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1.  平成21年3月期第3四半期の連結業績（平成20年4月1日～平成20年12月31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3四半期 1,885,409 ― 14,031 ― 25,842 ― 13,865 ―

20年3月期第3四半期 1,726,541 4.1 21,676 △11.9 32,869 △8.2 20,205 17.7

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3四半期 58.00 57.87
20年3月期第3四半期 87.29 86.78

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3四半期 1,172,314 298,908 25.5 1,247.70
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3四半期  298,899百万円 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  有  
 

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） ――― ――― ――― 7.00 18.00

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 2,472,000 9.6 14,200 △49.2 29,500 △30.8 14,800 △46.8 61.88

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10月27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21年１月30日付で開示いたしました「連結業績予想（通期）
の修正に関するお知らせ」をご参照ください。 
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3四半期  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3四半期  4,962,920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3四半期  239,062,919株 20年3月期第3四半期  231,470,801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３四半期連結累計期間におけるわが国経済は、個人消費が弱含み、設備投資が減少するなど景気は急速に悪

化しており、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３四半期連結累計期間における売上高は１兆8,854億９百万円（前年同期比9.2％増）、営業利益は140億31

百万円（前年同期比35.3％減）、経常利益は258億42百万円（前年同期比21.4％減）、四半期純利益は138億65百万

円（前年同期比31.4％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、平成20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。しかしながら、両社にて予定いたしておりました合併予定期日を越えて公正取引委員会の審査期間

が続くことが予想されることとなったため、統合効果を早期に実現することが困難になり、収益面で大きなリスク

を抱えることも想定されるとの判断から、平成21年１月９日開催の両社取締役会で決議の上、基本合意書を解約す

ることについて合意いたしました。 

 

 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では、平成20年４月１日、薬価基準が平均５.２％引き下げられました。また、景気の悪化

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などによる患者の受診抑制が続いております。このよ

うな状況の中、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に立って、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、医療機関や調剤薬局等の経営環境が悪化する中で、販売価格交渉については総じて厳しい状況が続

き、価格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１兆3,311億27百万円（前年同期比1.7％増）、営業利

益は74億16百万円（前年同期比53.4％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、消費者マインドの悪化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（平成20年４月１日付で、商号を株式会社パルタックから変更）は、平成20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し、物流・システムの統合を迅速に進め、近畿地

区、東海地区、四国地区において統合を完了いたしました。また、株式会社パルタックＫＳは、流通全体のさらな

る効率化・最適化をめざし平成20年10月１日付で完全子会社である株式会社エイコー（和歌山県和歌山市）を合併

いたしました。一方、化粧品・日用品卸売事業と一般用医薬品卸売事業との融合を進め、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効率化と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5,512億42百万円（前年同期比33.0％

増）、営業利益は65億37百万円（前年同期比15.7％増）となりました。  

  

関連事業 

  食品添加物については、猛暑の影響により飲料関係市場の販売が好調に推移し、また、「食の安全」問題から国

内商品に安定した需要があり、順調に推移いたしました。一方、化学工業薬品の販売については、半導体・ＩＴ関

連業界の在庫調整と設備投資の抑制、さらに、平成20年秋以降の急激な景気の悪化による製造業の生産減少による

影響を受け、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42億円（前年同期比12.3％減）、営業利益は39百万円（前年同期比

39.1％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。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３四半期連結会計期間末における総資産は１兆1,723億14百万円となり、前連結会計年度末より674億81百

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512億66百万円、商品が322億98百万円増加したこと

によるものであります。 

 負債は8,734億５百万円となり、前連結会計年度末より592億64百万円増加いたしました。これは主に、支払手

形及び買掛金が738億60百万円増加したことによるものであります。 

 純資産は2,989億８百万円となり、前連結会計年度末より82億16百万円増加いたしました。これは主に、利益

剰余金が86億57百万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３四半期連結累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・フローが31億56百万円の純支出、投資活動によるキャッシュ・フローが190億８百万円の純支出、財務活

動によるキャッシュ・フローが81億47百万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303億11百万円減少（20.7％減）し、当第３四半期連結会計期間末には1,160億33百万円となりました。 

（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減少は、31億56百万円（前年同期は161億68百万円の減少）となりました。これは主

に、税金等調整前四半期純利益が233億１百万円、仕入債務の増加730億40百万円があったものの、売上債権の増

加498億81百万円、たな卸資産の増加318億31百万円及び法人税等の支払額158億４百万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、190億８百万円（前年同期は127億46百万円の減少）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140億74百万円及び投資有価証券の取得による

支出47億36百万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、81億47百万円（前年同期は46億36百万円の減少）となりました。これは主に、

配当金の支払い51億37百万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の業績は、景気低迷等の影響による患者の受診抑制などにより医療機関や調剤薬局等の

経営環境が悪化する中で、販売価格交渉については総じて厳しい状況が続き、価格は想定以上の低下となりまし

た。 

 今後とも引き続き厳しい状況が懸念されるため、平成21年３月期通期連結業績予想を修正いたしました。詳細に

つきましては、平成21年１月30日付で開示いたしました「連結業績予想（通期）の修正に関するお知らせ」をご参

照ください。 

 この修正にともない、平成20年５月14日に公表した期末配当予想を１株当たり11円から７円へと修正し、年間配

当予想を１株当たり18円とさせていただきます。  

  



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） 

 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３四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当第２四半期連結会計期間

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３四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

られるものについては、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ものについては、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３四半期連結会計期間末
(平成20年12月31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 121,258 151,570

受取手形及び売掛金 598,942 547,676

商品 137,009 104,710

その他 65,479 60,909

貸倒引当金 △1,658 △2,442

流動資産合計 921,031 862,425

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 62,148 63,594

土地 83,398 79,969

その他（純額） 25,781 15,739

有形固定資産合計 171,328 159,303

無形固定資産   

のれん 6,685 9,064

その他 5,769 4,825

無形固定資産合計 12,455 13,889

投資その他の資産   

その他 69,648 71,610

貸倒引当金 △2,149 △2,395

投資その他の資産合計 67,498 69,214

固定資産合計 251,283 242,408

資産合計 1,172,314 1,104,833



（単位：百万円）

当第３四半期連結会計期間末
(平成20年12月31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 762,590 688,730

短期借入金 27,966 29,688

1年内返済予定の長期借入金 3,690 3,693

未払法人税等 4,763 8,407

賞与引当金 4,191 8,686

返品調整引当金 792 964

その他 23,349 28,863

流動負債合計 827,345 769,034

固定負債   

長期借入金 7,576 5,251

退職給付引当金 16,740 16,487

負ののれん 1,739 6,977

その他 20,004 16,390

固定負債合計 46,060 45,107

負債合計 873,405 814,141

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 162,190 153,533

自己株式 △7,781 △7,665

株主資本合計 311,432 301,720

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 5,181 6,772

土地再評価差額金 △17,714 △17,824

評価・換算差額等合計 △12,532 △11,051

少数株主持分 8 23

純資産合計 298,908 290,692

負債純資産合計 1,172,314 1,104,833



（２）四半期連結損益計算書 
（第３四半期連結累計期間） 

（単位：百万円）

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年12月31日) 

売上高 1,885,409

売上原価 1,738,717

売上総利益 146,692

返品調整引当金戻入額 964

返品調整引当金繰入額 792

差引売上総利益 146,864

販売費及び一般管理費  

給料及び手当 57,528

福利厚生費 7,198

賞与引当金繰入額 4,167

退職給付費用 5,271

配送費 12,090

地代家賃 4,222

減価償却費 8,069

貸倒引当金繰入額 174

のれん償却額 2,380

その他 31,729

販売費及び一般管理費合計 132,833

営業利益 14,031

営業外収益  

受取利息 209

受取配当金 1,183

情報提供料収入 4,268

不動産賃貸料 1,266

負ののれん償却額 5,402

その他 1,175

営業外収益合計 13,505

営業外費用  

支払利息 632

不動産賃貸費用 775

その他 286

営業外費用合計 1,694

経常利益 25,842



（単位：百万円）

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年12月31日) 

特別利益  

固定資産売却益 12

貸倒引当金戻入額 988

その他 192

特別利益合計 1,193

特別損失  

固定資産除売却損 526

減損損失 2,676

その他 530

特別損失合計 3,734

税金等調整前四半期純利益 23,301

法人税、住民税及び事業税 10,994

法人税等調整額 △1,543

法人税等合計 9,450

少数株主損失（△） △13

四半期純利益 13,865



（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

（単位：百万円）

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年12月31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 23,301

減価償却費 8,521

減損損失 2,676

のれん償却額 2,380

負ののれん償却額 △5,402

退職給付引当金の増減額（△は減少） 587

賞与引当金の増減額（△は減少） △4,508

貸倒引当金の増減額（△は減少） △1,041

売上債権の増減額（△は増加） △49,881

たな卸資産の増減額（△は増加） △31,831

仕入債務の増減額（△は減少） 73,040

その他 △6,036

小計 11,806

利息及び配当金の受取額 1,388

利息の支払額 △545

法人税等の支払額 △15,804

営業活動によるキャッシュ・フロー △3,156

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 △14,074

有形固定資産の売却による収入 755

投資有価証券の取得による支出 △4,736

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 △545

投資活動によるキャッシュ・フロー △19,008

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） △2,571

リース債務の返済による支出 △1,859

長期借入れによる収入 5,600

長期借入金の返済による支出 △3,812

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 △116

配当金の支払額 △5,137

財務活動によるキャッシュ・フロー △8,147

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △30,311

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 116,033



 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３四半期連結累計期間（自 平成20年４月１日 至 平成20年12月31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３四半期連結累計期間（自 平成20年４月１日 至 平成20年12月31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３四半期連結累計期間（自 平成20年４月１日 至 平成20年12月31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 
1,330,457 550,752 4,199 1,885,409 － 1,885,409 

(2）セグメント間の内部売

上高又は振替高 
670 489 1 1,162 (1,162) － 

計 1,331,127 551,242 4,200 1,886,571 (1,162) 1,885,409 

営業利益 7,416 6,537 39 13,993 38 14,031 

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等 

（１）（要約）四半期連結損益計算書 

科目 

前年同四半期 
（自 平成19年４月１日 
至 平成19年12月31日） 

金額（百万円） 

Ⅰ 売上高 1,726,541 

Ⅱ 売上原価 1,583,528 

  返品調整引当金繰入差額 △121 

売上総利益 143,135 

Ⅲ 販売費及び一般管理費 121,458 

営業利益 21,676 

Ⅳ 営業外収益 12,542 

受取利息及び配当金 1,208 

情報提供料収入 3,983 

負ののれん償却額 5,249 

その他 2,102 

Ⅴ 営業外費用 1,349 

支払利息 409 

その他 939 

経常利益 32,869 

Ⅵ 特別利益 879 

固定資産売却益 428 

関係会社株式売却益 5 

貸倒引当金戻入額 260 

退職給付制度改定益 138 

抱合せ株式消滅差益 43 

その他 3 

Ⅶ 特別損失 848 

固定資産売却廃棄損 430 

減損損失 75 

特別退職金 55 

事業所等統廃合費用 40 

抱合せ株式消滅差損 174 

その他 72 

税金等調整前四半期純利益 32,901 

法人税等 12,696 

四半期純利益 20,205 



（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 

（自 平成19年４月１日 
至 平成19年12月31日） 

区分 金額（百万円） 

Ⅰ 営業活動によるキャッシュ・フロー  

税金等調整前四半期純利益 32,901 

減価償却費 7,508 

減損損失 75 

のれん（負ののれん）償却額 △3,291 

退職給付引当金の減少額 △2,649 

賞与引当金の減少額 △3,896 

貸倒引当金の減少額 △1,113 

返品調整引当金の減少額 △121 

特別退職金 55 

売上債権の増加額 △70,190 

たな卸資産の増加額 △21,700 

仕入債務の増加額 61,706 

その他 △6,938 

小計 △7,655 

特別退職金の支払額 △622 

法人税等の支払額 △8,771 

その他 881 

営業活動によるキャッシュ・フロー △16,168 

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 △13,488 

有形固定資産の売却による収入 3,564 

投資有価証券の取得による支出 △2,010 

関係会社株式の取得による支出 △58 

その他 △753 

投資活動によるキャッシュ・フロー △12,746 

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 △1,853 

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 △4,297 

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 △13 

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 △3,471 

財務活動によるキャッシュ・フロー △4,636 

Ⅳ 現金及び現金同等物の減少額 △33,550 

Ⅴ 現金及び現金同等物の期首残高 142,439 

Ⅵ 合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 141 

Ⅶ 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 

Ⅷ 現金及び現金同等物の四半期末残高 109,396 

   



（３）セグメント情報 

〔事業の種類別セグメント情報〕 

前年同四半期（自 平成19年４月１日 至 平成19年12月31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〕 

前年同四半期（自 平成19年４月１日 至 平成19年12月31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〕 

前年同四半期（自 平成19年４月１日 至 平成19年12月31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 1,307,881 413,870 4,790 1,726,541 － 1,726,541 

(2）セグメント間の内部売上

高又は振替高 
704 517 1 1,223 (1,223) － 

計 1,308,585 414,387 4,791 1,727,764 (1,223) 1,726,541 

営業費用 1,292,681 408,735 4,726 1,706,144 (1,279) 1,704,865 

営業利益 15,903 5,651 64 21,620 56 21,676 

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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