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1.  平成22年3月期第2四半期の連結業績（平成21年4月1日～平成21年9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2四半期 1,013,753 7.0 5,263 △28.8 8,957 △17.0 3,773 △22.1
21年3月期第2四半期 947,239 ― 7,392 ― 10,786 ― 4,840 ―

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2四半期 89.11 ―
21年3月期第2四半期 115.92 ―

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2四半期 923,192 218,966 23.1 4,272.57
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2四半期  212,816百万円 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
第1四半期末 第2四半期末 第3四半期末 期末 合計

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 ― 44.00
22年3月期 

（予想）
― 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） 
（％表示は対前期増減率）

（注）連結業績予想数値の当四半期における修正の有無  無  
１株当たり当期純利益予想につきましては、平成21年９月１６日付の公募増資に伴う新株発行（7,000千株）、オーバーアロットメント売り出しに係る同年９月
29日付の第三者割当増資に伴う新株発行（1,050千株）ならびに平成22年１月８日付の安藤株式会社およびアルフレッサ日建産業株式会社の完全子会社
化のための株式交換契約（予定）に伴う新株発行数（710千株 自己株式(737千株)を除く）を考慮して、本年５月12日に発表した数値を補正しております。 

売上高 営業利益 経常利益 当期純利益
1株当たり当期

純利益
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 円 銭

通期 2,005,000 3.6 12,000 36.6 19,300 20.7 9,200 65.3 199.01



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・財務情報等】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） 

当第２四半期連結会計期間において、平成21年９月１６日付で公募増資に伴う新株発行（7,000千株）および同年９月29日付でオーバーアロットメント
売り出しに係る第三者割当増資に伴う新株発行（1,050千株）を実施致しました。 

※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・財務情報等】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2四半期 50,376,223株 21年3月期  42,326,223株
② 期末自己株式数 22年3月期第2四半期  566,420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2四半期 42,345,293株 21年3月期第2四半期 41,762,484株



当第２四半期連結累計期間（平成21年４月１日～平成21年９月30日）におけるわが国経済は、積極的な財政支出に

より回復傾向にあるものの、雇用・所得環境に改善が見られず厳しい状態が続いております。 

医療用医薬品市場におきましては、生活習慣病薬剤や抗悪性腫瘍剤などの伸長に加えて新型インフルエンザの流行

によりインフルエンザ関連商品の需要が増加したこと等により、当該期間の市場は4％程度伸長いたしました。 

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

稼動すると共に、本年７月には株式会社小田島（本社：岩手県花巻市）において、本社・物流センター（岩手県花巻

市）の新築移転を決議し、来秋の稼動を目指すことに致しました。また、売上高の増加に備えた物流センターの取扱

能力の拡大、ユーザーへの物流をより効率的に行うための営業拠点の整備、医薬品の履歴管理に係るトレーサビリテ

ィの確保のための物流機能および情報システム等事業基盤の整備・拡充等の投資戦略が重要であると判断し、本年９

月には公募増資（7,000千株）およびオーバーアロットメントによる売り出しに係る第三者割当増資（1,050千株）を

行い財務基盤の強化に努めました。 

これらの結果、当第２四半期連結累計期間の業績は、売上高1兆137億53百万円（前年同期比7.0％増）、営業利益

52億63百万円（前年同期比28.8％減）、経常利益89億57百万円（前年同期比17.0％減）、四半期純利益37億73百万円

（前年同期比22.1％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、引き続き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、利益面におきましては、価格管理の社内ルール運用を徹底

し、適正利益の確保に努めるとともに、グループを挙げた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２四半期連結累計期間の売上高は1兆54億83百万円（前年同期比7.1％増）、営業利益は44億81百万円（前年同期比

34.8％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（前年同期比64.2％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・抗アレルギー点眼剤『ペミラスト

ン』が順調に市場へ浸透したことおよびインフルエンザA、Bウイルス抗原検出試薬『チェックFlu A・B』『キャピリ

アFlu A＋B』の売上増加などにより、当第２四半期連結累計期間の売上高は126億7百万円（前年同期比5.6％増）、

営業利益は4億16百万円（前年同期比23.2％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43億33

百万円（前年同期比21.6％増）を含んでおります。 

  

（１）連結財政状態の変動状況 

 当第２四半期末における財政状態は、前連結会計年度末と比較して以下のとおりであります。 

総資産につきましては、前連結会計年度末と比較して、389億42百万円増加し、9,231億92百万円となりました。こ

れは主に、受取手形及び売掛金の増加216億97百万円、有価証券の増加214億55百万円、ならびに商品及び製品の増加

80億30百万円等があった一方で、現金及び預金が164億97百万円減少したことによるものであります。 

総負債につきましては、前連結会計年度末と比較して57億1百万円増加し、7,042億26百万円となりました。これは

主に、仕入債務の圧縮による支払手形及び買掛金の減少11億2百万円および賞与引当金の減少1億82百万円があった一

方で借入金の増加34億44百万円、未払法人税等の増加18億92百万円、ならびにリース債務の増加18億16百万円があっ

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新株発行等により332億41百万円増加し、2,189億66百万

円となりました。 

   

（２）連結キャッシュ・フローの状況  

 当第２四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147億62百

万円減少し、800億41百万円となりました。 

（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209億4百万円（前年同期は117億46百万円の増加）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87億38百万円、減価償却費28億70百万円があった一方で、売上債権の増加が214億42百

万円、たな卸資産の増加が82億22百万円、未収入金の増加が22億54百万円、仕入債務の減少が11億2百万円、ならび

に法人税等の支払額が21億31百万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、234億52百万円（前年同期比160億84百万円増）となりました。これは主として

有価証券取得による支出が200億円および有形固定資産の取得による支出が27億21百万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、増加した資金は296億円（前年同期は9億66百万円の減少）となりました。これは主として新株

の発行による収入が282億95百万円、短期借入金の純増加が30億19百万円、ならびに長期借入金による収入が5億円あ

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、生活習慣病関連薬剤や抗悪性腫瘍剤等の伸長に加えてインフルエンザ

関連製品の需要増加により市場が拡大したこと等により平成21年５月12日に公表いたしました平成22年３月期第２四

半期連結累計期間の業績予想を同年10月26日付で変更いたしました。 

なお、通期連結業績予想につきましては、第２四半期連結累計期間に発生を見込んでおりました販売費及び一般管

理費の一部が、第３四半期連結会計期間以降に発生する見込みであることや業績への影響が考えられる来春の薬価改

定前の製薬メーカーの仕切価対応等の不確実な要素があるため、同年５月12日に公表いたしました通期予想を変更し

ておりません。  

  

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２四半期連結会計期間末における棚卸高の算出に関して、実地棚卸を省略し、前連結会計年度に係る

実地棚卸高を基礎として合理的な方法により算定しております。 

③ 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ため、前連結会計年度末において使用した将来の業績予測やタ

ックス・プランニングを利用する方法により算定しております。 

  

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行いました。 

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



  

・新株式発行に係る株式交付費 

平成21年９月16日付の有償一般募集による新株式発行（7,000千株）及び平成21年９月29日付の第三者割当に

よる新株式発行（1,050千株）は、引受証券会社が引受価額で引受を行い、これを引受価額と異なる発行価格で

一般投資家に販売する、いわゆる「スプレッド方式」の売買引受契約によっております。 

「従来の方式」では、引受証券会社に対し、引受手数料を支払うことになりますが、「スプレッド方式」で

は、発行価格と引受価額との差額が事実上の引受手数料となりますので、引受証券会社に対する引受手数料の

支払いはありません。 

平成21年９月16日および平成21年９月29日の新株式発行に係る引受価額と発行価格の差額の総額1,223百万円

は「従来の方式」によれば株式交付費として処理されるべき金額に相当します。 

このため、「従来の方式」によった場合に比べ、当第２四半期連結累計期間の株式交付費は1,223百万円少な

く、経常利益及び税金等調整前四半期純利益は同額多く計上されております。 



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２四半期連結会計期間末
(平成21年９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 70,430 86,928

受取手形及び売掛金 508,207 486,509

有価証券 31,513 10,057

商品及び製品 98,272 90,242

仕掛品 87 107

原材料及び貯蔵品 1,366 1,153

未収入金 54,286 51,785

その他 8,588 8,688

貸倒引当金 △925 △951

流動資産合計 771,826 734,521

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 28,789 27,685

土地 45,882 45,503

その他（純額） 7,047 7,955

有形固定資産合計 81,719 81,144

無形固定資産   

のれん 4,133 5,180

その他 3,629 2,583

無形固定資産合計 7,763 7,763

投資その他の資産   

投資有価証券 34,419 30,084

その他 32,344 36,093

貸倒引当金 △4,880 △5,357

投資その他の資産合計 61,883 60,819

固定資産合計 151,365 149,728

資産合計 923,192 884,249



（単位：百万円）

当第２四半期連結会計期間末
(平成21年９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 647,364 648,467

短期借入金 5,848 2,578

未払法人税等 4,184 2,292

賞与引当金 5,657 5,840

その他 10,877 10,568

流動負債合計 673,931 669,746

固定負債   

長期借入金 3,171 2,996

退職給付引当金 16,508 16,476

その他 10,613 9,305

固定負債合計 30,294 28,778

負債合計 704,226 698,524

純資産の部   

株主資本   

資本金 18,454 4,230

資本剰余金 80,646 66,422

利益剰余金 115,941 113,925

自己株式 △2,195 △2,192

株主資本合計 212,847 182,385

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 5,668 3,154

繰延ヘッジ損益 △0 10

土地再評価差額金 △5,720 △5,720

為替換算調整勘定 20 △7

評価・換算差額等合計 △31 △2,562

少数株主持分 6,150 5,901

純資産合計 218,966 185,724

負債純資産合計 923,192 884,249



（２）四半期連結損益計算書 
（第２四半期連結累計期間） 

（単位：百万円）

前第２四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年９月30日) 

売上高 947,239 1,013,753

売上原価 874,811 944,070

返品調整引当金戻入額 927 902

返品調整引当金繰入額 930 790

売上総利益 72,424 69,795

販売費及び一般管理費 65,032 64,532

営業利益 7,392 5,263

営業外収益   

受取利息及び配当金 656 614

受取情報料 2,159 2,361

その他 701 1,007

営業外収益合計 3,517 3,983

営業外費用   

支払利息 53 59

株式交付費 － 153

その他 69 75

営業外費用合計 123 288

経常利益 10,786 8,957

特別利益   

固定資産売却益 － 14

投資有価証券売却益 － 89

関係会社株式売却益 26 －

貸倒引当金戻入額 55 137

役員退職慰労引当金戻入額 － 43

債務保証損失引当金戻入額 8 0

特別利益合計 90 285

特別損失   

固定資産売却損 6 37

固定資産除却損 95 99

減損損失 262 203

投資有価証券評価損 154 25

退職給付制度改定損 － 101

特別退職金 385 37

たな卸資産評価損 2,154 －

特別損失合計 3,059 504

税金等調整前四半期純利益 7,816 8,738

法人税、住民税及び事業税 5,114 4,032

法人税等調整額 △2,403 667

法人税等合計 2,710 4,699

少数株主利益 265 264

四半期純利益 4,840 3,773



（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

（単位：百万円）

前第２四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年９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 7,816 8,738

減価償却費 2,473 2,870

減損損失 262 203

のれん償却額 984 1,046

貸倒引当金の増減額（△は減少） △294 △502

賞与引当金の増減額（△は減少） △54 △182

役員賞与引当金の増減額（△は減少） △142 △51

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △71 △101

退職給付引当金の増減額（△は減少） 59 32

受取利息及び受取配当金 △656 △614

支払利息 53 59

固定資産売却損益（△は益） 6 23

固定資産除却損 95 99

たな卸資産評価損 2,154 －

投資有価証券評価損益（△は益） 154 25

退職給付制度改定損 － 101

売上債権の増減額（△は増加） △3,626 △21,442

たな卸資産の増減額（△は増加） 5,037 △8,222

未収入金の増減額（△は増加） 8,573 △2,254

仕入債務の増減額（△は減少） △9,853 △1,102

その他 1,415 2,006

小計 14,389 △19,267

利息及び配当金の受取額 650 608

利息の支払額 △55 △58

退職給付制度改定に伴う支払額 － △55

法人税等の支払額 △3,237 △2,131

営業活動によるキャッシュ・フロー 11,746 △20,904

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 △451

定期預金の払戻による収入 129 －

有価証券の取得による支出 － △20,000

有形固定資産の取得による支出 △4,571 △2,721

有形固定資産の売却による収入 277 204

無形固定資産の取得による支出 △121 △253

長期前払費用の取得による支出 △427 △15

投資有価証券の取得による支出 △2,283 △114

投資有価証券の売却による収入 73 128

関係会社株式の取得による支出 △125 －

関係会社株式の売却による収入 105 －

貸付けによる支出 △730 △560

貸付金の回収による収入 361 231

その他 △5 100

投資活動によるキャッシュ・フロー △7,368 △23,452



（単位：百万円）

前第２四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年９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） 662 3,019

長期借入れによる収入 800 500

長期借入金の返済による支出 △530 △75

リース債務の返済による支出 △47 △334

株式の発行による収入 － 28,295

自己株式の取得による支出 △36 △3

自己株式の売却による収入 5 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 △966 29,600

現金及び現金同等物に係る換算差額 △1 13

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 3,409 △14,742

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 83,605 80,041



 該当事項はありません。 

  

前第２四半期連結累計期間（自平成20年４月１日 至平成20年９月30日） 

当第２四半期連結累計期間（自平成21年４月１日 至平成21年９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２四半期連結累計期間（自平成20年４月１日 至平成20年９月30日）及び当第２四半期連結累計期間（自

平成21年４月１日 至平成21年９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２四半期連結累計期間（自平成20年４月１日 至平成20年９月30日）及び当第２四半期連結累計期間（自

平成21年４月１日 至平成21年９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。 

（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  938,861  8,377  947,239  －  947,239

(2）セグメント間の内部売上

高又は振替高 
 1  3,563  3,565 (3,565)  －

計  938,863  11,941  950,804 (3,565)  947,239

営業利益  6,874  337  7,211  180  7,392

  
医薬品等卸売
事業 
（百万円） 

医薬品等製造
事業 
（百万円） 

計 
（百万円） 

消去又は全社 
（百万円） 

連結 
（百万円） 

売上高  

(1）外部顧客に対する売上高  1,005,480  8,273  1,013,753  －  1,013,753

(2）セグメント間の内部売上

高又は振替高 
 3  4,333  4,337 (4,337)  －

計  1,005,483  12,607  1,018,090 (4,337)  1,013,753

営業利益  4,481  416  4,897  365  5,263

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〕



  

当社は、平成21年８月27日開催の取締役会において、一般募集及び第三者割当増資（オーバーアロットメント

による売出しに関連した第三者割当増資）を決議し、一般募集については平成21年９月16日に、第三者割当増資

については平成21年９月29日に払込が完了しております。 

この結果、当第２四半期連結会計期間において資本金が14,224百万円、資本準備金が14,224百万円増加し、当

第２四半期連結会計期間末において資本金が18,454百万円、資本準備金が37,973百万円となっております。 

（６）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記



  

(重要な後発事象)  

  

１．株式交換による安藤株式会社の完全子会社化について 

  

当社は、平成21年11月４日開催の取締役会において、平成22年１月８日を期日として、株式交換により安藤株式会

社を完全子会社とする株式交換契約書を締結することを決議しました。 

なお、当社は、会社法第796条第３項の規定に基づき、株主総会の承認を得ないで、本株式交換を行います。 

  

(1)株式交換の目的 

当社は、変化の激しい経営環境のなか、グループ運営の機動性を高め、グループ経営をより一層強化すること

を目的として、医薬品等卸売事業を行う当社の連結子会社である安藤株式会社（本社：群馬県高崎市、当社グル

ープの株式保有率50.9％）を、株式交換により完全子会社化することを決定いたしました。 

(2)株式交換の条件等 

①日程の概要 

平成21年11月４日 株式交換決議取締役会 

平成21年11月４日 株式交換契約書締結 

平成21年11月19日 株式交換契約書承認臨時株主総会（安藤株式会社、予定） 

平成22年１月８日 株式交換の効力発生日（予定） 

②株式交換比率 

安藤株式会社の普通株式１株に対し、当社の普通株式0.71株を割当交付いたします。 

(3)安藤株式会社の概要（平成21年９月30日現在） 

事業内容   医薬品等卸売事業 

設立年月日  昭和23年６月８日 

本店所在地  群馬県高崎市小八木町309番地 

代表者    代表取締役社長  森山 昭治 

資本金    300百万円 

純資産       3,468百万円 

総資産       14,805百万円 

  

２．株式交換によるアルフレッサ日建産業株式会社の完全子会社化について 

  

当社は、平成21年11月４日開催の取締役会において、平成22年１月８日を期日として、株式交換によりアルフレッ

サ日建産業株式会社を完全子会社とする株式交換契約書を締結することを決議しました。 

なお、当社は、会社法第796条第３項の規定に基づき、株主総会の承認を得ないで、本株式交換を行います。 

  

(1)株式交換の目的 

当社は、変化の激しい経営環境のなか、グループ運営の機動性を高め、グループ経営をより一層強化すること

を目的として、医薬品等卸売事業を行う当社の連結子会社であるアルフレッサ日建産業株式会社（本社：岐阜県

岐阜市、当社グループの株式保有率51.0％）を、株式交換により完全子会社化することを決定いたしました。 

(2)株式交換の条件等 

①日程の概要 

平成21年11月４日 株式交換決議取締役会 

平成21年11月４日 株式交換契約書締結 

平成21年11月19日 株式交換契約書承認臨時株主総会（アルフレッサ日建産業株式会社、予定） 

平成22年１月８日 株式交換の効力発生日（予定）  

②株式交換比率 

アルフレッサ日建産業株式会社の普通株式１株に対し、当社の普通株式0.2株を割当交付いたします。 

(3)アルフレッサ日建産業株式会社の概要（平成21年９月30日現在） 

事業内容   医薬品等卸売事業 

設立年月日  昭和22年９月25日 

本店所在地  岐阜市今町四丁目20番地 

代表者    代表取締役社長 林 一成 

資本金    190百万円 

純資産       877百万円 

総資産       14,573百万円  

６．その他の情報
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