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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 507,323 5.6 1,524 △77.9 3,853 △56.4 1,516 △63.4
21年3月期第1四半期 480,477 ― 6,885 ― 8,846 ― 4,148 ―

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 36.33 ―
21年3月期第1四半期 99.38 ―

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 902,966 187,612 20.1 4,349.01
21年3月期 884,249 185,724 20.3 4,306.05

（参考） 自己資本   22年3月期第1四半期  181,615百万円 21年3月期  179,822百万円

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 ― 45.00 ― 42.00 87.00
22年3月期 ―
22年3月期 

（予想）
44.00 ― 44.00 88.00

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  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

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) 簡便な会計処理及び四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用  有  
（注）詳細は４ページ【定性的情報・財務諸表等】４．その他をご覧下さい。 

(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） 

(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の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．業績予想に関する事項につきましては４ページ【定性的情報・財務諸表等】３．連結業績予想に関する定性的情報をご覧下さい。 

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 42,326,223株 21年3月期  42,326,223株
② 期末自己株式数 22年3月期第1四半期  566,107株 21年3月期  565,755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 41,760,227株 21年3月期第1四半期 41,742,272株



当第１四半期連結会計期間（平成21年４月１日～平成21年６月30日）におけるわが国経済は、世界的な金融危機の

影響を受けた景気の急激な悪化は下げ止まりの傾向にあるものの、設備投資の大幅な減少や雇用環境に改善が見られ

ないなど厳しい環境が続いております。 

医療用医薬品市場におきましては、新型インフルエンザの流行による感染懸念から一部受診率の低下がみられた

ものの、生活習慣病関連薬剤や抗悪性腫瘍剤の市場拡大等により、当該期間の市場は２％程度伸張いたしました。 

このような環境のなか、当社グループは、中期経営計画「07-09中期経営計画～進化と拡大～」の最終年度として

「医薬品卸売事業の拡大とグループシナジー効果の追求」をはじめとするテーマに取り組んでおります。本年５月に

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新物流センター（広島県尾道市）を

稼動させると共に、グループ基幹システムの共同利用を開始いたしました。 

当第１四半期連結会計期間の業績は、売上高5,073億23百万円（前年同期比5.6%増）、営業利益15億24百万円（前

年同期比77.9%減）、経常利益38億53百万円（前年同期比56.4%減）、四半期純利益15億16百万円（前年同期比63.4%

減）となりました。 

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、新規取引先や新製品等への販売注力、調剤薬局市場での営業強化に努めた結

果、市場を上回る売上伸長率となりました。一方、前第２四半期連結会計期間以降の売上総利益率の低下に対処する

ため、価格管理の強化を再徹底し適正利益の確保に努めるとともに、グループ総力を挙げて販管費削減に向けた取り

組みを強化してまいりました。当第１四半期連結会計期間の売上高は5,032億26百万円（前年同期比5.6％増）、営業

利益は10億10百万円（前年同期比84.7％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1百万円

（前年同期比47.0%増）を含んでおります。 

医薬品等製造事業では、前連結会計年度に承継したアレルギー性疾患治療剤「ペミラストン」やジェネリック医薬

品群の売上増加などにより、当第１四半期連結会計期間の売上高は61億57百万円（前年同期比5.1％増）、営業利益

は2億6百万円（前年同期比68.4%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20億58百万円（前

年同期比17.1％増）を含んでおります。 

  

（１）連結財政状態の変動状況 

 当第１四半期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。 

当第１四半期末の総資産につきましては、前連結会計年度末と比較して、187億17百万円増加し、9,029億66百万

円となりました。これは主に、受取手形及び売掛金が179億67百万円増加し、商品及び製品が112億34百万円増加した

一方で、現金及び預金が52億29百万円、有価証券が70億1百万円減少したこと等によるものであります。 

負債の部につきましては、前連結会計年度末と比較して168億28百万円増加し、7,153億53百万円となりました。

これは主に、仕入の増加により支払手形及び買掛金が116億21百万円増加したこと等によるものであります。 

純資産の部につきましては、前連結会計年度末と比較して18億88百万円増加し、1,876億12百万円となりました。

これは主に、配当金の支払他により利益剰余金が2億64百万円減少した一方で、投資有価証券の時価の上昇によりそ

の他有価証券評価差額金が20億19百万円増加したこと等によるものであります。 

  

（２）連結キャッシュ・フローの状況  

 当第１四半期における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、前連結会計年度末と比較して122億74百

万円減少し、825億29百万円となりました。 

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

 営業活動の結果、減少した資金は104億7百万円（前年同期は174億92百万円の増加）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34億29百万円、減価償却費13億93百万円があったことならびに仕入債務の増加が116億

21百万円あった一方で、売上債権の増加が177億97百万円、たな卸資産の増加が114億3百万円あったこと等によるも

のであります。 

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

２．連結財政状態に関する定性的情報



（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、9億85百万円（前年同期比33億48百万円減）となりました。これは主として投

資有価証券の売却による収入が1億28百万円あったものの、有形固定資産の取得による支出が7億42百万円あったこと

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、減少した資金は8億79百万円（前年同期比7億25百万円増）となりました。これは主として短期

借入金の純増加が6億円、長期借入金による収入が4億75百万円あったものの配当金の支払額が17億53百万円あったこ

と等によるものであります。 

  

平成22年３月期の業績予想につきましては、平成21年５月12日に公表いたしました業績予想に変更はありません。

  

該当事項はありません。 

１．簡便な会計処理  

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 

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 たな卸資産の評価方法 

当第１四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。 

たな卸資産の簿価切下げに関しては、収益性の低下が明らかなものについてのみ正味売却価額を見積も

り、簿価切下げを行う方法によっております。  

③ 固定資産の減価償却費の算定方法 

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 法人税等ならびに繰延税金資産および繰延税金負債の算定方法 

一部の連結子会社は、法人税等の納付税額の算定に関して、加味する加減算項目や税額控除項目を重要な

ものに限定する方法により算定しております。 

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場合には、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。 

  

２．四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理 

該当事項はありません。 

  

該当事項はありません。  

  

（追加情報）  

・退職給付制度の改定 

当社の連結子会社である安藤株式会社は、確定給付型の制度として適格退職年金制度および退職一時金制度

を設けていましたが、平成21年６月１日付で適格退職年金制度を廃止し、退職給付制度の一部を確定拠出年金

制度へ移行するとともに退職一時金制度の見直しをおこないました。 

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）を適用しております。本移行に伴い、特別損失として101百万円計上しております。 

  

３．連結業績予想に関する定性的情報

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）

（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

（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



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 81,698 86,928

受取手形及び売掛金 504,477 486,509

有価証券 3,056 10,057

商品及び製品 101,476 90,242

仕掛品 96 107

原材料及び貯蔵品 1,333 1,153

未収入金 51,797 51,785

その他 9,564 8,688

貸倒引当金 △913 △951

流動資産合計 752,588 734,521

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 28,529 27,685

土地 45,962 45,503

その他（純額） 5,870 7,955

有形固定資産合計 80,362 81,144

無形固定資産   

のれん 4,656 5,180

その他 3,053 2,583

無形固定資産合計 7,710 7,763

投資その他の資産   

投資有価証券 33,426 30,084

その他 34,180 36,093

貸倒引当金 △5,300 △5,357

投資その他の資産合計 62,305 60,819

固定資産合計 150,378 149,728

資産合計 902,966 884,249



（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 660,089 648,467

短期借入金 3,165 2,578

未払法人税等 2,701 2,292

賞与引当金 7,779 5,840

その他 11,525 10,568

流動負債合計 685,262 669,746

固定負債   

長期借入金 3,471 2,996

退職給付引当金 16,562 16,476

その他 10,057 9,305

固定負債合計 30,091 28,778

負債合計 715,353 698,524

純資産の部   

株主資本   

資本金 4,230 4,230

資本剰余金 66,422 66,422

利益剰余金 113,661 113,925

自己株式 △2,193 △2,192

株主資本合計 182,119 182,385

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 5,174 3,154

繰延ヘッジ損益 10 10

土地再評価差額金 △5,720 △5,720

為替換算調整勘定 30 △7

評価・換算差額等合計 △504 △2,562

少数株主持分 5,997 5,901

純資産合計 187,612 185,724

負債純資産合計 902,966 884,249



（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 480,477 507,323

売上原価 441,115 473,702

返品調整引当金戻入額 927 902

返品調整引当金繰入額 1,064 762

売上総利益 39,224 33,760

販売費及び一般管理費 32,339 32,235

営業利益 6,885 1,524

営業外収益   

受取利息及び配当金 482 524

受取情報料 1,180 1,191

その他 357 678

営業外収益合計 2,020 2,394

営業外費用   

支払利息 31 26

その他 27 39

営業外費用合計 58 65

経常利益 8,846 3,853

特別利益   

投資有価証券売却益 － 89

貸倒引当金戻入額 － 17

特別利益合計 － 107

特別損失   

固定資産除却損 24 81

減損損失 31 203

投資有価証券評価損 556 96

債務保証損失引当金繰入額 － 15

退職給付制度改定損 － 101

特別退職金 － 34

たな卸資産評価損 2,154 －

特別損失合計 2,767 531

税金等調整前四半期純利益 6,079 3,429

法人税、住民税及び事業税 5,532 2,715

法人税等調整額 △3,843 △920

法人税等合計 1,688 1,794

少数株主利益 242 117

四半期純利益 4,148 1,516



（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 6,079 3,429

減価償却費 1,198 1,393

減損損失 31 203

のれん償却額 492 523

貸倒引当金の増減額（△は減少） △65 △95

賞与引当金の増減額（△は減少） 2,098 1,938

役員賞与引当金の増減額（△は減少） △162 △80

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △66 17

退職給付引当金の増減額（△は減少） 127 86

受取利息及び受取配当金 △482 △524

支払利息 31 26

固定資産除売却損益（△は益） 24 94

たな卸資産評価損 2,154 －

投資有価証券評価損益（△は益） 556 96

退職給付制度改定損 － 101

売上債権の増減額（△は増加） △14,613 △17,797

たな卸資産の増減額（△は増加） △3,858 △11,403

未収入金の増減額（△は増加） 3,742 111

仕入債務の増減額（△は減少） 20,064 11,621

その他 2,951 1,597

小計 20,305 △8,658

利息及び配当金の受取額 474 524

利息の支払額 △31 △18

退職給付制度改定損の支払額 － △55

法人税等の支払額 △3,255 △2,200

営業活動によるキャッシュ・フロー 17,492 △10,407

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 △50 △88

有形固定資産の取得による支出 △3,375 △742

有形固定資産の売却による収入 0 81

無形固定資産の取得による支出 △21 △198

長期前払費用の取得による支出 △235 △10

投資有価証券の取得による支出 △405 △65

投資有価証券の売却による収入 71 128

貸付けによる支出 △426 △285

貸付金の回収による収入 113 95

その他 △5 100

投資活動によるキャッシュ・フロー △4,334 △985



（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) 

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） 1,142 600

長期借入れによる収入 962 475

長期借入金の返済による支出 △405 △12

リース債務の返済による支出 △16 △138

自己株式の取得による支出 △19 △1

自己株式の売却による収入 0 0

配当金の支払額 △1,754 △1,753

少数株主への配当金の支払額 △65 △48

財務活動によるキャッシュ・フロー △154 △879

現金及び現金同等物に係る換算差額 △21 18

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 12,982 △12,254

現金及び現金同等物の期首残高 80,195 94,803

会社分割による現金及び現金同等物の減少額 － △19

現金及び現金同等物の四半期末残高 93,178 82,529



 該当事項はありません。 

  

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 

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） 

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。

   

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、記載を省略しております。 

  

 該当事項はありません。 

（４）継続企業の前提に関する注記

（５）セグメント情報

〔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） 

売上高           

(1）外部顧客に対する売上高  476,376  4,101  480,477  －  480,477

(2）セグメント間の内部売上

高又は振替高 
 1  1,758  1,759 (1,759)  －

計  476,377  5,859  482,236 (1,759)  480,477

営業利益  6,589  122  6,712  173  6,885

  
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    503,224  4,098  507,323  －  507,323

(2）セグメント間の内部売上

高又は振替高 
 1  2,058  2,060 (2,060)  －

計  503,226  6,157  509,384 (2,060)  507,323

営業利益  1,010  206  1,217  306  1,524

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 

〔所在地別セグメント情報〕

〔海外売上高〕

（６）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記
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