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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 1,473,893 ― 10,913 ― 16,520 ― 7,105 ―
20年3月期第3四半期 1,334,809 9.3 21,217 5.6 26,193 7.2 13,630 11.5

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3四半期 170.14 ―
20年3月期第3四半期 336.70 ―

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 943,741 189,408 19.4 4,394.73
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3四半期  183,525百万円 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  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 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3四半期  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3四半期  565,891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3四半期  41,761,930株 20年3月期第3四半期  40,482,017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（平成20年４月１日～平成20年12月31日）におけるわが国経済は、米国のサブプライム

ローン破綻に端を発する金融危機による景気の悪化が世界経済全体に波及した影響を受けて、急激な円高による海外

売上高の減少、雇用圧縮ならびに金融圧縮などにより、９月を境として株式市況の低迷や個人消費の冷え込みが急激

な勢いで進行いたしました。 

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％引下げ改定の実施や景気悪化による受

診抑制が現れはじめた影響を受けたものの、当社グループにおきましては、平成19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」に引き続き取り組み、グループ全体として着実な成長と強固たる経営基盤作りを推進することが

できました。

当第３四半期連結累計期間の連結業績は、売上高1兆4,738億93百万円（前年同期比10.4％増）、営業利益109億13百

万円（前年同期比48.6％減）、経常利益165億20百万円（前年同期比36.9％減）、四半期純利益71億5百万円（前年同

期比47.9％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、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、経済・社会環境が悪化する中で、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りました。このため、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、連結子会社の増加に加え、新規取引および新製品への注力による販売の強化に

努めたことにより、売上高については大幅な増加となりました。一方、利益面については仕入価格体系の変更があっ

た中で、医療機関、調剤薬局への販売価格水準の充分な改善を図ることができず、売上総利益率が低下いたしました。

この結果、当第３四半期連結累計期間の売上高は1兆4,613億50百万円（前年同期比10.6％増）、営業利益は99億76百

万円（前年同期比51.7％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2百万円（前年同期比83.0％

減）を含んでおります

医薬品等製造事業におきましては、医療用医薬品の新製品が売上高に寄与いたしましたが、診断薬が伸び悩み、売

上高は前年同期を若干下回る結果となりました。このような中で販売費及び一般管理費の圧縮に努めた結果、当第３

四半期連結累計期間の売上高は184億24百万円（前年同期比2.3％減）、営業利益は7億75百万円（前年同期比71.0％

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58億79百万円（前年同期比0.5％増）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３四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、954億81百万円増加し9,437億41百万円(11.3%増)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597億62百万円やたな卸資産の増加242億95百万円によるものです。　

（負債の部）

　負債は、922億9百万円増加し、7,543億32百万円（13.9%増）となりました。これは主に、支払手形及び買掛金の増

加940億27百万円によるものであります。　

（純資産の部）

　純資産は、32億72百万円増加し、1,894億8百万円（1.8%増）となりました。これは主に、利益剰余金の増加34億62

百万円によるものであります。
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（２）連結キャッシュ・フローの状況　

　当第３四半期連結累計期間（平成20年４月１日～平成20年12月31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193億80百万円、投資活動によるキャッシュ・フローの減少

110億88百万円、財務活動によるキャッシュ・フローの減少16億23百万円等により期首に比べ66億67百万円増加したこ

とにより、当第３四半期連結会計期間末には868億62百万円となりました。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193億80百万円（前年同期は212億92百万円の減少）となりました。これは主として、

税金等調整前四半期純利益が130億16百万円、仕入債務の増加940億27百万円があったものの、売上高の増加による売

上債権の増加607億84百万円、たな卸資産の増加264億49百万円等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）

　投資活動の結果減少した資金は110億88百万円（前年同期は56億23百万円）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63億54百万円や投資有価証券の取得に

よる支出25億39百万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16億23百万円（前年同期は36億90百万円）となりました。これは主として、配当金

の支払額36億33百万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

 

業績予想につきましては、前回予想（平成20年11月５日公表）から変更しておりません。

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）

　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３四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。

　なお、当第３四半期連結累計期間（平成20年４月１日から平成20年12月31日まで）については、「財務諸

表等の用語、様式及び作成方法に関する規則等の一部を改正する内閣府令」（平成20年８月７日　内閣府令

第50号）附則第７条第１項第５号のただし書きにより、改正後の四半期連結財務諸表規則を早期に適用して

おります。
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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３四半期連結累計期間の営業利益及び経常利益がそれぞれ1,454百万円、税金等調整前四

半期純利益が3,608百万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３四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）

①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。 

②退職給付制度の改定

　当社の連結子会社であるアルフレッサ株式会社は、確定給付型の制度として厚生年金基金制度（総合設

立型）、適格退職年金制度並びに退職一時金制度を設けていましたが、平成20年10月１日付で退職一時金

制度の一部を終了し、確定拠出型年金制度へ移行いたしました。

　この移行に伴う会計処理については、「退職給付制度間の移行等に関する会計処理」（企業会計基準適

用指針第１号）を適用し、確定拠出年金制度への移行部分について退職給付制度の一部終了の処理を行い

ました。本移行に伴い、特別利益として760百万円計上しております。 
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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 81,538 73,299

受取手形及び売掛金 527,972 468,210

有価証券 8,155 10,048

商品及び製品 117,659 92,423

仕掛品 72 71

原材料及び貯蔵品 1,268 2,210

未収入金 50,688 50,821

その他 7,208 6,194

貸倒引当金 △1,156 △1,068

流動資産合計 793,407 702,211

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 27,977 26,668

土地 42,611 41,242

その他（純額） 6,499 4,619

有形固定資産合計 77,088 72,529

無形固定資産   

のれん 5,659 7,326

その他 2,073 1,775

無形固定資産合計 7,732 9,102

投資その他の資産   

投資有価証券 34,536 33,929

その他 36,788 35,984

貸倒引当金 △5,811 △5,497

投資その他の資産合計 65,513 64,416

固定資産合計 150,334 146,048

資産合計 943,741 848,259



（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 704,131 610,103

短期借入金 3,287 2,536

未払法人税等 2,120 3,182

賞与引当金 3,098 6,143

その他 12,152 9,563

流動負債合計 724,790 631,530

固定負債   

長期借入金 2,375 900

退職給付引当金 16,520 23,262

その他 10,646 6,431

固定負債合計 29,541 30,593

負債合計 754,332 662,123

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 115,465 112,002

自己株式 △2,193 △2,159

株主資本合計 183,415 179,985

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 5,762 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 68 70

評価・換算差額等合計 110 630

少数株主持分 5,883 5,520

純資産合計 189,408 186,136

負債純資産合計 943,741 848,259



（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 1,473,893

売上原価 1,363,949

返品調整引当金戻入額 927

返品調整引当金繰入額 995

売上総利益 109,876

販売費及び一般管理費 98,962

営業利益 10,913

営業外収益  

受取利息及び配当金 1,116

受取情報料 3,373

その他 1,288

営業外収益合計 5,778

営業外費用  

支払利息 78

その他 92

営業外費用合計 171

経常利益 16,520

特別利益  

投資有価証券売却益 133

関係会社株式売却益 26

退職給付制度改定益 760

特別利益合計 920

特別損失  

固定資産売却損 6

固定資産除却損 138

減損損失 280

投資有価証券評価損 814

たな卸資産評価損 2,154

債務保証損失引当金繰入額 28

のれん償却額 190

特別退職金 385

合併関連費用 425

特別損失合計 4,424

税金等調整前四半期純利益 13,016

法人税、住民税及び事業税 6,905

法人税等調整額 △1,448

法人税等合計 5,457

少数株主利益 453

四半期純利益 7,105



（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 13,016

減価償却費 3,827

減損損失 280

のれん償却額 1,667

貸倒引当金の増減額（△は減少） 402

賞与引当金の増減額（△は減少） △3,044

役員賞与引当金の増減額（△は減少） △90

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △44

退職給付引当金の増減額（△は減少） △6,742

受取利息及び受取配当金 △1,116

支払利息 78

退職給付制度改定益 △760

固定資産売却損益（△は益） 6

固定資産除却損 138

たな卸資産評価損 2,154

投資有価証券評価損益（△は益） 814

合併関連費用 425

売上債権の増減額（△は増加） △60,784

たな卸資産の増減額（△は増加） △26,449

未収入金の増減額（△は増加） 445

仕入債務の増減額（△は減少） 94,027

その他 8,188

小計 26,440

利息及び配当金の受取額 1,108

利息の支払額 △71

合併関連費用の支払額 △396

法人税等の支払額 △7,700

営業活動によるキャッシュ・フロー 19,380

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 △1,238

定期預金の払戻による収入 1,109

有形固定資産の取得による支出 △6,354

有形固定資産の売却による収入 287

無形固定資産の取得による支出 △220

長期前払費用の取得による支出 △1,909

投資有価証券の取得による支出 △2,539

投資有価証券の売却による収入 382

貸付けによる支出 △1,007

貸付金の回収による収入 496

その他 △95

投資活動によるキャッシュ・フロー △11,088



（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) 

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 1,700

長期借入金の返済による支出 △617

リース債務の返済による支出 △117

自己株式の取得による支出 △44

自己株式の売却による収入 11

配当金の支払額 △3,633

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 △1,623

現金及び現金同等物に係る換算差額 △0

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 6,667

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 86,862



　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）

 
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 1,461,347 12,545 1,473,893 － 1,473,893

(2）セグメント間の内部売上高

又は振替高
2 5,879 5,882 (5,882) －

計 1,461,350 18,424 1,479,775 (5,882) 1,473,893

営業利益 9,976 775 10,751 161 10,913

　（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、営業利益は、医薬品等卸売事業で1,449百万円、医薬品等製

造事業で4百万円、それぞれ減少しております。

ｂ．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）

　当第３四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）

　当第３四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３四半期）

金額（百万円）

Ⅰ　売上高 1,334,809

Ⅱ　売上原価 1,224,567

差引計 110,241

返品調整引当金戻入額 857

返品調整引当金繰入額 977

売上総利益 110,121

Ⅲ　販売費及び一般管理費 88,904

営業利益 21,217

Ⅳ　営業外収益  

受取利息及び配当金 878

受取情報料 3,024

その他 1,246

営業外収益合計 5,149

Ⅴ　営業外費用  

支払利息 33

その他 139

営業外費用合計 173

経常利益 26,193

Ⅵ　特別利益  

固定資産売却益 187

その他 312

特別利益合計 499

Ⅶ　特別損失  

固定資産売却損 42

固定資産除却損 118

その他 663

特別損失合計 824

税金等調整前四半期純利益 25,868

税金費用 11,618

少数株主利益 620

四半期純利益 13,630

－ 2 －



（２）（要約）四半期連結キャッシュ・フロー計算書

科目

前年同四半期
（平成20年３月期
第３四半期）

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 25,868

減価償却費 3,916

売上債権の増加額 △72,566

たな卸資産の増加額 △32,260

未収入金の増加額 △13,153

仕入債務の増加額 86,609

法人税等の支払額 △17,902

その他 △1,805

営業活動によるキャッシュ・フロー △21,292

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 △2,973

有形固定資産の売却による収入 944

投資有価証券の取得による支出 △1,439

その他 △2,155

投資活動によるキャッシュ・フロー △5,623

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 111

長期借入金の返済による支出 △602

配当金の支払額 △3,224

その他 24

財務活動によるキャッシュ・フロー △3,690

Ⅳ　現金及び現金同等物に係る換算差額 1

Ⅴ　現金及び現金同等物の減少額 △30,604

Ⅵ　現金及び現金同等物の期首残高 96,769

Ⅶ　株式交換による現金及び現金同等物の

増加額
3,633

Ⅷ　現金及び現金同等物の四半期末残高 69,797

－ 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３四半期連結累計期間（自平成19年４月１日　至平成19年12月31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 1,321,798 13,010 1,334,809 － 1,334,809

(2）セグメント間の内部売上高

又は振替高
16 5,847 5,864 (5,864) －

計 1,321,815 18,857 1,340,673 (5,864) 1,334,809

営業費用 1,301,172 18,404 1,319,576 (5,984) 1,313,592

営業利益 20,643 453 21,096 120 21,217

ｂ．所在地別セグメント情報

前第３四半期連結累計期間（自平成19年４月１日　至平成19年12月31日）

　前第３四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３四半期連結累計期間（自平成19年４月１日　至平成19年12月31日）

　前第３四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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