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1.  平成22年3月期第3四半期の連結業績（平成21年4月1日～平成21年12月31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3四半期 1,952,577 3.6 15,807 12.7 22,281 △13.8 8,341 △39.8

21年3月期第3四半期 1,885,409 ― 14,031 ― 25,842 ― 13,865 ―

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3四半期 35.33 ―

21年3月期第3四半期 58.00 57.87

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3四半期 1,200,843 296,613 24.7 1,264.56
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3四半期  296,613百万円 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

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 ― 11.00 ― 7.00 18.00
22年3月期 ― 9.00 ―

22年3月期 
（予想）

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  
 

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 2,551,000 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 

業績予想につきましては、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。業績予想の前提となる条件等については、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3四半期 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3四半期  9,964,942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3四半期 236,113,581株 21年3月期第3四半期 239,062,919株



当第３四半期連結累計期間におけるわが国経済は、個人消費の持ち直しの動きが続いており、設備投資も下

げ止まりつつあるものの、自律性に乏しく、失業率が高水準にあるなど依然として厳しい状況にあります。 

 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。  

 この事業改革を円滑に進めつつ、当社グループを取り巻く環境の急激な変化に適応していくには、さらにスピ

ードを重視した意思決定が必要であるとの判断のもと、平成21年10月１日付で、当社はグループ本社機能と事業

会社機能を明確に分離して純粋持株会社体制に移行するとともに、商号を株式会社メディパルホールディングス

に変更いたしました。併せて同日付で、当社が運営してきた医療用医薬品等の仕入、物流、システム及びカスタ

マー・サポート等の機能を、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）に承継し、同社は

当社の完全子会社である医療用医薬品等卸売事業会社５社と合併するとともに、商号を株式会社メディセオに変

更いたしました。 

 また、平成21年10月１日付で、当社の完全子会社である株式会社アトル（福岡市博多区）は、その子会社であ

る株式会社アトル那覇薬品（沖縄県島尻郡与那原町）と合併いたしました。さらに、当社の完全子会社である株

式会社メディセオメディカル（東京都文京区）は、知名度の向上とさらなる事業の成長をめざして、商号を株式

会社ＭＭコーポレーションに変更いたしました。 

 一方、当社は三菱商事株式会社と平成17年９月より医療ビジネスにおける包括的な業務提携を行っております

が、その一環として、両社はこのたび中国最大の医薬品卸である国薬控股股份有限公司（国薬ホールディング

ス）と包括提携を行い、平成21年10月27日付で国薬ホールディングスの子会社である国薬控股北京華鴻有限公司

（北京華鴻）に出資して、中国国内における医薬品流通分野での合弁事業を開始いたしました。 

 当第３四半期連結累計期間における売上高は１兆9,525億77百万円（前年同期比3.6％増）、営業利益は158億

７百万円（前年同期比12.7％増）となりました。経常利益は前期まで営業外収益に計上していた負ののれんの償

却が終了したことなどにより222億81百万円（前年同期比13.8％減）、四半期純利益は特別退職金を特別損失に

計上したことにより83億41百万円（前年同期比39.8％減）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、新型インフルエンザの感染拡大による関連商品の伸びに加え、生活習慣病薬及び新製

品の販売においてグループ全社を挙げた販売施策を積極的に推進するとともに、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、医薬品流通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メディ

セオは、横浜市戸塚区に最新鋭のエリア・ロジスティクス・センター（神奈川ＡＬＣ）を建設し、平成21年９月

より稼働いたしました。以後、神奈川地区の営業拠点を順次集約し、12月をもって神奈川ＡＬＣから神奈川県全

域への商品供給を実現しております。今後は生産性の向上をより一層図るとともに、地域医療に貢献してまいり

ます。 

 一方、収益環境の急速な悪化への対処として、当社及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

の役員並びに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に、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１兆3,932億11百万円（前年同期比4.7％増）、営業

利益は76億36百万円（前年同期比3.0％増）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、個人消費が弱含みで推移する中、化粧品・日用品とヘルスケアの営

業体制一本化など、効率化と生産性向上をめざし、生産から消費までのサプライチェーン全体のニーズにさらに

対応できる体制構築などに取り組みました。 

 また、ローコストで高品質の物流体制をより一層推進するべく、平成21年５月、北海道地区（北海道北広島

市）に新しい大規模ハイテク物流センター（ＲＤＣ北海道）を稼働いたしました。さらに11月には東北地区（岩

手県花巻市）においても同様の物流センター（ＲＤＣ東北）を竣工し、平成22年２月の本格稼働に向けた準備を

進めております。 

 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5,566億35百万円（前年同期比1.0％

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



増）、営業利益は81億14百万円（前年同期比24.1％増）となりました。 

  

関連事業 

 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、新興国向けのビジネスの拡大がありました

が、依然として厳しい状況が続いております。また、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るものの、夏場の天候不順の影響と消費者の低価格志向により、低調に推移いたしまし

た。 

 これらの結果、関連事業における売上高は36億84百万円（前年同期比12.3％減）、営業利益は17百万円（前年

同期比55.4％減）となりました。 

 なお、当社の完全子会社であるクラヤ化成株式会社（長野県千曲市）の将来の成長に大きく寄与するとの判断

により、平成21年11月30日、当社が保有する同社の全株式を、化学品関連事業、情報システム関連事業など広範

な事業領域において高品質・高付加価値サービスを提供している三谷産業株式会社（石川県金沢市）に譲渡いた

しました。 

  

（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。   

  

（１）資産、負債及び純資産の状況 

 当第３四半期連結会計期間末における総資産は１兆2,008億43百万円となり、前連結会計年度末より835億56百

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699億４百万円増加したことによるものであります。 

 負債は9,042億29百万円となり、前連結会計年度末より814億43百万円増加いたしました。これは主に支払手形

及び買掛金が718億91百万円増加したことによるものであります。 

 純資産は2,966億13百万円となり、前連結会計年度末より21億12百万円増加いたしました。これは主に、その

他有価証券評価差額金が33億18百万円、利益剰余金が43億70百万円増加したものの、自己株式が57億17百万円増

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３四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

386億48百万円減少（28.0％減）し、当第３四半期連結会計期間末には994億19百万円となりました。 

（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、131億92百万円（前年同期比100億36百万円の増加）となりました。これは主

に、税金等調整前四半期純利益141億28百万円、仕入債務の増加739億25百万円があったものの、売上債権の増加

715億98百万円、たな卸資産の増加318億71百万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、264億20百万円（前年同期比74億12百万円の増加）となりました。これは主

に、神奈川ＡＬＣや新ＲＤＣ横浜（仮称）用地等の有形固定資産の取得による支出217億65百万円によるもので

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増加は、９億20百万円（前年同期は81億47百万円の減少）となりました。これは主に、

自己株式の取得による支出57億17百万円、配当金の支払い37億87百万円があったものの、借入金の純増加額118

億67百万円があったことによるものであります。 

   

 通期連結業績予想につきましては、平成22年４月予定の薬価改定に対する製薬企業各社の仕切価対応が現時点

では不透明であるため、平成21年７月31日公表の予想を変更しておりません。 

  

２．連結財政状態に関する定性的情報

３．連結業績予想に関する定性的情報



  

 該当事項はありません。 

  

①簡便な会計処理 

（たな卸資産の評価方法） 

 当第３四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当第２四半期連結会計期間

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３四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。 

  

 該当事項はありません。 

  

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３四半期連結会計期間末
(平成21年12月31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 105,449 143,292

受取手形及び売掛金 626,747 556,842

商品及び製品 146,913 115,143

その他 65,344 60,493

貸倒引当金 △1,740 △1,565

流動資産合計 942,713 874,206

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 68,042 60,818

土地 92,727 83,072

その他（純額） 22,843 26,945

有形固定資産合計 183,613 170,836

無形固定資産   

のれん 3,747 5,916

その他 7,588 7,388

無形固定資産合計 11,336 13,304

投資その他の資産   

その他 65,119 61,067

貸倒引当金 △1,939 △2,127

投資その他の資産合計 63,179 58,939

固定資産合計 258,129 243,080

資産合計 1,200,843 1,117,287



（単位：百万円）

当第３四半期連結会計期間末
(平成21年12月31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 788,659 716,767

短期借入金 41,856 28,813

1年内返済予定の長期借入金 2,266 3,488

未払法人税等 3,318 532

賞与引当金 3,757 7,517

返品調整引当金 791 726

その他 25,323 23,537

流動負債合計 865,973 781,382

固定負債   

長期借入金 6,793 6,999

退職給付引当金 14,974 16,779

その他 16,488 17,624

固定負債合計 38,255 41,403

負債合計 904,229 822,786

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 165,167 160,797

自己株式 △13,499 △7,782

株主資本合計 308,691 310,038

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 5,456 2,137

土地再評価差額金 △17,533 △17,675

評価・換算差額等合計 △12,077 △15,537

純資産合計 296,613 294,500

負債純資産合計 1,200,843 1,117,287



（２）四半期連結損益計算書 
（第３四半期連結累計期間） 

（単位：百万円）

前第３四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年12月31日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年12月31日) 

売上高 1,885,409 1,952,577

売上原価 1,738,717 1,807,361

売上総利益 146,692 145,215

返品調整引当金戻入額 964 726

返品調整引当金繰入額 792 791

差引売上総利益 146,864 145,150

販売費及び一般管理費   

給料及び手当 57,528 56,624

福利厚生費 7,198 6,948

賞与引当金繰入額 4,167 3,756

退職給付費用 5,271 6,031

配送費 12,090 11,243

地代家賃 4,222 3,966

減価償却費 8,069 7,837

貸倒引当金繰入額 174 208

のれん償却額 2,380 2,168

その他 31,729 30,554

販売費及び一般管理費合計 132,833 129,342

営業利益 14,031 15,807

営業外収益   

受取利息 209 126

受取配当金 1,183 1,383

情報提供料収入 4,268 4,504

不動産賃貸料 1,266 697

負ののれん償却額 5,402 －

その他 1,175 1,042

営業外収益合計 13,505 7,753

営業外費用   

支払利息 632 613

不動産賃貸費用 775 448

その他 286 217

営業外費用合計 1,694 1,279

経常利益 25,842 22,281



（単位：百万円）

前第３四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年12月31日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年12月31日) 

特別利益   

固定資産売却益 12 3

貸倒引当金戻入額 988 20

抱合せ株式消滅差益 － 322

その他 192 4

特別利益合計 1,193 350

特別損失   

固定資産除売却損 526 511

減損損失 2,676 895

特別退職金 － 6,447

その他 530 648

特別損失合計 3,734 8,503

税金等調整前四半期純利益 23,301 14,128

法人税、住民税及び事業税 10,994 5,692

法人税等調整額 △1,543 94

法人税等合計 9,450 5,786

少数株主損失（△） △13 －

四半期純利益 13,865 8,341



（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

（単位：百万円）

前第３四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年12月31日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年12月31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 23,301 14,128

減価償却費 8,521 8,383

減損損失 2,676 895

のれん償却額 2,380 2,168

負ののれん償却額 △5,402 －

退職給付引当金の増減額（△は減少） 587 △821

賞与引当金の増減額（△は減少） △4,508 △3,753

貸倒引当金の増減額（△は減少） △1,041 △12

特別退職金 － 6,447

売上債権の増減額（△は増加） △49,881 △71,598

たな卸資産の増減額（△は増加） △31,831 △31,871

仕入債務の増減額（△は減少） 73,040 73,925

その他 △6,036 △953

小計 11,806 △3,060

利息及び配当金の受取額 1,388 1,508

利息の支払額 △545 △479

特別退職金の支払額 － △7,452

法人税等の支払額 △15,804 △3,708

営業活動によるキャッシュ・フロー △3,156 △13,192

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 △14,074 △21,765

有形固定資産の売却による収入 755 495

投資有価証券の取得による支出 △4,736 △2,309

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 △545 △2,841

投資活動によるキャッシュ・フロー △19,008 △26,420

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） △2,571 13,043

リース債務の返済による支出 △1,859 △1,441

長期借入れによる収入 5,600 1,500

長期借入金の返済による支出 △3,812 △2,676

社債の償還による支出 △220 －

転換社債の償還による支出 △29 －

自己株式の取得による支出 △116 △5,717

自己株式の売却による収入 － 0

配当金の支払額 △5,137 △3,787

財務活動によるキャッシュ・フロー △8,147 920

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △30,311 △38,692

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 116,033 99,419



 該当事項はありません。 

  

前第３四半期連結累計期間（自 平成20年４月１日 至 平成20年12月31日） 

  

当第３四半期連結累計期間（自 平成21年４月１日 至 平成21年12月31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 

３．事業区分の変更 

 従来、当社は「医療用医薬品等卸売事業」に含めておりましたが、平成21年10月１日付の会社分割によりグル

ープ本社機能と事業会社機能を明確に分離し、当社の完全子会社である株式会社クラヤ三星堂（現・株式会社メ

ディセオ）に事業会社機能を承継させ、当社は純粋持株会社となりました。これに伴い、事業の実態をより適切

に反映させるため、当第３四半期連結会計期間より当社のグループ本社機能は「消去又は全社」に含めて計上す

ること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に比べて、「医療用医薬品等卸売事業」の営業利益が448百万円増

加し、「消去又は全社」の営業利益が同額減少しております。 

  

（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  1,330,457  550,752  4,199  1,885,409  －  1,885,409

(2）

 

セグメント間の内部売上

高又は振替高 
 670  489  1  1,162 ( )1,162  －

  計  1,331,127  551,242  4,200  1,886,571  ( )1,162  1,885,409

 営業利益  7,416  6,537  39  13,993  38  14,031

  

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  1,392,882  556,012  3,683  1,952,577  －  1,952,577

(2）

 

セグメント間の内部売上

高又は振替高 
 329  623  1  953 ( )953  －

  計  1,393,211  556,635  3,684  1,953,531  ( )953  1,952,577

 営業利益  7,636  8,114  17  15,769  38  15,807

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  



 前第３四半期連結累計期間（自 平成20年４月１日 至 平成20年12月31日）及び当第３四半期連結累計期間

（自 平成21年４月１日 至 平成21年12月31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。 

  

 前第３四半期連結累計期間（自 平成20年４月１日 至 平成20年12月31日）及び当第３四半期連結累計期間

（自 平成21年４月１日 至 平成21年12月31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。 

  

 該当事項はありません。 

  

〔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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