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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 1,576,763 7.0 9,800 △10.2 15,778 △4.5 7,322 3.1
21年3月期第3四半期 1,473,893 ― 10,913 ― 16,520 ― 7,105 ―

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 163.29 ―
21年3月期第3四半期 170.14 ―

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 1,004,123 220,030 21.3 4,290.98
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3四半期  213,731百万円 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．平成21年５月12日付で公表いたしました通期の業績予想を修正しておりません。 
２．１株当たり当期純利益予想については、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を完全子会社とするための株式交
換に伴う新株発行数（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３四半期連結累計期間において、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）を実施いたしました。 

※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3四半期 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3四半期  566,638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3四半期 44,842,488株 21年3月期第3四半期 41,761,930株



当第３四半期連結累計期間（平成21年４月１日～平成21年12月31日）におけるわが国経済は、平成20年秋の世界的

な金融ショックからの立ち直りや中国・インド等の新興国経済に牽引された輸出や生産に回復傾向が見られる一方

で、雇用環境の悪化や新規投資の抑制懸念は払拭されておりません。医療用医薬品市場におきましてはインフルエン

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5％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

各テーマに取り組んでまいりました。グループ物流に関しては、昨年５月に成和産業株式会社（本社：広島市西区）

が中国エリアの物流拠点（広島県尾道市）を稼動させました。昨年10月には株式会社小田島（本社：岩手県花巻市）

が本社・物流センター（岩手県花巻市）の新築移転工事に着工し、さらにアルフレッサ株式会社（本社：東京都千代

田区）においては、昨年12月に新物流センター（埼玉県新座市）の建設に着工するなど、物流機能の整備・拡充を図

ってまいりました。また、グループシステムに関しては、昨年５月に成和産業株式会社、昨年11月には安藤株式会社

（本社：群馬県高崎市）においてグループ基幹システムの共同利用を開始するなど順調に推移しております。医薬品

等製造事業に関しては、アルフレッサファーマ株式会社（本社：大阪市中央区）において、岡山製薬工場（岡山県勝

田郡）の第２製剤棟が昨年12月に稼動し、国際的ＧＭＰ基準に対応した設備として、自社製品に加え受託製造の拡大

を図る体制を整備いたしました。 

経営環境が激しく変化するなかで、更なる経営基盤の強化を図るため、中長期的な視点に立った経営の効率化にグ

ループ全体で取り組んでおります。 

財務面におきましては、物流センターなどの整備・拡充のための投資を目的に、昨年９月に公募増資およびオーバ

ーアロットメントによる売出しに係る第三者割当増資を行い、財務基盤の強化に努めました。また昨年12月には、経

営環境の変化により将来発生する資金需要に対する調達の機動性を高めるために株式会社格付投資情報センター（Ｒ

＆Ｉ）より格付「シングルＡ（安定的）」を取得いたしました。 

これらの結果、当第３四半期連結累計期間の業績は、売上高1兆5,767億63百万円（前年同期比7.0％増）、営業利

益98億円（前年同期比10.2％減）、経常利益は157億78百万円（前年同期比4.5％減）、四半期純利益73億22百万円

（前年同期比3.1％増）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、インフルエンザ関連商品が大きく伸長したことに加え、新製品の販売に注力す

るとともに発注機能、医療情報の提供機能を一体とした医療機関向け総合情報サービスサイト「alf-web」の充実・

展開に努めたことなどにより、市場を上回る売上伸長率となりました。利益面におきましては、適正利益の確保に努

めるとともに販管費５％台を目標に様々な業務効率化を図ってまいりました。これらの結果、当第３四半期連結累計

期間の売上高は1兆5,641億97百万円（前年同期比7.0％増）、営業利益は83億41百万円（前年同期比16.4％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12.6％増）を含んでおります。 

医薬品等製造事業では、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』

の売上および利益が大きく貢献したことなどにより、当第３四半期連結累計期間の売上高は196億2百万円（前年同期

比6.4％増）、営業利益は9億93百万円（前年同期比28.1％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70億33百万円（前年同期比19.6％増）を含んでおります。 

  

（１）連結財政状態の変動状況   

当第３四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、1,198億74百万円増加し、1兆41億23百万円となりました。

これは主に、受取手形及び売掛金が750億33百万円および商品及び製品が253億29百万円それぞれ増加したことによる

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855億68百万円増加し、7,840億93百万円となりました。これ

は主に、賞与引当金が28億93百万円減少したものの、支払手形及び買掛金が830億11百万円、未払金等のその他流動

負債が32億57百万円増加したこと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により資本金および資本剰余金が284億48百万

円増加したこと、利益剰余金が33億92百万円増加したことならびにその他有価証券評価差額金が21億1百万円増加し

たことなどにより2,200億30百万円となりました。 

  

（２）連結キャッシュ・フローの状況   

当第３四半期連結累計期間末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110億48百万円減少し、837億35百万円となりました。 

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



（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78億26百万円（前年同期は193億80百万円の増加）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151億59百万円、減価償却費44億61百万円、ならびに仕入債務の増加が830億11百万円あ

った一方で、売上債権の増加が748億6百万円、たな卸資産の増加が256億56百万円、未収入金の増加が57億58百万

円、ならびに法人税等の支払額が53億76百万円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） 

 投資活動の結果、減少した資金は、274億58百万円（前年同期比163億69百万円増）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69億79百万円あったことによるものであ

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242億37百万円（前年同期は16億23百万円の減少）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、長期借入れによる収入が5億円、ならびに短期借入金の純増加が1億25百

万円あった一方で、配当金の支払額が39億45百万円およびリース債務の返済による支出が5億85百万円あったことに

よるものであります。 

  

通期連結業績予想につきましては今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、昨

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３四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。  

  

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



（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およびアルフレッサ ファーマ株式会社は、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、安藤株式会社は平成21年６月１日付、アルフレッ

サ ファーマ株式会社は平成21年10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157百万円計上しております。 

  

・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３四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 80,938 86,928

受取手形及び売掛金 561,542 486,509

有価証券 25,054 10,057

商品及び製品 115,571 90,242

仕掛品 171 107

原材料及び貯蔵品 1,415 1,153

未収入金 58,120 51,785

その他 7,466 8,688

貸倒引当金 △962 △951

流動資産合計 849,320 734,521

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 30,706 27,685

土地 47,881 45,503

その他（純額） 7,464 7,955

有形固定資産合計 86,052 81,144

無形固定資産   

のれん 3,612 5,180

その他 3,949 2,583

無形固定資産合計 7,561 7,763

投資その他の資産   

投資有価証券 33,906 30,084

その他 32,215 36,093

貸倒引当金 △4,931 △5,357

投資その他の資産合計 61,189 60,819

固定資産合計 154,803 149,728

資産合計 1,004,123 884,249



（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 731,478 648,467

短期借入金 2,928 2,578

未払法人税等 2,458 2,292

賞与引当金 2,946 5,840

その他 13,826 10,568

流動負債合計 753,638 669,746

固定負債   

長期借入金 3,171 2,996

退職給付引当金 15,663 16,476

その他 11,620 9,305

固定負債合計 30,455 28,778

負債合計 784,093 698,524

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 117,318 113,925

自己株式 △2,195 △2,192

株主資本合計 214,223 182,385

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 5,256 3,154

繰延ヘッジ損益 0 10

土地再評価差額金 △5,739 △5,720

為替換算調整勘定 △7 △7

評価・換算差額等合計 △491 △2,562

少数株主持分 6,298 5,901

純資産合計 220,030 185,724

負債純資産合計 1,004,123 884,249



（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 1,473,893 1,576,763

売上原価 1,363,949 1,470,133

返品調整引当金戻入額 927 902

返品調整引当金繰入額 995 859

売上総利益 109,876 106,673

販売費及び一般管理費 98,962 96,872

営業利益 10,913 9,800

営業外収益   

受取利息及び配当金 1,116 1,055

受取情報料 3,373 3,669

その他 1,288 1,617

営業外収益合計 5,778 6,342

営業外費用   

支払利息 78 93

株式交付費 － 153

その他 92 117

営業外費用合計 171 364

経常利益 16,520 15,778

特別利益   

固定資産売却益 － 76

投資有価証券売却益 133 89

関係会社株式売却益 26 －

役員退職慰労引当金戻入額 － 43

退職給付制度改定益 760 －

特別利益合計 920 210

特別損失   

固定資産売却損 6 111

固定資産除却損 138 181

減損損失 280 218

投資有価証券評価損 814 92

ゴルフ会員権評価損 － 16

たな卸資産評価損 2,154 －

債務保証損失引当金繰入額 28 －

のれん償却額 190 －

退職給付制度改定損 － 157

特別退職金 385 37

システム移行費用 － 14

合併関連費用 425 －

特別損失合計 4,424 828

税金等調整前四半期純利益 13,016 15,159

法人税、住民税及び事業税 6,905 5,539

法人税等調整額 △1,448 1,870

法人税等合計 5,457 7,410

少数株主利益 453 427

四半期純利益 7,105 7,322



（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 13,016 15,159

減価償却費 3,827 4,461

減損損失 280 218

のれん償却額 1,667 1,567

貸倒引当金の増減額（△は減少） 402 △414

賞与引当金の増減額（△は減少） △3,044 △2,893

役員賞与引当金の増減額（△は減少） △90 △7

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △44 △78

退職給付引当金の増減額（△は減少） △6,742 △812

受取利息及び受取配当金 △1,116 △1,055

支払利息 78 93

退職給付制度改定益 △760 －

退職給付制度改定損 － 157

固定資産売却損益（△は益） 6 34

固定資産除却損 138 181

たな卸資産評価損 2,154 －

投資有価証券評価損益（△は益） 814 92

合併関連費用 425 －

売上債権の増減額（△は増加） △60,784 △74,806

たな卸資産の増減額（△は増加） △26,449 △25,656

未収入金の増減額（△は増加） 445 △5,758

仕入債務の増減額（△は減少） 94,027 83,011

その他 8,188 3,160

小計 26,440 △3,345

利息及び配当金の受取額 1,108 1,034

利息の支払額 △71 △84

退職給付制度改定に伴う支払額 － △55

合併関連費用の支払額 △396 －

法人税等の支払額 △7,700 △5,376

営業活動によるキャッシュ・フロー 19,380 △7,826



（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) 

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 △1,238 △350

定期預金の払戻による収入 1,109 275

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 △6,354 △6,979

有形固定資産の売却による収入 287 452

無形固定資産の取得による支出 △220 △291

長期前払費用の取得による支出 △1,909 △19

投資有価証券の取得による支出 △2,539 △382

投資有価証券の売却による収入 382 127

貸付けによる支出 △1,007 △689

貸付金の回収による収入 496 347

その他 △95 50

投資活動によるキャッシュ・フロー △11,088 △27,458

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） 1,142 125

長期借入れによる収入 1,700 500

長期借入金の返済による支出 △617 △100

リース債務の返済による支出 △117 △585

株式の発行による収入 － 28,295

自己株式の取得による支出 △44 △4

自己株式の売却による収入 11 0

配当金の支払額 △3,633 △3,945

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 △1,623 24,237

現金及び現金同等物に係る換算差額 △0 △0

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 6,667 △11,048

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 86,862 83,735



 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） 

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、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  1,461,347  12,545  1,473,893  －  1,473,893

(2）セグメント間の内部売上

高又は振替高 
 2  5,879  5,882 (5,882)  －

計  1,461,350  18,424  1,479,775 (5,882)  1,473,893

営業利益  9,976  775  10,751  161  10,913

  
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  1,564,194  12,569  1,576,763  －  1,576,763

(2）セグメント間の内部売上

高又は振替高 
 3  7,033  7,036 (7,036)  －

計  1,564,197  19,602  1,583,800 (7,036)  1,576,763

営業利益  8,341  993  9,334  465  9,800

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３四半期連結累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３四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日に安藤株式会社との間で株式交換契約を締結し、平成22年１月８日をもって、当社の完

全子会社とする株式交換を行いました。 

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した。 

  

(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） 

平成22年１月８日 株式交換の効力発生日 

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した。 

(3)安藤株式会社の概要（平成21年12月31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       3,521百万円 

総資産       15,949百万円 

  

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日にアルフレッサ日建産業株式会社との間で株式交換契約を締結し、平成22年１月８日を

もって、当社の完全子会社とする株式交換を行いました。 

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した。 

  

(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） 

平成22年１月８日 株式交換の効力発生日  

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した。 

(3)アルフレッサ日建産業株式会社の概要（平成21年12月31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       912百万円 

総資産       15,756百万円  

６．その他の情報
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