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1.  平成22年3月期第1四半期の連結業績（平成21年4月1日～平成21年6月30日） 

 

(2) 連結財政状態 

  

(1) 連結経営成績（累計） （％表示は対前年同四半期増減率）

売上高 営業利益 経常利益 四半期純利益
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

22年3月期第1四半期 626,816 1.5 2,447 △68.7 4,953 △58.4 △799 ―

21年3月期第1四半期 617,581 ― 7,807 ― 11,921 ― 6,683 ―

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

22年3月期第1四半期 △3.35 ―

21年3月期第1四半期 28.02 27.89

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

22年3月期第1四半期 1,133,338 292,026 25.8 1,231.87
21年3月期 1,117,287 294,500 26.4 1,229.34

（参考） 自己資本   22年3月期第1四半期  292,026百万円 21年3月期  294,500百万円

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

21年3月期 ― 11.00 ― 7.00 18.00

22年3月期 ―

22年3月期 
（予想）

9.00 ― 9.00 18.00

3.  平成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）

（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

第2四半期 
連結累計期間

1,263,000 2.5 6,600 △38.3 10,700 △42.2 1,800 △82.9 7.60

通期 2,551,000 3.5 20,000 48.6 27,700 △4.5 9,900 △20.9 42.00



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５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） 

(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 

第２四半期連結累計期間及び通期の連結業績予想は、平成21年５月15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７月31日付で
開示いたしました「連結業績予想（第２四半期・通期）の修正に関するお知らせ」をご参照ください。 

新規 ―社 （社名 ） 除外 ―社 （社名 ）

① 会計基準等の改正に伴う変更 無

② ①以外の変更 無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 22年3月期第1四半期 244,524,496株 21年3月期  244,524,496株

② 期末自己株式数 22年3月期第1四半期  7,464,335株 21年3月期  4,963,671株

③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 22年3月期第1四半期 238,834,008株 21年3月期第1四半期 238,538,526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１四半期連結累計期間におけるわが国経済は、設備投資が大幅に減少し、雇用情勢が急速に悪化するな

ど、景気は、依然厳しいものの、個人消費の持ち直しの動きもみられる状況にあります。 

 このような経済状況の中、当社グループは、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。また、将来にわたる安定的な収益確保を見据えた積

極的な投資を行っております。   

 当第１四半期連結累計期間における売上高は6,268億16百万円（前年同期比1.5％増）、営業利益は24億47百万

円（前年同期比68.7％減）、経常利益は49億53百万円（前年同期比58.4％減）、四半期純損失は７億99百万円

（前年同期は四半期純利益66億83百万円）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。 

医療用医薬品等卸売事業 

 医療用医薬品の販売は、新製品や需要が拡大する生活習慣病薬について、販売と情報提供を積極的に行うとと

もに、合理的な販売価格の維持と適正利益の確保に努めました。 

 また、物流の全体最適を実現することを最重要テーマとして、当社の完全子会社である株式会社クラヤ三星堂

（東京都中央区）は、横浜市戸塚区にエリア・ロジスティクス・センター（神奈川ＡＬＣ）を建設し、平成21年

５月23日に竣工いたしました。これにより、お得意様に高機能かつ低コストの物流機能を提供することが可能と

なりました。今後ともさらに、生産性の向上を図るとともに、地域医療に貢献してまいります。 

 一方、医療用医薬品等卸売事業におけるお得意様との厳しい販売価格交渉や卸間競争の激化により、収益環境

が急速に悪化したことを踏まえ、当社および当社の完全子会社である医療用医薬品等卸売事業会社の役員および

管理職を対象に報酬等の減額を行うとともに、さらなる経営合理化策の一環として、当社の完全子会社である医

療用医薬品等卸売事業会社を対象とし、平成21年９月30日を退職日とする希望退職者の募集を行い、２５７名の

応募がありました。 

 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4,443億95百万円（前年同期比1.7％増）、営業利益

は６億14百万円（前年同期比90.2％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、一般用医薬品の販売は、依然として個人消費の動きが弱い中、生産から消費までのサプライ

チェーン全体の生産性向上に貢献できる企業体制構築に注力いたしました。平成21年４月１日付で、これまで分

離していた化粧品・日用品とヘルスケアの営業体制を一本化し、お得意様のニーズにさらに対応できる体制を構

築いたしました。北海道地区におきましては、大規模ハイテク物流センター（ＲＤＣ北海道）を建設し、平成21

年５月27日に稼動いたしました。これにより、同地区における物流機能を集約し、高品質・低コストの物流体制

を整えました。 

 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1,818億58百万円（前年同期比1.3％

増）、営業利益は18億45百万円（前年同期比24.0％増）となりました。  

関連事業 

 食品添加物の販売は、「食の安全」問題から引き続き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。また、化学工業薬品の販売は、半導体・ＩＴ関連業界の在庫調整が進み、回復基調となりましたが、依然と

して厳しい状況が続いております。 

 このような中、経営の合理化をめざし、当社の完全子会社であるクラヤ化成株式会社は、物流機能を有した新

しい本社施設（長野県千曲市）を建設し、平成21年５月７日に移転いたしました。 

 これらの結果、関連事業における売上高は10億95百万円（前年同期比26.7％減）、営業損失は15百万円（前年

同期は営業利益16百万円）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。  



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１四半期連結会計期間末における総資産は１兆1,333億38百万円となり、前連結会計年度末より160億50百

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195億98百万円増加したことによるものでありま

す。 

 負債は8,413億11百万円となり、前連結会計年度末より185億25百万円増加いたしました。これは主に支払手形

及び買掛金が90億99百万円、未払金（流動負債その他）が65億40百万円増加したことによるものであります。 

 純資産は2,920億26百万円となり、前連結会計年度末より24億74百万円減少いたしました。これは主に、その

他有価証券評価差額金が27億85百万円増加したものの、利益剰余金が24億74百万円減少し、自己株式が27億83百

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１四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、前連結会計年度末より

195億81百万円減少（14.2％減）し、当第１四半期連結会計期間末には1,184億85百万円となりました。 

（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、78億72百万円（前年同期は64億42百万円の増加）となりました。これは主に、

特別退職金58億65百万円、仕入債務の増加90億99百万円があったものの、売上債権の増加197億12百万円があっ

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、97億42百万円（前年同期比25億75百万円の増加）となりました。これは主に、

神奈川ＡＬＣやＲＤＣ北海道等の有形固定資産の取得による支出85億30百万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、20億10百万円（前年同期比30億94百万円の減少）となりました。これは主に、

自己株式の取得による支出27億83百万円によるものであります。 

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において、適正利益の確保に努めるなどにより、販売価格が想定以上に安定すること

が見込まれます。 

 また、平成21年５月15日に発表いたしました、当社連結対象の完全子会社である医療用医薬品等卸売事業会社

（８社）を対象とした希望退職者募集の結果が、募集人数1,000名に対して、257名の応募となったことにより、

特別割増退職金の支給総額が減少いたします。 

 なお、希望退職者募集の結果が、当初の予定数を下回ったことにより、販売費及び一般管理費につきまして

は、人件費の増加が見込まれるものの、諸経費等の削減により、前回予想どおりの結果が見込まれます。 

 これらの状況を踏まえ、平成22年３月期第２四半期連結累計期間連結業績予想数値ならびに平成22年３月期通

期連結業績予想数値を修正いたしました。詳細につきましては、平成21年７月31日付で開示いたしました「連結

業績予想（第２四半期・通期）の修正に関するお知らせ」をご参照ください。   



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簡便な会計処理 

 （たな卸資産の評価方法） 

 当第１四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前連結会計年度末に係る実

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１四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 

 該当事項はありません。 



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１四半期連結会計期間末
(平成21年６月30日) 

前連結会計年度末に係る 
要約連結貸借対照表 
(平成21年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 123,990 143,292

受取手形及び売掛金 576,441 556,842

商品及び製品 119,620 115,143

繰延税金資産 8,633 6,960

未収入金 49,199 50,013

その他 4,362 3,519

貸倒引当金 △1,499 △1,565

流動資産合計 880,747 874,206

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 67,836 60,818

土地 87,594 83,072

建設仮勘定 5,473 11,006

その他（純額） 16,116 15,938

有形固定資産合計 177,020 170,836

無形固定資産   

のれん 5,193 5,916

ソフトウエア 4,708 3,932

その他 2,915 3,455

無形固定資産合計 12,818 13,304

投資その他の資産   

投資有価証券 48,686 44,177

長期貸付金 368 414

繰延税金資産 241 342

その他 15,583 16,132

貸倒引当金 △2,127 △2,127

投資その他の資産合計 62,751 58,939

固定資産合計 252,590 243,080

資産合計 1,133,338 1,117,287



（単位：百万円）

当第１四半期連結会計期間末
(平成21年６月30日) 

前連結会計年度末に係る 
要約連結貸借対照表 
(平成21年３月31日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 725,866 716,767

短期借入金 32,750 28,813

1年内返済予定の長期借入金 2,988 3,488

未払法人税等 1,456 532

賞与引当金 5,648 7,517

返品調整引当金 753 726

その他 31,982 23,537

流動負債合計 801,446 781,382

固定負債   

長期借入金 6,500 6,999

繰延税金負債 8,494 7,600

再評価に係る繰延税金負債 1,626 1,628

退職給付引当金 16,193 16,779

その他 7,049 8,396

固定負債合計 39,864 41,403

負債合計 841,311 822,786

純資産の部   

株主資本   

資本金 22,398 22,398

資本剰余金 134,625 134,625

利益剰余金 158,322 160,797

自己株式 △10,565 △7,782

株主資本合計 304,780 310,038

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 4,923 2,137

土地再評価差額金 △17,677 △17,675

評価・換算差額等合計 △12,754 △15,537

純資産合計 292,026 294,500

負債純資産合計 1,133,338 1,117,287



（２）四半期連結損益計算書 
（第１四半期連結累計期間） 

（単位：百万円）

前第１四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年６月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年６月30日) 

売上高 617,581 626,816

売上原価 565,732 581,314

売上総利益 51,849 45,502

返品調整引当金戻入額 964 726

返品調整引当金繰入額 825 753

差引売上総利益 51,988 45,475

販売費及び一般管理費   

給料及び手当 16,393 16,237

福利厚生費 2,415 2,322

賞与引当金繰入額 4,415 3,978

退職給付費用 1,686 2,116

配送費 4,008 3,713

地代家賃 1,479 1,311

減価償却費 2,693 2,407

貸倒引当金繰入額 138 14

のれん償却額 841 722

その他 10,109 10,203

販売費及び一般管理費合計 44,180 43,028

営業利益 7,807 2,447

営業外収益   

受取利息 33 27

受取配当金 509 876

情報提供料収入 1,357 1,441

不動産賃貸料 420 234

負ののれん償却額 1,913 －

その他 350 336

営業外収益合計 4,585 2,916

営業外費用   

支払利息 197 198

不動産賃貸費用 250 145

その他 23 66

営業外費用合計 471 410

経常利益 11,921 4,953



（単位：百万円）

前第１四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年６月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年６月30日) 

特別利益   

固定資産売却益 5 0

貸倒引当金戻入額 964 33

抱合せ株式消滅差益 － 322

その他 3 0

特別利益合計 973 357

特別損失   

固定資産除売却損 206 99

減損損失 1,322 208

特別退職金 － 5,865

その他 25 95

特別損失合計 1,554 6,269

税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期
純損失（△）

11,341 △957

法人税、住民税及び事業税 5,539 1,972

法人税等調整額 △876 △2,130

法人税等合計 4,663 △158

少数株主損失（△） △5 －

四半期純利益又は四半期純損失（△） 6,683 △799



（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

（単位：百万円）

前第１四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年６月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年６月30日) 

営業活動によるキャッシュ・フロー   

税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半
期純損失（△）

11,341 △957

減価償却費 2,844 2,594

減損損失 1,322 208

のれん償却額 841 722

負ののれん償却額 △1,913 －

退職給付引当金の増減額（△は減少） 145 △179

賞与引当金の増減額（△は減少） △2,418 △1,870

貸倒引当金の増減額（△は減少） △890 △65

特別退職金 － 5,865

売上債権の増減額（△は増加） △15,524 △19,712

たな卸資産の増減額（△は増加） △6,387 △4,476

仕入債務の増減額（△は減少） 24,170 9,099

その他 1,523 2,350

小計 15,053 △6,422

利息及び配当金の受取額 537 900

利息の支払額 △120 △113

特別退職金の支払額 － △1,004

法人税等の支払額 △9,028 △1,232

営業活動によるキャッシュ・フロー 6,442 △7,872

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 △2,540 △8,530

有形固定資産の売却による収入 186 3

投資有価証券の取得による支出 △3,626 △304

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 △779 △911

投資活動によるキャッシュ・フロー △7,167 △9,742

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） △2,583 3,937

リース債務の返済による支出 △642 △489

長期借入れによる収入 2,000 －

長期借入金の返済による支出 △1,281 △999

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 △95 △2,783

配当金の支払額 △2,502 △1,676

財務活動によるキャッシュ・フロー △5,105 △2,010

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △5,830 △19,626

現金及び現金同等物の期首残高 146,345 138,067

連結子会社の合併による現金及び現金同等物の増減
額（△は減少）

－ 44

現金及び現金同等物の四半期末残高 140,514 118,485



（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〕 

前第１四半期連結累計期間（自 平成20年４月１日 至 平成20年６月30日） 

  

当第１四半期連結累計期間（自 平成21年４月１日 至 平成21年６月30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 

  

 

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 
436,818 179,268 1,494 617,581 － 617,581 

(2）セグメント間の内部売

上高又は振替高 
223 171 0 394 (394) － 

計 437,041 179,439 1,494 617,975 (394) 617,581 

営業利益 6,288 1,487 16 7,792 15 7,807 

 

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 
444,178 181,542 1,095 626,816 － 626,816 

(2）セグメント間の内部売

上高又は振替高 
216 315 0 532 (532) － 

計 444,395 181,858 1,095 627,349 (532) 626,816 

営業利益又は営業損失

（△） 
614 1,845 △15 2,444 3 2,447 

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  



〔所在地別セグメント情報〕 

 前第１四半期連結累計期間（自 平成20年４月１日 至 平成20年６月30日）及び当第１四半期連結累計期間

（自 平成21年４月１日 至 平成21年６月30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〕 

 前第１四半期連結累計期間（自 平成20年４月１日 至 平成20年６月30日）及び当第１四半期連結累計期間

（自 平成21年４月１日 至 平成21年６月30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。 
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