       

１．給料手当 30,072     

２．福利厚生費 4,533     

３．賞与引当金繰入額 8,142     

４．退職給付費用 2,740     

５．発送配達費 6,681     

６．賃借料 2,636     

７．減価償却費 4,588     

８．貸倒引当金繰入額 6     

９．のれん償却額 1,308     

10．その他 20,437 81,148 7.3 

営業利益   11,704 1.1 

Ⅳ 営業外収益       

１．受取利息 171     

２．受取配当金 678     

３．情報提供料収入 2,577     

４．不動産賃貸収入 812     

５．負ののれん償却額 3,499     

６．その他 669 8,408 0.7 

Ⅴ 営業外費用       

１．支払利息 257     

２．不動産賃貸費用 534     

３．その他 118 910 0.1 

経常利益   19,202 1.7 

 



 
前中間連結会計期間 

（自 平成19年４月１日 
至 平成19年９月30日） 

区分 金額（百万円） 
百分比 
（％） 

Ⅵ 特別利益       

１．固定資産売却益 128     

２．投資有価証券売却益 0     

３．ゴルフ会員権処分益 2     

４．貸倒引当金戻入額 234     

５．退職給付制度改定益 138 504 0.1 

Ⅶ 特別損失       

１．固定資産売却廃棄損 338     

２．減損損失 75     

３．投資有価証券売却損 0     

４．投資有価証券評価損 56     

５．関係会社株式評価損 15     

６．ゴルフ会員権処分損 0     

７．ゴルフ会員権評価損 0     

８．特別退職金 55     

９．事業所等統廃合費用 36     

10．抱合せ株式消滅差損 174 752 0.1 

税金等調整前中間純利益   18,954 1.7 

法人税、住民税及び事業税 6,575     

法人税等調整額 666 7,242 0.6 

中間純利益   11,711 1.1 

       



（２）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19年４月１日 
至 平成19年９月30日） 

区分 金額（百万円） 

Ⅰ 営業活動によるキャッシュ・フロー  

税金等調整前中間純利益 18,954 

減価償却費 4,923 

減損損失 75 

のれん（負ののれん）償却額 △2,191 

退職給付引当金の減少額 △2,598 

賞与引当金の増加額 366 

貸倒引当金の減少額 △1,033 

返品調整引当金の減少額 △121 

受取利息及び受取配当金 △849 

支払利息 257 

固定資産売却廃棄損益 209 

有価証券関連損益 56 

関係会社株式関連損益 15 

ゴルフ会員権関連損益 △2 

特別退職金 55 

売上債権の増加額 △13,487 

たな卸資産の増加額 △981 

その他の資産の減少額 196 

仕入債務の減少額 △836 

未払消費税等の増加額 303 

その他の負債の減少額 △1,081 

小計 2,230 

利息及び配当金の受取額 847 

利息の支払額 △262 

特別退職金の支払額 △566 

法人税等の支払額 △3,688 

営業活動によるキャッシュ・フロー △1,439 

 



 
前中間連結会計期間 

（自 平成19年４月１日 
至 平成19年９月30日） 

区分 金額（百万円） 

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 △100 

定期預金の払戻による収入 3,120 

有価証券の取得による支出 △3,000 

有形固定資産の取得による支出 △9,458 

有形固定資産の売却による収入 616 

投資有価証券の取得による支出 △274 

投資有価証券の売却等による収入 59 

関係会社株式の取得による支出 △2 

貸付けによる支出 △39 

貸付金の回収による収入 110 

その他の増減額 △614 

投資活動によるキャッシュ・フロー △9,582 

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 △847 

長期借入れによる収入 5,000 

長期借入金の返済による支出 △2,871 

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 △10 

自己株式の売却による収入 0 

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 △465 

Ⅳ 現金及び現金同等物の減少額 △11,487 

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 366 

Ⅶ 現金及び現金同等物の中間期末残高 131,318 

   



（３）セグメント情報 

〔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19年４月１日 至 平成19年９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 

〔所在地別セグメント情報〕 

前中間連結会計期間（自 平成19年４月１日 至 平成19年９月30日） 

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。 

〔海外売上高〕 

前中間連結会計期間（自 平成19年４月１日 至 平成19年９月30日） 

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。 

 
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 834,735 272,392 3,123 1,110,252 － 1,110,252 

(2）セグメント間の内部売上

高又は振替高 
491 349 0 842 (842) － 

計 835,227 272,742 3,124 1,111,094 (842) 1,110,252 

営業費用 827,076 269,275 3,086 1,099,438 (890) 1,098,547 

営業利益 8,151 3,466 38 11,655 48 11,704 

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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