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1.  21年3月期の連結業績（平成20年4月1日～平成21年3月31日） 

 

(2) 連結財政状態 

 

(3) 連結キャッシュ・フローの状況 

  

(1) 連結経営成績 （％表示は対前期増減率）

売上高 営業利益 経常利益 当期純利益
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

21年3月期 1,934,868 9.3 8,783 △65.4 15,985 △50.0 5,565 △65.6
20年3月期 1,769,454 11.3 25,354 15.3 31,970 15.9 16,177 35.5

1株当たり当期純利益
潜在株式調整後1株当たり

当期純利益
自己資本当期純利

益率
総資産経常利益率 売上高営業利益率

円 銭 円 銭 ％ ％ ％

21年3月期 133.28 ― 3.1 1.8 0.5
20年3月期 396.49 ― 9.6 4.0 1.4

（参考） 持分法投資損益 21年3月期  ―百万円 20年3月期  ―百万円

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 884,249 185,724 20.3 4,306.05
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  179,822百万円 20年3月期  180,615百万円

営業活動によるキャッシュ・フロー 投資活動によるキャッシュ・フロー 財務活動によるキャッシュ・フロー 現金及び現金同等物期末残高
百万円 百万円 百万円 百万円

21年3月期 32,963 △16,507 △1,810 94,803
20年3月期 △8,246 △5,592 △2,741 80,195

2.  配当の状況 

 

1株当たり配当金 配当金総額
（年間）

配当性向
（連結）

純資産配当
率（連結）（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 百万円 ％ ％

20年3月期 ― 41.00 ― 42.00 83.00 3,407 20.9 2.0
21年3月期 ― 45.00 ― 42.00 87.00 3,646 65.3 2.0
22年3月期 

（予想） ― 44.00 ― 44.00 88.00 39.9

3.  22年3月期の連結業績予想（平成21年4月1日～平成22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）

 

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

985,000 4.0 3,300 △55.4 6,850 △36.5 2,900 △40.1 69.44

通期 2,005,000 3.6 12,000 36.6 19,300 20.7 9,200 65.3 220.30



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) 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（連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変
更に記載されるもの） 

（注）詳細は、23ページ「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更」をご覧ください。 

(3) 発行済株式数（普通株式） 

（注）１株当たり当期純利益（連結）の算定の基礎となる株式数については、38ページ「１株当たり情報」をご覧ください。 

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 無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 21年3月期 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  565,755株 20年3月期  561,155株

（参考）個別業績の概要 

1.  21年3月期の個別業績（平成20年4月1日～平成21年3月31日） 

 

(2) 個別財政状態 

  

(1) 個別経営成績 （％表示は対前期増減率）

営業収益 営業利益 経常利益 当期純利益
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

21年3月期 13,501 24.1 12,034 25.0 12,113 25.6 13,215 38.2
20年3月期 10,883 32.4 9,627 35.9 9,645 36.8 9,564 56.9

1株当たり当期純利益
潜在株式調整後1株当たり当期純

利益
円 銭 円 銭

21年3月期 314.56 ―
20年3月期 233.06 ―

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 168,894 164,826 97.6 3,946.95
20年3月期 160,628 156,409 97.4 3,718.84

（参考） 自己資本 21年3月期  164,826百万円 20年3月期  156,409百万円

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
 業績予想については、現時点で入手可能な情報に基づき判断した見通しであり、多分に不確定な要素を含んでおります。実際の業績等は、業況の変化
等により、上記予想数値と異なる場合があります。なお、業績予想に関する事項は添付資料を参照して下さい。 



（１）経営成績に関する分析 

 (当期の経営成績） 

 当連結会計年度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、輸出関連産業を中心に生産が急減するとともに、雇用・所得環境の

悪化が顕著となり、株式市況の低迷や個人消費の落ち込みが進行いたしました。 

 医療用医薬品市場におきましては、昨年4月1日に薬価基準の平均5.2％の引下げ改定が実施されたものの、高

齢化の進展や新製品の発売などにより当該期間の市場伸長は2%程度となりました。このような環境のなか、当社

グループは、3ヵ年の中期経営計画「07-09中期経営計画～進化と拡大～」の2年目として、その戦略課題である

「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」および「グループ経営基盤の拡充と運営体制の強化」に積極的に取り組みま

した。 

 具体的には、一般用医薬品卸売事業において、昨年2月に資本・業務提携を行った丹平中田株式会社（本社：

大阪市中央区）の株式（出資比率6.5％）を昨年6月に取得いたしました。続いて昨年10月には、当社および当社

の子会社であるシーエス薬品株式会社（本社：名古屋市中区）と富田薬品株式会社（本社：熊本県熊本市）およ

び同社の子会社である株式会社トミタヘルスケア（本社：熊本県熊本市）の4社が業務提携契約を締結いたしま

した。同じく昨年10月に、当社の子会社である明祥株式会社（本社：石川県金沢市）の同事業を、グループにお

ける同事業の中核的存在であるシーエス薬品株式会社に集約いたしました。 

 さらに、平成19年5月に稼動させた基幹システムのグループ展開として、昨年11月にアルフレッサ日建産業株

式会社（本社：岐阜県岐阜市）において共同利用を開始いたしました。また、グループ物流体制の構築の一環と

して、四国アルフレッサ株式会社（本社：香川県高松市）において、四国エリアの物流拠点となる物流センター

（香川県高松市）を昨年7月に稼動させるとともに、成和産業株式会社（本社：広島市西区）において、中国エ

リアの物流拠点となる物流センター（広島県尾道市）を昨年3月より着工し、本年5月に稼動させるなど物流体制

の強化をはかりました。 

 昨年9月、当社と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）

は、調剤薬局分野および医療用医薬品流通分野において相互の企業価値向上をはかるため業務提携を行うととも

に、当社は、同社の子会社で調剤薬局の持株会社である株式会社ファーマホールディングス（本社：札幌市中央

区）の株式（出資比率9.8％）を取得いたしました。 

 なお、昨年10月には、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、

本年4月1日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合意書を締結いたしましたが、両社で

予定してい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、経済環境が厳しく変化するなか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、本年1月9日開催の両社取締役会で決議の上、合併に関する基本合意書を解

約いたしました。 

 これらの結果、当連結会計年度の売上高は1兆9,348億68百万円（前期比9.3 %増）、営業利益は87億83百万円

（前期比65.4 %減）、経常利益は159億85百万円（前期比50.0%減）、当期純利益は55億65百万円（前期比65.6 %

減）となりました。 

  

セグメント別の当連結会計年度の業績の概況はつぎのとおりであります。 

  

 医薬品等卸売事業におきましては、平成19年10月からシーエス薬品株式会社および株式会社琉薬（本社：沖縄

県浦添市）が連結子会社となったこと、新規取引および新製品等への注力による一層の販売の強化に努めたこと

などにより、連結売上高は前期に比べて大幅な増加となりました。一方、利益面におきましては、コストの更な

る低減に向けて継続的な取組みを実施し経営効率を追求してまいりましたが、流通改善懇談会の提言を受けた取

引価格の「早期妥結」の影響や、医療機関等の経営環境を背景とした価格交渉の難航により販売価格が低下し利

益は大幅に減少いたしました。 

 これらの結果、医薬品等卸売事業の売上高は1兆9,182億13百万円（前期比9.5 %増）、営業利益は73億8百万円

（前期比70.2 %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3百万円（前期比9.5%減）を含

んでおります。 

 医薬品等製造事業におきましては、新生児けいれんおよびてんかん重積状態治療薬「ノーベルバール」の新発

売やアレルギー性疾患治療剤「ペミラストン」の製品承継など製品ラインナップの充実をはかるとともに、製造

原価およびコストの低減に努めました。また、製造能力の増強をはかるため本年10月の完工に向け、本年1月に

岡山製薬工場（岡山県勝田郡勝央町）において国際的ＧＭＰ基準に対応した第二製剤棟の建設に着工いたしまし

た。 

 これらの結果、医薬品等製造事業の売上高は248億40百万円（前期比0.6 %増）、営業利益は10億99百万円（前

期比74.5 %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 81億82百万円（前期比4.7 %増）を

含んでおります。 

１．経営成績



 また、３ヵ年（平成19年４月～平成22年３月）の中期経営計画「07-09中期経営計画～進化と拡大～」におい

て発表している中計 終年度の経営指標の目標の2年度（当期）の達成状況は次のとおりであります。 

 (次期の見通し） 

次期の医療用医薬品市場は、高齢化の進展や新薬発売効果等により引き続き緩やかに伸長するものと予想して

おります。当社グループはこのような環境のなか、次期は３ヵ年の中期経営計画「07-09中期経営計画～進化と

拡大～」の 終年度として、一層積極的な事業展開をはかってまいります。 

医薬品等卸売事業におきましては、適正利益の確保、医療用医薬品等卸売事業の更なる拡大、セルフメディケ

ーション卸売事業の強化・拡大を重要課題として取り組んでまいります。また、オンラインｗｅｂ発注機能およ

び医療機関等でのコミュニティ機能を合わせ持つ「ａｌｆ－ｗｅｂ」等の営業支援システムを推進するなど、お

得意先への付加価値サービスの向上をはかるとともに、さらなる業務の効率化とローコスト経営を推進すること

により、次期連結業績は売上高 1兆9,870億円（当期比3.6%増）、営業利益 99億円（当期比35.5%増）を見込ん

でおります。 

医薬品等製造事業におきましては、新生児けいれんおよびてんかん重積状態治療薬「ノーベルバール」やアレ

ルギー性疾患治療剤「ペミラストン」の販売促進を行うとともに、プロダクトラインの拡大、医薬品の製造設備

充実による受託製造能力の拡大、ナルコレプシー治療剤「モディオダール」の適応症拡大に取り組むことによ

り、次期連結業績は売上高265億円（当期比6.7%増）、営業利益14億円（当期比27.3%増）を見込んでおります。 

これらにより、次期の連結業績見通しにつきましては、売上高2兆50億円（当期比3.6%増）、営業利益120億円

（当期比36.6%増）、経常利益193億円（当期比20.7%増）、当期純利益92億円（当期比65.3%増）を見込んでおり

ます。 

  
ＲＯＥ 

(自己資本当期純利益率)

ＲＯＡ 

(総資産当期純利益率) 
自己資本比率 

平成22年３月期 

（中計 終年度）目標 
％以上9   ％以上2 ％以上23

平成20年３月期 

（中計初年度(当期)）実績 
％3.1 ％0.6 ％20.3

  
売上高 

（百万円） 

営業利益 

（百万円） 

経常利益  

（百万円） 

 当期純利益 

（百万円） 

１株当たり 

当期純利益

（円） 

次期（平成22年３月期）  2,005,000  12,000  19,300  9,200  220.30

当期（平成21年３月期）  1,934,868  8,783  15,985  5,565  133.28

増減率（％）  3.6  36.6  20.7  65.3  －



（２）財政状態に関する分析 

（当期の資産、負債および純資産の状況に関する分析） 

 当連結会計年度末の総資産につきましては、前連結会計年度末に比べ359億89百万円増加し、8,842億49百万円

となりました。主な要因は次のとおりであります。 

 流動資産は、前連結会計年度末に比べ323億10百万円増加し、7,345億21百万円となりました。これは主に現金及

び預金が136億28百万円増加し、売上高の増加に伴い受取手形及び売掛金が182億99百万円増加したこと等によるも

のであります。 

 固定資産は前連結会計年度末に比べ36億79百万円増加し、1,497億28百万円となりました。これは主に物流セン

ター用地および建物の取得等により、有形固定資産が86億14百万円増加したものの、時価の下落に起因して投資有

価証券が38億45百万円減少したことおよび償却によりのれんが21億46百万円減少したこと等によるものです。  

 一方、負債につきましては、前連結会計年度末に比べ364億1百万円増加し6,985億24百万円となりました。主な

要因は次のとおりであります。 

 流動負債は、前連結会計年度末に比べ382億16百万円増加し、6,697億46百万円となりました。これは主に支払手

形及び買掛金が383億64百万円増加したこと等によるものであります。 

 固定負債は、前連結会計年度末に比べ18億15百万円減少し、287億78百万円となりました。これは主に長期借入

金が20億96百万円増加したものの、退職金制度の一部に確定拠出年金制度を導入したことに伴い、退職給付引当金

が、67億86百万円減少したこと等によるものであります。  

 純資産につきましては、4億11百万円減少し、1,857億24百万円となりました。これは主に、当期純利益により55

億65百万円増加したものの、剰余金の配当により36億33百万円減少したことおよびその他有価証券評価差額金が31

億34百万円減少したこと等によるものであります。 

  

（当期のキャッシュ・フローの状況に関する分析） 

 当連結会計年度における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、前連結会計年度末に比べ146億8百

万円増加し、948億3百万円となりました。当連結会計年度における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因

は次のとおりであります。 

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

 営業活動の結果得られた資金は329億63百万円（前期比412億9百万円増）となりました。これは主に、税金等

調整前当期純利益が109億81百万円、減価償却費が52億42百万円、仕入債務の増加が383億64百万円あったもの

の、売上債権の増加が185億31百万円、法人税等の支払が78億80百万円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） 

 投資活動の結果使用した資金は165億7百万円（前期比109億15百万円増）となりました。これは主に、有形固

定資産の取得による支出115億47百万円、投資有価証券の取得による支出30億6百万円ならびに長期前払費用の取

得による支出が19億8百万円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） 

 財務活動の結果使用した資金は18億10百万円（前期比9億31百万円の減少）となりました。これは主に、長期

借入れによる収入が26億円あったものの、配当金の支払が36億33百万円あったこと等によるものであります。 

（キャッシュ・フロー関連指標の推移） 

（注）1.自己資本比率：自己資本／総資産 
2.時価ベースの自己資本比率：株式時価総額／総資産 
3.債務償還年数：有利子負債／営業キャッシュ・フロー 
4.インタレスト・カバレッジ・レシオ：営業キャッシュ・フロー／利払い 
5.いずれも連結ベースの財務数値により計算しております。 
6.株式時価総額は、期末株価終値×期末発行済株式数（自己株式控除後）により算出しております。 
7.有利子負債は、連結貸借対照表に計上されている負債のうち利子を支払っている全ての負債を対象としてお
ります。 

8.利払いは、連結キャッシュ・フロー計算書の利息の支払額を使用しております。 
9.債務償還年数およびインタレスト・カバレッジ・レシオについては、マイナスの場合記載しておりません。

  平成19年３月期  平成20年３月期  平成21年３月期  

自己資本比率（％）  20.5  21.3  20.3

時価ベースの自己資本比率（％）  38.8  38.6  16.9

債務償還年数（年）  0.0  －  0.2

インタレスト・カバレッジ・レシオ

（倍） 
 1,037.1  －  336.6



（３）利益配分に関する基本方針及び当期・次期の配当 

 当社は、株主の皆様に対する利益の還元を重要政策のひとつと考えております。還元する金額については、連結業

績を基準に、経営基盤の安定性および将来の事業展開等を総合的に勘案し、純資産配当率（ＤＯＥ）2％以上を目処

に業績を考慮しながら決定していきたいと考えております。 

 なお、平成18年5月の会社法施行に伴い、同年6月の当社定時株主総会で承認を得ました定款変更により、剰余金の

配当等を決定する機関を株主総会から取締役会に変更しております。 

 当期の配当につきましては、これらの基本方針に基づき、1株当たり期末配当金は42円と決定し、既にお支払の中

間配当金45円と合わせ年間87円とさせていただきました。 

 次期の配当につきましても、同様の方針に基づき、中間配当金、期末配当金ともに1株当たり44円の年間88円を予

定しております。  

（４）事業等のリスク 

投資者の判断に重要な影響を及ぼす可能性のある事項には、以下のようなものがあります。なお、文中の将来に関

する事項は、当連結会計年度末現在において当社グループが判断したものであります。 

①事業環境について 

 当社グループが主に事業を展開する医療用医薬品市場は、健康保険制度ならびに医療行政の影響を強く受けま

す。そのため、薬価改定に代表される告示等は当社グループの業績に直接的な影響を与え、また制度の大幅な変更

が行われた場合は業績に重大な影響を与える可能性があります。 

 現在、高齢化の進展、生活習慣病の拡大により国民医療費は増加傾向にあります。しかし、医療保険財源の支払

能力は低下しているため、診療報酬の包括払いの導入、自己負担の見直しや薬価基準制度の見直しなどの医療費抑

制を目的とした医療制度改革が実施されております。また、医薬分業の進展により販売先の構成が変わりつつあ

り、病院・診療所に代わり調剤薬局の売上構成比が高くなっております。さらに、国立病院の独立行政法人化や医

療機関の購入形態の変化に伴い販売価格の低下が懸念されております。こうした状況のなかで当社グループは、仕

入から売上債権回収までの一連の営業活動をこれらに適合した形態へ適応を進めておりますが、当該取り組みの状

況によっては当社グループの経営成績に影響を及ぼす可能性があります。 

②薬価の改定について 

 当社グループの主要取扱商品である医療用医薬品の価格は、厚生労働大臣の告示によって公定されています。こ

の公定価格が「薬価」（正式には「使用薬剤の公定価格」）であります。 

 実質的に販売価格の上限として機能している薬価については、市場における実勢価格や需要動向に応じて、概ね

２年に一度引下げ改定が行われており、当社グループの経営成績に影響を及ぼす可能性があります。 

③法的規制について 

 当社グループは、医療用医薬品の卸・製造販売を主な事業としております。したがって、事業活動を行うにあた

り、薬事法および関連法規等の規制により、免許・許可の登録および指定や、開発、製造・輸入に関し様々な承

認・許可が必要となります。監督官庁の許認可の状況により当社グループの経営成績に影響を及ぼす可能性があり

ます。 

④製造事業に係るリスクについて 

 当社グループのなかの医薬品等製造事業においては、医薬品等の開発・製造・販売を行っております。製品開発

については全ての品目が発売できるとは限らず、途中で開発を断念しなければならない場合や他社からの導入等も

行えない場合があります。また、製品の開発から製造の段階において安全性、信頼性には万全を期しております

が、予期しない副作用や異物混入などによる製品の回収や販売中止等が発生し、また、それに伴い訴訟を提起され

るリスクがあります。このような場合、当社グループの経営成績に影響を及ぼす可能性があります。 

⑤システムトラブルについて 

 当社グループの事業活動においては、コンピュータネットワークシステムに大きく依拠しており、災害や事故等

によりシステムが機能停止した場合、販売物流を中心とした営業活動に大きな支障をきたし、当社グループの経営

成績に影響を及ぼす可能性があります。 

⑥海外との取引について 

 当社グループのなかの医薬品等製造事業において、生産拠点の一部を中華人民共和国に置いていることや、海外

との製品・商品の輸出入取引は、政治的摩擦や為替の大幅な変動により当社グループの経営成績に影響を及ぼす可

能性があります。 

  



  

近の有価証券報告書（平成20年６月25日提出）における「事業の内容」及び「関係会社の状況」から重要な変更

がないため開示を省略しております。 

  

  

  
  

(1）会社の経営の基本方針、(2)目標とする経営指標、(3)中長期的な会社の経営戦略および会社の対処すべき課題 

  

平成20年３月期決算短信（平成20年５月12日開示）により開示を行った内容から重要な変更がないため開示を省略

しております。当該決算短信は、次のＵＲＬからご覧いただくことができます。 

（当社ホームページ） 

http://www.alfresa.com/ 

（東京証券取引所ホームページ（上場会社情報検索ページ）） 

http://www.tse.or.jp/listing/compsearch/index.html 

   

２．企業集団の状況

３．経営方針



４．連結財務諸表 
（１）連結貸借対照表 

（単位：百万円）

前連結会計年度 
(平成20年３月31日) 

当連結会計年度 
(平成21年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 ※2  73,299 ※2  86,928

受取手形及び売掛金 468,210 486,509

有価証券 10,048 10,057

たな卸資産 94,705 －

商品及び製品 － 90,242

仕掛品 － 107

原材料及び貯蔵品 － 1,153

繰延税金資産 4,161 6,687

未収入金 50,821 51,785

その他 2,033 2,000

貸倒引当金 △1,068 △951

流動資産合計 702,211 734,521

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 ※2  66,940 ※2  69,716

減価償却累計額 △40,271 △42,031

建物及び構築物（純額） ※2  26,668 ※2  27,685

機械装置及び運搬具 8,224 8,143

減価償却累計額 △6,818 △6,916

機械装置及び運搬具（純額） 1,405 1,227

工具、器具及び備品 8,864 8,939

減価償却累計額 △7,303 △7,502

工具、器具及び備品（純額） 1,560 1,436

土地 ※2, ※4  41,242 ※2, ※4  45,503

リース資産 － 1,181

減価償却累計額 － △120

リース資産（純額） － 1,060

建設仮勘定 1,652 4,231

有形固定資産合計 72,529 81,144

無形固定資産   

のれん 7,326 5,180

リース資産 － 864

その他 1,775 1,719

無形固定資産合計 9,102 7,763

投資その他の資産   

投資有価証券 ※1, ※2  33,929 ※1, ※2  30,084

長期貸付金 4,103 4,338

繰延税金資産 6,413 7,276

その他 ※1, ※2  25,467 ※1, ※2  24,478

貸倒引当金 △5,497 △5,357

投資その他の資産合計 64,416 60,819

固定資産合計 146,048 149,728

資産合計 848,259 884,249



（単位：百万円）

前連結会計年度 
(平成20年３月31日) 

当連結会計年度 
(平成21年３月31日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 ※2  610,103 ※2  648,467

短期借入金 ※2  2,536 ※2  2,578

リース債務 － 457

未払法人税等 3,182 2,292

繰延税金負債 11 －

賞与引当金 6,143 5,840

役員賞与引当金 250 140

売上割戻引当金 78 90

返品調整引当金 927 902

事業譲渡損失引当金 327 －

その他 ※2  7,969 8,977

流動負債合計 631,530 669,746

固定負債   

長期借入金 900 2,996

リース債務 － 1,592

繰延税金負債 2,398 980

再評価に係る繰延税金負債 ※4  852 ※4  852

退職給付引当金 23,262 16,476

債務保証損失引当金 331 272

役員退職慰労引当金 1,544 1,521

その他 1,304 4,086

固定負債合計 30,593 28,778

負債合計 662,123 698,524

純資産の部   

株主資本   

資本金 4,230 4,230

資本剰余金 65,912 66,422

利益剰余金 112,002 113,925

自己株式 △2,159 △2,192

株主資本合計 179,985 182,385

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 6,289 3,154

繰延ヘッジ損益 1 10

土地再評価差額金 ※4  △5,730 ※4  △5,720

為替換算調整勘定 70 △7

評価・換算差額等合計 630 △2,562

少数株主持分 5,520 5,901

純資産合計 186,136 185,724

負債純資産合計 848,259 884,249



（２）連結損益計算書 

（単位：百万円）

前連結会計年度 
(自 平成19年４月１日 
 至 平成20年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

売上高 1,769,454 1,934,868

売上原価 1,622,210 ※14  1,795,995

売上総利益 147,243 138,872

返品調整引当金戻入額 857 927

返品調整引当金繰入額 927 902

差引売上総利益 147,174 138,897

販売費及び一般管理費 ※1, ※2  121,819 ※1, ※2  130,114

営業利益 25,354 8,783

営業外収益   

受取利息 277 349

受取配当金 737 889

受取情報料 3,990 4,505

その他 1,823 1,743

営業外収益合計 6,828 7,487

営業外費用   

支払利息 52 103

支払手数料 33 22

その他 126 160

営業外費用合計 212 286

経常利益 31,970 15,985

特別利益   

固定資産売却益 ※3  557 －

投資有価証券売却益 199 164

債務保証損失引当金戻入額 41 58

退職給付制度改定益 － ※10  760

事業譲渡益 ※7  175 －

福祉共済掛金運用益 104 －

特別利益合計 1,077 983



（単位：百万円）

前連結会計年度 
(自 平成19年４月１日 
 至 平成20年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

特別損失   

固定資産売却損 ※4  49 ※4  10

固定資産除却損 ※5  484 ※5  192

減損損失 ※6  86 ※6  721

投資有価証券評価損 80 1,289

たな卸資産評価損 － 2,154

のれん償却額 － 190

特別退職金 － ※11  396

システム移行費用 － ※12  599

合併関連費用 － ※13  431

持分変動損失 ※8  903 －

転籍者退職加算金 ※9  419 －

災害による損失 26 －

特別損失合計 2,049 5,987

税金等調整前当期純利益 30,998 10,981

法人税、住民税及び事業税 10,584 7,387

法人税等調整額 3,479 △2,483

法人税等合計 14,063 4,904

少数株主利益 757 511

当期純利益 16,177 5,565



（３）連結株主資本等変動計算書 

（単位：百万円）

前連結会計年度 
(自 平成19年４月１日 
 至 平成20年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

株主資本   

資本金   

前期末残高 4,020 4,230

当期変動額   

株式交換による増加 210 －

当期変動額合計 210 －

当期末残高 4,230 4,230

資本剰余金   

前期末残高 49,793 65,912

当期変動額   

自己株式の処分 2 0

株式交換による増加 16,117 －

連結子会社が所有する親会社株式の親会社
による取得

－ 509

当期変動額合計 16,119 509

当期末残高 65,912 66,422

利益剰余金   

前期末残高 99,049 112,002

当期変動額   

剰余金の配当 △3,224 △3,633

当期純利益 16,177 5,565

土地再評価差額金の取崩 － △9

当期変動額合計 12,953 1,923

当期末残高 112,002 113,925

自己株式   

前期末残高 △1,336 △2,159

当期変動額   

自己株式の取得 △71 △47

自己株式の処分 4 14

株式交換による増加 △755 －

当期変動額合計 △822 △33

当期末残高 △2,159 △2,192

株主資本合計   

前期末残高 151,525 179,985

当期変動額   

剰余金の配当 △3,224 △3,633

当期純利益 16,177 5,565

自己株式の取得 △71 △47

自己株式の処分 6 14

株式交換による増加 15,571 －

連結子会社が所有する親会社株式の親会社
による取得

－ 509

土地再評価差額金の取崩 － △9

当期変動額合計 28,459 2,400

当期末残高 179,985 182,385



（単位：百万円）

前連結会計年度 
(自 平成19年４月１日 
 至 平成20年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金   

前期末残高 11,885 6,289

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △5,595 △3,134

当期変動額合計 △5,595 △3,134

当期末残高 6,289 3,154

繰延ヘッジ損益   

前期末残高 0 1

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 1 9

当期変動額合計 1 9

当期末残高 1 10

土地再評価差額金   

前期末残高 △5,730 △5,730

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） － 9

当期変動額合計 － 9

当期末残高 △5,730 △5,720

為替換算調整勘定   

前期末残高 58 70

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 12 △77

当期変動額合計 12 △77

当期末残高 70 △7

評価・換算差額等合計   

前期末残高 6,213 630

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △5,582 △3,193

当期変動額合計 △5,582 △3,193

当期末残高 630 △2,562

少数株主持分   

前期末残高 3,652 5,520

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 1,867 381

当期変動額合計 1,867 381

当期末残高 5,520 5,901



（単位：百万円）

前連結会計年度 
(自 平成19年４月１日 
 至 平成20年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

純資産合計   

前期末残高 161,391 186,136

当期変動額   

剰余金の配当 △3,224 △3,633

当期純利益 16,177 5,565

自己株式の取得 △71 △47

自己株式の処分 6 14

株式交換による増加 15,571 －

連結子会社が所有する親会社株式の親会社に
よる取得

－ 509

土地再評価差額金の取崩 － △9

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △3,714 △2,811

当期変動額合計 24,744 △411

当期末残高 186,136 185,724



（４）連結キャッシュ・フロー計算書 

（単位：百万円）

前連結会計年度 
(自 平成19年４月１日 
 至 平成20年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

営業活動によるキャッシュ・フロー   

税金等調整前当期純利益 30,998 10,981

減価償却費 5,359 5,242

減損損失 86 721

貸倒引当金の増減額（△は減少） △180 △256

賞与引当金の増減額（△は減少） － △303

役員賞与引当金の増減額（△は減少） 34 △109

退職給付引当金の増減額（△は減少） △124 △6,786

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 58 △22

受取利息及び受取配当金 △1,014 △1,239

支払利息 52 103

のれん償却額 1,475 2,146

退職給付制度改定益 － △760

固定資産売却損益（△は益） △557 10

固定資産除却損 533 192

たな卸資産評価損 － 2,154

投資有価証券評価損益（△は益） － 1,289

持分変動損益（△は益） 903 －

合併関連費用 － 431

売上債権の増減額（△は増加） △12,535 △18,531

たな卸資産の増減額（△は増加） △463 1,048

未収入金の増減額（△は増加） △5,690 △901

仕入債務の増減額（△は減少） △7,948 38,364

その他 △1,907 6,364

小計 9,077 40,141

利息及び配当金の受取額 1,011 1,231

利息の支払額 △51 △97

合併関連費用の支払額 － △431

法人税等の支払額 △18,283 △7,880

営業活動によるキャッシュ・フロー △8,246 32,963



（単位：百万円）

前連結会計年度 
(自 平成19年４月１日 
 至 平成20年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

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 △751 △1,248

定期預金の払戻による収入 605 1,675

有形固定資産の取得による支出 △4,692 △11,547

有形固定資産の売却による収入 1,520 305

無形固定資産の取得による支出 △348 △637

無形固定資産の売却による収入 1,065 －

長期前払費用の取得による支出 △799 △1,908

投資有価証券の取得による支出 △4,430 △3,006

投資有価証券の売却による収入 548 389

株式交換による子会社資金の受入額 ※2  3,633 －

子会社株式の取得による支出 △260 －

貸付けによる支出 △2,111 △1,308

貸付金の回収による収入 433 874

その他 △4 △95

投資活動によるキャッシュ・フロー △5,592 △16,507

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） 197 242

長期借入れによる収入 900 2,600

長期借入金の返済による支出 △724 △704

リース債務の返済による支出 － △217

少数株主からの払込みによる収入 207 －

自己株式の取得による支出 △71 △47

自己株式の売却による収入 6 14

配当金の支払額 △3,224 △3,633

少数株主への配当金の支払額 △33 △65

財務活動によるキャッシュ・フロー △2,741 △1,810

現金及び現金同等物に係る換算差額 5 △36

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △16,574 14,608

現金及び現金同等物の期首残高 96,769 80,195

現金及び現金同等物の期末残高 ※1  80,195 ※1  94,803



該当事項はありません。 

  

（５）継続企業の前提に重要な疑義を抱かせる事象又は状況

（６）連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項

項目 
前連結会計年度 

（自 平成19年４月１日 
至 平成20年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日） 

１．連結の範囲に関する事項 (1）連結子会社の数 １４社 

主要な連結子会社の名称 

・アルフレッサ㈱ 

・アルフレッサ ファーマ㈱ 

 シーエス薬品㈱および㈱琉薬は、

当連結会計年度に株式交換を行った

ことにより連結子会社となりまし

た。 

 また、当連結会計年度において設

立したアルフレッサ システム㈱が連

結子会社となっております。 

(1）連結子会社の数 １４社 

主要な連結子会社の名称 

・アルフレッサ㈱ 

・アルフレッサ ファーマ㈱ 

  

  (2）主要な非連結子会社の名称 

・日商物流サービス㈱ 

・㈱小林薬品 

・㈱エーエムエス 

(2）主要な非連結子会社の名称 

・日商物流サービス㈱ 

・㈱小林薬品 

・㈱エーエムエス 

  連結の範囲から除いた理由 

 非連結子会社は、いずれも小規模会

社であり、合計の総資産、売上高、当

期純損益および利益剰余金（持分に見

合う額）等は、いずれも連結財務諸表

に重要な影響を及ぼしていないため連

結の範囲から除いております。 

連結の範囲から除いた理由 

同 左 

２．持分法の適用に関する事項 (1）持分法適用会社の数 － (1）持分法適用会社の数 － 

  (2）持分法を適用しない非連結子会社お

よび関連会社のうち主要な会社等の名

称  

・日商物流サービス㈱ 

・㈱小林薬品 

・㈱エーエムエス 

・近鉄スマイルサプライ㈱ 

(2）持分法を適用しない非連結子会社お

よび関連会社のうち主要な会社等の名

称  

・日商物流サービス㈱ 

・㈱小林薬品 

・㈱エーエムエス 

  

 近鉄スマイルサプライ㈱について

は、保有株式を売却したことによ

り、持分法を適用しない関連会社か

ら除外しております。 

  持分法を適用しない理由 

 持分法非適用会社は、当期純損益お

よび利益剰余金等に及ぼす影響が軽微

であり、かつ全体としても重要性がな

いため、持分法の適用範囲から除外し

ております。  

持分法を適用しない理由 

同 左 

  

３．連結子会社の事業年度等に

関する事項 

 国内連結子会社の決算日は、連結財務

諸表提出会社と同一の３月31日でありま

す。在外連結子会社の決算日は、12月31

日であります。連結財務諸表の作成にあ

たっては、同日現在の財務諸表を使用

し、連結決算日との間に生じた重要な取

引については連結上必要な調整を行って

おります。 

同 左 



項目 
前連結会計年度 

（自 平成19年４月１日 
至 平成20年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日） 

４．会計処理基準に関する事項 (1）重要な資産の評価基準及び評価方法 

① 有価証券 

その他有価証券 

時価のあるもの 

 連結会計年度末日の市場価格等

に基づく時価法（評価差額は全部

純資産直入法により処理し、売却

原価は移動平均法により算定） 

(1）重要な資産の評価基準及び評価方法 

① 有価証券 

その他有価証券 

時価のあるもの 

    同 左 

  時価のないもの 

 移動平均法による原価法 

時価のないもの 

  同 左  

  ② デリバティブ 

時価法 

② デリバティブ 

  同 左 

  ③ たな卸資産 

 国内連結子会社は主として総平均

法による原価法 

 在外連結子会社は移動平均法によ

る原価法 

③ たな卸資産 

 国内連結子会社は主として総平均

法による原価法（貸借対照表価額は

収益性の低下に基づく簿価切下げの

方法により算定）  

 在外連結子会社は移動平均法によ

る原価法 

  

（会計方針の変更） 

 当連結会計年度より「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日公表

分）を適用しております。 

これにより、営業利益及び経常利

益がそれぞれ961百万円、税金等調整

前当期純利益が3,116百万円減少して

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。 

  (2）重要な減価償却資産の減価償却の方

法 

① 有形固定資産 

 当社および国内連結子会社は定率

法を、また在外連結子会社は定額法

を採用しております。 

 ただし、当社および国内連結子会

社は、平成10年４月１日以降取得し

た建物（建物附属設備は除く）につ

いては定額法を採用しております。 

 なお、主な科目の耐用年数は次の

とおりであります。 

建物及び構築物    ２～60年 

機械装置及び運搬具  ２～17年 

工具器具及び備品    ２～34年 

(2）重要な減価償却資産の減価償却の方

法 

① 有形固定資産（リース資産を除

く） 

   同 左 

  



項目 
前連結会計年度 

（自 平成19年４月１日 
至 平成20年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日） 

  （会計方針の変更） 

 当社及び国内連結子会社は、法人

税法の改正に伴い、当連結会計年度

より、平成19年４月１日以降に取得

した有形固定資産について、改正後

の法人税法に基づく減価償却の方法

に変更しております。 

 これにより営業利益、経常利益、

及び税金等調整前当期純利益は、そ

れぞれ100百万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。 

 （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、法人税法の改

正に伴い、当連結会計年度より機械

装置の一部について、経済的耐用年

数の見直しを図り、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は軽

微であります。 

  

  （追加情報） 

 当社及び国内連結子会社は、法人

税法の改正に伴い、平成19年３月31

日以前に取得した資産については、

改正前の法人税法に基づく減価償却

の方法の適用により取得価額の５％

に到達した連結会計年度の翌連結会

計年度より、取得価額の５％相当額

と備忘価額との差額を５年間にわた

り均等償却し、減価償却費に含めて

計上しております。 

 これにより営業利益、経常利益、

及び税金等調整前当期純利益は、そ

れぞれ133百万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。 

  ② 無形固定資産 

  

定額法 

 なお、ソフトウェア（自社利用

分）については、社内における利用

可能期間（５年）に基づく定額法を

採用しております。 

② 無形固定資産（リース資産を除

く） 

   同 左 

  

  ③ ──────────── ③ リース資産 

所有権移転ファイナンス・リース取

引に係るリース資産 

 自己所有の固定資産に適用する

減価償却方法と同一の方法 

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 

リース期間を耐用年数とし、残存

価額を零とする定額法 

 なお、所有権移転外ファイナン

ス・リース取引のうち、リース取

引開始日が平成20年３月31日以前

のリース取引については、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。 



項目 
前連結会計年度 

（自 平成19年４月１日 
至 平成20年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日） 

  ④ 長期前払費用 

 支出した費用の効果の及ぶ期間に

わたり均等償却しております。 

④ 長期前払費用 

    同 左 

  (3）重要な引当金の計上基準 

① 貸倒引当金 

 売上債権、貸付金等の貸倒れによ

る損失に備えるため、一般債権につ

いては貸倒実績率により、貸倒懸念

債権など特定の債権については、個

別に回収可能性を考慮した所要額を

計上しております。 

(3）重要な引当金の計上基準 

① 貸倒引当金 

    同 左 

  ② 賞与引当金 

 従業員の賞与支給に備えるため、

支給見込額のうち当連結会計年度負

担相当額を計上しております。 

② 賞与引当金 

    同 左 

  ③ 役員賞与引当金 

 役員賞与の支出に備えるため、支

給見込額のうち当連結会計年度負担

相当額を計上しております。 

③ 役員賞与引当金 

    同 左 

  ④ 売上割戻引当金 

 一部の連結子会社は、連結会計年

度末売掛金に対し将来発生する見込

みの売上割戻しに備えるため、実績

を基礎にした割戻し見込額を計上し

ております。 

④ 売上割戻引当金 

    同 左 

  ⑤ 返品調整引当金 

 商品の返品による損失に備えるた

め、将来の返品に伴う損失見込額を

計上しております。 

⑤ 返品調整引当金 

    同 左 

  ⑥ 事業譲渡損失引当金 

 事業の譲渡に伴い発生する損失見

込額を計上しております。    

⑥ ─────────── 

     

  ⑦ 退職給付引当金 

 従業員の退職給付に備えるため、

当連結会計年度末における退職給付

債務および年金資産の見込額に基づ

き計上しております。 

 過去勤務債務については、その発

生時の従業員の平均残存勤務期間以

内の一定の年数（10年）による定額

法により費用処理しております。 

 また、数理計算上の差異は、その

発生時の従業員の平均残存勤務期間

以内の一定の年数（10年）による定

額法によりそれぞれ発生の翌連結会

計年度から費用処理しております。 

⑦ 退職給付引当金 

    同 左 



項目 
前連結会計年度 

（自 平成19年４月１日 
至 平成20年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日） 

    （追加情報） 

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。  

  ⑧ 債務保証損失引当金 

 債務保証に係る損失に備えるた

め、被保証先の財政状態等を勘案

し、損失負担見込額を計上しており

ます。 

⑧ 債務保証損失引当金 

    同 左 

  ⑨ 役員退職慰労引当金 

 一部の連結子会社は、役員および

執行役員の退職慰労金支給に備える

ため、内規に基づく期末要支給額を

計上しております。 

⑨ 役員退職慰労引当金 

    同 左 

  (4）重要な外貨建の資産又は負債の本邦

通貨への換算基準  

 外貨建金銭債権債務は、連結決算日

の直物為替相場により円貨に換算し、

換算差額は損益として処理しておりま

す。なお、在外子会社の資産および負

債は、決算日の直物為替相場により円

貨に換算し、収益および費用は期中平

均相場により円貨に換算し、換算差額

は純資産の部における為替換算調整勘

定に含めて計上しております。  

(4）重要な外貨建の資産又は負債の本邦

通貨への換算基準  

    同 左 

  (5）重要なリース取引の処理方法  

 リース物件の所有権が借主に移転す

ると認められるもの以外のファイナン

ス・リース取引については、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。 

(5）  ────────────   



項目 
前連結会計年度 

（自 平成19年４月１日 
至 平成20年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日） 

  (6）重要なヘッジ会計の方法 

イ．ヘッジ会計の方法 

 繰延ヘッジ処理を採用しておりま

す。 

 また、為替変動リスクのヘッジにつ

いて振当処理の要件を充たしている場

合には振当処理を採用しております。 

ロ．ヘッジ手段とヘッジ対象 

ハ．ヘッジ方針 

 通常取引の範囲内において、将来の

取引市場での為替変動リスクを回避す

る目的においてのみヘッジを行ってお

ります。 

ニ．ヘッジ有効性評価の方法 

 為替予約においては、取引の全てが

将来の購入予定に基づくものであり、

実行の可能性が極めて高いため有効性

の判定は省略しております。  

ヘッジ手段 ヘッジ対象 

為替予約 外貨建売掛金 

外貨建買掛金 

(6）重要なヘッジ会計の方法 

    同 左 

  (7）その他連結財務諸表作成のための基

本となる重要な事項 

消費税等の会計処理 

 消費税および地方消費税の会計処理

は税抜き方式によっております。 

(7）その他連結財務諸表作成のための基

本となる重要な事項 

消費税等の会計処理 

     同 左 

５．連結子会社の資産及び負債

の評価に関する事項 

 連結子会社の資産および負債の評価方

法は、全面時価評価法によっておりま

す。 

      同 左 

６．のれんの償却に関する事項  のれんは、５年間で均等償却しており

ます。 

      同 左 

７．連結キャッシュ・フロー計

算書における資金の範囲 

 手許現金、随時引出し可能な預金およ

び容易に換金可能であり、かつ、価値の

変動について僅少なリスクしか負わない

取得日から３ヶ月以内に償還期限の到来

する短期投資からなっております。 

      同 左 



（７）連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更

前連結会計年度 
（自 平成19年４月１日 
至 平成20年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日） 

────── （リース取引に関する会計基準） 

  

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、当連結会計年度より、「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））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。 

これにより、営業利益、経常利益がそれぞれ4百万円増

加し、税金等調整前当期純利益が8百万円減少しておりま

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。  

────── （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）  

  

当連結会計年度より、「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が、これ

による損益に与える影響はありません。 

────── （「『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）  

  

当連結会計年度より、「『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

連結会計年度に取り崩し処理を行っております。 

これにより、当期純利益が1,506百万円増加しておりま

す。 



表示方法の変更

前連結会計年度 
（自 平成19年４月１日 

   至 平成20年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成20年４月１日 

   至 平成21年３月31日） 

（連結貸借対照表） 

  前連結会計年度まで、内国法人の発行する譲渡性預金

は、「現金及び預金」に含めて表示しておりましたが、

「金融商品会計に関する実務指針」（会計制度委員会報

告第14号、平成12年1月31日公表、 終改正平成19年7月

4日）の改正に伴い、当連結会計年度より「有価証券」

に含めて表示しております。 

  なお、前連結会計年度の「現金及び預金」に含まれて

いる譲渡性預金の金額は5,000百万円、当連結会計年度

の「有価証券」に含まれている譲渡性預金の金額は

10,000百万円であります。 

（連結貸借対照表） 

「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）が適用となることに伴い、前連結会計年度

において、「たな卸資産」として掲記されていたもの

は、当連結会計年度から「商品及び製品」「仕掛品」

「原材料及び貯蔵品」に区分掲記しております。なお、

前連結会計年度の「たな卸資産」に含まれている「商品

及び製品」「仕掛品」「原材料及び貯蔵品」は、それぞ

れ、93,669百万円、71百万円、965百万円であります。 

  

（連結キャッシュ・フロー計算書） 

 営業活動によるキャッシュ・フローの「賞与引当金

の増減額」および「投資有価証券評価損益」は、前連結

会計年度は「その他」に含めて表示しておりましたが、

金額的重要性が増したため区分掲記しております。 

なお、前連結会計年度の「その他」に含まれている

「賞与引当金の増減額」「投資有価証券評価損益」は、

それぞれ△16百万円、80百万円であります。  



注記事項

（連結貸借対照表関係）

前連結会計年度 
（平成20年３月31日） 

当連結会計年度 
（平成21年３月31日） 

※１．非連結子会社および関連会社に対するものは次のと

おりであります。 

※１．非連結子会社および関連会社に対するものは次のと

おりであります。 

投資有価証券 3,980百万円

その他（投資その他の資産） 102  

投資有価証券 4,148百万円

その他（投資その他の資産） 192  

※２．担保に供している資産ならびに担保付債務は次のと

おりであります。 

担保資産 

※２．担保に供している資産ならびに担保付債務は次のと

おりであります。 

担保資産 

現金及び預金 410百万円

建物及び構築物 1,524  

土地 5,056  

投資有価証券 5,645  

その他（投資その他の資産） 104  

合計 12,741  

現金及び預金 278百万円

建物及び構築物 1,057  

土地 4,469  

投資有価証券 3,306  

その他（投資その他の資産） 109  

合計 9,221  

担保付債務 担保付債務 

支払手形及び買掛金 32,152百万円

短期借入金 1,879  

その他（流動負債） 57  

合計 34,089  

支払手形及び買掛金 8,598百万円

短期借入金 934  

合計 9,533  

 ３．保証債務 

 連結子会社以外の会社の仕入債務および金融機関か

らの借入、ならびに従業員の金融機関からの借入に対

して、次のとおり債務保証を行っております。 

 ３．保証債務 

 連結子会社以外の会社の仕入債務および金融機関か

らの借入、ならびに従業員の金融機関からの借入に対

して、次のとおり債務保証を行っております。 

㈱健翔 849百万円

㈲コーフク商事 737  

日建ヘルスメディカル㈱ 230  

㈱ファイン総合研究所 100  

ヒューマンメディカルリサーチ㈱ 50  

従業員 22  

㈲アポテック 22  

ささ企画㈲ 8  

合計 2,020  

㈱健翔 792百万円

㈲コーフク商事 617  

日建ヘルスメディカル㈱ 200  

ヒューマンメディカルリサーチ㈱ 68  

㈱ファイン総合研究所 54  

フルケア成和㈱ 23  

従業員 21  

その他 ２件 10  

合計 1,788  



前連結会計年度 
（平成20年３月31日） 

当連結会計年度 
（平成21年３月31日） 

※４．土地の再評価に関する法律（平成10年３月31日公布

法律第34号）および平成13年３月31日の同法律の改正

に基づき、一部の連結子会社において事業用土地の再

評価を行っております。 

 なお、評価差額については当該評価差額に係る税金

相当額を「再評価に係る繰延税金負債」として負債の

部に計上し、これを控除した金額を「土地再評価差額

金」として純資産の部に計上しております。 

※４．土地の再評価に関する法律（平成10年３月31日公布

法律第34号）および平成13年３月31日の同法律の改正

に基づき、一部の連結子会社において事業用土地の再

評価を行っております。 

 なお、評価差額については当該評価差額に係る税金

相当額を「再評価に係る繰延税金負債」として負債の

部に計上し、これを控除した金額を「土地再評価差額

金」として純資産の部に計上しております。 

・再評価の方法 

 土地の再評価に関する法律施行令（平成10年３月31

日公布政令第119号）第２条第３号に定める固定資産

税評価額に基づき算出する方法を適用しております。

・再評価の方法 

 土地の再評価に関する法律施行令（平成10年３月31

日公布政令第119号）第２条第３号に定める固定資産

税評価額に基づき算出する方法を適用しております。

再評価を行った年月日 平成14年３月31日

再評価を行った土地の期

末における時価と再評価

後の帳簿価額との差額 

△2,030百万円

再評価を行った年月日 平成14年３月31日

再評価を行った土地の期

末における時価と再評価

後の帳簿価額との差額 

△1,984百万円



（連結損益計算書関係）

前連結会計年度 
（自 平成19年４月１日 
至 平成20年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日） 

※１．販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額は

次のとおりであります。 

※１．販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額は

次のとおりであります。 

給与手当 45,410百万円

賞与 6,277  

賞与引当金繰入額 5,991  

役員賞与引当金繰入額 250  

退職給付費用 4,913  

役員退職慰労引当金繰入額 60  

福利厚生費 7,199  

貸倒引当金繰入額 328  

減価償却費 4,897  

荷造運送費 8,765  

給与手当 48,641百万円

賞与 5,869  

賞与引当金繰入額 5,675  

役員賞与引当金繰入額 140  

退職給付費用 5,422  

役員退職慰労引当金繰入額 95  

福利厚生費 7,579  

貸倒引当金繰入額 72  

減価償却費 4,785  

荷造運送費 10,262  

※２．研究開発費の総額は1,502百万円（一般管理費）で

あります。 

※２．研究開発費の総額は1,146百万円（一般管理費）で

あります。 

※３．固定資産売却益の内訳は次のとおりであります。 

建物及び構築物 46百万円

機械装置及び運搬具 1  

土地 306  

その他（無形固定資産） 202  

計 557  

３．     ──────────── 

  

※４．固定資産売却損の内訳は次のとおりであります。 

建物及び構築物 22百万円

機械装置及び運搬具 0  

工具器具及び備品 0  

土地 26  

その他（無形固定資産） 0  

計 49  

※４．固定資産売却損の内訳は次のとおりであります。 

機械装置及び運搬具 0百万円

工具器具及び備品 4  

土地 6  

計 10  

※５．固定資産除却損の内訳は次のとおりであります。 

建物及び構築物 59百万円

機械装置及び運搬具 4  

工具器具及び備品 34  

その他（無形固定資産） 372  

固定資産解体撤去費用 13  

計 484  

※５．固定資産除却損の内訳は次のとおりであります。 

建物及び構築物 84百万円

機械装置及び運搬具 5  

工具器具及び備品 19  

その他（無形固定資産） 0  

固定資産解体撤去費用 82  

計 192  



前連結会計年度 
（自 平成19年４月１日 
至 平成20年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日） 

※６．減損損失 

当連結会計年度において当社グループは以下の資産

グループについて減損損失を計上いたしました。 

 当社グループは、事業用不動産については各事業

所を、遊休不動産および賃貸用不動産については各

物件を、資産グループとしております。 

  事業の用に供していない遊休不動産については、

予想し得ない継続的な時価の下落により、減損損失

83百万円を認識しました。主な減損損失は建物39百

万円、借地権27百万円であります。 

 事業用不動産については、継続的な営業キャッシ

ュ・フローのマイナスにより減損損失3百万円を認

識しました。主な減損損失は建物であります。 

  なお、各資産グループの回収可能価額は正味売却

価額により測定し、不動産鑑定士による査定額等を

基準に評価しております。 

場所 用途 種類 

旧杉戸営業所 

（埼玉県北葛飾郡杉戸

町） 

等13箇所 

遊休不動産 
土地、建物及

び構築物、借

地権 飯田支店 

（長野県飯田市） 

等３箇所 

事業用不動産 

※６．減損損失 

当連結会計年度において当社グループは以下の資産

グループについて減損損失を計上いたしました。 

 当社グループは、事業用不動産については各事業

所を、遊休不動産および賃貸用不動産については各

物件を、資産グループとしております。 

  事業の用に供していない遊休不動産については、

予想し得ない継続的な時価等の下落により、減損損

失215百万円を認識しました。主な減損損失は土地

147百万円、建物64百万円であります。 

 賃貸用不動産については、継続的な地価等の下落

により、減損損失12百万円を認識しました。主な減

損損失は土地4百万円、建物7百万円であります。 

 事業用資産については、継続的な営業キャッシ

ュ・フローのマイナスにより減損損失494百万円を

認識しました。主な減損損失は建物288百万円、そ

の他（無形固定資産）160百万円であります。 

  なお、各資産グループの回収可能価額は正味売却

価額により測定し、不動産鑑定士による査定額等を

基準に評価しております。 

場所 用途 種類 

旧長浜支店 

（滋賀県長浜市） 

等19箇所 

遊休不動産 

土地、建物及

び構築物、そ

の他（無形固

定資産） 

愛知県春日井市 

等２箇所 
賃貸用不動産 

福井支店 

（福井県福井市） 

等７箇所 

事業用資産 

※７．事業譲渡益は、動物薬の卸売事業を譲渡したことに

より発生した利益を計上したものであります。 

７．     ──────────── 

※８．持分変動損は、連結子会社が自己株式を処分した際

に生じた損失であります。 

８．     ──────────── 

※９．転籍者退職加算金は、グループの事業再編に伴い、

主に、連結子会社であるアルフレッサ㈱からシーエス

薬品㈱への転籍者に支払った退職加算金であります。

９．        ──────────── 

 10．        ──────────── ※10．退職給付制度改定益は、退職給付制度間の移行に伴

うものであります。なお、詳細につきましては、「連

結財務諸表作成のための基本となる事項」４．(3)退

職給付引当金（追加情報）に記載のとおりでありま

す。  

 11．        ──────────── ※11．特別退職金は、主に連結子会社において行った希望

退職の募集に伴い発生した早期退職金等であります。



前連結会計年度 
（自 平成19年４月１日 
至 平成20年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日） 

 12．        ──────────── ※12．システム移行費用は、主に連結子会社の基幹システ

ム移行に伴い発生した旧システムに係るリース解約料

等であります。 

  13．        ────────────        ※13．合併関連費用は、当社と㈱メディセオ・パルタック

ホールディングスとの合併準備に伴い発生した費用で

あります。 

  14．        ──────────── ※14．期末たな卸高は収益性の低下に伴う簿価切下後の金

額であり、次のたな卸資産評価損が売上原価に含まれ

ております。 

  961百万円



前連結会計年度（自平成19年４月１日 至平成20年３月31日） 

１．発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項 

（注）１．普通株式の発行済株式の総数の増加2,050千株は、シーエス薬品㈱との株式交換に伴う新株の発行による増加

1,254千株および㈱琉薬との株式交換に伴う新株の発行による増加796千株であります。 

２．普通株式の自己株式の株式数の増加121千株は、単元未満株式の買取請求による増加9千株、シーエス薬品㈱が

従来より所有していた当社株式60千株、シーエス薬品㈱との株式交換により連結子会社に割当交付した自己株

式(当社株式)30千株および㈱琉薬との株式交換により連結子会社に割当交付した自己株式(当社株式)20千株で

あります。 

３．普通株式の自己株式の株式数の減少0千株は、単元未満株式の買増請求による減少であります。 

２．配当に関する事項 

(1）配当金支払額 

(2）基準日が当期に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌期となるもの 

（連結株主資本等変動計算書関係）

  
前連結会計年度末
株式数（千株） 

当連結会計年度増
加株式数（千株） 

当連結会計年度減
少株式数（千株） 

当連結会計年度末
株式数（千株） 

発行済株式         

普通株式 （注）１  40,275  2,050  －  42,326

合計  40,275  2,050  －  42,326

自己株式         

普通株式 （注）２，３  440  121  0  561

合計  440  121  0  561

  
（決議） 

株式の種類 
配当金の総額 
（百万円） 

１株当たり配当
額（円） 

基準日 効力発生日 

平成19年５月14日 

取締役会 
普通株式  1,600  40 平成19年３月31日 平成19年６月14日 

平成19年11月12日 

取締役会 
普通株式  1,640  41 平成19年９月30日 平成19年12月５日 

  
（決議） 

株式の種類 
配当金の総額
（百万円） 

配当の原資 
１株当たり配
当額（円） 

基準日 効力発生日 

平成20年５月12日 

取締役会 
普通株式  1,766 利益剰余金  42 平成20年３月31日 平成20年６月10日



当連結会計年度（自平成20年４月１日 至平成21年３月31日） 

１．発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項 

（注）１．普通株式の自己株式の株式数の増加7千株は、単元未満株式の買取請求による増加であります。 

２．普通株式の自己株式の株式数の減少3千株は、単元未満株式の買増請求による減少であります。 

２．配当に関する事項 

(1）配当金支払額 

(2）基準日が当期に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌期となるもの 

  
前連結会計年度末
株式数（千株） 

当連結会計年度増
加株式数（千株） 

当連結会計年度減
少株式数（千株） 

当連結会計年度末
株式数（千株） 

発行済株式         

普通株式  42,326  －  －  42,326

合計  42,326  －  －  42,326

自己株式         

普通株式 （注）１，２  561  7  3  565

合計  561  7  3  565

  
（決議） 

株式の種類 
配当金の総額 
（百万円） 

１株当たり配当
額（円） 

基準日 効力発生日 

平成20年５月12日 

取締役会 
普通株式  1,766  42 平成20年３月31日 平成20年６月10日 

平成20年11月５日 

取締役会 
普通株式  1,892  45 平成20年９月30日 平成20年12月５日 

  
（決議） 

株式の種類 
配当金の総額
（百万円） 

配当の原資 
１株当たり配
当額（円） 

基準日 効力発生日 

平成21年５月12日 

取締役会 
普通株式  1,753 利益剰余金  42 平成21年３月31日 平成21年６月10日



（連結キャッシュ・フロー計算書関係）

前連結会計年度 
（自 平成19年４月１日 
至 平成20年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日） 

※１．現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表に

掲記されている科目の金額との関係 

※１．現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表に

掲記されている科目の金額との関係 

（平成20年３月31日現在）

現金及び預金勘定 73,299百万円

有価証券勘定 10,048  

預入期間が３ヶ月を超える定期

預金 

△3,108
  

償還期間が３ヶ月を超える債券 △43  

  現金及び現金同等物 80,195  

（平成21年３月31日現在）

現金及び預金勘定 86,928百万円

有価証券勘定 10,057  

償還期間が３ヶ月を超える定期

預金 

△2,181  

  現金及び現金同等物 94,803  

※２．株式交換により新たに連結子会社となった会社の資

産および負債の主な内訳 

株式交換により新たにシーエス薬品㈱および㈱琉薬

を連結したことに伴う連結開始時の資産および負債の

内訳並びに株式交換による子会社資金の受入額（純

額）は次のとおりであります。 

（シーエス薬品株式会社） （単位：百万円）

流動資産  64,657

固定資産  6,536

流動負債  △62,329

固定負債  △2,325

のれん  3,268

株式の交換費用  △23

株式取得時の当社グループ持分  79

新規連結子会社の取得価額  9,862

現金及び現金同等物  3,313

株式交換による株式交付額  △9,862

差引：株式交換による子会社資金

の受入額 

 3,313

（株式会社琉薬） （単位：百万円）

流動資産  9,303

固定資産  3,910

流動負債  △6,704

固定負債  △1,235

のれん  1,283

株式の交換費用  △14

新規連結子会社の取得価額  6,543

現金及び現金同等物  319

株式交換による株式交付額  △6,543

差引：株式交換による子会社資金

の受入額 

 319

 ２．      ──────────── 

  



前連結会計年度 
（自 平成19年４月１日 
至 平成20年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日） 

 ３．重要な非資金取引 

当連結会計年度にシーエス薬品㈱および㈱琉薬を連

結したことにより、次のとおり資本金、資本剰余金お

よび自己株式が増加しております。 

  （単位：百万円）

株式交換による資本金増加額  210

株式交換による資本剰余金増加額  16,117

株式交換による自己株式増加額  755

 ３．重要な非資金取引  

当連結会計年度に新たに計上したファイナンス・

リース取引に係る資産および負債の額は、それぞれ

2,174百万円、2,285百万円であります。 



   

（リース取引関係）

前連結会計年度 
（自 平成19年４月１日 
至 平成20年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日） 

１．リース物件の所有権が借主に移転すると認められるも

の以外のファイナンス・リース取引 

(1) リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相

当額及び期末残高相当額 

(2) 未経過リース料期末残高相当額 

(3) 支払リース料、減価償却費相当額及び支払利息相

当額 

(4) 減価償却費相当額の算定方法 

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする

定額法によっております。 

(5) 利息相当額の算定方法 

 リース料総額とリース物件の取得価額相当額との

差額を利息相当額とし、各期への配分方法について

は利息法によっております。 

  

２．オペレーティング・リース取引 

未経過リース料 

  

（減損損失について） 

リース資産に配分された減損損失はないため、項目等

の記載は省略しております。 

  
取得価額相
当額 
（百万円）

減価償却累
計額相当額 
（百万円） 

期末残高相
当額 
（百万円）

機械装置及び
運搬具 

 4,760  2,002  2,758

工具器具及び
備品 

 9,442  3,038  6,403

無形固定資産 
(ソフトウェ
ア) 

 12,502  2,395  10,106

合計  26,705  7,436  19,268

１年内 5,433百万円

１年超 13,981  

合計 19,414  

支払リース料 5,463百万円

減価償却費相当額 5,085  

支払利息相当額 368  

１年内 1,152百万円

１年超 3,030  

合計 4,182  

１．ファイナンス・リース取引 

所有権移転外ファイナンス・リース取引 

① リース資産の内容 

（ア）有形固定資産 

主にシステム機器  

（イ）無形固定資産 

ソフトウェア  

② リース資産の減価償却の方法 

連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項

「４．会計処理基準に関する事項 (2）重要な減価償

却資産の減価償却の方法」に記載のとおりでありま

す。  

なお、所有権移転外ファイナンス・リース取引のう

ち、リース取引開始日が、平成20年３月31日以前のリ

ース取引については、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、その内容は次のとおり

であります。 

(1) リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相

当額及び期末残高相当額 

(2) 未経過リース料期末残高相当額 

(3) 支払リース料、減価償却費相当額及び支払利息相

当額 

(4) 減価償却費相当額の算定方法 

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする

定額法によっております。 

  
取得価額相
当額 
（百万円） 

減価償却累
計額相当額 
（百万円） 

期末残高相
当額 
（百万円）

機械装置及び
運搬具 

 3,793  1,911  1,881

工具器具及び
備品 

 8,666  4,024  4,641

無形固定資産 
(ソフトウェ
ア) 

 11,405  3,935  7,470

合計  23,865  9,871  13,993

１年内 4,953百万円

１年超 9,301  

合計 14,255  

支払リース料 5,980百万円

減価償却費相当額 5,484  

支払利息相当額 336  



前連結会計年度 
（自 平成19年４月１日 
至 平成20年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日） 

  (5) 利息相当額の算定方法 

 リース料総額とリース物件の取得価額相当額との

差額を利息相当額とし、各期への配分方法について

は利息法によっております。 

（減損損失について） 

リース資産に配分された減損損失はありません。 

     ２．オペレーティング・リース取引 

オペレーティング・リース取引のうち解約不能のも

のに係る未経過リース料 

  １年内 1,241百万円

１年超 2,784  

合計 4,025  



前連結会計年度（自平成19年４月１日 至平成20年３月31日） 

（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 

３．当連結会計年度における資産のうち消去又は全社の項目に含めた全社資産の金額は14,799百万円であり、そ

の主なものは、当社での余資運用資金（現金及び預金）、長期投資資金（投資有価証券）等であります。 

４．減価償却費及び資本的支出には長期前払費用と同費用に係る償却費が含まれております。 

５．会計方針の変更 

「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項」４．(2) に記載のとおり、当社及び国内連結子会社

は、法人税法の改正に伴い、当連結会計年度より、平成19年４月１日以降に取得した有形固定資産につい

て、改正後の法人税法に基づく減価償却の方法に変更しております。この変更に伴い、従来の方法によった

場合と比較して、減価償却費は、医薬品等卸売事業が62百万円、医薬品等製造事業が36百万円、全社及び消

去が1百万円増加し、営業利益はそれぞれ同額減少しております。 

６．追加情報 

「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項」４．(2) に記載のとおり、当社及び国内連結子会社

は、法人税法の改正に伴い、当連結会計年度より、平成19年３月31日以前に取得した資産については、改正

前の法人税法に基づく減価償却の方法の適用により取得価額の５％に到達した連結会計年度の翌連結会計年

度より、取得価額の５％相当額と備忘価額との差額を５年間にわたり均等償却し、減価償却費に含めて計上

しております。この変更に伴い、従来の方法によった場合と比較して、減価償却費は、医薬品等卸売事業が

85百万円、医薬品等製造事業が47百万円増加し、営業利益はそれぞれ同額減少しております。 

（セグメント情報）

ａ．事業の種類別セグメント情報

  
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） 

Ⅰ 売上高及び営業損益           

売上高           

(1）外部顧客に対する売上高  1,752,567  16,886  1,769,454  －  1,769,454

(2）セグメント間の内部売上

高又は振替高 
 3  7,816  7,819  (7,819)  －

計  1,752,571  24,702  1,777,274  (7,819)  1,769,454

営業費用  1,728,077  24,072  1,752,150  (8,050)  1,744,099

営業利益  24,493  630  25,123  230  25,354

Ⅱ 資産、減価償却費、減損損

失及び資本的支出 
          

資  産  813,131  26,105  839,236  9,022  848,259

減価償却費  3,407  1,895  5,302  56  5,359

減損損失  86  －  86  －  86

資本的支出  4,633  611  5,245  595  5,840

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 



当連結会計年度（自平成20年４月１日 至平成21年３月31日） 

（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 

３．当連結会計年度における資産のうち消去又は全社の項目に含めた全社資産の金額は21,631百万円であり、そ

の主なものは、当社での余資運用資金（現金及び預金）、長期投資資金（投資有価証券）等であります。 

４．減価償却費及び資本的支出には長期前払費用と同費用に係る償却費が含まれております。 

５．会計方針の変更 

（棚卸資産の評価に関する会計基準）  

「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項」４．(1) に記載のとおり、当連結会計年度より「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。この変

更に伴い、従来の方法によった場合と比較して、当連結会計年度の営業利益は、医薬品等卸売事業で958百

万円、医薬品等製造事業で3百万円、それぞれ減少しております。 

（リース取引に関する会計基準）  

「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更」に記載のとおり、当連結会計年度より、「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））を適用しておりま

す。この変更に伴い、従来の方法によった場合と比較して、当連結会計年度の営業利益は、医薬品等卸売事

業で4百万円、医薬品等製造事業で0百万円、それぞれ増加しております。 

  

  
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） 

Ⅰ 売上高及び営業損益           

売上高           

(1）外部顧客に対する売上高  1,918,210  16,658  1,934,868  －  1,934,868

(2）セグメント間の内部売上

高又は振替高 
 3  8,182  8,185  (8,185)  －

計  1,918,213  24,840  1,943,053  (8,185)  1,934,868

営業費用  1,910,904  23,740  1,934,645  (8,560)  1,926,085

営業利益  7,308  1,099  8,408  374  8,783

Ⅱ 資産、減価償却費、減損損

失及び資本的支出 
          

資  産  841,189  26,211  867,401  16,847  884,249

減価償却費  3,172  1,908  5,081  160  5,242

減損損失  721  －  721  －  721

資本的支出  11,168  2,888  14,057  36  14,093

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 



前連結会計年度（自平成19年４月１日 至平成20年３月31日） 

 当連結会計年度における全セグメントの売上高の合計および全セグメントの資産の金額の合計に占める「本

邦」の割合はいずれも90％を超えているため、記載を省略しております。 

当連結会計年度（自平成20年４月１日 至平成21年３月31日） 

 当連結会計年度における全セグメントの売上高の合計および全セグメントの資産の金額の合計に占める「本

邦」の割合はいずれも90％を超えているため、記載を省略しております。 

前連結会計年度（自平成19年４月１日 至平成20年３月31日） 

 当連結会計年度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。 

当連結会計年度（自平成20年４月１日 至平成21年３月31日） 

 当連結会計年度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。 

（注） １株当たり当期純利益の算定上の基礎は、以下のとおりであります。 

ｂ．所在地別セグメント情報

ｃ．海外売上高

（１株当たり情報）

項目 
前連結会計年度 

（自 平成19年４月１日 
至 平成20年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日） 

１株当たり純資産額 4,324円57銭      4,306円05銭 

１株当たり当期純利益    396円49銭       133円28銭 

  

 なお、潜在株式調整後１株当た

り当期純利益については、潜在株

式が存在しないため記載しており

ません。 

 同 左 

  
前連結会計年度 

(自 平成19年４月１日 
至 平成20年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日) 

当期純利益（百万円）  16,177  5,565

普通株主に帰属しない金額（百万円）  －  －

普通株式に係る当期純利益（百万円）  16,177  5,565

期中平均株式数（千株）  40,801  41,761



前連結会計年度（自 平成19年４月１日 至 平成20年３月31日） 

  

・シーエス薬品株式会社との株式交換  

  

１．被取得企業の名称及び事業の内容、企業結合を行った主な理由、企業結合日、企業結合の法的形式、結合後企業

の名称及び取得した議決権比率 

（1）被取得企業の名称及び事業の内容 

 シーエス薬品株式会社 医薬品等卸売事業 

（2）企業結合を行った主な理由 

 卸機能の向上と業務コストの省力化による経営の健全化および将来の発展的な協力体制の構築が必要と判断

したためであります。 

（3）企業結合日 

 平成19年10月１日 

（4）企業結合の法的形式 

 株式交換 

（5）結合後企業の名称 

 シーエス薬品株式会社 

（6）取得した議決権比率 

 100.0% 

２．連結財務諸表に含まれている被取得企業の業績の期間  

 平成19年10月１日から平成20年３月31日まで  

３．被取得企業の取得原価及びその内訳 

 取得の対価 

４．株式の種類別の交換比率及びその算定方式並びに交付株式数及びその評価額 

（1）株式の種類別の交換比率 

 普通株式  アルフレッサ ホールディングス㈱  １ ： シーエス薬品㈱  0.7 

（2）交換比率の算定方法 

 株式交換比率算定にあたって公正性を担保するための一環として、両社が個別に第三者機関に株式交換比率

の算定について専門家としての意見を求めることとし、アルフレッサ ホールディングス株式会社はＧＣＡ株

式会社に、シーエス薬品株式会社は日興コーディアル証券株式会社にそれぞれ株式交換比率の算定を依頼いた

しました。 

 ＧＣＡ株式会社は、アルフレッサ ホールディングス株式会社の株式価値については、平成19年８月１日を

評価基準日として、評価基準日から遡る２週間および１ヶ月間ならびに平成19年３月期決算等を公表した平成

19年５月14日の翌日から評価基準日までの平均株価を基礎として計算するマーケットアプローチの手法である

市場株価法およびインカムアプローチの手法であるディスカウンテッド・キャッシュ・フロー法（以下、「Ｄ

ＣＦ法」という）を採用しました。シーエス薬品株式会社の株式価値については、類似公開企業の株価に対す

る倍率を基礎として計算するマーケットアプローチの手法である株価倍率法およびインカムアプローチの手法

であるＤＣＦ法を採用し、それぞれ算定を行いました。 

 日興コーディアル証券株式会社は、アルフレッサ ホールディングス株式会社の株式価値については、市場

株価法を採用して算定を行いました。シーエス薬品株式会社の株式価値については、類似上場企業比較法およ

びＤＣＦ法を採用して算定を行いました。 

 アルフレッサ ホールディングス株式会社では、ＧＣＡ株式会社による株式交換比率の算定結果を参考に、

シーエス薬品株式会社では、日興コーディアル証券株式会社による株式交換比率の算定結果を参考に、当事者

間で協議のうえ合意に至り、上記の株式交換比率を決定いたしました。 

（3）交付株式数及びその評価額 

 新株発行による割当交付株式数    1,254,820株 

 評価額                           9,862百万円 

（企業結合等関係）

アルフレッサ ホールディングス株式会社の株式  9,862百万円 

取得に直接要した支出   

株価算定費用等  23百万円 

取得原価  9,886百万円 



５．発生したのれん又は負ののれんの金額、発生原因、償却方法及び償却期間 

（1）のれんの金額 

 3,268百万円 

（2）発生原因 

 将来の超過収益力から発生したものであります。 

（3）償却方法及び償却期間 

 ５年間で均等償却 

６．企業結合日に受け入れた資産及び引き受けた負債の額並びにその主な内訳 

（1）資産の額 

（2）負債の額 

７．企業結合が連結会計年度開始の日に完了したと仮定した場合の当連結会計年度の連結損益計算書に及ぼす影響の

概算額 

（概算額の算定方法および重要な前提条件） 

 概算額の算定につきましては、シーエス薬品株式会社の期首から平成19年９月30日までの数値を記載してお

ります。 

企業結合時に発生したのれんの償却は行っておりません。 

なお、上記の金額については、監査証明を受けておりません。 

・株式会社琉薬 

  

１．結合当事企業の名称及びその事業の内容、企業結合の法的形式、結合後企業の名称、取引の目的を含む取引の概

要 

（1）被取得企業の名称及び事業の内容 

 株式会社琉薬 医薬品等卸売事業 

（2）企業結合を行った主な理由 

 当社と株式会社琉薬は両社の経営資源の有効かつ効率的な活用によって経営基盤の確立をはかり、国民医療

に貢献することを目的として、当社が株式会社琉薬を完全子会社とすることを決定いたしました。 

（3）企業結合日 

 平成19年10月１日 

（4）企業結合の法的形式 

 株式交換 

（5）結合後企業の名称 

 株式会社琉薬 

（6）取得した議決権比率 

 100.0% 

２．連結財務諸表に含まれている被取得企業の業績の期間  

 平成19年10月１日から平成20年３月31日まで  

３．結合当事企業の取得原価及びその内訳 

 取得の対価   

流動資産 64,657百万円

固定資産 6,536百万円

  合計 71,193百万円

流動資産 62,329百万円

固定資産 2,325百万円

  合計 64,654百万円

売上高 88,516百万円

営業利益 △57百万円

経常利益 122百万円

中間純利益 31百万円

アルフレッサ ホールディングス株式会社の株式 6,543百万円

取得に直接要した支出   

株価算定費用等  14百万円 

取得原価  6,557百万円 



４．株式の種類別の交換比率及びその算定方式並びに交付株式数及びその評価額 

（1）株式の種類別の交換比率 

 普通株式  アルフレッサ ホールディングス㈱ １ ： ㈱琉薬 ９ 

（2）交換比率の算定方法 

 株式交換比率の算定にあたって公正性を期すため、アルフレッサ ホールディングス株式会社は、野村證券

株式会社を第三者機関として選定し、株式交換比率の算定を依頼いたしました。 

 野村證券株式会社は、アルフレッサ ホールディングス株式会社の株式価値については、市場株価平均法を

採用して算定を行いました。株式会社琉薬の株式価値については、類似会社比較法およびディスカウンテッ

ド・キャッシュ・フロー法(以下、「ＤＣＦ法」という。)の各評価方法を採用して算定を行いました。 

 これらの野村證券株式会社による算定結果を参考に、当事者間で協議のうえ合意に至り、上記の株式交換比

率を決定いたしました。 

（3）交付株式数及びその評価額 

 新株発行による割当交付株式数    796,050株 

 評価額                      6,543百万円 

５．発生したのれん又は負ののれんの金額、発生原因、償却方法及び償却期間 

（1）のれんの金額 

 1,283百万円 

（2）発生原因 

 将来の超過収益力から発生したものであります。 

（3）償却方法及び償却期間 

 ５年間で均等償却 

６．企業結合日に受け入れた資産及び引き受けた負債の額並びにその主な内訳 

（1）資産の額 

（2）負債の額 

７．企業結合が連結会計年度開始の日に完了したと仮定した場合の当連結会計年度の連結損益計算書に及ぼす影響の

概算額 

（概算額の算定方法および重要な前提条件） 

 概算額の算定につきましては、株式会社琉薬の期首から平成19年９月30日までの数値を記載しております。 

企業結合時に発生したのれんの償却は行っておりません。 

なお、上記の金額については、監査証明を受けておりません。 

当連結会計年度（自 平成20年４月１日 至 平成21年３月31日） 

該当事項はありません。  

  

該当事項はありません。 

有価証券、デリバティブ取引、退職給付、税効果会計、関連当事者情報等に関する注記事項については、決算短信

における開示の必要性が大きくないと考えられるため開示を省略いたします。 

  

流動資産 9,303百万円

固定資産 3,910百万円

  合計 13,214百万円

流動資産 6,704百万円

固定資産 1,235百万円

  合計 7,940百万円

売上高 12,959百万円

営業利益 168百万円

経常利益 284百万円

中間純利益 △803百万円

（重要な後発事象）

（開示の省略）



５．個別財務諸表 
（１）貸借対照表 

（単位：百万円）

前事業年度 
(平成20年３月31日) 

当事業年度 
(平成21年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 9,140 11,738

有価証券 － 2,000

前払費用 207 224

繰延税金資産 29 114

未収還付消費税等 17 －

未収還付法人税等 1,860 2,378

その他 42 46

流動資産合計 11,298 16,501

固定資産   

有形固定資産   

建物 74 75

減価償却累計額 △20 △29

建物（純額） 53 46

工具、器具及び備品 29 29

減価償却累計額 △13 △18

工具、器具及び備品（純額） 15 11

有形固定資産合計 69 57

無形固定資産   

ソフトウエア 3 2

無形固定資産合計 3 2

投資その他の資産   

投資有価証券 58 2,109

関係会社株式 148,791 149,103

関係会社出資金 102 192

長期前払費用 535 420

繰延税金資産 － 330

その他 178 178

投資損失引当金 △408 －

投資その他の資産合計 149,256 152,333

固定資産合計 149,330 152,392

資産合計 160,628 168,894



（単位：百万円）

前事業年度 
(平成20年３月31日) 

当事業年度 
(平成21年３月31日) 

負債の部   

流動負債   

未払金 80 56

未払法人税等 45 27

未払消費税等 － 27

関係会社預り金 2,511 3,890

賞与引当金 30 32

役員賞与引当金 48 21

その他 18 12

流動負債合計 2,734 4,068

固定負債   

繰延税金負債 1,485 －

固定負債合計 1,485 －

負債合計 4,219 4,068

純資産の部   

株主資本   

資本金 4,230 4,230

資本剰余金   

資本準備金 23,749 23,749

その他資本剰余金 110,060 110,060

資本剰余金合計 133,809 133,810

利益剰余金   

その他利益剰余金   

繰越利益剰余金 19,663 29,220

利益剰余金合計 19,663 29,220

自己株式 △1,277 △2,352

株主資本合計 156,425 164,907

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △16 △81

評価・換算差額等合計 △16 △81

純資産合計 156,409 164,826

負債純資産合計 160,628 168,894



（２）損益計算書 

（単位：百万円）

前事業年度 
(自 平成19年４月１日 
 至 平成20年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

営業収益   

受取配当金 9,529 11,917

経営指導料 1,354 1,584

営業収益合計 10,883 13,501

営業費用   

一般管理費 1,255 1,466

営業利益 9,627 12,034

営業外収益   

受取利息 54 91

受取配当金 2 28

還付加算金 5 4

その他 3 7

営業外収益合計 64 131

営業外費用   

支払利息 22 33

支払手数料 25 19

その他 － 0

営業外費用合計 47 52

経常利益 9,645 12,113

特別利益   

投資有価証券売却益 3 －

投資損失引当金戻入額 － 408

特別利益合計 3 408

特別損失   

固定資産除却損 3 1

投資有価証券評価損 － 34

関係会社株式評価損 － 668

合併関連費用 － 431

特別損失合計 3 1,135

税引前当期純利益 9,644 11,386

法人税、住民税及び事業税 74 27

法人税等調整額 5 △1,856

法人税等合計 80 △1,828

当期純利益 9,564 13,215



（３）株主資本等変動計算書 

（単位：百万円）

前事業年度 
(自 平成19年４月１日 
 至 平成20年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

株主資本   

資本金   

前期末残高 4,020 4,230

当期変動額   

株式交換による増加 210 －

当期変動額合計 210 －

当期末残高 4,230 4,230

資本剰余金   

資本準備金   

前期末残高 7,552 23,749

当期変動額   

株式交換による増加 16,196 －

当期変動額合計 16,196 －

当期末残高 23,749 23,749

その他資本剰余金   

前期末残高 110,058 110,060

当期変動額   

自己株式の処分 2 0

当期変動額合計 2 0

当期末残高 110,060 110,060

資本剰余金合計   

前期末残高 117,611 133,809

当期変動額   

株式交換による増加 16,196 －

自己株式の処分 2 0

当期変動額合計 16,198 0

当期末残高 133,809 133,810

利益剰余金   

その他利益剰余金   

繰越利益剰余金   

前期末残高 13,340 19,663

当期変動額   

剰余金の配当 △3,241 △3,658

当期純利益 9,564 13,215

当期変動額合計 6,323 9,556

当期末残高 19,663 29,220

利益剰余金合計   

前期末残高 13,340 19,663

当期変動額   

剰余金の配当 △3,241 △3,658

当期純利益 9,564 13,215

当期変動額合計 6,323 9,556

当期末残高 19,663 29,220



（単位：百万円）

前事業年度 
(自 平成19年４月１日 
 至 平成20年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

自己株式   

前期末残高 △1,210 △1,277

当期変動額   

自己株式の取得 △71 △1,089

自己株式の処分 4 14

当期変動額合計 △67 △1,075

当期末残高 △1,277 △2,352

株主資本合計   

前期末残高 133,761 156,425

当期変動額   

剰余金の配当 △3,241 △3,658

当期純利益 9,564 13,215

株式交換による増加 16,406 －

自己株式の取得 △71 △1,089

自己株式の処分 6 14

当期変動額合計 22,664 8,481

当期末残高 156,425 164,907

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金   

前期末残高 △5 △16

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △11 △64

当期変動額合計 △11 △64

当期末残高 △16 △81

評価・換算差額等合計   

前期末残高 △5 △16

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △11 △64

当期変動額合計 △11 △64

当期末残高 △16 △81

純資産合計   

前期末残高 133,755 156,409

当期変動額   

剰余金の配当 △3,241 △3,658

当期純利益 9,564 13,215

株式交換による増加 16,406 －

自己株式の取得 △71 △1,089

自己株式の処分 6 14

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △11 △64

当期変動額合計 22,653 8,417

当期末残高 156,409 164,826



該当事項はありません。 

  

  

役員の異動 

開示内容が定まった時点で開示いたします。 

  

（４）継続企業の前提に重要な疑義を抱かせる事象又は状況

６．その他
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