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1.  平成23年3月期第2四半期の連結業績（平成22年4月1日～平成22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 ％

23年3月期第2四半期 1,319,015 3.8 15,685 69.6 19,693 45.3 4,714 51.3
22年3月期第2四半期 1,270,542 3.1 9,250 △13.5 13,551 △26.8 3,115 △70.3

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2四半期 20.10 ―

22年3月期第2四半期 13.15 ―

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2四半期 1,221,606 335,576 24.0 1,251.80
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2四半期  293,620百万円 22年3月期  289,951百万円

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  
 

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 ― 9.00

23年3月期 
（予想）

― 9.00 18.00

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） 
（％表示は、対前期増減率）

（注）当四半期における業績予想の修正有無  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 2,654,000 4.2 31,200 69.3 39,400 47.0 14,700 650.8 62.67



(1) 当四半期中における重要な子会社の異動  無  

（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 

（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 
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、【添付資料】３ページ「１．当四半期の連結業績等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」をご覧ください。 

4.  その他 （詳細は、【添付資料】４ページ「２．その他の情報」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 有

② ①以外の変更 無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 23年3月期2Q  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2Q  9,965,890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2Q  234,558,850株 22年3月期2Q  236,894,683株
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（１）連結経営成績に関する定性的情報 

  当第２四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、雇用情勢等の持ち直しの動きが

みられるものの、景気は足踏み状態となっており、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。 

 当第２四半期連結累計期間における売上高は１兆3,190億15百万円（前年同期比3.8％増）、営業利益は156億85

百万円（前年同期比69.6％増）、経常利益は196億93百万円（前年同期比45.3％増）、四半期純利益は47億14百万

円（前年同期比51.3％増）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

や需要が拡大する生活習慣病薬の販売を積極的に展開したことにより、順調に推移いたしました。また、新たに導

入された新薬価制度のもと、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。 

  さらに、物流の全体 適を実現するため、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、大

阪府八尾市に 新鋭のエリア・ロジスティクス・センターとして南大阪ＡＬＣを建設し、平成22年６月より稼働い

たしました。以後、対象エリアにおける営業拠点の集約を順次行い、同年８月をもって南大阪ＡＬＣから大阪府南

部及び奈良県、和歌山県への効率的な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、地域の医療に貢献してまいります。 

  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9,221億81百万円（前年同期比3.1％増）、営業利益は

98億46百万円（前年同期比194.3％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に加え、消費者

の低価格志向、昨年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及び天候不順による季節商品

の需要低迷等により、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て、平成23年３月期を初年度とする３か年の中期経営計画を策定いたしました。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を実行しております。 

  売上高は、店頭起点・生活者起点の発想に立った、販売先店舗の収益に貢献する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）において物流センター建設用地を平成22

年４月に取得し、建設に着手しております。一方、大阪府高槻市においてお得意様の物流受託のための物流センタ

ー稼動に向けて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3,761億94百万円（前年同期比0.5％

増）、営業利益は50億89百万円（前年同期比13.8％減）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による需要低下が一部にあったものの、記録的な猛暑による暑熱対

策商品の特需などにより、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においても、需

要の伸びを背景に、販売は堅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218億20百万円、営業利益は４億２百万円となりました。 

  なお、関連事業の事業内容が前期までとは異なるため、当第２四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。 

  

※ 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

１．当四半期の連結業績等に関する定性的情報
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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２四半期連結会計期間末における総資産は１兆2,216億６百万円となり、前連結会計年度末より551億20百

万円増加いたしました。これは主に、現金及び預金の増加107億16百万円、受取手形及び売掛金の増加240億87百

万円、商品及び製品の増加123億58百万円によるものであります。 

 負債は8,860億30百万円となり、前連結会計年度末より505億36百万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383億60百万円、未払法人税等の増加108億27百万円によるものであります。 

 純資産は3,355億76百万円となり、前連結会計年度末より45億83百万円増加いたしました。これは主に、利益

剰余金の増加51億63百万円、少数株主持分の増加９億14百万円、その他有価証券評価差額金の減少17億52百万円

によるものであります。 

  

②キャッシュ・フローの状況 

 当第２四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

106億26百万円増加（8.0％増）し、当第２四半期連結会計期間末には1,430億80百万円となりました。 

  

（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、214億67百万円（前年同期比173億13百万円の増加）となりました。これは主

に、税金等調整前四半期純利益134億31百万円、減価償却費58億21百万円、仕入債務の増加318億26百万円があっ

たものの、売上債権の増加194億67百万円、たな卸資産の増加105億12百万円、法人税等の支払30億46百万円があ

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、48億32百万円（前年同期比82億７百万円の減少）となりました。これは主に、

愛知県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50億73百万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、68億45百万円（前年同期比４億29百万円の増加）となりました。これは主に、

借入金の減少36億３百万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 

 当第２四半期連結累計期間において、化粧品・日用品、一般用医薬品卸売事業は、個人消費の低迷や天候不順等

の影響があったことにより、売上高は前回予想を下回りました。加えて価格競争の激化による販売価格の下落等に

より、利益面においても厳しい状況となりました。 

 また、同期間において、固定資産の遊休等に伴う減損損失、関係会社株式のうち時価が著しく下落した当該関係

会社に係るのれん相当額の一時償却、出資金のうち実質価格が下落したものについての出資金評価損を特別損失に

計上いたしました。 

 これらの状況を踏まえ、平成22年７月30日付で開示した平成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10月27日付

で開示した「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２四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２四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   

 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53百万円減少し、税金等調整前四半期純利益は718百万円減少しており

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２四半期連結会計期間末
(平成22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22年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 148,470 137,754

受取手形及び売掛金 595,346 571,259

有価証券 18,717 18,711

商品及び製品 132,795 120,436

その他 72,923 63,288

貸倒引当金 △1,510 △1,611

流動資産合計 966,743 909,839

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 72,674 66,983

土地 94,569 93,053

その他（純額） 20,049 24,540

有形固定資産合計 187,293 184,577

無形固定資産   

のれん 95 1,800

その他 7,270 7,696

無形固定資産合計 7,366 9,496

投資その他の資産   

その他 61,998 64,369

貸倒引当金 △1,795 △1,795

投資その他の資産合計 60,203 62,573

固定資産合計 254,862 256,647

資産合計 1,221,606 1,166,486
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（単位：百万円）

当第２四半期連結会計期間末
(平成22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22年３月31日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 757,798 719,437

短期借入金 34,281 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 15,198 4,370

賞与引当金 8,453 8,372

返品調整引当金 803 770

その他 29,922 25,428

流動負債合計 848,413 798,172

固定負債   

長期借入金 6,826 6,304

退職給付引当金 14,971 14,818

その他 15,819 16,198

固定負債合計 37,616 37,321

負債合計 886,030 835,493

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 163,947 158,783

自己株式 △13,500 △13,500

株主資本合計 307,469 302,306

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 3,424 5,177

繰延ヘッジ損益 △0 0

土地再評価差額金 △17,273 △17,533

評価・換算差額等合計 △13,849 △12,355

少数株主持分 41,955 41,041

純資産合計 335,576 330,992

負債純資産合計 1,221,606 1,166,486
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（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21年４月１日 
 至 平成21年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22年９月30日) 

売上高 1,270,542 1,319,015

売上原価 1,175,542 1,215,062

売上総利益 95,000 103,952

返品調整引当金戻入額 726 774

返品調整引当金繰入額 714 803

差引売上総利益 95,011 103,923

販売費及び一般管理費   

給料及び手当 32,564 33,767

福利厚生費 4,480 4,940

賞与引当金繰入額 7,607 8,437

退職給付費用 4,125 3,569

配送費 7,504 7,473

地代家賃 2,629 2,681

減価償却費 4,979 5,498

貸倒引当金繰入額 50 22

のれん償却額 1,445 861

その他 20,374 20,985

販売費及び一般管理費合計 85,761 88,238

営業利益 9,250 15,685

営業外収益   

受取利息 103 72

受取配当金 913 776

情報提供料収入 2,936 3,101

不動産賃貸料 465 462

その他 749 635

営業外収益合計 5,169 5,049

営業外費用   

支払利息 403 378

不動産賃貸費用 309 307

持分法による投資損失 － 34

その他 154 320

営業外費用合計 867 1,041

経常利益 13,551 19,693
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（単位：百万円）

前第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) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22年９月30日) 

特別利益   

固定資産売却益 2 36

持分変動利益 － 102

貸倒引当金戻入額 30 248

抱合せ株式消滅差益 322 －

その他 2 1

特別利益合計 358 389

特別損失   

固定資産除売却損 338 210

減損損失 629 1,154

のれん償却額 － 969

出資金評価損 － 742

特別退職金 6,447 2,427

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 665

その他 111 481

特別損失合計 7,526 6,651

税金等調整前四半期純利益 6,384 13,431

法人税、住民税及び事業税 4,923 15,104

法人税等調整額 △1,654 △7,817

法人税等合計 3,268 7,287

少数株主損益調整前四半期純利益 － 6,144

少数株主利益 － 1,429

四半期純利益 3,115 4,714
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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) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22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 6,384 13,431

減価償却費 5,371 5,821

減損損失 629 1,154

のれん償却額 1,445 1,831

退職給付引当金の増減額（△は減少） △1,080 △43

賞与引当金の増減額（△は減少） 107 △136

貸倒引当金の増減額（△は減少） △180 △396

特別退職金 6,447 2,427

売上債権の増減額（△は増加） △30,874 △19,467

たな卸資産の増減額（△は増加） △7,236 △10,512

仕入債務の増減額（△は減少） 26,868 31,826

その他 △1,368 △1,378

小計 6,514 24,558

利息及び配当金の受取額 1,015 846

利息の支払額 △374 △352

特別退職金の支払額 △2,753 △538

法人税等の支払額 △248 △3,046

営業活動によるキャッシュ・フロー 4,153 21,467

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 △10,909 △5,073

有形固定資産の売却による収入 35 1,567

投資有価証券の取得による支出 △522 △846

その他 △1,644 △480

投資活動によるキャッシュ・フロー △13,039 △4,832

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） 3,828 △4,125

リース債務の返済による支出 △979 △777

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 △1,870 △978

自己株式の取得による支出 △5,717 △0

自己株式の売却による収入 0 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 △6,415 △6,845

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △15,301 9,789

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 122,810 143,080
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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） 

 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、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 
 894,177  374,022  2,341  1,270,542  －  1,270,542

(2）セグメント間の内部売

上高又は振替高 
 268  475  0  744  (744)  －

計  894,446  374,497  2,342  1,271,287  (744)  1,270,542

営業利益又は営業損失

（△） 
 3,345  5,907  △6  9,246  4  9,250

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めざしており、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２四半期連結累計期間（自 平成22年４月１日 至 平成22年９月30日） 

（注）１．セグメント利益の調整額347百万円には、セグメント間取引消去1,248百万円、各報告セグメントに配分

していない全社費用△901百万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） 

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  921,305  375,894  21,815  1,319,015  －  1,319,015

セグメント間の内部売上高

又は振替高 
 875  299  4  1,179  △1,179  －

計  922,181  376,194  21,820  1,320,195  △1,179  1,319,015

セグメント利益  9,846  5,089  402  15,338  347  15,685

（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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