
    

１．平成23年３月期第１四半期の連結業績（平成22年４月１日～平成22年６月30日） 

  

  

（２）連結財政状態 

  

２．配当の状況 

（注）当四半期における配当予想の修正有無：無 

  

３．平成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） 

（注）当四半期における業績予想の修正有無：有 
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  （百万円未満切捨て）

（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 ％ 

23年３月期第１四半期  656,309  4.7  8,294  238.9  10,568  113.3  2,622  －

22年３月期第１四半期  626,816  1.5  2,447  △68.7  4,953  △58.4  △799  －

  
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 

23年３月期第１四半期  11  18  －      

22年３月期第１四半期  △3  35  －      

  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 

23年３月期第１四半期  1,236,857  332,670  23.6  1,242  92

22年３月期  1,166,486  330,992  24.9  1,236  15

（参考）自己資本 23年３月期第１四半期 291,537百万円 22年３月期 289,951百万円

  
年間配当金

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 

22年３月期  －        9 00 －      9 00  18  00

23年３月期  －      

23年３月期（予想）  9 00 －      9 00  18  00

  （％表示は、通期は対前期、第２四半期（累計）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（累計）  1,316,000  3.6  16,300  76.2  20,200  49.1  7,000  124.7  29  84

通期  2,651,000  4.1  32,400  75.8  40,500  51.1  17,600  798.9  75  03



４．その他（詳細は、［添付資料］Ｐ．４「その他」をご覧ください。） 

（１）当四半期中における重要な子会社の異動 ：無 

新規      －社 （社名）                        、除外      －社  （社名） 

（注）当四半期会計期間における連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動の有無となります。 

  

（２）簡便な会計処理及び特有の会計処理の適用：有 

（注）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の有無となります。 

  

（３）会計処理の原則・手続、表示方法等の変更 

①  会計基準等の改正に伴う変更：有 

②  ①以外の変更              ：無 

（注）「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、表示方法等の変更の有無となります。 

  

（４）発行済株式数（普通株式） 

  
  

※  四半期レビュー手続の実施状況に関する表示 

 この四半期決算短信は、金融商品取引法に基づく四半期レビュー手続の対象外であり、この四半期決算短信の開示

時点において、金融商品取引法に基づく四半期財務諸表のレビュー手続は終了していません。 

  

※  業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 

 第２四半期連結累計期間及び通期の連結業績予想は、平成22年５月14日公表の数値から修正しております。詳細に

つきましては、平成22年７月30日付で開示いたしました「連結業績予想（第２四半期・通期）の修正に関するお知ら

せ」をご参照ください。 

  

①  期末発行済株式数（自己株式を含む） 23年３月期１Ｑ 244,524,496株 22年３月期 244,524,496株

②  期末自己株式数 23年３月期１Ｑ 9,965,681株 22年３月期 9,965,301株

③  期中平均株式数（四半期累計） 23年３月期１Ｑ 234,558,971株 22年３月期１Ｑ 238,834,008株
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（１）連結経営成績に関する定性的情報 

 当第１四半期連結累計期間におけるわが国経済は、企業収益の改善や設備投資の下げ止まりなどにより、景気は

着実に持ち直してきておりますが、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、当社グループは事業再編により構築した新たな体制のもと、グループ各社の力を 大

限に発揮することで、今後の経営環境の中で成長を続けるための基盤づくりを行っております。 

 その一環として、平成22年４月１日付で動物用医薬品等卸売事業を当社の完全子会社である丸善薬品株式会社

（北海道北広島市）に集約し、商号をＭＰアグロ株式会社に変更するとともに、当連結会計年度より同社を当社の

連結対象会社として関連事業に区分しております。 

 当第１四半期連結累計期間における売上高は6,563億９百万円（前年同期比4.7％増）、営業利益は82億94百万円

（前年同期比238.9％増）、経常利益は105億68百万円（前年同期比113.3％増）、四半期純利益は26億22百万円

（前年同期は四半期純損失７億99百万円）となりました。 

  

 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、平成22年４月１日に実施された薬価改定により、薬価基準が平均6.5％引き下げられた

影響があったものの、新製品の情報提供や販売について積極的な展開を図るとともに、需要が拡大する生活習慣病

薬に注力するなどにより、順調に推移いたしました。また、新しく導入された薬価制度のもと、適正利益の確保に

努めました。 

 さらに、物流の全体 適を実現するべく、当社の完全子会社である株式会社メディセオ（東京都中央区）は、２

か所目となる 新鋭のエリア・ロジスティクス・センターとして南大阪ＡＬＣを大阪府八尾市に建設し、平成22年

６月より稼働いたしました。今後は８月末までに対象エリアの営業拠点を、順次、同ＡＬＣに集約してまいりま

す。 

 一方、さらなる経営合理化に向けたコスト構造の変革を進め、社員の自立と将来への選択肢を広げる目的から、

当社の完全子会社である医療用医薬品等卸売事業会社３社を対象に、平成22年９月30日を退職日とする希望退職者

の募集を行い、93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4,637億79百万円（前年同期比4.4％増）、営業利益は

59億72百万円（前年同期比871.2％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、業種、業態を超えた販売先における企業間競争の激化や、消費者の低

価格志向を受け、市場全体としては厳しい環境が続いております。 

 このような市場環境の中、当社の連結子会社である株式会社Ｐａｌｔａｃ（大阪市中央区）は、さらなる競争力

の強化と生産性の向上を目指し、平成23年３月期を初年度とする３か年中期経営計画を策定し、人々の「美と健

康」に関する商品をフルラインで提供する中間流通業として、サプライチェーン全体の効率化に貢献することを目

的とした新たな成長戦略の実行に取り組んでおります。 

 売上高は、消費低迷による価格の下落、天候不順による季節商材の需要低迷、前期の新型インフルエンザ流行に

伴う予防関連商品の特需による反動等の影響があったものの、販売先店舗の収益に貢献するための物流サービス機

能やマーチャンダイジング機能の強化に努めた結果、前年同期と同水準で推移いたしました。 

 また、全国物流網のさらなる強化のため、沖縄地区（沖縄県うるま市）において平成22年４月に物流センター建

設用地を取得いたしました。 

 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1,819億32百万円（前年同期比0.0％

増）、営業利益は20億５百万円（前年同期比8.7％増）となりました。 

  

関連事業 

 動物用医薬品の販売は、主に畜産向けとコンパニオンアニマル※向けに分かれております。 

 畜産向け市場では、宮崎県で発生した口蹄疫の影響が一部あるものの、販売は堅調に推移いたしました。また、

コンパニオンアニマル向け市場では、少子高齢化の進展に伴う需要の拡大などにより、販売は順調に推移いたしま

した。 

 これらの結果、関連事業における売上高は111億89百万円、営業利益は１億21百万円となりました。 

 なお、関連事業の事業内容が前連結会計年度までとは異なるため、当第１四半期連結累計期間における前年同期

比較は省略しております。 

  

１．当四半期の連結業績等に関する定性的情報
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※ コンパニオンアニマルは伴侶動物とも表現され、日常生活の中で人とより密接な関係を持ち、伴侶的な存在で

ある動物を指しております。  

  

（注）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。 

  

 （２）連結財政状態に関する定性的情報 

①資産、負債及び純資産の状況 

 当第１四半期連結会計期間末における総資産は１兆2,368億57百万円となり、前連結会計年度末より703億70百

万円増加いたしました。これは主に現金及び預金の増加234億25百万円、受取手形及び売掛金の増加269億24百万

円、商品及び製品の増加156億91百万円によるものであります。 

 負債は9,041億87百万円となり、前連結会計年度末より686億93百万円増加いたしました。これは主に支払手形

及び買掛金の増加639億99百万円によるものであります。 

 純資産は3,326億70百万円となり、前連結会計年度末より16億77百万円増加いたしました。これは主に、利益

剰余金の増加33億29百万円、その他有価証券評価差額金の減少17億40百万円によるものであります。 

  

②キャッシュ・フローの状況 

 当第１四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

233億35百万円増加（17.6％増）し、当第１四半期連結会計期間末には1,557億90百万円となりました。 

  

（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増加は、280億11百万円（前年同期は78億72百万円の減少）となりました。これは主

に、税金等調整前四半期純利益66億84百万円、減価償却費28億22百万円、仕入債務の増加574億64百万円があっ

たものの、売上債権の増加223億93百万円、たな卸資産の増加138億45百万円、法人税等の支払48億85百万円があ

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、13億84百万円（前年同期比83億58百万円の減少）となりました。これは主に、

沖縄地区（沖縄県うるま市）の物流センター建設用地等の有形固定資産の取得による支出14億３百万円によるも

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減少は、41億27百万円（前年同期比21億16百万円の増加）となりました。これは主に、

借入金の減少12億40百万円及び配当金の支払い24億63百万円によるものであります。 

   

（３）連結業績予想に関する定性的情報 

 平成22年５月14日に発表いたしました、当社の完全子会社である医療用医薬品等卸売事業会社３社を対象とした

希望退職者募集の結果が、募集人数750名に対して93名の応募となったことにより、特別割増退職金の支給総額が

減少いたします。      

 なお、希望退職者募集の結果が当初の予定人数を下回ったことにより、販売費及び一般管理費につきましては、

人件費の増加が見込まれるものの、諸経費等の削減により、前回予想どおりの結果が見込まれます。 

 これらの状況を踏まえ、平成23年３月期第２四半期連結累計期間連結業績予想数値ならびに平成23年３月期通期

連結業績予想数値を修正いたしました。詳細につきましては、平成22年７月30日付で開示いたしました「連結業績

予想（第２四半期・通期）の修正に関するお知らせ」をご参照ください。 
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（１）重要な子会社の異動の概要 

 該当事項はありません。 

  

（２）簡便な会計処理及び特有の会計処理の概要 

①簡便な会計処理 

（たな卸資産の評価方法）  

 当第１四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前連結会計年度末に係る実地

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１四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。   

  

（３）会計処理の原則・手続、表示方法等の変更の概要 

①資産除去債務に関する会計基準の適用   

 当第１四半期連結会計期間より、「資産除去債務に関する会計基準」（企業会計基準第18号 平成20年３月31

日）及び「資産除去債務に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第21号 平成20年３月31日）を

適用しております。 

 これにより、営業利益及び経常利益は15百万円減少し、税金等調整前四半期純利益は681百万円減少しており

ます。また、当会計基準等の適用開始による資産除去債務の変動額は1,129百万円であります。  

  

２．その他の情報
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３．四半期連結財務諸表 
（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22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22年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 161,180 137,754

受取手形及び売掛金 598,183 571,259

有価証券 18,714 18,711

商品及び製品 136,128 120,436

その他 69,803 63,288

貸倒引当金 △1,603 △1,611

流動資産合計 982,406 909,839

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 71,289 66,983

土地 93,443 93,053

その他（純額） 19,566 24,540

有形固定資産合計 184,299 184,577

無形固定資産   

のれん 1,496 1,800

その他 7,525 7,696

無形固定資産合計 9,021 9,496

投資その他の資産   

その他 62,981 64,369

貸倒引当金 △1,851 △1,795

投資その他の資産合計 61,129 62,573

固定資産合計 254,450 256,647

資産合計 1,236,857 1,166,486
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（単位：百万円）

当第１四半期連結会計期間末
(平成22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22年３月31日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 783,436 719,437

短期借入金 36,155 37,837

1年内返済予定の長期借入金 1,956 1,956

未払法人税等 8,213 4,370

賞与引当金 6,198 8,372

返品調整引当金 899 770

その他 28,357 25,428

流動負債合計 865,216 798,172

固定負債   

長期借入金 7,315 6,304

退職給付引当金 15,364 14,818

その他 16,291 16,198

固定負債合計 38,970 37,321

負債合計 904,187 835,493

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 162,112 158,783

自己株式 △13,500 △13,500

株主資本合計 305,635 302,306

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 3,436 5,177

繰延ヘッジ損益 △0 0

土地再評価差額金 △17,533 △17,533

評価・換算差額等合計 △14,098 △12,355

少数株主持分 41,132 41,041

純資産合計 332,670 330,992

負債純資産合計 1,236,857 1,166,486
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（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21年４月１日 
 至 平成21年６月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22年６月30日) 

売上高 626,816 656,309

売上原価 581,314 604,109

売上総利益 45,502 52,200

返品調整引当金戻入額 726 774

返品調整引当金繰入額 753 899

差引売上総利益 45,475 52,075

販売費及び一般管理費   

給料及び手当 16,237 16,724

福利厚生費 2,322 2,524

賞与引当金繰入額 3,978 4,329

退職給付費用 2,116 1,820

配送費 3,713 3,705

地代家賃 1,311 1,350

減価償却費 2,407 2,673

貸倒引当金繰入額 14 19

のれん償却額 722 430

その他 10,203 10,201

販売費及び一般管理費合計 43,028 43,780

営業利益 2,447 8,294

営業外収益   

受取利息 27 23

受取配当金 876 713

情報提供料収入 1,441 1,533

不動産賃貸料 234 228

その他 336 267

営業外収益合計 2,916 2,766

営業外費用   

支払利息 198 191

不動産賃貸費用 145 139

持分法による投資損失 － 129

その他 66 32

営業外費用合計 410 492

経常利益 4,953 10,568
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（単位：百万円）

前第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) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22年６月30日) 

特別利益   

固定資産売却益 0 －

持分変動利益 － 102

貸倒引当金戻入額 33 141

抱合せ株式消滅差益 322 －

その他 0 0

特別利益合計 357 244

特別損失   

固定資産除売却損 99 29

減損損失 208 765

特別退職金 5,865 2,470

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 665

その他 95 197

特別損失合計 6,269 4,128

税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期
純損失（△）

△957 6,684

法人税、住民税及び事業税 1,972 8,242

法人税等調整額 △2,130 △4,732

法人税等合計 △158 3,510

少数株主損益調整前四半期純利益 － 3,174

少数株主利益 － 551

四半期純利益又は四半期純損失（△） △799 2,622
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（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21年４月１日 
 至 平成21年６月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22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又は税金等調整前四半
期純損失（△）

△957 6,684

減価償却費 2,594 2,822

減損損失 208 765

のれん償却額 722 430

退職給付引当金の増減額（△は減少） △179 249

賞与引当金の増減額（△は減少） △1,870 △2,391

貸倒引当金の増減額（△は減少） △65 △246

特別退職金 5,865 2,470

売上債権の増減額（△は増加） △19,712 △22,393

たな卸資産の増減額（△は増加） △4,476 △13,845

仕入債務の増減額（△は減少） 9,099 57,464

その他 2,350 775

小計 △6,422 32,786

利息及び配当金の受取額 900 742

利息の支払額 △113 △118

特別退職金の支払額 △1,004 △513

法人税等の支払額 △1,232 △4,885

営業活動によるキャッシュ・フロー △7,872 28,011

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 △8,530 △1,403

有形固定資産の売却による収入 3 568

投資有価証券の取得による支出 △304 △488

その他 △911 △60

投資活動によるキャッシュ・フロー △9,742 △1,384

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） 3,937 △2,251

リース債務の返済による支出 △489 △423

長期借入れによる収入 － 1,500

長期借入金の返済による支出 △999 △489

自己株式の取得による支出 △2,783 △0

配当金の支払額 △1,676 △2,111

少数株主への配当金の支払額 － △352

財務活動によるキャッシュ・フロー △2,010 △4,127

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △19,626 22,498

現金及び現金同等物の期首残高 138,067 132,454

連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減
額（△は減少）

－ 836

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 118,485 155,790
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該当事項はありません。 

  

〔事業の種類別セグメント情報〕 

前第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  

  

〔所在地別セグメント情報〕 

前第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） 

 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。 

  

〔海外売上高〕  

前第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、海外売上高の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

  

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 
 444,178  181,542  1,095  626,816  －  626,816

(2）セグメント間の内部売

上高又は振替高 
 216  315  0  532  (532)  －

計  444,395  181,858  1,095  627,349  (532)  626,816

営業利益又は営業損失

（△） 
 614  1,845  △15  2,444  3  2,447

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  
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〔セグメント情報〕 

１．報告セグメントの概要 

 当社の報告セグメントは、当社の構成単位のうち分離された財務情報が入手可能であり、取締役会が経営資源の配

分の決定及び業績を評価するために、定期的に検討を行う対象となっているものであります。 

 当社は、顧客起点の新しいビジネスモデルの構築を目指しており、顧客別に「医療用医薬品等卸売事業」、「化粧

品・日用品、一般用医薬品卸売事業」、「関連事業」の３つを報告セグメントとしております。 

 「医療用医薬品等卸売事業」は、病院、診療所、調剤薬局等の顧客を対象に卸売業を行っております。「化粧品・

日用品、一般用医薬品卸売事業」は、ドラッグストア、ホームセンター、コンビニエンスストア、スーパーマーケッ

ト等の顧客を対象に卸売業を行っております。「関連事業」は、動物病院、農場、農協等の顧客を対象に卸売業を行

っております。 

  

２．報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報 

当第１四半期連結累計期間（自 平成22年４月１日 至 平成22年６月30日） 

（注）１．セグメント利益の調整額195百万円には、セグメント間取引消去627百万円、各報告セグメントに配分し

ていない全社費用△431百万円が含まれております。 

 ２．セグメント利益は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。 

   

（追加情報） 

当第１四半期連結会計期間より、「セグメント情報等の開示に関する会計基準」（企業会計基準第17号 平成21年

３月27日）及び「セグメント情報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20号 平成20年

３月21日）を適用しております。 

   

該当事項はありません。  

  

  

  （単位：百万円）

  
医療用医薬
品等卸売事
業 

化粧品・日
用品、一般
用医薬品卸
売事業 

関連事業 計
調整額 
（注）１  

四半期連結
損益計算書
計上額 
（注）２ 

売上高             

外部顧客への売上高  463,340  181,782  11,187  656,309  －  656,309

セグメント間の内部売上高

又は振替高 
 438  150  2  591  △591  －

計  463,779  181,932  11,189  656,901  △591  656,309

セグメント利益  5,972  2,005  121  8,099  195  8,294

（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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