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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 947,239 ― 7,392 ― 10,786 ― 4,840 ―
20年3月期第2四半期 811,071 3.8 10,800 7.8 13,745 8.8 7,002 18.1

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 115.92 ―
20年3月期第2四半期 175.79 ―

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 844,224 190,248 21.9 4,418.70
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2四半期  184,527百万円 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 ― 45.00 ――― ――― ―――

21年3月期（予想） ――― ――― ― 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  有   

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 1,934,000 9.3 19,000 △25.1 26,100 △18.4 11,800 △27.1 282.56

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・財務諸表等】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2四半期  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2四半期  565,626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2四半期  41,762,484株 20年3月期第2四半期  39,833,853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（平成20年４月１日～平成20年９月30日）におけるわが国経済は、米国の金融市場の混

乱による景気の悪化や資源価格の高騰等により、景気は踊り場から後退局面を迎えました。

医療用医薬品市場におきましては、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、当該期

間は2.9％程度（当社推定）伸長いたしました。当社グループにおきましては、昨年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たこと等により、連結売上高は前年同期に比べて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。 また本年９月24日には、調剤薬局事業等を行う株式会社メディ

カルシステムネットワーク（本社：札幌市中央区）と調剤薬局分野ならびに医療用医薬品流通分野において、相互の

企業価値向上を図るために業務提携を行うとともに、９月30日付で同社の完全子会社で調剤薬局持株会社である株式

会社ファーマホールディング（本社：札幌市中央区）の株式（出資比率9.8％相当）を取得いたしました。 

第２四半期連結累計期間の連結業績は、売上高9,472億39百万円（前年同期比16.8％増）、営業利益73億92百万円

（前年同期比31.6％減）、経常利益107億86百万円（前年同期比21.5％減）、四半期純利益48億40百万円（前年同期比

30.9％減）となりました。

なお、当社と株式会社メディセオ・パルタックホールディングス（本社：東京都中央区）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、新規取引および新製品への注力による販売の強化、適正利益の確保に努めると

ともに、流通改善懇談会による昨年の緊急提言を受け、「経済合理性のある価格交渉の実施」「総価取引の改善」「未

妥結仮納入の改善」を重要課題として取り組んでおります。売上高につきましては堅調に推移したものの、利益面で

は仕入価格体系に変更があった中で販売価格水準の充分な改善が図れず、売上総利益率が低下しました。これらの結

果、当第２四半期連結累計期間の売上高は9,388億63百万円（前年同期比17.0％増）、営業利益は68億74百万円（前年

同期比33.7％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、本年５月に睡眠障害治療薬「モディオダール錠」の閉塞性睡眠時無呼吸症候群

に伴う残存する日中の過度の眠気に対する効能追加の申請を行いました。診断薬商製品群の伸長等により、売上高は

堅調に推移し、第２四半期連結累計期間の売上高は119億41百万円（前年同期比0.2％増）、営業利益は3億37百万円

（前年同期比494.7％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35億63百万円を含んでおります。

（注）前年同期比は、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）連結財政状態の変動状況

　第２四半期連結会計期間末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、40億35百万円減少し8,442億24百万円となりました。これは主に、売上高の増加による受取手形及び売

掛金の増加38億87百万円や投資有価証券の増加35億39百万円があったものの、たな卸資産の減少71億91百万円および

未収入金の減少84億28百万円等によるものです。　

（負債の部）

　負債は、81億48百万円減少し、6,539億75百万円となりました。これは主に、支払手形及び買掛金の減少98億53百万

円等によるものであります。

（純資産の部）

　純資産は、41億12百万円増加し、1,902億48百万円となりました。これは主に、利益剰余金30億77百万円の増加等に

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２四半期連結累計期間（平成20年４月１日～平成20年９月30日）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117億46百万円、投資活動によるキャッシュ・フローの減少

73億68百万円、財務活動によるキャッシュ・フローの減少9億66百万円等により期首に比べ34億9百万円増加したため、

当第２四半期連結会計期間末には836億5百万円となりました。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。
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（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117億46百万円（前年同期は186億36百万円の減少）となりました。これは主として、

売上債権の増加36億26百万円、仕入債務の減少98億53百万円ならびに法人税等の支払額32億37百万円があったものの、

税金等調整前四半期純利益78億16百万円、たな卸資産の減少50億37百万円ならびに未収入金の減少85億73百万円等に

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73億68百万円（前年同期は21億20百万円）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45億71百万円や投資有価証券の取得に

よる支出22億83百万円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9億66百万円（前年同期は16億57百万円）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。

（注）前年同期の金額は、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

当第２四半期累計期間の業績につきましては、利益面におきましては当初計画を下回る水準で推移しており、販売

価格の低下抑制に全社を挙げて取り組むと同時にローコストオペレーションを継続し、利益の確保に努めてまいりま

す。なお、平成20年5月12日の決算短信で発表しました通期の連結業績予想を以下のとおり修正することといたします。

配当につきましては期初に発表のとおり45円を配当し、期末配当も45円（通期90円）の見込みです。 

 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

　平成21年３月期 百万円 百万円 百万円 百万円 円 銭

　前回発表予想（Ａ） 1,925,000 29,200 35,600 18,100 433.38

　今回修正予想（Ｂ） 1,934,000 19,000 26,100 11,800 282.56

　増減額（Ｂ－Ａ） 9,000 △10,200 △9,500 △6,300 －

　増減率（％） 0.5 △34.9 △26.7 △34.8 －

　前期実績 1,769,454 25,354 31,970 16,177 396.49

　今後、上記連結業績予想を見直す必要が生じた場合には速やかに開示する予定です。なお、業績予想は現時点で当

社が入手可能な情報に基づいており、実績の数値は今後様々な要因により予想数値と大きく異なる可能性があります。

 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２四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。　
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（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、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、当第２四半期連結累計期間の営業利益及び経常利益がそれぞれ702百万円、税金等調整前四半

期純利益が2,857百万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

　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、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

　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、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、当第２四半期連結累計期間の四半期純利益が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、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 74,853 73,299

受取手形及び売掛金 472,097 468,210

有価証券 11,161 10,048

商品及び製品 86,267 92,423

仕掛品 62 71

原材料及び貯蔵品 1,184 2,210

未収入金 42,392 50,821

その他 7,230 6,194

貸倒引当金 △1,102 △1,068

流動資産合計 694,147 702,211

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 27,553 26,668

土地 42,530 41,242

その他（純額） 5,294 4,619

有形固定資産合計 75,378 72,529

無形固定資産   

のれん 6,342 7,326

その他 2,031 1,775

無形固定資産合計 8,373 9,102

投資その他の資産   

投資有価証券 37,469 33,929

その他 34,024 35,984

貸倒引当金 △5,169 △5,497

投資その他の資産合計 66,324 64,416

固定資産合計 150,076 146,048

資産合計 844,224 848,259



（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 600,249 610,103

短期借入金 2,868 2,536

未払法人税等 4,906 3,182

賞与引当金 6,089 6,143

その他 9,354 9,563

流動負債合計 623,468 631,530

固定負債   

長期借入金 1,500 900

退職給付引当金 23,321 23,262

その他 5,685 6,431

固定負債合計 30,506 30,593

負債合計 653,975 662,123

純資産の部   

株主資本   

資本金 4,230 4,230

資本剰余金 65,913 65,912

利益剰余金 115,080 112,002

自己株式 △2,192 △2,159

株主資本合計 183,030 179,985

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 7,150 6,289

繰延ヘッジ損益 － 1

土地再評価差額金 △5,720 △5,730

為替換算調整勘定 66 70

評価・換算差額等合計 1,496 630

少数株主持分 5,721 5,520

純資産合計 190,248 186,136

負債純資産合計 844,224 848,259



（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 947,239

売上原価 874,811

返品調整引当金戻入額 927

返品調整引当金繰入額 930

売上総利益 72,424

販売費及び一般管理費 65,032

営業利益 7,392

営業外収益  

受取利息及び配当金 656

受取情報料 2,159

その他 701

営業外収益合計 3,517

営業外費用  

支払利息 53

その他 69

営業外費用合計 123

経常利益 10,786

特別利益  

関係会社株式売却益 26

貸倒引当金戻入額 55

債務保証損失引当金戻入額 8

特別利益合計 90

特別損失  

固定資産売却損 6

固定資産除却損 95

減損損失 262

投資有価証券評価損 154

たな卸資産評価損 2,154

特別退職金 385

特別損失合計 3,059

税金等調整前四半期純利益 7,816

法人税、住民税及び事業税 5,114

法人税等調整額 △2,403

法人税等合計 2,710

少数株主利益 265

四半期純利益 4,840



（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 7,816

減価償却費 2,473

減損損失 262

のれん償却額 984

貸倒引当金の増減額（△は減少） △294

賞与引当金の増減額（△は減少） △54

役員賞与引当金の増減額（△は減少） △142

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △71

退職給付引当金の増減額（△は減少） 59

受取利息及び受取配当金 △656

支払利息 53

固定資産売却損益（△は益） 6

固定資産除却損 95

たな卸資産評価損 2,154

投資有価証券評価損益（△は益） 154

売上債権の増減額（△は増加） △3,626

たな卸資産の増減額（△は増加） 5,037

未収入金の増減額（△は増加） 8,573

仕入債務の増減額（△は減少） △9,853

その他 1,415

小計 14,389

利息及び配当金の受取額 650

利息の支払額 △55

法人税等の支払額 △3,237

営業活動によるキャッシュ・フロー 11,746

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

定期預金の払戻による収入 129

有形固定資産の取得による支出 △4,571

有形固定資産の売却による収入 277

無形固定資産の取得による支出 △121

長期前払費用の取得による支出 △427

投資有価証券の取得による支出 △2,283

投資有価証券の売却による収入 73

関係会社株式の取得による支出 △125

関係会社株式の売却による収入 105

貸付けによる支出 △730

貸付金の回収による収入 361

その他 △5

投資活動によるキャッシュ・フロー △7,368



（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) 

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） 662

長期借入れによる収入 800

長期借入金の返済による支出 △530

リース債務の返済による支出 △47

自己株式の取得による支出 △36

自己株式の売却による収入 5

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 △966

現金及び現金同等物に係る換算差額 △1

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 3,409

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 83,605



　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）

 
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 938,861 8,377 947,239 － 947,239

(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 938,863 11,941 950,804 (3,565) 947,239

営業利益 6,874 337 7,211 180 7,392

　（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）

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702百万円減少しておりま

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）

　当第２四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）

　当第２四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。
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「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  811,071 100.0

Ⅱ　売上原価  744,593 91.8

差引計  66,478 8.2

返品調整引当金戻入額  698 0.1

返品調整引当金繰入額  707 0.1

売上総利益  66,469 8.2

Ⅲ　販売費及び一般管理費  55,669 6.9

営業利益  10,800 1.3

Ⅳ　営業外収益    

１．受取利息 115   

２．受取配当金 408   

３．受取情報料 1,891   

４．その他 640 3,055 0.4

Ⅴ　営業外費用    

１．支払利息 16   

２．支払手数料 20   

３．その他 73 110 0.0

経常利益  13,745 1.7

Ⅵ　特別利益    

１．固定資産売却益 121   

２．投資有価証券売却益 21   

３．債務保証損失引当金戻入額 3   

４．福祉共済掛金運用益 69 216 0.0

Ⅶ　特別損失    

１．固定資産売却損 42   

２．固定資産除却損 92   

３．投資有価証券評価損 18   

４．減損損失 63   

５．持分変動損 480 697 0.1

税金等調整前中間純利益  13,264 1.6

法人税、住民税及び事業税 5,418   

法人税等調整額 454 5,872 0.7

少数株主利益  388 0.0

中間純利益  7,002 0.9
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（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  

１．税金等調整前中間純利益 13,264

２．減価償却費 2,530

３．減損損失 63

４．貸倒引当金の増加額 121

５．役員賞与引当金の減少額 △108

６．退職給付引当金の増加額 80

７．役員退職慰労引当金の増加額 15

８．賞与引当金の減少額 △38

９．受取利息及び受取配当金 △523

10．支払利息 16

11．のれん償却額 505

12．固定資産売却益 △121

13．固定資産除売却損 134

14．持分変動損 480

15．売上債権の増加額 △8,629

16．たな卸資産の増加額 △3,462

17．未収入金の増加額 △4,483

18．仕入債務の減少額 △6,742

19．未払金の減少額 △1,981

20．その他 237

小計 △8,640

21．利息及び配当金の受取額 521

22．利息の支払額 △16

23．法人税等の支払額 △10,501

営業活動によるキャッシュ・フロー △18,636
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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  

１．定期預金の預入による支出 △101

２．定期預金の払戻による収入 198

３．有形固定資産の取得による支出 △2,016

４．有形固定資産の売却による収入 846

５．無形固定資産の取得による支出 △134

６．無形固定資産の売却による収入 0

７．長期前払費用の取得による支出 △21

８．投資有価証券の取得による支出 △89

９．投資有価証券の売却等による収入 221

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 △901

12．貸付金の回収による収入 134

13．その他 4

投資活動によるキャッシュ・フロー △2,120

Ⅲ　財務活動によるキャッシュ・フロー  

１．長期借入金の返済による支出 △109

２．少数株主からの払込による収入 95

３．自己株式の取得による支出 △20

４．自己株式の売却による収入 3

５．配当金の支払額 △1,593

６．少数株主への配当金の支払額 △33

財務活動によるキャッシュ・フロー △1,657

Ⅳ　現金及び現金同等物に係る換算差額 14

Ⅴ　現金及び現金同等物の減少額 △22,400

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中間期末残高 74,369
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（３）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

ｂ．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）

　前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。

ｃ．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）

　前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。
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