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1.  22年3月期の連結業績（平成21年4月1日～平成22年3月31日） 

 

(2) 連結財政状態 

 

(3) 連結キャッシュ・フローの状況 

  

(1) 連結経営成績 （％表示は対前期増減率）

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

22年3月期 142,448 9.9 647 78.3 1,050 58.3 △144 ―

21年3月期 129,635 16.9 363 67.8 664 55.0 98 △54.4

1株当たり当期純利益
潜在株式調整後1株当たり

当期純利益
自己資本当期純利

益率
総資産経常利益率 売上高営業利益率

円 銭 円 銭 ％ ％ ％

22年3月期 △12.04 ― △2.9 2.1 0.5
21年3月期 8.19 ― 1.9 1.4 0.3

（参考） 持分法投資損益 22年3月期  △4百万円 21年3月期  △4百万円

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 51,170 4,942 9.6 408.58
21年3月期 46,987 5,137 10.7 416.67

（参考） 自己資本   22年3月期  4,907百万円 21年3月期  5,006百万円

営業活動によるキャッシュ・フロー 投資活動によるキャッシュ・フロー 財務活動によるキャッシュ・フロー 現金及び現金同等物期末残高

百万円 百万円 百万円 百万円

22年3月期 △1,419 △80 2,099 1,670
21年3月期 365 △66 △15 1,072

2.  配当の状況 

 

1株当たり配当金 配当金総額
（合計）

配当性向
（連結）

純資産配当
率（連結）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 百万円 ％ ％

21年3月期 ― ― ― 7.00 7.00 84 85.5 1.6
22年3月期 ― ― ― 7.00 7.00 84 ― 1.7

23年3月期 
（予想）

― ― ― 7.00 7.00 15.3

3.  23年3月期の連結業績予想（平成22年4月1日～平成23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）

 

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

72,807 1.4 237 △63.9 464 △46.7 107 △78.0 8.91

通期 144,585 1.5 619 △4.3 1,060 1.0 548 ― 45.61
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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) 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（連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変
更に記載されるもの） 

(3) 発行済株式数（普通株式） 

（注）１株当たり当期純利益（連結）の基礎となる株式数については、１９ページ「１株当たり情報」をご覧ください。 

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 12,572,100株 21年3月期 12,572,100株

② 期末自己株式数 22年3月期  560,189株 21年3月期  555,570株

（参考）個別業績の概要 

1.  22年3月期の個別業績（平成21年4月1日～平成22年3月31日） 

 

(2) 個別財政状態 

  

(1) 個別経営成績 （％表示は対前期増減率）

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

22年3月期 139,736 10.3 376 4.3 876 19.1 157 97.1
21年3月期 126,702 15.8 360 212.0 736 77.2 79 △67.0

1株当たり当期純利益
潜在株式調整後1株当たり当期純

利益
円 銭 円 銭

22年3月期 13.09 ―

21年3月期 6.64 ―

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 48,439 5,266 10.9 438.46
21年3月期 43,969 5,064 11.5 421.50

（参考） 自己資本 22年3月期  5,266百万円 21年3月期  5,064百万円

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 

上記に記載した予想数値は、現時点で入手可能な情報に基づき判断した見通しであり、多分に不確定な要素を含んでおります。実際の業績等は、業績の
変化等により、上記予想数値と異なる場合があります。なお、上記の予想に関連する事項については、３ページ「１．経営成績 １）経営成績に関する分析」
を御参照下さい。 
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1. 経営成績 
 
 １）経営成績に関する分析 

（当期の経営成績） 

当連結会計年度におけるわが国経済は、米国のサブプライム問題の永引く影響と国内の政権交代の余

波を受け、雇用情勢・所得環境の悪化が続き、更にはデフレ懸念等も加わり、厳しい状況で推移いたし

ました。 

  当社グループの主力商品の大衆薬につきましても、上半期には、マスクをはじめとする新型インフル

エンザ対策商品の特需があったものの、下半期につきましては、荷動きの悪化が目立つようになってま

いりました。しかしながら、他方、高齢化の進展とともに美と健康に関するニーズ、就中、女性高齢者

の最大関心事であるシミ・シワの治療薬とその周辺のスキンケア群が着実に増加傾向にあること、更に

健康維持摂取品という大カテゴリーが伸びてきていること等によりマーケットは着実に拡大傾向にあり

ます。 

  そのような状況の中で当社グループは、広域化する有力ドラッグストアとの取引関係を引き続き強化

し、同時に、異業態との取引の開拓・深化にも積極的に取り組んでまいりました結果、売上の増加を実

現する事が出来ました。また、かねてより力を入れて参りましたプライベートブランド商品の開発と供

給、ならびに非価格競争のできる商流力アップに努めましたことにより、大衆薬卸業界におけるシェア

をさらに強固なものとすることが出来ました。他方、収益面では医薬品メーカーの合従連衡による取引

条件の悪化に加え、ドラッグストア業界の価格競争の激化を要因とする値下げ要求が一層厳しさを増し、

かつセンターフィーも引き続き増加傾向が続きましたものの、物流関係を中心とする生産性の向上、ま

た、経費削減に注力することにより対応してまいりました。 

以上の結果、当連結会計年度の連結売上高は142,448百万円（前年同期比9.9％増）、連結経常利益は  

1,050百万円（前年同期比58.3％増）と増収となりましたが、たな卸資産評価損及び固定資産減損損失

を計上した結果、連結純損失は144百万円となりました。 

 

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。 

１ 医薬品等卸売業につきましては、売上高139,951百万円（前年同期比12,460百万円増）、営業利 

益は681百万円（前年同期比43百万円増）となりました。 

２ 医薬品等製造業につきましては、売上高783百万円（前年同期比164百万円増）、営業損失は132 

 百万円（前年同期比22百万円増）となりました。 

３ 医薬品等小売業につきましては、売上高1,713百万円（前年同期比187百万円増）、営業損失は 

 65百万円（前年同期比12百万円減）となりました。 

４ その他の事業につきましては、営業損失は9百万円（前年同期比2百万円増）となりました。 

 

（次期の見通し） 

当面の国内景気につきましては、経済情勢の低迷、需要の減退等マイナス要因が重なり、依然として

デフレ基調の厳しい状況で推移するものと認識しております。また、大衆薬業界は、新型インフルエン

ザの終息による反動減も予想されております。 

当社は、このような環境下、引き続き消費者満足を視座に据えた非価格競争力の一層の強化、広域化

そして業態化を基本戦略とし、併せて、業務の効率化・合理化による経費の圧縮により、売上の拡大と

利益率の維持に鋭意努力する所存であります。 

業績見込と致しましては、連結売上高144,585百万円、連結売上総利益14,823百万円、連結営業利益  

619百万円、連結経常利益1,060百万円、税金等調整前連結当期純利益1,060百万円、連結当期純利益  

548百万円を見込んでおります。 
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 ２）財政状態に関する分析 

（資産、負債、純資産及びキャッシュ・フローの状況に関する分析） 

当連結会計年度末における資産は、前連結会計年度に比べ、受取手形及び売掛金が3,435百万円増加

した事等により、結果として4,182百万円増加の51,170百万円となりました。また、負債は4,377百万円

増加し、46,228百万円、純資産は194百万円減少し、4,942百万円となりました。 

なお、当連結会計年度末における現金及び現金同等物は、期首残高よりも598百万円増加し1,670百万

円となりました。 

当連結会計年度における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因はつぎのとおりであります。 

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

営業活動の結果使用した資金は、1,419百万円（前年同期比1,785百万円増）となりました。これは主

として、売上債権の増加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） 

投資活動の結果使用した資金は、80百万円（前年同期比14百万円増）となりました。これは主として、

定期預金の預入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） 

財務活動の結果得られた資金は、2,099百万円（前年同期比2,115百万円増）となりました。 

これは主として、借入によるものであります。 

 

（キャッシュ・フロー関連指標の推移） 

当社のキャッシュ・フロー指標のトレンドは下記のとおりであります。 

 平成21年３月期 平成22年３月期 

自己資本比率 10.7％ 9.6％

時価ベースの自己資本比率 11.3％ 8.6％

キャッシュ・フロー対有利子負債比率 15.3 ―

インタレスト・カバレッジ・レシオ 3.3 ―

自己資本比率：自己資本／総資産 

時価ベースの自己資本比率：株価時価総額／総資産 

キャッシュ・フロー対有利子負債比率：有利子負債／キャッシュ・フロー 

インタレスト・カバレッジ・レシオ：キャッシュ・フロー／利払い 

＊ いずれも連結ベースの財務数値により計算しております。株式時価総額は自己株式を除く発行済株

式数をベースに計算しております。 

＊ キャッシュ・フローは営業キャッシュ・フローを利用しております。有利子負債は連結貸借対照表

に計上されている負債のうち利子を支払っている全ての負債を対象としております。 

＊ 平成22年３月期につきましては、営業キャッシュ・フローがマイナスのため、キャッシュ・フロー

対有利子負債比率およびインタレスト・カバレッジ・レシオは算定しておりません。 

 

 ３）利益配分に関する基本方針及び当期・次期の配当 

配当につきましては安定配当を基本に業績に応じた配当を行って参りたいと考えております。内部留

保金は、経営体質の一層の充実と今後の事業展開に活用する予定であります。 

尚、当期の配当につきましては、７円と決定いたしました。 

また、次期の配当予想につきましては、次期業績予想を勘案した結果、７円といたしました。 
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2. 企 業 集 団 の 状 況 
 

最近の有価証券報告書（平成21年６月19日提出）における「事業系統図（事業の内容)」及び「関係会

社の状況」から重要な変更がないため開示を省略します。 
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3. 経 営 方 針 
 

 (1) 会社の経営の基本方針、(2) 目標とする経営指標、(3) 中長期的な会社の経営戦略、(4) 会社の対処

すべき課題 

平成19年３月期中間決算短信（平成18年11月17日開示）により開示を行った内容から重要な変更がな

いため開示を省略します。 

当該中間決算短信は、次のＵＲＬからご覧いただくことができます。 

 （当社ホームページ） 

  http://www.ohki-net.co.jp/ 

 （大阪証券取引所ホームページ（｢ＪＤＳ」検索ページ)） 

  http://jds.jasdaq.co.jp/tekiji/ 

  

 

以 上 
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4.【連結財務諸表】 
(1)【連結貸借対照表】 

(単位：百万円)

前連結会計年度 
(平成21年３月31日) 

当連結会計年度 
(平成22年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 1,079 1,688

受取手形及び売掛金 23,470 26,906

たな卸資産 9,580 9,724

繰延税金資産 203 608

未収入金 3,294 3,446

その他 135 137

貸倒引当金 △113 △378

流動資産合計 37,651 42,133

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 5,357 5,147

減価償却累計額 △2,714 △2,831

建物及び構築物（純額） 2,642 2,316

機械装置及び運搬具 237 185

減価償却累計額 △144 △173

機械装置及び運搬具（純額） 92 12

土地 3,415 3,381

その他 511 618

減価償却累計額 △360 △407

その他（純額） 151 210

有形固定資産合計 6,301 5,920

無形固定資産 419 181

投資その他の資産   

投資有価証券 1,342 1,578

関係会社株式 45 40

長期貸付金 85 73

関係会社長期貸付金 2 －

その他 1,609 1,401

貸倒引当金 △469 △158

投資その他の資産合計 2,614 2,934

固定資産合計 9,336 9,037

資産合計 46,987 51,170
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(単位：百万円)

前連結会計年度 
(平成21年３月31日) 

当連結会計年度 
(平成22年３月31日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 33,148 34,726

短期借入金 4,797 5,203

未払法人税等 424 581

賞与引当金 186 224

返品調整引当金 84 89

その他 1,318 1,398

流動負債合計 39,960 42,223

固定負債   

長期借入金 767 2,615

繰延税金負債 370 507

退職給付引当金 371 384

役員退職慰労引当金 115 132

その他 264 365

固定負債合計 1,889 4,004

負債合計 41,850 46,228

純資産の部   

株主資本   

資本金 1,751 1,751

資本剰余金 1,484 1,484

利益剰余金 2,055 1,826

自己株式 △261 △263

株主資本合計 5,030 4,799

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △23 108

評価・換算差額等合計 △23 108

少数株主持分 130 34

純資産合計 5,137 4,942

負債純資産合計 46,987 51,170
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(2)【連結損益計算書】 

（単位：百万円）

前連結会計年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成22年３月31日) 

売上高 129,635 142,448

売上原価 116,268 127,843

売上総利益 13,367 14,604

販売費及び一般管理費   

荷造運搬費 1,821 1,975

車両費 117 110

販売費 5,758 6,165

給料手当及び賞与 2,658 2,783

賞与引当金繰入額 177 209

退職給付費用 138 174

役員退職慰労引当金繰入額 13 16

福利厚生費 277 285

減価償却費 170 199

貸倒引当金繰入額 278 315

その他 1,592 1,720

販売費及び一般管理費合計 13,003 13,957

営業利益 363 647

営業外収益   

受取利息 20 15

受取配当金 47 43

仕入割引 121 258

情報手数料 156 159

受取家賃 37 41

その他 97 124

営業外収益合計 480 643

営業外費用   

支払利息 113 117

売上債権売却損 49 54

シンジケートローン手数料 － 37

為替差損 4 3

持分法による投資損失 4 4

その他 7 23

営業外費用合計 179 240

経常利益 664 1,050
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（単位：百万円）

前連結会計年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成22年３月31日) 

特別利益   

補助金収入 2 －

受取業務指導料 52 －

固定資産売却益 － 3

前期損益修正益 － 9

償却債権取立益 － 35

受取手数料 － 47

その他 2 －

特別利益合計 58 96

特別損失   

固定資産除却損 3 36

減損損失 147 380

固定資産売却損 20 －

投資有価証券評価損 65 15

関係会社株式評価損 4 －

前期損益修正損 － 37

たな卸資産評価損 － 376

その他 8 6

特別損失合計 251 854

税金等調整前当期純利益 470 293

法人税、住民税及び事業税 555 870

法人税等調整額 △208 △358

法人税等合計 346 511

少数株主利益又は少数株主損失（△） 25 △74

当期純利益又は当期純損失（△） 98 △144
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(3)【連結株主資本等変動計算書】 

(単位：百万円)

前連結会計年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成22年３月31日) 

株主資本   

資本金   

前期末残高 1,751 1,751

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 1,751 1,751

資本剰余金   

前期末残高 1,484 1,484

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 1,484 1,484

利益剰余金   

前期末残高 2,034 2,055

当期変動額   

剰余金の配当 △84 △84

当期純利益又は当期純損失（△） 98 △144

連結範囲の変動 6 －

当期変動額合計 20 △228

当期末残高 2,055 1,826

自己株式   

前期末残高 △255 △261

当期変動額   

自己株式の取得 △5 △2

当期変動額合計 △5 △2

当期末残高 △261 △263

株主資本合計   

前期末残高 5,015 5,030

当期変動額   

剰余金の配当 △84 △84

当期純利益又は当期純損失（△） 98 △144

連結範囲の変動 6 －

自己株式の取得 △5 △2

当期変動額合計 14 △230

当期末残高 5,030 4,799
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(単位：百万円)

前連結会計年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成22年３月31日) 

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金   

前期末残高 490 △23

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △513 131

当期変動額合計 △513 131

当期末残高 △23 108

評価・換算差額等合計   

前期末残高 490 △23

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △513 131

当期変動額合計 △513 131

当期末残高 △23 108

少数株主持分   

前期末残高 76 130

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 53 △95

当期変動額合計 53 △95

当期末残高 130 34

純資産合計   

前期末残高 5,582 5,137

当期変動額   

剰余金の配当 △84 △84

当期純利益又は当期純損失（△） 98 △144

連結範囲の変動 6 －

自己株式の取得 △5 △2

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △459 35

当期変動額合計 △445 △194

当期末残高 5,137 4,942
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(4)【連結キャッシュ・フロー計算書】 

(単位：百万円)

前連結会計年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成22年３月31日) 

営業活動によるキャッシュ・フロー   

税金等調整前当期純利益 470 293

減価償却費 269 280

減損損失 147 380

持分法による投資損益（△は益） 4 4

のれん償却額 102 114

固定資産除却損 3 23

固定資産売却損益（△は益） 20 △3

投資有価証券評価損益（△は益） 65 15

関係会社株式評価損 4 －

貸倒引当金の増減額（△は減少） 277 △45

賞与引当金の増減額（△は減少） 24 37

退職給付引当金の増減額（△は減少） 42 12

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 8 16

返品調整引当金の増減額（△は減少） 11 4

受取利息及び受取配当金 △67 △59

支払利息 113 154

売上債権の増減額（△は増加） △2,727 △3,482

たな卸資産の増減額（△は増加） 261 △143

未収入金の増減額（△は増加） △83 △158

仕入債務の増減額（△は減少） 1,782 1,577

未払金の増減額（△は減少） △101 121

未払消費税等の増減額（△は減少） 164 △59

長期未払金の増減額（△は減少） △25 △3

その他 △35 307

小計 733 △612

利息及び配当金の受取額 63 58

利息の支払額 △109 △157

法人税等の支払額 △321 △708

営業活動によるキャッシュ・フロー 365 △1,419
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(単位：百万円)

前連結会計年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成22年３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 △47 △181

定期預金の払戻による収入 47 170

有形固定資産の取得による支出 △69 △46

有形固定資産の売却による収入 105 32

無形固定資産の取得による支出 △13 △16

無形固定資産の売却による収入 0 －

投資有価証券の取得による支出 △105 △30

投資有価証券の売却による収入 49 －

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による
支出

△0 －

関係会社株式の取得による支出 △12 △15

のれんの取得による支出 △50 －

貸付けによる支出 △201 △1

貸付金の回収による収入 215 10

その他 15 △3

投資活動によるキャッシュ・フロー △66 △80

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） 56 △602

ファイナンス・リース債務の返済による支出 － △42

長期借入れによる収入 418 3,200

長期借入金の返済による支出 △306 △343

社債の償還による支出 △90 △20

配当金の支払額 △84 △84

少数株主への配当金の支払額 △4 △6

自己株式の取得による支出 △5 △2

財務活動によるキャッシュ・フロー △15 2,099

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） 283 598

現金及び現金同等物の期首残高 750 1,072

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 42 －

連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 △4 －

現金及び現金同等物の期末残高 1,072 1,670
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ファイル名:1003連結注記.doc 更新日時:2010/05/22 10:01:00 印刷日時:10/05/22 10:01 
 
 
 

 

 

（５）継続企業の前提に関する注記 

該当事項はありません。 

 

（６）連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項 

最近の有価証券報告書（平成21年６月19日提出）における記載から重要な変更がないため開示 

を省略します。 

 

（７）連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更 

   （追加情報） 

 
当 連 結 会 計 年 度 

(自 平成21年４月１日
至 平成22年３月31日)

 

 
（金融商品に関する会計基準） 

当連結会計年度より平成20年3月10日改正の「金融商品に関する会計基準」（企業会計基準

委員会 企業会計基準第10号）及び「金融商品の時価等の開示に関する適用指針」（企業会計

基準委員会 企業会計基準適用指針第19号）を適用しております。 

当該変更に伴う損益に与える影響はありません。 

 

（賃貸等不動産の時価等の開示に関する会計基準） 

当連結会計年度より「賃貸等不動産の時価等の開示に関する会計基準」（企業会計基準第20

号 平成20年11月28日）及び「賃貸等不動産の時価等の開示に関する会計基準の適用指針」

（企業会計基準適用指針第23号 平成20年11月28日）を適用しております。 

当該変更に伴う損益に与える影響はありません。 

 

 

（８）連結財務諸表に関する注記事項 

   連結貸借対照表、連結損益計算書、連結株主資本等変動計算書、連結キャッシュ・フロー計算書 

に関する注記事項については、決算発表時における開示の必要性が大きくないと考えられるため記 

載を省略します。 

   リース取引、関連当事者との取引、税効果会計、金融商品、有価証券、デリバティブ取引、退職 

給付、ストック・オプション等、企業結合等、賃貸等不動産に関する注記事項については、決算短 

信における開示の必要性が大きくないと考えられるため開示を省略します。 
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(注) １ 事業の区分は、内部管理上採用している区分によっております。 

２ 各区分の主な製品 

（1）医薬品等卸売業……医薬品、健康食品、薬品等 

（2）医薬品等製造業……医薬品、日用品、殺鼠剤等 

（3）医薬品等小売業……医薬品、健康食品、薬品等 

（4）その他の事業………再生支援事業 

３ 追加情報 

  第２四半期連結会計期間より、新たに「医薬品等小売業」を追加しておりますが、これは連結子会社の増加

によるものです。 

４ 営業費用のうち、消去又は全社の項目に含めた配賦不能営業費用（163百万円）の主なものは、親会社本社

の総務部門等管理部門に係る費用であります。 

５ 資産のうち、消去又は全社の項目に含めた全社資産（1,353百万円）の主なものは、親会社での余資運用資

金（現金及び有価証券）、長期投資資金（投資有価証券）及び管理部門に係る資産等であります。 

６ 減価償却費及び資本的支出には長期前払費用とその償却額が含まれております。 

  

(セグメント情報)

【事業の種類別セグメント情報】

前連結会計年度(自 平成20年４月１日 至 平成21年３月31日)

医薬品等 
卸売業 
(百万円)

医薬品等
製造業 
(百万円)

医薬品等
小売業 
(百万円)

その他の
事業 

(百万円)

計
  

(百万円)

消去又は 
全社 

(百万円)

連結
  

(百万円)

Ⅰ 売上高及び 
  営業損益

  売上高

 (1) 外部顧客に 
   対する売上高

127,491 618 1,525 ― 129,635 ― 129,635

 (2) セグメント間の 
   内部売上高 
   又は振替高

234 437 ― ― 672 △ 672 ―

計 127,725 1,056 1,525 ― 130,307 △ 672 129,635

  営業費用 127,087 1,167 1,603 6 129,865 △ 593 129,272

  営業利益又は 
  営業損失（△）

637 △110 △ 78 △ 6 442 △79 363

Ⅱ 資産、減価償却費 
  及び資本的支出

  資産 43,221 1,822 981 116 46,141 845 46,987

  減価償却費 210 108 52 ─ 371 ─ 371

  資本的支出 119 85 254 ─ 458 △72 386
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(注) １ 事業の区分は、内部管理上採用している区分によっております。 

２ 各区分の主な製品 

（1）医薬品等卸売業……医薬品、健康食品、薬品等 

（2）医薬品等製造業……医薬品、日用品、殺鼠剤等 

（3）医薬品等小売業……医薬品、健康食品、薬品等 

（4）その他の事業………再生支援事業 

３ 営業費用のうち、消去又は全社の項目に含めた配賦不能営業費用（190百万円）の主なものは、親会社本社

の総務部門等管理部門に係る費用であります。 

４ 資産のうち、消去又は全社の項目に含めた全社資産（1,601百万円）の主なものは、親会社での余資運用資

金（現金及び有価証券）、長期投資資金（投資有価証券）及び管理部門に係る資産等であります。 

５ 減価償却費及び資本的支出には長期前払費用とその償却額が含まれております。 

  

当連結会計年度(自 平成21年４月１日 至 平成22年３月31日)

医薬品等 
卸売業 
(百万円)

医薬品等
製造業 
(百万円)

医薬品等
小売業 
(百万円)

その他の
事業 

(百万円)

計
  

(百万円)

消去又は 
全社 

(百万円)

連結
  

(百万円)

Ⅰ 売上高及び 
  営業損益

  売上高

 (1) 外部顧客に 
   対する売上高

139,951 783 1,713 ─ 142,448 ─ 142,448

 (2) セグメント間の 
   内部売上高 
   又は振替高

274 178 ─ ─ 452 △452 ─

計 140,226 961 1,713 ─ 142,900 △452 142,448

  営業費用 139,544 1,094 1,778 9 142,427 △626 141,800

  営業利益又は 
  営業損失（△）

681 △132 △65 △9 473 174 647

Ⅱ 資産、減価償却費 
  及び資本的支出

  資産 47,777 1,274 621 111 49,784 1,385 51,170

  減価償却費 248 83 63 ─ 394 ─ 394

  減損損失 6 146 227 ─ 380 ─ 380

  資本的支出 238 7 6 ─ 251 ─ 251
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前連結会計年度（自 平成20年４月１日 至 平成21年３月31日）及び当連結会計年度（自 平成21

年４月１日 至 平成22年３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する事項はありません。

  

前連結会計年度（自 平成20年４月１日 至 平成21年３月31日）及び当連結会計年度（自 平成21

年４月１日 至 平成22年３月31日） 

 海外売上高がないため該当する事項はありません。 

  

【所在地別セグメント情報】

【海外売上高】
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ファイル名:1003連結注記2.doc 更新日時:2010/05/19 18:52:00 印刷日時:10/05/22 10:03 
 
 

 
 

 

（１株当たり情報） 

 
当 連 結 会 計 年 度 

(自 平成21年４月１日
至 平成22年３月31日)

 

 
１株当たり純資産額 408.58 円 

１株当たり当期純損失金額 12.04 円 

 

 なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額については、１株当たり当期純損失であ

り、また潜在株式が存在しないため記載しておりません。 

 

１株当たり当期純損失金額の算定上の基礎 

連結損益計算書上の当期純損失 144 百万円

普通株式に係る当期純損失 144 百万円
 

普通株主に帰属しない金額 該当事項はありません。 
 

普通株式の期中平均株式数 12,014,159 株 

 

 （重要な後発事象） 

該当事項はありません。 
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5.【個別財務諸表】 
(1)【貸借対照表】 

(単位：百万円)

前事業年度 
(平成21年３月31日) 

当事業年度 
(平成22年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 280 1,004

受取手形 813 719

売掛金 22,275 26,307

商品 8,371 8,200

前渡金 55 12

前払費用 46 60

繰延税金資産 185 573

未収入金 3,291 3,444

立替金 370 150

その他 195 272

貸倒引当金 △221 △761

流動資産合計 35,665 39,983

固定資産   

有形固定資産   

建物 3,702 3,591

減価償却累計額 △1,845 △1,873

建物（純額） 1,856 1,717

構築物 169 169

減価償却累計額 △84 △90

構築物（純額） 85 78

機械及び装置 34 37

減価償却累計額 △22 △25

機械及び装置（純額） 12 12

工具、器具及び備品 219 211

減価償却累計額 △188 △186

工具、器具及び備品（純額） 31 24

土地 3,161 3,127

リース資産 84 211

減価償却累計額 △8 △41

リース資産（純額） 76 170

有形固定資産合計 5,222 5,130

無形固定資産   

特許出願権 2 －

ソフトウエア 36 27

電話加入権 14 14

施設利用権 0 0

リース資産 13 64

無形固定資産合計 67 106
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(単位：百万円)

前事業年度 
(平成21年３月31日) 

当事業年度 
(平成22年３月31日) 

投資その他の資産   

投資有価証券 1,338 1,573

関係会社株式 395 410

関係会社出資金 80 0

出資金 4 4

関係会社長期貸付金 470 418

破産更生債権等 443 87

差入保証金 881 978

その他 112 111

貸倒引当金 △713 △365

投資その他の資産合計 3,013 3,219

固定資産合計 8,303 8,456

資産合計 43,969 48,439

負債の部   

流動負債   

支払手形 7,766 7,371

買掛金 25,115 26,963

短期借入金 2,800 2,100

1年内返済予定の長期借入金 85 1,028

リース債務 22 61

未払金 989 1,067

未払費用 2 2

未払法人税等 371 493

未払消費税等 123 96

前受金 9 1

預り金 48 30

賞与引当金 141 173

返品調整引当金 75 81

その他 79 286

流動負債合計 37,632 39,756

固定負債   

長期借入金 450 2,305

リース債務 71 185

繰延税金負債 284 421

退職給付引当金 334 347

役員退職慰労引当金 89 100

その他 40 55

固定負債合計 1,271 3,416

負債合計 38,904 43,173
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(単位：百万円)

前事業年度 
(平成21年３月31日) 

当事業年度 
(平成22年３月31日) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 1,751 1,751

資本剰余金   

資本準備金 1,475 1,475

その他資本剰余金 11 11

資本剰余金合計 1,486 1,486

利益剰余金   

利益準備金 137 137

その他利益剰余金   

固定資産圧縮積立金 944 926

別途積立金 454 454

繰越利益剰余金 563 654

利益剰余金合計 2,098 2,171

自己株式 △256 △258

株主資本合計 5,080 5,151

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △15 115

評価・換算差額等合計 △15 115

純資産合計 5,064 5,266

負債純資産合計 43,969 48,439
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(2)【損益計算書】 

(単位：百万円)

前事業年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成22年３月31日) 

売上高 126,702 139,736

売上原価   

商品期首たな卸高 8,107 8,371

当期商品仕入高 115,461 127,254

合計 123,568 135,625

商品他勘定振替高 5 5

商品期末たな卸高 8,371 8,200

売上原価合計 115,192 127,419

売上総利益 11,510 12,317

返品調整引当金戻入額 63 75

返品調整引当金繰入額 75 81

差引売上総利益 11,498 12,311

販売費及び一般管理費   

荷造運搬費 1,692 1,812

車両費 89 87

販売費 5,188 5,583

給料手当及び賞与 2,110 2,219

賞与引当金繰入額 141 173

退職給付費用 131 159

役員退職慰労引当金繰入額 8 11

福利厚生費 238 245

減価償却費 124 162

貸倒引当金繰入額 327 294

貸倒損失 － 0

その他 1,085 1,185

販売費及び一般管理費合計 11,138 11,935

営業利益 360 376

営業外収益   

受取利息 28 23

受取配当金 59 62

仕入割引 133 282

情報手数料 156 160

受取家賃 52 48

その他 72 103

営業外収益合計 503 680
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(単位：百万円)

前事業年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成22年３月31日) 

営業外費用   

支払利息 69 78

売上債権売却損 49 54

シンジケートローン手数料 － 37

その他 9 9

営業外費用合計 127 179

経常利益 736 876

特別利益   

補助金収入 2 －

受取業務指導料 52 －

投資有価証券売却益 0 －

固定資産売却益 62 3

償却債権取立益 － 35

受取手数料 － 47

その他 2 －

特別利益合計 120 87

特別損失   

固定資産除却損 － 25

固定資産売却損 15 6

投資有価証券売却損 － －

投資有価証券評価損 65 15

関係会社株式評価損 6 －

関係会社出資金評価損 － 80

貸倒引当金繰入額 308 260

減損損失 120 6

その他 3 0

特別損失合計 520 394

税引前当期純利益 336 569

法人税、住民税及び事業税 492 752

法人税等調整額 △235 △339

法人税等合計 256 412

当期純利益 79 157
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(3)【株主資本等変動計算書】 

(単位：百万円)

前事業年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成22年３月31日) 

株主資本   

資本金   

前期末残高 1,751 1,751

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 1,751 1,751

資本剰余金   

資本準備金   

前期末残高 1,475 1,475

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 1,475 1,475

その他資本剰余金   

前期末残高 11 11

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 11 11

資本剰余金合計   

前期末残高 1,486 1,486

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 1,486 1,486

利益剰余金   

利益準備金   

前期末残高 137 137

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 137 137

その他利益剰余金   

固定資産圧縮積立金   

前期末残高 949 944

当期変動額   

固定資産圧縮積立金の取崩 △5 △18

当期変動額合計 △5 △18

当期末残高 944 926

別途積立金   

前期末残高 454 454

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 454 454
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(単位：百万円)

前事業年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成22年３月31日) 

繰越利益剰余金   

前期末残高 562 563

当期変動額   

固定資産圧縮積立金の取崩 5 18

剰余金の配当 △84 △84

当期純利益 79 157

当期変動額合計 0 91

当期末残高 563 654

利益剰余金合計   

前期末残高 2,103 2,098

当期変動額   

固定資産圧縮積立金の取崩 － －

剰余金の配当 △84 △84

当期純利益 79 157

当期変動額合計 △4 73

当期末残高 2,098 2,171

自己株式   

前期末残高 △250 △256

当期変動額   

自己株式の取得 △5 △2

当期変動額合計 △5 △2

当期末残高 △256 △258

株主資本合計   

前期末残高 5,090 5,080

当期変動額   

剰余金の配当 △84 △84

当期純利益 79 157

自己株式の取得 △5 △2

当期変動額合計 △10 71

当期末残高 5,080 5,151
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(単位：百万円)

前事業年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成22年３月31日) 

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金   

前期末残高 491 △15

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △507 130

当期変動額合計 △507 130

当期末残高 △15 115

評価・換算差額等合計   

前期末残高 491 △15

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △507 130

当期変動額合計 △507 130

当期末残高 △15 115

純資産合計   

前期末残高 5,582 5,064

当期変動額   

剰余金の配当 △84 △84

当期純利益 79 157

自己株式の取得 △5 △2

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △507 130

当期変動額合計 △517 201

当期末残高 5,064 5,266
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(4) 継続企業の前提に関する注記 

該当事項はありません。 

 

 

６.その他 

(1)役員の異動 

①代表者の異動 

該当事項はありません。 

 

②その他の役員の異動（平成22年6月18日付予定） 

   退任予定取締役 

   取締役   長 洋（現 当社常務取締役業務本部長） 
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