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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 129,635 16.9 363 67.8 664 55.0 98 △54.4

20年3月期 110,864 14.6 216 △0.3 428 5.0 215 34.6

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 8.19 ― 1.9 1.4 0.3
20年3月期 17.94 ― 3.9 1.0 0.2

（参考） 持分法投資損益 21年3月期  △4百万円 20年3月期  △3百万円

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 46,987 5,137 10.7 416.67
20年3月期 44,840 5,582 12.3 457.69

（参考） 自己資本   21年3月期  5,006百万円 20年3月期  5,505百万円

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 465 △166 △15 1,072
20年3月期 △1,434 △126 △178 750

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 ― ― ― 7.00 7.00 84 39.0 1.5
21年3月期 ― ― ― 7.00 7.00 84 85.5 1.6

22年3月期 
（予想）

― ― ― 7.00 7.00 24.3

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

68,614 5.1 128 4.9 283 2.2 64 △4.5 5.32

通期 136,259 5.1 382 5.2 683 2.9 347 254.1 28.86

( 1 )



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、１５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）の基礎となる株式数については、２１ページ「１株当たり情報」をご覧ください。 

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  12,572,100株 20年3月期  12,572,100株

② 期末自己株式数 21年3月期  555,570株 20年3月期  542,124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）

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 126,702 15.8 360 212.0 736 77.2 79 △67.0

20年3月期 109,377 14.7 115 △32.3 415 1.4 241 138.8

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 6.64 ―

20年3月期 20.08 ―

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 43,969 5,064 11.5 421.50
20年3月期 42,570 5,582 13.1 464.05

（参考） 自己資本 21年3月期  5,064百万円 20年3月期  5,582百万円

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 

上記の予想は、本資料の発表日現在において入手可能な情報に基づき作成したものであり、実際の業績は、今後様々な要因によって予想数値と異なる場合があり
ます。なお、上記の予想に関連する事項については、添付資料の３ページ「１．経営成績 １）経営成績に関する分析」を参照してください。 
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1. 経営成績 
 
 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問題に端を発した金融不安により、企業

収益の伸び悩みや設備投資の横ばい・株価の著しい下落等、景気の減速感が鮮明となる中、個人消費も

先行の不透明感を懸念し、落ち込みを見せる等厳しい状況で推移いたしました。 

当社の主力商品の大衆薬につきましては、倉出量の右肩下がり基調が続いており、引き続き大変厳し

い環境にあります。しかしながら、高齢化の進展とともに美と健康に関するニーズは着実に増加傾向に

あり、健康維持摂取品という大カテゴリーでいえばマーケットは着実に拡大傾向にあります。また女性

高齢者の最大関心事であるシミ・シワの治療薬とその周辺のスキンケア群のマーケットも着実に増大い

たしております。 

そのような状況の中で当社グループは、大衆薬スタンディングの美と健康と快適な生活にウィングを

持つ新しい中間流通業のビジネスモデルを作ることを掲げ、広域化する有力ドラッグストアとの取引関

係を引き続き強化し、同時に、異業態との取引の開拓・深化にも積極的に取り組んでまいりました結果、

売上の増加を実現する事が出来ました。また、かねてより力を入れて参りましたプライベートブランド

商品の開発と供給、ならびに非価格競争のできる商流力アップに努めましたことにより、大衆薬卸業界

におけるシェアをさらに強固なものとすることが出来ました。他方、医薬品メーカーの合従連衡による

取引条件の悪化に加え、ドラッグストア業界の価格競争の激化を要因とする値下げ要求が一層厳しさを

増し、かつセンターフィーも引き続き上昇傾向が続いたものの、物流関係を中心とする生産性の向上、

販売費一般管理費の圧縮に注力いたしました。 

以上の結果、当連結会計年度の連結売上高は129,635百万円（前年同期比16.9％増）、連結経常利益

は664百万円（前年同期比55.0％増）と増収となりましたが、遊休資産について減損損失を計上した結

果、連結純利益は98百万円（前年同期比54.4％減）と減益となりました。 

 

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。 

１ 医薬品等卸売業につきましては、売上高127,725百万円、営業利益は637百万円となりました。 

２ 医薬品等製造業につきましては、売上高1,056百万円、営業損失は110百万円となりました。 

３ 医薬品等小売業につきましては、売上高1,525百万円、営業損失は78百万円となりました。 

４ その他の事業につきましては、営業損失は6百万円となりました。 

 

（次期の見通し） 

当面の国内景気につきましては、サブプライム問題の余波による株価の低迷、需要の減退等マイナス

要因が重なり、予断を許さぬ状況となっております。 

当社は、このような環境下、引き続き消費者満足を視座に据えた非価格競争力の一層の強化、広域化

そして業態化を基本戦略とし、併せて、業務の効率化・合理化による経費の圧縮により、売上の拡大と

利益率の維持に鋭意努力する所存であります。 

業績見込と致しましては、連結売上高136,259百万円、連結売上総利益14,050百万円、連結営業利益 

382百万円、連結経常利益683百万円、税金等調整前連結当期純利益683百万円、連結当期純利益347百万

円を見込んでおります。 
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 ２）財政状態に関する分析 

（資産、負債、純資産及びキャッシュ・フローの状況に関する分析） 

当連結会計年度末における資産は、前連結会計年度に比べ、受取手形及び売掛金が2,135百万円増加

した事等により、結果として2,147百万円増加の46,987百万円となりました。また、負債は2,592百万円

増加し、41,850百万円、純資産は445百万円減少し、5,137百万円となりました。 

なお、当連結会計年度末における現金及び現金同等物は、期首残高よりも321百万円増加し1,072百万

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） 

営業活動の結果得られた資金は、465百万円（前年同期比1,900百万円増）となりました。これは主と

して、仕入債務の増加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、166百万円（前年同期比36百万円減）となりました。これは主とし

て、固定資産、投資有価証券の取得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、15百万円（前年同期比163百万円減）となりました。 

これは主として、借入金の返済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） 

当社のキャッシュ・フロー指標のトレンドは下記のとおりであります。 

 平成20年３月期 平成21年３月期 

自己資本比率 12.3％ 10.7％

時価ベースの自己資本比率 11.9％ 11.3％

キャッシュ・フロー対有利子負債比率 ― 12.0

インタレスト・カバレッジ・レシオ ― 4.2

自己資本比率：自己資本／総資産 

時価ベースの自己資本比率：株価時価総額／総資産 

キャッシュ・フロー対有利子負債比率：有利子負債／キャッシュ・フロー 

インタレスト・カバレッジ・レシオ：キャッシュ・フロー／利払い 

＊ 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。株式時価総額は自己株式を除く発行済株

式数をベースに計算しております。 

＊ キャッシュ・フローは営業キャッシュ・フローを利用しております。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。 

＊ 平成20年３月期につきましては、営業キャッシュ・フローがマイナスのため、キャッシュ・フロー

対有利子負債比率およびインタレスト・カバレッジ・レシオは算定しておりません。 

 

 ３）利益配分に関する基本方針及び当期・次期の配当 

配当につきましては安定配当を基本に業績に応じた配当を行って参りたいと考えております。内部留

保金は、経営体質の一層の充実と今後の事業展開に活用する予定であります。 

尚、当期の配当につきましては、７円と決定いたしました。 

また、次期の配当予想につきましては、次期業績予想を勘案した結果、７円といたしました。 
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2. 企 業 集 団 の 状 況 
 

最近の有価証券報告書（平成20年６月20日提出）における「事業系統図（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ます。 
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3. 経 営 方 針 
 

 (1) 経営の基本方針、(2) 目標とする経営指標、(3) 中長期的な経営戦略、(4) 会社の対処すべき課題 

平成19年３月期中間決算短信（平成18年11月17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ます。 

当該中間決算短信は、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.ohki-net.co.jp/

 （ジャスダック証券取引所ホームページ（｢ＪＤＳ」検索ページ)） 

  http://jds.jasdaq.co.jp/tekiji/

  

 

以 上 
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4.【連結財務諸表】 
(1)【連結貸借対照表】 

(単位：千円)

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 757,864 1,079,193

受取手形及び売掛金 21,335,481 23,470,719

たな卸資産 9,499,588 9,580,300

繰延税金資産 137,274 203,964

未収入金 3,209,783 3,294,875

その他 107,620 135,588

貸倒引当金 △190,918 △113,118

流動資産合計 34,856,694 37,651,524

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 5,219,135 5,357,452

減価償却累計額 △2,579,043 △2,714,976

建物及び構築物（純額） 2,640,092 2,642,475

機械装置及び運搬具 235,562 237,173

減価償却累計額 △99,661 △144,933

機械装置及び運搬具（純額） 135,901 92,239

土地 3,612,779 3,415,836

その他 387,713 511,156

減価償却累計額 △316,930 △360,056

その他（純額） 70,783 151,100

有形固定資産合計 6,459,556 6,301,652

無形固定資産 197,750 419,753

投資その他の資産   

投資有価証券 2,207,299 1,342,227

関係会社株式 21,926 45,639

関係会社出資金 83,447 －

長期貸付金 － 85,448

関係会社長期貸付金 78,714 2,000

その他 1,048,927 1,609,415

貸倒引当金 △114,135 △469,873

投資その他の資産合計 3,326,179 2,614,857

固定資産合計 9,983,486 9,336,262

資産合計 44,840,180 46,987,787
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(単位：千円)

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 31,121,881 33,148,987

短期借入金 － 4,797,424

社債及び短期借入金 4,497,791 －

未払法人税等 186,060 424,222

賞与引当金 158,895 186,926

返品調整引当金 73,189 84,656

その他 1,129,172 1,318,502

流動負債合計 37,166,990 39,960,720

固定負債   

長期借入金 － 767,140

社債及び長期借入金 769,652 －

繰延税金負債 861,517 370,955

退職給付引当金 311,438 371,353

役員退職慰労引当金 107,429 115,847

その他 40,920 264,608

固定負債合計 2,090,956 1,889,905

負債合計 39,257,947 41,850,625

純資産の部   

株主資本   

資本金 1,751,772 1,751,772

資本剰余金 1,484,841 1,484,841

利益剰余金 2,034,361 2,055,012

自己株式 △255,544 △261,387

株主資本合計 5,015,430 5,030,238

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 490,554 △23,282

評価・換算差額等合計 490,554 △23,282

少数株主持分 76,248 130,204

純資産合計 5,582,233 5,137,161

負債純資産合計 44,840,180 46,987,787
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(2)【連結損益計算書】 

(単位：千円)

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 110,864,635 129,635,627

売上原価 99,488,423 116,268,541

売上総利益 11,376,211 13,367,086

販売費及び一般管理費   

配送・荷造保管費 1,666,149 1,821,423

車両費 109,192 117,287

販売費 5,096,249 5,758,316

給料手当及び賞与 2,274,161 2,658,961

賞与引当金繰入額 158,895 177,540

退職給付費用 133,767 138,464

役員退職慰労引当金繰入額 13,751 13,418

福利厚生費 246,252 277,088

減価償却費 141,855 170,218

貸倒引当金繰入額 － 278,525

その他 1,319,512 1,592,609

販売費及び一般管理費合計 11,159,787 13,003,855

営業利益 216,423 363,231

営業外収益   

受取利息 11,503 20,274

受取配当金 28,916 47,544

仕入割引 118,557 121,371

情報手数料 127,490 156,102

受取家賃 39,916 37,442

その他 77,790 97,320

営業外収益合計 404,175 480,056

営業外費用   

支払利息 108,684 113,347

売上債権売却損 58,937 49,460

為替差損 14,024 4,171

持分法による投資損失 3,459 4,315

その他 7,086 7,899

営業外費用合計 192,192 179,194

経常利益 428,406 664,093

特別利益   

補助金収入 2,856 2,728

受取業務指導料 － 52,380

固定資産売却益 73,195 －

貸倒引当金戻入額 228,580 －

その他 1,200 2,900

特別利益合計 305,832 58,009
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(単位：千円)

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   

固定資産除却損 45,473 3,935

貸倒損失 126,624 －

減損損失 32,103 147,985

固定資産売却損 27,127 20,712

投資有価証券評価損 － 65,646

関係会社株式評価損 － 4,645

その他 11,941 8,698

特別損失合計 243,270 251,624

税金等調整前当期純利益 490,968 470,478

法人税、住民税及び事業税 278,678 555,349

法人税等調整額 △1,129 △208,620

法人税等合計 277,549 346,728

少数株主利益又は少数株主損失（△） △2,528 25,290

当期純利益 215,947 98,458
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(3)【連結株主資本等変動計算書】 

(単位：千円)

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 1,751,772 1,751,772

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 1,751,772 1,751,772

資本剰余金   

前期末残高 1,484,841 1,484,841

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 1,484,841 1,484,841

利益剰余金   

前期末残高 1,890,667 2,034,361

当期変動額   

剰余金の配当 △72,252 △84,209

当期純利益 215,947 98,458

連結範囲の変動 － 6,401

当期変動額合計 143,694 20,650

当期末残高 2,034,361 2,055,012

自己株式   

前期末残高 △249,632 △255,544

当期変動額   

自己株式の取得 △5,912 △5,842

当期変動額合計 △5,912 △5,842

当期末残高 △255,544 △261,387

株主資本合計   

前期末残高 4,877,648 5,015,430

当期変動額   

剰余金の配当 △72,252 △84,209

当期純利益 215,947 98,458

連結範囲の変動 － 6,401

自己株式の取得 △5,912 △5,842

当期変動額合計 137,781 14,808

当期末残高 5,015,430 5,030,238
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(単位：千円)

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 558,139 490,554

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △67,584 △513,837

当期変動額合計 △67,584 △513,837

当期末残高 490,554 △23,282

評価・換算差額等合計   

前期末残高 558,139 490,554

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △67,584 △513,837

当期変動額合計 △67,584 △513,837

当期末残高 490,554 △23,282

少数株主持分   

前期末残高 83,556 76,248

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △7,307 53,956

当期変動額合計 △7,307 53,956

当期末残高 76,248 130,204

純資産合計   

前期末残高 5,519,343 5,582,233

当期変動額   

剰余金の配当 △72,252 △84,209

当期純利益 215,947 98,458

連結範囲の変動 － 6,401

自己株式の取得 △5,912 △5,842

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △74,892 △459,880

当期変動額合計 62,889 △445,072

当期末残高 5,582,233 5,137,161
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(4)【連結キャッシュ・フロー計算書】 

(単位：千円)

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 490,968 470,478

減価償却費 251,524 269,073

減損損失 32,103 147,985

持分法による投資損益（△は益） 3,459 4,315

のれん償却額 50,039 102,608

固定資産売却益 △73,195 －

固定資産売却損 27,127 －

固定資産除却損 45,473 3,935

固定資産売却損益（△は益） － 20,712

投資有価証券評価損益（△は益） － 65,646

関係会社株式評価損 － 4,645

貸倒引当金の増減額（△は減少） △309,005 277,920

賞与引当金の増減額（△は減少） △4,668 24,322

退職給付引当金の増減額（△は減少） 3,090 42,111

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 13,751 8,418

返品調整引当金の増減額（△は減少） 9,276 11,466

受取利息及び受取配当金 △40,420 △67,819

支払利息 108,684 113,347

売上債権の増減額（△は増加） △2,233,674 △2,727,635

たな卸資産の増減額（△は増加） △1,441,744 261,934

未収入金の増減額（△は増加） △607,952 △83,941

仕入債務の増減額（△は減少） 2,375,686 1,782,145

未払金の増減額（△は減少） 184,721 △101,270

未払消費税等の増減額（△は減少） △18,879 164,818

長期未払金の増減額（△は減少） － △25,852

その他 △42,185 63,963

小計 △1,175,817 833,331

利息及び配当金の受取額 43,739 63,641

利息の支払額 △110,947 △109,845

法人税等の支払額 △191,832 △321,356

営業活動によるキャッシュ・フロー △1,434,857 465,770
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(単位：千円)

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 △7,000 △47,000

定期預金の払戻による収入 7,000 47,000

有形固定資産の取得による支出 △64,083 △154,409

有形固定資産の売却による収入 91,732 105,000

無形固定資産の取得による支出 △40,620 △28,539

無形固定資産の売却による収入 － 153

投資有価証券の取得による支出 △79,523 △105,068

投資有価証券の売却による収入 28,176 49,824

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による
支出

△55,128 △160

関係会社株式の取得による支出 △40 △12,993

のれんの取得による支出 － △50,000

その他投資の取得による支出 △6,753 －

その他投資の回収による収入 4,352 －

貸付けによる支出 － △201,800

貸付金の回収による収入 － 215,452

その他 △4,875 15,772

投資活動によるキャッシュ・フロー △126,764 △166,766

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） 454,483 56,866

長期借入れによる収入 900,000 418,160

長期借入金の返済による支出 △1,431,442 △306,679

社債の償還による支出 △20,000 △90,000

配当金の支払額 △71,909 △84,169

少数株主への配当金の支払額 △4,198 △4,198

自己株式の取得による支出 △5,912 △5,842

財務活動によるキャッシュ・フロー △178,978 △15,863

現金及び現金同等物に係る換算差額 － △50

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △1,740,600 283,090

現金及び現金同等物の期首残高 2,491,464 750,864

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 － 42,570

連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 － △4,332

現金及び現金同等物の期末残高 750,864 1,072,193
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（５）継続企業の前提に関する注記 

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。 

 

（６）連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項 

 

 
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) 連結子会社数 ７社 

リブ・ラボラトリーズ㈱ 

㈱エコ・ファクトリー 

岡内大木㈱ 

大木製薬㈱ 

エーアイピー大木㈱ 

大阪小売振興匿名組合 

㈱ヤクショー 

 当連結会計年度から大阪小売振興

匿名組合及び㈱ヤクショーを連結子

会社に含めております。これは、大

阪小売振興匿名組合については重要

性が増したため、㈱ヤクショーにつ

いては、当連結会計年度中に新たに

株式を追加取得したことにより、子

会社に該当することとなったため、

連結子会社に含めることとしたもの

であります。 

また、当連結会計年度より重要性が

乏しい㈱ヘルスタージャパン及び㈱

ディー・エス・エスプロモーション

を連結の範囲から除外しておりま

す。 

 (2) 主要な非連結子会社の名称等 

主要な非連結子会社 

㈱ヘルスタージャパン 

㈱ディー・エス・エスプロモーショ

ン 

増田薬品㈱ 

当連結会計年度において㈱ヤクショ

ーを子会社化したことに伴ない、同

社の子会社である増田薬品㈱も子会

社に該当することとなりました。 

2. 持分法の適用に関する事項 (1) 持分法適用の非連結子会社 

   該当事項はありません。 

 (2) 持分法適用の関連会社数   ２社

大木化粧品㈱ 

㈱アルファー 

 当連結会計年度から㈱アルファー

を持分法適用関連会社に含めており

ます。これは、当連結会計年度中に

新たに㈱アルファー株式を取得した

ことにより、関連会社に該当するこ

ととなったため、持分法適用の関連

会社に含めることとしたものであり

ます。 

なお大分化粧品㈱は当連結会計年

度において、大木化粧品㈱へと商号

変更しております。 
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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) 持分法を適用していない非連結子会

社、関連会社 

㈱ヘルスタージャパン 

㈱ディー・エス・エスプロモーショ

ン 

増田薬品㈱ 

 （持分法を適用しない理由） 

持分法非適用会社は、それぞれ当期 

 純損益及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。 

 (4) 持分法の適用の手続きについて特に

記載する必要があると認められる事

項 

 すべての持分法適用会社の事業年度の

末日は連結会計年度と一致しておりま

す。 

3.連結子会社の事業年度等に関 

する事項 

連結子会社のうち、決算日が異なる会

社については、当該会社の事業年度に係

る財務諸表を使用しております。 

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 

 ② たな卸資産 

   通常の販売目的で保有するたな卸

資産 

   評価基準は原価法（収益性の低下

  による簿価切下げの方法）によって

おります。 

商品・・・主として移動平均法 

  原材料及び貯蔵品・・・ 

主として最終仕入原価法 

  製品及び仕掛品・・・ 

主として移動平均法 

 

 

(2)重要な減価償却資産の減価償却の方

法 

③リース資産 

 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

をゼロとする定額法によっております。

 
 
 なお、上記１～４に記載のもの以外は、最近の有価証券報告書（平成20年６月20日提出）における記載から重要な変

更がないため開示を省略します。 
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（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 

 （会計方針の変更） 

 
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)

  
（棚卸資産の評価に関する会計基準） 

当連結会計年度より「棚卸資産の評価に関する会計基準」（企業会計基準委員会 平成18年

7月5日 企業会計基準第9号）を適用し、評価基準については、原価法から原価法（収益性の

低下による簿価切下げの方法）に変更しております。 

 当該変更に伴う損益に与える影響はありません。 

 

（リース取引に関する会計基準等） 

所有権移転外ファイナンス・リース取引については、従来、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方法に準じた会計処理によっております。 

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

日以前のものについては、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。 

当該変更に伴う損益に与える影響はありません。 

 

 

 

（表示方法の変更） 

 
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） 

前連結会計年度において一括掲記しておりました「社債及び短期借入金」は、EDINETへの

XBRL導入に伴い連結財務諸表の比較可能性を向上するため、当連結会計年度においてはそれぞ

れ「短期借入金」（前連結会計年度4,477,791千円）、「その他」（前連結会計年度20,000千

円）として表示しております。 

前連結会計年度において一括掲記しておりました「社債及び長期借入金」は、EDINETへの

XBRL導入に伴い連結財務諸表の比較可能性を向上するため、当連結会計年度においてはそれぞ

れ「長期借入金」（前連結会計年度719,652千円）、「その他」（前連結会計年度50,000千円）

として表示しております。 

 

（連結損益計算書） 

前連結会計年度において「その他」として表示しておりました「投資有価証券評価損」（前

連結会計年度269千円）は、重要性が増したため、当連結会計年度においては区分掲記しており

ます。 

 

（連結キャッシュ・フロー計算書） 

前連結会計年度において区分掲記しておりました「固定資産売却益」及び「固定資産売却

損」は、EDINETへのXBRL導入に伴い連結財務諸表の比較可能性を向上するため、当連結会計年

度においては「固定資産売却損益（△は益）」として一括掲記しております。 

前連結会計年度において「その他」として表示しておりました「投資有価証券評価損益（△

は益）」（前連結会計年度269千円）は、重要性が増したため、当連結会計年度においては区分

掲記しております。 
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ファイル名:注記追加.doc 更新日時:5/15/2009 4:46:00 PM 印刷日時:09/05/15  
 

 

注 記 事 項 

 連結貸借対照表、連結損益計算書、連結株主資本等変動計算書、連結キャッシュ・フロー計算書に関する

注記事項については、決算発表時における開示の必要性が大きくないと考えられるため記載を省略します。 

 リース取引、関連当事者情報、税効果会計、有価証券、デリバティブ取引、退職給付、ストック・オプシ

ョン等、企業結合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

るため開示を省略します。 
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 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)において、全セグメントの売上高

の合計、営業利益及び全セグメントの資産の金額の合計額に占める「医薬品等卸売業」の割合がいず

れも90％を超えているため、事業の種類別セグメント情報の記載を省略しております。 

  

  

 
(注) １ 事業の区分は、内部管理上採用している区分によっております。 

２ 各区分の主な製品 

（1）医薬品等卸売業……医薬品、健康食品、薬品等 

（2）医薬品等製造業……医薬品、日用品、殺鼠剤等 

（3）医薬品等小売業……医薬品、健康食品、薬品等 

（4）その他の事業………再生支援事業 

３ 追加情報 

  第２四半期連結会計期間より、新たに「医薬品等小売業」を追加しておりますが、これは連結子会社の増加

によるものです。 

４ 営業費用のうち、消去又は全社の項目に含めた配賦不能営業費用（163,456千）の主なものは、親会社本社

の総務部門等管理部門に係る費用であります。 

５ 資産のうち、消去又は全社の項目に含めた全社資産（1,353,966千円）の主なものは、親会社での余資運用

資金（現金及び有価証券）、長期投資資金（投資有価証券）及び管理部門に係る資産等であります。 

６ 減価償却費及び資本的支出には長期前払費用とその償却額が含まれております。 

  

(セグメント情報)

【事業の種類別セグメント情報】

 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)

医薬品等 
卸売業 
(千円)

医薬品等
製造業 
(千円)

医薬品等
小売業 
(千円)

その他の
事業 
(千円)

計
  

(千円)

消去又は 
全社 
(千円)

連結
  

(千円)

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

127,491,292 618,961 1,525,373 ― 129,635,627 ― 129,635,627

 (2) セグメント間の 
   内部売上高 
   又は振替高

234,470 437,769 ― ― 672,240 △ 672,240 ―

計 127,725,763 1,056,731 1,525,373 ― 130,307,868 △ 672,240 129,635,627

  営業費用 127,087,763 1,167,192 1,603,822 6,801 129,865,580 △ 593,183 129,272,396

  営業利益又は 
  営業損失（△）

637,999 △ 110,461 △ 78,448 △ 6,801 442,288 △ 79,056 363,231

Ⅱ 資産、減価償却費 
  及び資本的支出

  資産 43,221,093 1,822,887 981,158 116,737 46,141,876 845,910 46,987,787

  減価償却費 210,812 108,719 52,371 371,903 371,903

  資本的支出 219,154 85,122 254,301 558,578 △ 72,047 486,530 
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 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）及び当連結会計年度（自 平成

20年４月１日 至 平成21年３月31日）において、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する事項はありません。 

  

 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）及び当連結会計年度（自 平成

20年４月１日 至 平成21年３月31日）において、海外売上高がないため該当する事項はありませ

ん。 

  

【所在地別セグメント情報】

【海外売上高】
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ファイル名:0903連結注記３.doc 更新日時:5/11/2009 8:25:00 AM 印刷日時:09/05/15 17:08 
 
 

 
 
（１株当たり情報） 

 
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 416.67 円 

１株当たり当期純利益金額 8.19 円 

 

 なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記

載しておりません。 

 

１株当たり当期純利益金額の算定上の基礎 

連結損益計算書上の当期純利益 98,458 千円

普通株式に係る当期純利益 98,458 千円
 

普通株主に帰属しない金額 該当事項はありません。 
 

普通株式の期中平均株式数 12,024,004 株 
 

 

 （重要な後発事象） 

該当事項はありません。 
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5.【個別財務諸表】 
(1)【貸借対照表】 

(単位：千円)

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 275,655 280,554

受取手形 691,017 813,732

売掛金 19,972,541 22,275,225

商品 8,107,838 8,371,280

前渡金 31,390 55,625

前払費用 41,454 46,965

繰延税金資産 132,058 185,772

未収入金 3,282,447 3,291,720

立替金 470,122 370,122

その他 213,201 195,999

貸倒引当金 △181,637 △221,285

流動資産合計 33,036,090 35,665,712

固定資産   

有形固定資産   

建物 3,744,198 3,702,213

減価償却累計額 △1,770,318 △1,845,856

建物（純額） 1,973,879 1,856,357

構築物 169,898 169,067

減価償却累計額 △77,402 △84,036

構築物（純額） 92,496 85,031

機械及び装置 34,539 34,539

減価償却累計額 △19,958 △22,533

機械及び装置（純額） 14,581 12,005

工具、器具及び備品 217,177 219,882

減価償却累計額 △183,340 △188,544

工具、器具及び備品（純額） 33,837 31,337

土地 3,251,541 3,161,904

リース資産 － 84,696

減価償却累計額 － △8,541

リース資産（純額） － 76,155

有形固定資産合計 5,366,334 5,222,792

無形固定資産   

特許出願権 4,312 2,062

ソフトウエア 43,056 36,379

電話加入権 16,275 14,938

施設利用権 455 296

リース資産 － 13,536

無形固定資産合計 64,100 67,213
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(単位：千円)

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) 

投資その他の資産   

投資有価証券 2,203,131 1,338,002

関係会社株式 388,689 395,987

関係会社出資金 83,447 80,045

出資金 3,733 4,118

関係会社長期貸付金 500,714 470,714

破産更生債権等 83,944 443,052

差入保証金 847,293 881,849

その他 109,752 112,778

貸倒引当金 △116,893 △713,049

投資その他の資産合計 4,103,813 3,013,500

固定資産合計 9,534,248 8,303,507

資産合計 42,570,339 43,969,220

負債の部   

流動負債   

支払手形 7,095,954 7,766,406

買掛金 23,691,557 25,115,775

短期借入金 2,900,000 2,800,000

1年内返済予定の長期借入金 110,000 85,000

リース債務 － 22,337

未払金 942,933 989,890

未払費用 3,610 2,919

未払法人税等 164,276 371,782

未払消費税等 － 123,286

前受金 18,825 9,873

預り金 32,758 48,169

賞与引当金 143,201 141,899

返品調整引当金 63,844 75,425

その他 57,837 79,702

流動負債合計 35,224,799 37,632,468

固定負債   

長期借入金 535,000 450,000

リース債務 － 71,839

繰延税金負債 814,532 284,719

退職給付引当金 291,987 334,994

役員退職慰労引当金 80,650 89,310

その他 40,920 40,920

固定負債合計 1,763,089 1,271,783

負債合計 36,987,888 38,904,251
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(単位：千円)

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) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 1,751,772 1,751,772

資本剰余金   

資本準備金 1,475,126 1,475,126

その他資本剰余金 11,200 11,200

資本剰余金合計 1,486,327 1,486,327

利益剰余金   

利益準備金 137,000 137,000

その他利益剰余金   

固定資産圧縮積立金 949,511 944,212

別途積立金 454,000 454,000

繰越利益剰余金 562,622 563,517

利益剰余金合計 2,103,134 2,098,729

自己株式 △250,713 △256,555

株主資本合計 5,090,520 5,080,272

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 491,930 △15,303

評価・換算差額等合計 491,930 △15,303

純資産合計 5,582,450 5,064,968

負債純資産合計 42,570,339 43,969,220
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(2)【損益計算書】 

(単位：千円)

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) 

売上高 109,377,968 126,702,755

売上原価   

商品期首たな卸高 6,747,474 8,107,838

当期商品仕入高 100,781,045 115,461,063

合計 107,528,519 123,568,902

商品他勘定振替高 5,104 5,044

商品期末たな卸高 8,107,838 8,371,280

売上原価合計 99,415,576 115,192,578

売上総利益 9,962,391 11,510,177

返品調整引当金戻入額 55,200 63,844

返品調整引当金繰入額 63,844 75,425

差引売上総利益 9,953,746 11,498,596

販売費及び一般管理費   

配送・荷造保管費 1,542,413 1,692,474

車両費 94,398 89,793

販売費 4,627,761 5,188,468

給料手当及び賞与 1,925,572 2,110,876

賞与引当金繰入額 143,201 141,899

退職給付費用 131,316 131,212

役員退職慰労引当金繰入額 8,726 8,660

福利厚生費 225,533 238,208

減価償却費 107,812 124,017

貸倒引当金繰入額 － 327,258

貸倒損失 5,717 0

その他 1,025,744 1,085,211

販売費及び一般管理費合計 9,838,198 11,138,080

営業利益 115,548 360,516

営業外収益   

受取利息 19,835 28,881

受取配当金 40,721 59,362

仕入割引 125,519 133,196

情報手数料 128,090 156,700

受取家賃 56,826 52,815

その他 64,698 72,942

営業外収益合計 435,692 503,900

営業外費用   

支払利息 71,422 69,497

売上債権売却損 57,538 49,341

その他 6,652 9,045

営業外費用合計 135,613 127,884
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(単位：千円)

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) 

経常利益 415,627 736,531

特別利益   

補助金収入 2,856 2,728

受取業務指導料 － 52,380

貸倒引当金戻入額 267,403 －

投資有価証券売却益 1,200 500

固定資産売却益 72,138 62,506

その他 － 2,400

特別利益合計 343,598 120,516

特別損失   

固定資産除却損 43,119 －

固定資産売却損 27,127 15,912

投資有価証券売却損 276 －

投資有価証券評価損 269 65,646

関係会社株式評価損 21,924 6,717

貸倒引当金繰入額 － 308,544

貸倒損失 126,624 －

減損損失 32,103 120,379

その他 － 3,290

特別損失合計 251,446 520,490

税引前当期純利益 507,778 336,557

法人税、住民税及び事業税 256,050 492,287

法人税等調整額 9,995 △235,535

法人税等合計 266,045 256,752

当期純利益 241,732 79,804
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(3)【株主資本等変動計算書】 

(単位：千円)

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 1,751,772 1,751,772

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 1,751,772 1,751,772

資本剰余金   

資本準備金   

前期末残高 1,475,126 1,475,126

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 1,475,126 1,475,126

その他資本剰余金   

前期末残高 11,200 11,200

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 11,200 11,200

資本剰余金合計   

前期末残高 1,486,327 1,486,327

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 1,486,327 1,486,327

利益剰余金   

利益準備金   

前期末残高 137,000 137,000

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 137,000 137,000

その他利益剰余金   

固定資産圧縮積立金   

前期末残高 958,084 949,511

当期変動額   

固定資産圧縮積立金の取崩 △8,572 △5,299

当期変動額合計 △8,572 △5,299

当期末残高 949,511 944,212

別途積立金   

前期末残高 454,000 454,000

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 454,000 454,000
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(単位：千円)

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) 

繰越利益剰余金   

前期末残高 384,570 562,622

当期変動額   

固定資産圧縮積立金の取崩 8,572 5,299

剰余金の配当 △72,252 △84,209

当期純利益 241,732 79,804

当期変動額合計 178,052 894

当期末残高 562,622 563,517

利益剰余金合計   

前期末残高 1,933,654 2,103,134

当期変動額   

固定資産圧縮積立金の取崩 － －

剰余金の配当 △72,252 △84,209

当期純利益 241,732 79,804

当期変動額合計 169,480 △4,404

当期末残高 2,103,134 2,098,729

自己株式   

前期末残高 △244,800 △250,713

当期変動額   

自己株式の取得 △5,912 △5,842

当期変動額合計 △5,912 △5,842

当期末残高 △250,713 △256,555

株主資本合計   

前期末残高 4,926,952 5,090,520

当期変動額   

剰余金の配当 △72,252 △84,209

当期純利益 241,732 79,804

自己株式の取得 △5,912 △5,842

当期変動額合計 163,567 △10,247

当期末残高 5,090,520 5,080,272
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(単位：千円)

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) 

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金   

前期末残高 557,868 491,930

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △65,937 △507,234

当期変動額合計 △65,937 △507,234

当期末残高 491,930 △15,303

評価・換算差額等合計   

前期末残高 557,868 491,930

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △65,937 △507,234

当期変動額合計 △65,937 △507,234

当期末残高 491,930 △15,303

純資産合計   

前期末残高 5,484,820 5,582,450

当期変動額   

剰余金の配当 △72,252 △84,209

当期純利益 241,732 79,804

自己株式の取得 △5,912 △5,842

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △65,937 △507,234

当期変動額合計 97,630 △517,482

当期末残高 5,582,450 5,064,968
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(4) 継続企業の前提に関する注記 

当事業年度（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。 
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６.その他 

（１）役員の異動（平成21年6月19日付予定） 

 

代表者の異動 

該当事項はありません。 

 

その他役員の異動 

新任取締役候補   

取締役  川上 眞吾（現 株式会社リードヘルスケア 代表取締役社長） 

     取締役  植木 雅昭（現 当社執行役員営業本部副本部長） 

     取締役  長   洋（現 当社常務執行役員業務本部長） 

 

（注）新任取締役候補者 川上 眞吾氏は、会社法第２条第１５号に規定する 

社外取締役候補であります。 
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